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男子100m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 愛知

1 2 176 若杉　俊佑(1) 中京大 10.80 1 4 108 内村　颯太(2) 中京大 11.06

ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀ 徳島 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知

2 3 61 中内　亮太(3) 中京大 10.84 2 7 118 黒木　省悟(2) 中京大 11.16

ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 福井 ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ 愛知

3 5 741 寺田　健人 福井陸協 10.89 3 5 53 井面　拓也(3) 中京大 11.27

ｲﾄｳ ﾏｲｷ 三重 ﾅﾐｻﾞｷ ﾀｶｼ 愛知

4 4 5098 伊藤　舞樹 NTN 10.99 4 1 L690 浪崎　高志(3) 岡崎北高 11.30

ｶｸﾀﾆ ﾄｼﾔ 愛知 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾅﾘ 愛知

1 H415 角谷　俊弥(3) 日進西高 DNS 5 2 764 小笠原　朝成 東海学園大 11.41

ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛知

6 B385 南　晋太郎 中京大クラブ DNS 3 68 山本　健太(3) 中京大 DNS

ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐阜

7 163 荻野　龍斗(1) 中京大 DNS 6 60 田中　宏樹(3) 中京大 DNS

ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 愛知 ｱｼﾄﾐ ｶﾝﾀ 沖縄

8 1221 伊藤　慎悟(1) 東邦大 DNS 8 842 安次富　貫太(1) 岐経大 DNS

3組 (風:-0.4) 4組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛知 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾑｻｼ 静岡

1 7 166 祖父江　巧(1) 中京大 11.11 1 2 751 芥川　武佐志 袋井陸協 11.36

ｶﾖｳ ﾘｮｳﾏ 沖縄 ｲｹﾔ ﾖｼﾉﾘ 静岡

2 1 564 嘉陽　涼馬(2) 岐経大 11.15 2 1 1061 池谷　宜憲(2) 常葉大 11.47

ﾃﾗｼﾏ ｺｳﾀ 愛知 ｶﾕｶﾜ ｹｲｺﾞ 愛知

3 8 124 寺島　航汰(2) 中京大 11.20 3 3 1157 粥川　景梧(1) 愛知大 11.52

ﾏﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山 ｼﾞﾝ ｺｳｷ 兵庫

4 3 173 間宮　大介(1) 中京大 11.21 4 7 120 神　高希(2) 中京大 11.57

ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知 ﾜｸｲ ﾘｮｳｼﾞ 新潟

5 4 C173 嶋屋　昌芳 小島プレス 11.25 5 6 1257 和久井　亮二(1) 中京大 11.57

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 愛知 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 愛知

6 2 C182 渡邊　侑平 小島プレス 11.25 6 4 1185 鈴木　航樹(1) 至学館大 11.79

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 和歌山 ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀ 富山

7 6 128 山崎　巧巳(2) 中京大 11.34 5 1250 田嶋　駿太(1) 中京大 DNS

ｱｿ ｱﾔﾄ 岡山 ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 和歌山

8 5 157 阿曽　彩登(1) 中京大 11.41 8 1253 中井　健汰(1) 中京大 DNS

5組 (風:-0.8) 6組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲｹ ｹｲﾀ 大阪 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 愛知

1 3 705 古池　勁太 CRSCENT.A.C 10.91 1 5 11 角田　涼一(4) 中京大 11.06

ﾅｶｼﾏ ﾐｷｵ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 愛知

2 6 B583 中島　三紀郎 POWER MAX 11.13 2 2 130 渡邊　麻仁(2) 中京大 11.40

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 愛知

3 4 F117 遠藤　雅也(2) 起工高 11.34 3 4 C184 岡田  崇平 小島プレス 11.58

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 静岡 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 愛知

4 7 119 小泉　潤(2) 中京大 11.41 4 3 650 浅野　裕貴(4) 名学大 11.60

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾄ 和歌山 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 岐阜

5 2 168 中嶋　一登(1) 中京大 11.59 5 7 10 田口　亮雅(4) 中京大 11.69

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ 愛知 ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛知

6 1 L181 松村　圭(3) 豊田大谷高 11.60 1 659 横地　秀春(3) 中京大 DNS

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静岡 ｶﾈﾐﾔ ｹｲｽｹ 愛知

7 8 1070 鈴木　遼太(2) 常葉大 11.66 6 368 金宮　圭佑(3) 愛学大 DNS

ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ 愛知 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 高知

8 5 B9055 平野　達也 愛知陸協 11.68 8 88 斉藤　克弥(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

7組 (風:0.0) 8組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三重 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 静岡

1 5 109 浦井　崚自(2) 中京大 10.95 1 5 776 野嶋　大晃 東海学園大 11.38

ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 富山 ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 愛知

2 6 575 林　賢吾(3) 中京大 11.12 2 2 381 浅野　翔太(4) 愛学大 11.52

ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 三重 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知

3 2 5032 浦井　駿吾 ULTIMATE 11.24 3 1 104 平林　卓磨(3) 中京大 11.53

ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富山 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重

4 8 117 倉川　鷹斗(2) 中京大 11.65 4 4 103 西村　啓佑(3) 中京大 11.68

ﾅｶﾉ ｼｭﾝｽｹ 岐阜 ﾂｼﾞｵ ﾅｵﾌﾐ 福井

1 904 中野　俊助(3) 岐阜聖徳大 DNS 5 7 357 辻尾　直史(2) 至学館大 11.72

ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 愛知

3 121 高松　知史(2) 中京大 DNS 6 3 1112 岡田　渓冴(4) 豊田高専 11.86

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 三重 ｲｼﾓﾄ ﾐｷﾔ 三重

4 5026 中西　佑輔 ULTIMATE DNS 6 5015 石本　幹也 ULTIMATE DNS

ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ 愛知 ﾌｶﾐ ｱﾂｷ 愛知

7 762 大橋　永 東海学園大 DNS 8 B497 深見　篤貴 東海デカスロン DNS

9組 (風:-1.3) 10組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ 愛知 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知

1 6 691 安田　凌(4) 南山大 11.54 1 1 767 遠山　慎一郎 東海学園大 11.46

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ 三重 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 福井

2 7 378 若林　正文(3) 愛学大 11.56 2 3 57 久保　祐樹(3) 中京大 11.46

ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞﾏ 愛知 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛知

3 4 775 西村　一真 東海学園大 11.63 3 6 800 伊東　和輝(2) 愛県大 11.52

ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 愛知 ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ 愛知

4 3 313 今村　裕希(4) 至学館大 11.69 4 7 H122 三井　匠(2) 大同大大同高 11.56

ｲﾅﾌｸ ﾋｶﾙ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 愛知

5 8 911 稲福　煕(1) 岐阜聖徳大 11.80 5 2 84 渡邊　勇真 愛陸DC 11.86

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾀｶ 静岡 ｲﾄﾞｳ ｼｭﾝ 静岡

1 568 長沼　俊貴 R.B DNS 4 565 伊堂　駿 R.B DNS

ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛知

2 L116 山根　大輝 (2) 豊田高専 DNS 5 768 山内　翼 東海学園大 DNS

ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊本 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓｷ 愛知

5 129 米村　竜星(2) 中京大 DNS 8 63 福島　知樹(3) 中京大 DNS

11組 (風:-0.5) 12組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 三重 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 愛知

1 4 5025 湯田　功稀 ULTIMATE 11.25 1 1 A125 近藤　順三郎 ラ・イースト 11.42

ｲｶﾞ ﾃﾙﾋﾄ 愛知 ﾖｺﾀ ﾘｮｳ 愛知

2 1 1433 井賀　輝仁(1) 愛知大 11.35 2 2 H298 横田　凌(2) 松蔭高 11.67

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 静岡 ｵｵﾑﾗ ﾚｲﾄ 愛知

3 6 1069 鈴木　隆斗(2) 常葉大 11.46 3 4 L499 大村　麗人(3) 安城南高 11.80

ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 愛知 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 愛知

4 3 1005 伊藤　孝治(4) 大同大 11.64 3 5 C48 原口　直也 豊田自動織機 11.80

ｽｽﾞｷ ﾀｲｼｭｳ 静岡 ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 三重

5 5 1079 鈴木　太修(1) 常葉大 11.75 5 7 1009 高野　巧(3) 大同大 11.85

ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ 愛知 ｸﾗﾁ ﾀｶﾔ 愛知

6 8 1359 松久　裕稀 東海学園大 11.78 6 6 L187 倉地　貴也(1) 豊田大谷高 11.98

ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 愛知 ｼﾗｲ ｿｳｺﾞ 愛知

7 2 779 宮川　新 東海学園大 11.96 7 8 1114 白井　蒼梧(4) 豊田高専 12.15

ｻｻｷ ｺｳｽｹ 愛知 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 愛知

8 7 L179 佐々木　康介(1) 豊田大谷高 12.04 8 3 L1227 村瀬　崚(2) 豊田大谷高 12.39

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

13組 (風:-0.4) 14組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 愛知 ｻｶｲ ｶﾂﾐ 愛知

1 7 1366 水谷　俊貴 東海学園大 11.30 1 6 L794 酒井　克実(1) 豊田高専 11.65

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 愛知 ﾄｷ ﾕｳﾀ 愛知

2 1 1369 田中　雄也 東海学園大 11.72 2 3 359 土岐　優太(2) 至学館大 11.66

ｻｸﾗｲ ﾀｶｱｷ 愛知 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 三重

3 2 B493 櫻井　孝明 東海デカスロン 11.74 3 1 333 加藤　大生(3) 至学館大 11.67

ﾉｽﾞｴ ﾖｼﾅﾘ 愛知 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 愛知

4 4 705 野末　佳成(2) 南山大 11.94 4 4 H295 本間　稜也(2) 松蔭高 11.73

ｺﾐﾅﾐ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 愛知

5 5 C9015 小南　翼 愛知陸協 12.02 5 7 703 加藤　寛隆(2) 南山大 11.83

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 愛知 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 愛知

6 3 1364 遠藤　光 東海学園大 12.08 6 8 L880 田中　将太(1) 安城南高 12.10

ｲﾅﾂﾞ ﾏﾅﾌﾞ 愛知 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知

6 681 稲津　学(4) 名市大 DNS 7 2 1370 佐藤　広幸 東海学園大 12.32

ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 愛知 ｶﾐﾔ ｺｳｽｹ 愛知

8 B595 前田　智哉 POWER MAX DNS 5 729 神谷　幸佑(3) 名城大 DNS

15組 (風:-1.7) 16組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｲｷ 愛知

1 8 2 中島　一将(3) 中京大 11.74 1 5 H670 小笠原　海貴(1) 日進西高 11.67

ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ 愛知

2 1 947 西村　望(1) 至学館大 11.82 2 8 B499 山口　峰昌 東海デカスロン 11.70

ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ 愛知 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

3 4 52 井添　晶文(3) 中京大 11.87 3 3 L785 宮川　凌太(1) 豊田高専 12.26

ｷﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ｱｻｲ ｹﾝｺﾞ 愛知

4 5 H669 木林　翼(1) 日進西高 11.93 4 7 F635 浅井　研吾(1) 起工高 12.28

ｵｵﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 岐阜 ｽｽﾞﾀ ﾅｵｷ 愛知

5 7 1006 大野　裕太郎(4) 大同大 11.95 5 2 F126 鈴田　直騎(2) 起工高 12.74

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 愛知 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾜﾀﾙ 静岡

6 2 1361 中村　圭祐 東海学園大 12.08 1 1084 南園　航(1) 常葉大 DNS

ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 愛知

3 749 藤井　直希(2) 名城大 DNS 4 H462 前田　佳祐(2) 向陽高 DNS

ﾜﾀﾘ ｱｷﾋﾛ 京都 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｸﾏ 三重

6 47 和多利　瑛洋(4) 中京大 DNS 6 376 永森　拓真(3) 愛学大 DNS

17組 (風:-1.2) 18組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾓｻﾄ ﾘﾝﾄ 愛知 ﾀﾃﾜｷ ｹｲｲﾁ 愛知

1 5 H781 下里　凛人(1) 大同大大同高 11.95 1 7 B494 立脇　慧一 東海デカスロン 11.89

ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝ 愛知 ﾖｺｵ ﾀｹﾙ 愛知

2 2 1050 奥村　駿(3) 中部大 12.36 2 8 781 横尾　武尊 東海学園大 12.12

ｻｶ ﾕｳｷ 愛知 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

3 6 407 坂　勇輝(M1) 愛知淑徳大 12.37 3 4 L119 加藤　悠基(3) 豊田高専 12.16

ｵｶﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 三重 ｲﾅﾏｽ ﾘｮｳ 愛知

4 4 1202 岡本 一純(1) 愛学大 12.45 4 2 H609 稲益　涼(2) 名工高 12.24

ｷｸﾁ ｺｳｾｲ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾏｻ 静岡

5 1 F638 菊池　晃生(1) 起工高 12.52 5 5 566 村松　貴将 R.B 12.25

ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 愛知 ｶﾄｳ ｼｭｳﾔ 愛知

6 8 405 奥田　諒(3) 愛知淑徳大 12.58 6 6 1049 加藤　修也(3) 中部大 12.50

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川

3 649 池田　翔一(4) 名学大 DNS 3 150 中山　滉一(2) 中京大 DNS

ﾓﾘ ﾔｽｵ 愛知

7 A109 森　泰生 一宮ＡＣ DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

19組 (風:+1.3) 20組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾌﾐ 愛知 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知

1 2 730 小嶋　将史(3) 名城大 11.68 1 5 396 北村　弘晃(2) 愛学大 12.13

ﾊﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知

2 4 5182 花井　貴弘 土岐走友 11.82 2 4 H681 南川　竜太郎(1) 松蔭高 12.19

ﾊﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知 ｲﾅｸﾞﾏ ｹﾝﾀ 愛知

3 8 H683 花井　雄大(1) 松蔭高 11.88 3 3 L126 稲熊　健太(2) 豊田高専 12.23

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知

4 5 C9012 渡辺　裕二 愛知陸協 12.11 4 7 H280 藤本　大樹(2) 松蔭高 12.25

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｽｹ 愛知

5 6 L498 加藤　峻介(3) 安城南高 12.18 5 8 H120 片山　裕介(2) 大同大大同高 12.43

ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｴｲ 愛知 ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭﾝ 愛知

6 7 L877 東　祥永(1) 安城南高 12.20 2 1113 門脇　駿(4) 豊田高専 DNS

ﾆｼﾉ ﾘｮｳ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 愛知

7 3 H761 西野　隆翔(1) 向陽高 12.34 6 H778 中村　康貴(1) 大同大大同高 DNS

21組 (風:-1.9) 22組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾋｻﾉﾌﾞ 愛知 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 三重

1 5 1035 山崎　尚信(1) 中京大 12.51 1 3 5875 藤澤　鐘吾 三重陸協 12.44

ｲｶﾜ ｻﾄｼ 広島 ﾖｳﾒｲ ﾁﾋﾛ 愛知

2 6 1225 井川　智嗣(1) 皇學館大 12.55 2 2 H675 要明　千尋(1) 日進西高 12.71

ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ 愛知 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 愛知

3 3 106 池田　樹生(2) 中京大 12.74 3 8 H671 中川　剛志(1) 日進西高 12.72

ｳﾉ ﾕｳｾﾝ 愛知 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 愛知

4 7 H421 宇野　湧泉(2) 日進西高 12.83 4 5 H787 佐藤　嵩瑠(1) 大同大大同高 12.75

ｽﾐ ﾘｮｳ 愛知 ｸﾗﾄﾐ ｼﾝｺﾞ 愛知

5 4 L805 鷲見　良(1) 豊田高専 12.89 5 4 H686 藏冨　真吾(1) 松蔭高 12.89

ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 愛知 ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｷ 愛知

6 2 B176 桂川　祐一 にっとTFC 12.90 6 6 H425 坂野　公紀(2) 日進西高 13.07

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾓｶﾂ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾙ 愛知

7 8 H107 杉村　知勝(2) 享栄高 13.05 7 7 H612 長谷川　大竜(2) 名工高 13.19

23組 (風:-1.2) 24組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞｳﾗ ｸｵﾝ 愛知 ﾅｶﾆｼ ﾋﾅﾀ 愛知

1 6 H674 杉浦　久遠(1) 日進西高 12.91 1 8 L809 中西　陽(1) 豊田高専 12.22

ｶﾄｳ ｾｲﾀﾛｳ 愛知 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知

2 3 H760 加藤　誓太郎(1) 向陽高 13.23 2 5 L836 谷澤　佑貴(1) 豊田大谷高 12.90

ﾓﾘ ｶﾝﾀ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 愛知

3 8 B121 森　貫太 愛知マスターズ 13.53 2 7 H779 近藤　優(1) 大同大大同高 12.90

ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 愛知 ｶｻｲ ﾄｼｷ 愛知

4 2 H788 伊藤 純(1) 大同大大同高 13.58 4 3 L837 葛西　駿輝(1) 豊田大谷高 13.34

ｿｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 愛知 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾌﾐ 愛知

5 7 H113 曽川　裕貴(2) 大同大大同高 13.62 5 2 L797 山中　理史(1) 豊田高専 13.61

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 愛知 ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄ 愛知

4 L458 橋本　陸(2) 杜若高 DNS 6 6 J699 奥山　岳冬(1) 名古屋商高 13.93

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 愛知 ｶﾜｶﾐ ｶｲ 愛知

5 L465 武内　広樹(2) 杜若高 DNS 4 L806 川上　快(1) 豊田高専 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 愛知

1 2 166 祖父江　巧(1) 中京大 47.59 1 3 L497 中村　明人(3) 安城南高 49.86

ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 静岡 ﾎﾘｴ ｺｳｷ 岐阜

2 7 743 鈴木　啓太 アローズジム 47.71 2 2 5188 堀江　功輝 美濃加茂陸上 50.14

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知 ﾏｷﾉ ﾀｹｼ 愛知

3 6 110 遠藤　侑汰(2) 中京大 48.93 3 4 D82 牧野　武 豊橋市役所 50.22

ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 鹿児島

4 5 112 岡田　直也(2) 中京大 49.28 4 1 55 川畑　慎吾(3) 中京大 50.59

ﾜｶｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 静岡

5 4 176 若杉　俊佑(1) 中京大 49.41 5 8 1092 望月　康揮(3) 常葉大 51.02

ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

6 1 B64 池谷　英敏 横川小教 49.49 6 7 1365 鈴木　航大 東海学園大 52.29

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 愛知 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山

7 8 130 渡邊　麻仁(2) 中京大 51.30 5 121 高松　知史(2) 中京大 DNS

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜

8 3 1248 佐藤　亘(1) 中京大 53.31 6 67 山田　蒼大(3) 中京大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知 ﾅﾐｻﾞｷ ﾀｶｼ 愛知

1 2 782 若山　弘幸 東海学園大 50.32 1 2 L690 浪崎　高志(3) 岡崎北高 51.51

ｽｽﾞｷ ﾀｲｼｭｳ 静岡 ﾂﾂﾞｸ ﾏｻﾌﾐ 愛知

2 6 1079 鈴木　太修(1) 常葉大 50.64 2 4 447 都竹　将史(2) 愛知大 52.36

ｾｷ ﾅｵﾔ 愛知 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 愛知

3 4 B591 関　尚哉 POWER MAX 50.70 2 8 1369 田中　雄也 東海学園大 52.36

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 静岡 ｵｵｲﾁ ｹｲﾔ 愛知

4 5 640 高柳　育矢(2) 名学大 50.99 4 3 1297 大市　啓矢(1) 名城大 52.45

ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 静岡 ﾅｶｼﾏ ﾂｶﾈ 愛知

5 8 691 坂本　竜也 はまかぜＡＣ 52.07 5 761 中島　束 東海学園大 DNS

ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｲﾔ 三重

1 1359 松久　裕稀 東海学園大 DNS 6 1309 谷口　稀依也(1) 名学大 DNS

ｲﾄｳ ｹｲﾀ 静岡 ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 愛知

3 563 伊藤　啓太 R.B DNS 7 381 浅野　翔太(4) 愛学大 DNS

ﾀｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 愛知

7 B587 瀧本　慎吾 POWER MAX DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾅｶﾀ ﾄｷ 和歌山 ﾔﾏﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 愛知

1 3 895 南方　斗喜(1) 岐経大 50.70 1 5 754 山守　瑠星(2) 名城大 51.73

ｼﾁ ﾕｳｷ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知

2 7 L505 志知　優希(3) 安城南高 51.71 2 6 H297 山田　翼(2) 松蔭高 52.08

ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 愛知 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

3 8 L111 柴田　悟(3) 豊田高専 52.38 3 7 L119 加藤　悠基(3) 豊田高専 52.31

ﾅｶｼﾏ ﾐｷｵ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 愛知

4 4 B583 中島　三紀郎 POWER MAX 53.22 4 8 H521 近藤　理久(2) 南山高男子 53.57

ｻﾉ ｺｳｷ 愛知 ｶﾐﾔ ﾉﾘﾕｷ 愛知

5 5 682 佐野　公紀(4) 名市大 54.34 5 3 B590 神谷　紀之 POWER MAX 53.81

ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 三重 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 愛知

2 1371 加藤　晶大 東海学園大 DNS 6 2 1373 村松　悠斗 東海学園大 54.68

ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 和歌山 ﾌﾙﾀ ﾅﾙﾋｻ 岐阜

6 1253 中井　健汰(1) 中京大 DNS 7 4 750 古田　成寿(2) 名城大 55.72

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾃﾜｷ ｹｲｲﾁ 愛知 ｵｸﾑﾗ ｺｳｽｹ 愛知

1 3 B494 立脇　慧一 東海デカスロン 51.81 1 5 H119 奥村　幸涼(2) 大同大大同高 52.99

ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 愛知 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｲｷ 愛知

2 5 1367 林　佑哉 東海学園大 52.80 2 7 H670 小笠原　海貴(1) 日進西高 53.41

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ 愛知

3 8 B495 平田　和之 東海デカスロン 52.97 3 8 H463 山口　翔(2) 向陽高 53.79

ｸﾗﾁ ｹｲﾀ 愛知 ﾓﾄﾔ ﾀﾂﾛｳ 愛知

4 6 L795 倉地　奎多(1) 豊田高専 53.65 4 4 C9005 元谷　達郎 愛知陸協 54.00

ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 愛知 ﾀﾅﾊｼ ｺｳｽｹ 愛知

5 4 1005 伊藤　孝治(4) 大同大 54.09 5 6 H426 棚橋　幸右(2) 日進西高 54.23

ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 岐阜

6 2 780 山澤　遼大 東海学園大 54.09 6 3 1332 齋藤　健一(1) 岐阜大 55.10

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岡山 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 愛知

7 7 1259 渡邉　智哉(1) 中京大 54.97 7 2 1112 岡田　渓冴(4) 豊田高専 56.00

9組 10組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾜ ｻﾄｼ 広島 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知

1 4 1225 井川　智嗣(1) 皇學館大 55.91 1 2 767 遠山　慎一郎 東海学園大 52.31

ﾖｳﾒｲ ﾁﾋﾛ 愛知 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 愛知

2 5 H675 要明　千尋(1) 日進西高 1:00.43 2 7 650 浅野　裕貴(4) 名学大 54.24

ﾈﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 愛知

3 8 H762 根本　峻佑(1) 向陽高 1:00.57 3 3 313 今村　裕希(4) 至学館大 54.85

ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｷ 愛知 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ 佐賀

4 2 L180 平野　竜生(3) 豊田大谷高 1:01.42 4 5 687 中島　祐市(2) 名市大 56.24

ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｲﾁ 愛知 ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 愛知

3 H759 松岡　秀一(1) 向陽高 DNS 5 6 H756 髙間　聖大(1) 向陽高 57.42

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 愛知 ｲﾂｶﾜ ｼﾞｭﾝ 愛知

6 H685 山本　大聖(1) 松蔭高 DNS 6 4 H816 逸川　純(1) 享栄高 1:05.44

ﾓﾘ ｶﾝﾀ 愛知 ｽﾜ ｼｹﾞｷ 静岡

7 B121 森　貫太 愛知マスターズ DNS 8 1080 諏訪　成貴(1) 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｻﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾄ 愛知

1 5 L122 久田　淳司(3) 豊田高専 1:59.83 1 4 686 清水　康仁(3) 名市大 2:06.95

ﾋｻﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知 ﾓﾛｵｶ ﾏｻﾄ 三重

2 1 F390 久田　雅人(3) 西春高 2:00.30 2 8 5618 諸岡　将人 三重陸協 2:09.01

ｻﾜ ｺｳﾀ 愛知 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ 愛知

3 2 1109 澤　洸太(5) 豊田高専 2:02.35 3 6 H105 五十嵐　悠貴(3) 享栄高 2:09.26

ｶﾜｻｷ ﾖｳ 愛知 ﾀｶﾉ ﾕｳﾀ 静岡

4 3 F401 川崎　要(2) 西春高 2:02.39 4 2 690 高野　雄太 はまかぜＡＣ 2:10.89

ﾂﾂｲ ﾄﾓﾔ 愛知 ｺｼﾉ ﾀｹﾙ 愛知

5 7 L125 筒井　智哉(2) 豊田高専 2:11.36 5 3 L120 越野　豪留 (3) 豊田高専 2:15.55

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知 ｾｷﾞ ﾕｳﾏ 三重

6 8 L127 池田　将基 (2) 豊田高専 2:15.94 6 7 1160 瀬木　裕真(2) 皇学館大 2:17.71

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾛｳ 愛知 ｶﾄｳ ｼｭﾝｴｲ 愛知

4 H792 渡邊　拓郎(1) 大同大大同高 DNS 7 1 L787 加藤　俊英(1) 豊田高専 2:25.79

ﾓﾘﾀ ﾄｼｶ 愛知 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ 愛知

6 H782 守田　利嘉(1) 大同大大同高 DNS 5 H106 松浦　光佑(3) 享栄高 DNS

ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 愛知

9 H613 川端　康暉(2) 名工高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 滋賀 ﾅｶｵ ｼｮｳｺﾞ 愛知

1 4 40 西村　勇人 滋賀陸協 2:00.59 1 3 K212 中尾　匠吾(2) 阿久比高 1:58.63

ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓﾔ 愛知 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岐阜

2 3 1237 長濱　朋哉(1) 至学館大 2:01.49 2 8 844 飯島　伸広(1) 岐経大 1:58.91

ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三重 ﾋﾉ ﾚﾝ 愛知

3 5 5023 西田　健一郎 ULTIMATE 2:01.73 3 4 8205 日野　蓮(3) 佐屋高 1:58.96

ﾅｶﾞｵ ｺｳｽｹ 愛知 ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ 愛知

4 9 B135 長尾　孝介 愛知マスターズ 2:04.89 4 9 372 青山　洸気(3) 愛学大 1:59.00

ｻｼﾞ ｹｲｽｹ 愛知 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 三重

5 7 408 佐治　啓亮(2) 愛知淑徳大 2:05.45 5 5 735 市川　航大(2) 名城大 1:59.63

ﾆｼｶﾜ ｼﾝｻｸ 広島 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ 愛知

6 2 62 西川　晋作(3) 中京大 2:05.70 6 2 L117 吉村　泰希(3) 豊田高専 2:00.26

ｻﾉ ｺｳｷ 愛知 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

7 6 682 佐野　公紀(4) 名市大 2:06.49 7 6 1365 鈴木　航大 東海学園大 2:02.12

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 愛知 ﾅｽ ﾋﾛｷ 愛知

8 1 L123 鈴木　琉世 (2) 豊田高専 2:08.59 8 7 652 那須　広基(2) 名学大 2:02.15

ｶﾄｳ ｺｳﾀ 愛知 ｲﾜﾂｷ ﾘｭｳｾｲ 静岡

8 H123 加藤　皓大(2) 大同大大同高 DNS 9 1 1075 岩附　龍生(1) 常葉大 2:03.48

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ 愛知

1 5 385 早川　智基(4) 愛学大 1:55.69

ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾔ 三重

2 3 5033 山岡　卓弥 ULTIMATE 1:56.18

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛知

3 2 1248 佐藤　亘(1) 中京大 1:58.09

ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 愛知

4 1 C13 吉村　拓也 トヨタ自動車 1:59.49

ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｷ 愛知

5 9 721 服部　泰揮(5) 名城大 2:00.21

ｼｸﾘ ﾘｭｳｼﾞ 滋賀

6 8 465 宿利　隆司 東レRC 2:08.58

ﾀｹｼﾀ ｺｳｾｲ 愛知

7 7 C181 竹下　航世 小島プレス 2:13.69

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐阜

4 67 山田　蒼大(3) 中京大 DNS

ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 三重

6 949 矢野　竜佑(1) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 愛知 ｱﾜ ﾀｸﾔ 愛知

1 2 D170 小林　麻咲樹 ＣＲＥＷ 4:32.88 1 1 H569 阿波　拓也(2) 中部大第一高 4:20.95

ｵｾﾞｷ ﾀﾂﾐ 愛知 ﾀﾝｹﾞ ﾋﾛﾑ 愛知

2 1 H584 尾関　竜望(1) 中部大第一高 4:35.93 2 4 L500 丹下　大武(3) 安城南高 4:23.33

ｼﾞｯｺｳ ﾄｵﾙ 愛知 ﾔﾏﾓﾘ ﾀｸﾐ 愛知

3 4 L507 執行　徹(3) 安城南高 4:36.01 3 3 1301 山守　拓巳(1) 名城大 4:24.19

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 愛知 ｲﾊﾗ ｼｮｳﾀ 愛知

4 5 H574 高橋　龍平(1) 中部大第一高 4:38.98 4 15 L510 伊原　翔太(2) 安城南高 4:24.77

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾄ 愛知

5 6 A23 木下　勇治 ぬまちゃんず 4:43.66 5 8 H465 鈴木　寧仁(2) 向陽高 4:25.37

ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾉｽｹ 愛知 ﾑﾗｲ ﾀﾂﾔ 愛知

6 15 L459 服部　慎之助(2) 杜若高 4:47.06 6 14 H614 村居　辰哉(2) 名工高 4:25.88

ﾆｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 愛知 ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知

7 8 D85 西原　寿弘 ＴＴランナーズ 4:48.37 7 6 B434 佐伯　崇洋 名古屋市消防 4:26.69

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 愛知 ｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 愛知

8 11 H790 後藤　祐矢(1) 大同大大同高 4:51.17 8 12 F543 木口　稜斗(2) 愛知黎明高 4:26.77

ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 岐阜 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛知

9 10 5033 塚原　良裕 関体協 4:54.35 9 2 D205 岡田　裕二朗 豊橋市役所 4:26.80

ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶｼ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 愛知

10 9 653 安西　高志(2) 名学大 4:54.39 10 13 B9031 小林　大成(2) 半田特別支援学校 4:27.04

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 愛知 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ 愛知

11 13 H791 溝口　航生(1) 大同大大同高 5:02.53 11 7 H567 松田　貫汰(3) 中部大第一高 4:28.27

ｲｶﾞﾐ ｱｵｲ 愛知 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 愛知

12 3 H814 伊神　葵(1) 享栄高 5:08.08 12 5 H581 熊谷　知樹(2) 中部大第一高 4:28.42

ﾋｺﾞ ｶｽﾞｷ 愛知 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ 愛知

13 12 H784 肥後　一輝(1) 大同大大同高 5:14.62 13 16 H103 野田　晴樹(2) 享栄高 4:32.62

ｱﾏｲｹ ｺｳｷ 岐阜 ﾏﾂﾉ　ｶｽﾞｷ 静岡

7 6007 天池　幸喜 岐阜陸協 DNS 9 562 松野　和喜 R.B DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 愛知 ｲﾄｳ　ﾏｻﾙ 愛知

14 H780 渡邊　誠也(1) 大同大大同高 DNS 10 B429 伊藤　優 名古屋市消防 DNS

ﾆﾜ ｹﾝﾄ 愛知

11 H470 丹羽　健人(2) 向陽高 DNS

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾉ ﾚﾝ 愛知 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ 三重

1 2 8205 日野　蓮(3) 佐屋高 4:04.48 1 4 5375 竹中　泰知 三重マスターズ 3:59.64

ｺﾏﾂ ｹｲｼ 岐阜 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾖｳｽｹ 兵庫

2 1 861 小松　慶士(1) 岐経大 4:10.23 2 7 1966 方城　遥介(M1) 大阪大 4:00.07

ｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知 ﾂｶﾅｶ ｴｲﾄ 愛知

3 9 C260 岡山　大介 トヨタSC 4:12.45 3 2 B470 塚中　栄都 トーエネック 4:00.44

ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶｽﾞ 岐阜 ﾕﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 愛知

4 3 5230 遠藤　憲一 大垣体連 4:12.98 4 1 B472 湯田　晟旭 トーエネック 4:01.46

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 愛知 ｼｼﾞ ﾖｼﾀｶ 愛知

5 7 C251 近藤　亮太 トヨタSC 4:13.35 5 11 1436 志治　嘉崇(1) 愛知大 4:02.29

ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 愛知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 大阪

6 8 1418 奥田　周治(1) 名城大 4:15.16 6 8 6680 山口　雄也 大阪陸協 4:03.50

ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ 愛知 ﾋｻﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 大阪

7 5 1438 藤井　慧輔(1) 愛知大 4:16.95 7 6 2577 久本　駿輔 GRlab 4:05.59

ｻｯｻ ﾀｸﾐ 愛知 ｻﾜ ｺｳﾀ 愛知

8 6 H372 佐々　拓海(2) 名経大高蔵高 4:17.23 8 9 1109 澤　洸太(5) 豊田高専 4:07.79

ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 愛知 ﾋｻﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知

9 11 B155 宮崎　郁彦 山手AC 4:17.60 9 12 F390 久田　雅人(3) 西春高 4:15.84

ﾏｷ ｶｼｮｳ 愛知 ｼﾗｷ ｺｳﾍｲ 愛知

10 14 L176 牧　一翔(1) 豊田大谷高 4:18.52 10 13 H363 白木　公平(3) 名経大高蔵高 4:18.15

ﾅｶﾞｴ ｹｲﾄ 愛知 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ 愛知

11 10 1417 長江　圭人(2) 名城大 4:20.43 11 15 B275 中野　哲也 庄内RT 4:21.23

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 愛知 ﾊﾀﾉ ﾕｳﾀ 愛知

12 13 F548 渡邉　大誠(1) 愛知黎明高 4:26.64 12 16 1255 畑野　佑太(1) 中京大 4:28.06

ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 愛知 ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 三重

13 16 B9008 田中　裕一 愛知陸協 4:28.75 3 5128 竹内　颯 NTN DNS

ｵｵｶﾞﾔ ﾀｶﾋｻ 三重 ﾄﾉｵｶ ﾀｸﾏ 三重

4 1308 大萱　剛久(1) 名学大 DNS 5 5100 外岡　拓磨 NTN DNS

ｵｸﾔ ｺｳﾀﾛｳ 愛知 ﾋｻﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知

12 B431 奥谷　孝太郎 名古屋市消防 DNS 10 L122 久田　淳司(3) 豊田高専 DNS

ﾅｶｵｶ ｶﾞｸﾄ 愛知 ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ 愛知

15 L175 中岡　学士(1) 豊田大谷高 DNS 14 694 廣瀬　史明(4) 南山大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子3000m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 愛知 ﾕﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 愛知

1 3 F546 髙木　大誠(1) 愛知黎明高 9:21.95 1 1 B472 湯田　晟旭 トーエネック 8:48.50

ﾂﾁﾔ ｹｲﾀ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 愛知

2 1 J233 土屋　慶太(1) 愛工大名電高 9:22.58 2 5 F552 松元　響(1) 愛知黎明高 8:56.62

ｶﾜｲ ﾕｳｷ 愛知 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ 愛知

3 16 M423 川合　勇輝(1) 豊橋東高 9:25.14 3 13 L712 大久保　和真(3) 岡崎北高 9:08.21

ｵﾀﾞ ﾘｭｳｲ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺﾞ 愛知

4 4 F547 小田　龍意(1) 愛知黎明高 9:28.87 4 9 H392 清水　透吾(2) 名経大高蔵高 9:11.56

ｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ 愛知 ｼﾗｲ ｺｳﾍｲ 愛知

5 2 J218 岩田 泰典(3) 愛工大名電高 9:31.14 5 11 M41 白井　航平(2) 豊橋東高 9:13.11

ﾎﾘ ｿｳﾀ 愛知 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 愛知

6 9 H471 堀　颯太(2) 向陽高 9:47.54 6 21 H387 三浦　匡登(1) 名経大高蔵高 9:14.82

ｵｵｻﾜ ｶﾞｸﾄ 愛知 ｲﾓﾄ ﾐﾂｷ 愛知

7 10 J229 大澤　学人(2) 愛工大名電高 9:49.55 7 15 J216 井本　光紀(1) 愛工大名電高 9:16.04

ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 愛知 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 愛知

8 17 L178 松浦　巧馬(1) 豊田大谷高 9:49.91 8 12 H570 浅井　匠(2) 中部大第一高 9:18.13

ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ 愛知 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知

9 27 H676 南　祐輝(1) 日進西高 9:52.06 9 18 J204 内田　賢志(2) 愛工大名電高 9:18.86

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知

10 11 J193 小林　高暢(2) 愛工大名電高 9:53.00 10 22 D162 岡田　慎平 ＣＲＥＷ 9:19.91

ｲﾀｶﾞｷ ｶﾐﾄ 愛知 ﾏﾉ ﾖｳﾀ 愛知

11 6 M33 板垣　神美音(2) 豊橋東高 9:54.06 11 26 D117 真野　陽太 田原ク 9:22.65

ｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｲﾁﾉｾ ﾀﾂﾔ 愛知

12 20 F553 伊藤　優貴(1) 愛知黎明高 9:54.55 12 3 H375 一瀬 達也(2) 名経大高蔵高 9:22.90

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 愛知 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知

13 7 J220 丸山 直季(3) 愛工大名電高 9:55.31 13 24 J199 岡田 直輝(2) 愛工大名電高 9:25.71

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知 ｲｶﾐ ﾜﾀﾙ 愛知

14 21 1358 鈴木　悠太 東海学園大 9:55.83 14 4 H390 伊神　航(2) 名経大高蔵高 9:31.23

ﾊﾗﾀ ﾕｳｷ 愛知 ｵｾﾞｷ ﾃﾙﾏｻ 愛知

15 8 J232 原田　侑弥(1) 愛工大名電高 9:56.11 15 27 H577 尾関　耀匡(1) 中部大第一高 9:32.83

ｵｸﾑﾗ ﾀｲｷ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 愛知

16 15 M383 奥村　太揮(1) 豊橋東高 9:58.97 16 29 H580 安藤　諒(1) 中部大第一高 9:33.15

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 愛知 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 愛知

17 22 F558 松本　開渡(1) 愛知黎明高 10:01.95 17 10 M34 川村　航太(2) 豊橋東高 9:39.06

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾁ 愛知 ｲﾁﾊﾗ ﾘｷﾔ 愛知

18 24 H757 山田　海智(1) 向陽高 10:02.50 18 7 H397 市原　利希也(1) 名経大高蔵高 9:40.00

ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｾｲ 愛知 ｽｷﾞ ｺｳｷ 愛知

19 14 M387 宮内　裕生(1) 豊橋東高 10:04.13 19 28 H576 杉　虹輝(1) 中部大第一高 9:42.79

ﾖｺﾁ ﾕｳｷ 愛知 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ 愛知

20 13 J181 横地　勇輝(3) 愛工大名電高 10:13.02 20 8 H394 藤井　正斗(1) 名経大高蔵高 9:45.53

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 愛知 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

21 19 J234 吉田　光毅(1) 愛工大名電高 10:15.87 21 25 H582 滝川　裕大(2) 中部大第一高 9:47.35

ﾖｼｶﾜ ｲｻﾑ 愛知 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 愛知

22 23 D178 吉川　イサム 田原AC 10:21.45 22 23 3273 石原　大雅(1) 東経大 9:47.79

ｵｵﾊｼ ﾓﾄｷ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 愛知

23 5 M39 大橋　基希(2) 豊橋東高 10:21.90 23 16 J206 渡邊　樹(1) 愛工大名電高 9:59.49

ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ 愛知 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 岐阜

24 12 L177 三浦　由翔(1) 豊田大谷高 10:24.67 24 14 1426 三好　達也(1) 愛知大 10:03.70

ｱﾏﾉ ﾕｳｺﾞ 愛知 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｷ 愛知

25 26 L185 天野　裕悟(2) 豊田大谷高 11:38.10 25 30 D160 山内　正規 ＣＲＥＷ 10:55.98

ﾌｶﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 愛知

18 L184 深谷　純平(2) 豊田大谷高 DNS 6 D78 小島　拓也 豊橋市役所 DNF

ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 岐阜 ﾂｶﾅｶ ｴｲﾄ 愛知

25 5033 塚原　良裕 関体協 DNS 2 B470 塚中　栄都 トーエネック DNS

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼ 愛知 ｷﾑﾗ ｶﾝﾀ 愛知

28 H673 藤田　優士(1) 日進西高 DNS 17 J203 木村　寛汰(1) 愛工大名電高 DNS

ﾅｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 愛知

19 J205 中本　豊(1) 愛工大名電高 DNS

ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 愛知

20 B9008 田中　裕一 愛知陸協 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆ ﾀﾂﾖｼ 岐阜 ｱｵｲ ﾖｼｵ 愛知

1 1 5297 谷　達佳 KYB 17:02.31 1 17 D161 青井　美雄　 ＣＲＥＷ 16:11.64

ﾊｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野

2 19 5304 狭間　貴博 KYB 17:09.52 2 28 J3018 栗林　拓矢 大町市陸協 16:22.53

ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾄ 愛知 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｷﾔ 愛知

3 8 1372 土屋　智仁 東海学園大 17:13.04 3 10 J215 日比野 力哉(1) 愛工大名電高 16:26.44

ｵｳｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 愛知 ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 愛知

4 9 D177 扇　英樹 田原AC 17:14.88 4 30 J230 西垣 裕介(2) 愛工大名電高 16:27.89

ｳｴﾉ ﾏｻｷ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 愛知

5 3 B436 上野　正貴 名古屋市消防 17:20.00 5 11 365 山本　将平(2) 至学館大 16:28.39

ﾅｶﾑﾗ ﾍｲﾀ 愛知 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾏｻ 愛知

6 11 D9011 中村　平太 愛知陸協 17:23.08 6 20 C271 木下　駿優 トヨタSC 16:29.17

ｶｻｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 愛知 ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾋﾃﾞ 愛知

7 17 A9002 笠木　良平 愛知陸協 17:27.10 7 25 D180 山崎　直秀 田原AC 16:36.64

ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

8 5 B434 佐伯　崇洋 名古屋市消防 17:32.23 8 14 76 内藤　祐輝(3) 中京大 16:37.90

ｵﾔｲﾂﾞ ﾘｭｳﾀ 愛知 ﾂﾈｶﾜ ｱｷﾋｺ 愛知

9 6 M176 小柳津　龍太(3) 豊橋工高 17:45.17 9 19 B285 恒川　明彦 庄内RT 16:39.73

ｷﾉｼﾀ ｹﾝｼﾞ 大阪 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 愛知

10 21 4681 木下　健次 大阪府大AC 17:53.59 10 18 B20 伊藤　翔悟 名古屋市役所 16:46.52

ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｻｸ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 愛知

11 2 1318 水野　賢作(1) 愛知工大 17:58.94 11 6 450 山田　聖治(3) 愛知大 16:48.27

ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知 ﾂﾈｶﾜ ｼｮｳ 愛知

12 16 C434 鈴木　英貴 岡崎中総ＲＣ 18:11.02 12 21 358 恒川　翔(2) 至学館大 16:48.64

ｶｼﾞｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 愛知 ﾅﾐｻﾞｷ ｼｭﾝ 愛知

13 22 B9022 梶川　尊史 愛知陸協 18:15.02 13 27 398 浪崎　駿(2) 愛学大 16:52.20

ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 愛知 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 愛知

14 4 B438 椙山　翔平 名古屋市消防 18:15.54 14 3 J224 冨田　直希(2) 愛工大名電高 16:52.94

ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾄ 愛知

15 24 B181 安達　真 にっとTFC 18:15.79 15 2 J191 松本　貴斗(2) 愛工大名電高 16:55.63

ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ 愛知 ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 愛知

16 13 M177 菅沼　佑太(2) 豊橋工高 18:17.12 16 13 H380 平野　翔太(1) 名経大高蔵高 16:56.03

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 愛知 ｶﾄｳ ｱﾔﾄ 愛知

17 18 D184 松元　伸一 田原AC 18:27.43 17 23 J189 加藤　綾人(2) 愛工大名電高 17:08.34

ﾅｶｵ ｺｳｷ 愛知 ﾌｶｾ ｹﾝｽｹ 愛知

18 12 M188 中尾　皇稀(2) 豊橋工高 18:37.19 18 12 M386 深瀬　健介(3) 豊川工高 17:09.87

ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾄ 愛知 ｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 愛知

19 29 A157 松井　正仁 eA愛知 19:00.45 19 9 445 瀬川　駿(2) 愛知大 17:22.35

ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ﾄｲ ｶﾝﾀﾛｳ 愛知

20 14 C253 松井　隆宏 トヨタSC 19:05.93 20 4 H379 戸井　寛太朗(2) 名経大高蔵高 17:25.34

ﾏｻｷ ﾚｲﾔ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 愛知

21 23 M493 正木　玲也(1) 豊橋工高 19:42.86 21 1 H393 山田　崚人 (2) 名経大高蔵高 17:32.53

ﾐﾔｹ ﾄﾓﾖｼ 愛知 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾖｳ 長崎

22 30 C9032 三宅　知愛 愛知陸協 21:18.67 22 16 77 永田　昂陽(3) 中京大 17:44.20

ｷﾉｼﾀ ﾀﾏｷ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 愛知

7 808 木下　珠基(3) 愛知工大 DNS 23 5 443 谷口　智大(4) 愛知大 18:00.99

ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知 ﾊｼﾓﾄ ｱﾗｼ 愛知

10 B363 津田　昌樹 愛知県庁 DNS 24 26 L182 橋本　嵐(2) 豊田大谷高 18:02.60

ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 愛知 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｷ 愛知

15 B283 米田　政史 庄内RT DNS 25 15 H374 星野　大輝(2) 名経大高蔵高 18:11.01

ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知 ｱｻｲ ﾘｮｳｽｹ 愛知

20 H296 松山　祐二(2) 松蔭高 DNS 26 24 460 浅井　良介(3) 愛知大 18:15.80

ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ 愛知 ﾅｶｼﾏ ｲｵﾘ 愛知

25 M495 山本　能義(1) 豊橋工高 DNS 7 C317 中島　庵 TPAC DNF

ﾂﾁｵｶ ﾅｵｷ 愛知 ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 愛知

26 A150 土岡　直樹 eA愛知 DNS 8 D158 神藤　善行 ＣＲＥＷ DNS

ｲﾄｳ ﾀｸﾛｳ 愛知 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾔｽ 愛知

27 C9014 伊藤　拓郎 愛知陸協 DNS 22 M162 髙橋　弘靖(2) 豊橋工高 DNS

ｱﾏｲｹ ｺｳｷ 岐阜 ｼﾓｼﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三重

28 6007 天池　幸喜 岐阜陸協 DNS 29 354 下地　悠大朗(2) 至学館大 DNS

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 愛知

31 H371 川口　浩甫(2) 名経大高蔵高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏﾄｸ ﾅｵｷ 愛知 ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾀ 三重

1 5 812 今徳　直輝(2) 愛知工大 15:40.44 1 18 807 唐澤　研太(3) 愛知工大 15:25.23

ﾔﾏﾀﾞ ｶｻﾞｵｷ 愛知 ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 三重

2 25 J196 山田　風興(2) 愛工大名電高 15:45.14 2 14 1256 武藤　広樹(1) 中京大 15:27.12

ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 愛知 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ 愛知

3 11 C321 加藤　拓馬 TPAC 15:51.68 3 7 818 高橋　創太郎(1) 愛知工大 15:31.22

ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｷ 愛知 ｼｲﾉ ｼｭﾗ 愛知

4 26 803 吉田　新規(M1) 愛知工大 15:59.10 4 11 F554 椎野　修羅(2) 愛知黎明高 15:32.64

ｼｼｲ ｶｽﾞｼ 愛知 ﾜﾘﾀ ﾕｳｷ 愛知

5 12 D207 宍井　一滋 ＴＴランナーズ 15:59.24 5 4 A29 割田　雄貴 ぬまちゃんず 15:36.42

ｵｵｽﾐ ﾄｼｷ 愛知 ｶｹﾉ ｱｷﾗ 愛知

6 10 805 大角　寿樹(4) 愛知工大 16:08.65 6 1 A30 掛布　晃 ぬまちゃんず 15:37.85

ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛知 ｳｴﾏﾂ ﾀﾂﾔ 愛知

7 17 814 南部　幸裕(2) 愛知工大 16:10.58 7 9 815 植松　達也(1) 愛知工大 15:38.89

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 大阪 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 愛知

8 30 160 田邉　琢真(3) 東海大仰星高 16:15.06 8 21 B9018 井上　崇 愛知陸協 15:39.79

ｶｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘｱｷ 愛知

9 1 B23 梶田　拓弥 名古屋市役所 16:15.45 9 12 81 山本　成晃(3) 中京大 15:45.21

ﾏﾉ ﾖｳﾀ 愛知 ｶﾜｾ ﾖｼﾑﾈ 愛知

10 28 D117 真野　陽太 田原ク 16:18.84 10 8 783 川瀬　勝寛 東海学園大 15:46.42

ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 三重

11 23 809 寺田　彰吾(3) 愛知工大 16:21.11 11 5 30 島田　隼弥(4) 中京大 15:46.98

ﾅｶﾔﾏ ﾕｲﾄ 愛知 ﾔﾏﾅｶ ｿｳｽｹ 愛知

12 13 1 中山　結人(4) 中京大 16:23.55 12 17 819 山中　創介(1) 愛知工大 15:49.91

ｲｸﾀ ﾀｶﾔ 愛知 ﾋﾋﾞ ﾄﾓﾔ 岐阜

13 20 724 生田　卓哉(4) 名城大 16:24.48 13 19 1187 日比　友耶(1) 至学館大 15:49.94

ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 愛知 ｻｶｲ ｻﾄｼ 愛知

14 9 H369 寺元　一樹(3) 名経大高蔵高 16:27.32 14 13 1356 酒井　悟至(1) 中京大 15:53.34

ﾄﾑﾗ ｼｮｳ 愛知 ｸｻｶﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 岐阜

15 14 1252 戸村　将(1) 中京大 16:28.47 15 16 5235 日下部　吉彦 大垣体連 15:55.87

ﾋﾗﾀ ﾘｸ 愛知 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 愛知

16 18 F550 平田　陸(3) 愛知黎明高 16:42.64 16 27 386 伊藤　輝(4) 愛学大 15:56.88

ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾄ 兵庫

17 16 F555 前田　龍希(2) 愛知黎明高 16:44.45 17 25 79 前田　脩登(3) 中京大 15:59.61

ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 愛知 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｱｷ 愛知

18 21 H377 寺沢　一希 (2) 名経大高蔵高 16:52.23 18 10 C329 清水　文唱 TPAC 16:05.92

ｶﾐｺｶﾞﾜ ﾘｳｷ 愛知 ｵﾉﾀﾞ ﾀﾂｷ 愛知

19 27 H104 上小川　リウキ(2) 享栄高 17:00.98 19 6 B515 小野田　樹 天白川走友会 16:06.98

ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 愛知 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知

20 15 M389 増田　峻大(1) 豊川工高 17:02.20 20 26 772 重田　真稔 東海学園大 16:08.20

ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ 愛知 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ 愛知

21 6 H396 清家　一真(1) 名経大高蔵高 17:06.65 21 22 M186 松下　公紀(2) 豊橋工高 16:12.84

ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 愛知 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 愛知

22 7 H376 竹内　嘉希(2) 名経大高蔵高 17:15.09 22 30 765 島田　拓弥 東海学園大 16:16.66

ﾁｶｻﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ 岐阜 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾐﾂ 愛知

23 29 5231 近澤　輝剛 大垣体連 17:18.07 23 3 72 高岡　弘光(3) 中京大 16:18.89

ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 岐阜 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知

24 22 78 西川　達也(3) 中京大 17:18.11 24 29 L173 髙田　健太(2) 豊田大谷高 16:23.29

ﾐｼﾏ ｱﾂｼ 愛知 ｾｺ ﾕｳﾀ 京都

25 4 B9011 三嶋　淳司 愛知陸協 17:24.92 25 20 71 瀬古　優太(3) 中京大 16:33.97

ﾐﾔｻｺ ｹｲﾄ 愛知 ｽｽﾞﾑﾗ ﾕｳｽｹ 愛知

26 31 F556 宮迫　継人(2) 愛知黎明高 17:26.53 26 23 J214 鈴村　祐介(2) 愛工大名電高 16:45.27

ｸｽ ｶﾂﾋﾃﾞ 愛知 ﾋﾗﾉ ﾅﾙ 愛知

2 C252 玖須　勝英 トヨタSC DNS 27 31 1357 平野　成 東海学園大 16:53.46

ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 愛知 ﾏﾂｲ ｱﾔﾄ 愛知

3 B168 千田　尚孝 にっとTFC DNS 2 32 松井　綾人(4) 中京大 DNF

ｵｵﾉ ｾｲｼﾞ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾔﾃ 愛知

8 816 大野　誠士(1) 愛知工大 DNS 24 758 杉浦　颯 東海学園大 DNF

ｴﾄｳ ﾋﾛｷ 愛知 ﾃﾗｻﾜ ﾚｵ 愛知

19 H391 江藤　広輝(2) 名経大高蔵高 DNS 15 1251 寺澤　怜央(1) 中京大 DNS

ﾀﾃｲｼ ﾘｷﾔ 愛知 ｸﾛﾉ ｹｲﾄ 愛知

24 806 立石　力也(4) 愛知工大 DNS 28 L172 黒野　敬斗(2) 豊田大谷高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子5000m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾙｶﾜ ﾄﾓｱｷ 三重

1 17 810 生川　智章(3) 愛知工大 14:55.22

ﾀﾂﾐ ﾖｼﾋﾛ 愛知

2 2 C295 辰巳　慶宏 TPAC 14:55.68

ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 静岡

3 1 474 鈴木　覚 ＳＴメイセイ 14:56.18

ｶｻﾞﾐ ﾅｵ 愛知

4 9 B9026 風見　尚 愛知陸協 14:56.49

ｶﾜｲ ﾀｸﾐ 愛知

5 12 M175 河合　拓巳(3) 豊橋工高 15:00.50

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛知

6 19 328 伊藤　優汰(3) 至学館大 15:01.38

ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 愛知

7 28 F549 伊藤　理久也(2) 愛知黎明高 15:01.39

ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 愛知

8 16 813 岡本　優樹(2) 愛知工大 15:13.42

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 愛知

9 5 611 山崎　寿彦(3) 皇學館大 15:13.83

ﾑﾗｾ ｺｳﾕｳ 愛知

10 29 J209 村瀬 巧夕(3) 愛工大名電高 15:14.13

ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ 三重

11 11 5375 竹中　泰知 三重マスターズ 15:14.60

ｲｿｵ ﾄﾓﾉﾘ 三重

12 18 5506 磯尾　友規 八千代翔友会 15:16.12

ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ 三重

13 13 817 児玉　勘太(1) 愛知工大 15:16.47

ｿｶﾞ ｼｹﾞｷ 静岡

14 8 132 曾我　篤暉(2) 中京大 15:16.62

ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 愛知

15 6 H382 加藤　立誠(3) 名経大高蔵高 15:20.49

ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 愛知

16 10 27 石川　数馬(4) 中京大 15:24.39

ｻｶｲ ﾀｸﾔ 愛知

17 21 C326 酒井　拓欣 TPAC 15:25.27

ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾏ 愛知

18 26 B661 山崎　励磨 三菱重工 15:29.58

ﾅｲｷ ﾘｮｳｺﾞ 愛知

19 30 M166 内木　亮吾(3) 豊橋工高 15:35.00

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜

20 24 5286 渡邉　祐二 KYB 15:37.93

ﾏﾙｵ ｼｮｳｺﾞ 愛知

21 22 778 円尾　翔吾 東海学園大 15:38.26

ｳｽｷ ﾀﾂｵ 徳島

22 23 28 臼木　辰雄(4) 中京大 15:38.99

ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 長野

23 14 75 田中　仁悟(3) 中京大 15:45.33

ｻｶｸﾞﾁ ｹﾞﾝﾔ 愛知

24 27 B666 坂口　源也 三菱重工 15:47.95

ｵｸ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

25 7 29 於久　幸大(4) 中京大 15:51.45

ｸﾏｵｶ ﾑﾈﾄｷ 静岡

26 3 360 熊岡　寛訓 ＮＴＮ磐田 15:55.99

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 静岡

27 25 82 渡邊　俊貴(3) 中京大 16:07.44

ｶｲﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ 新潟

28 4 131 海沼　和孝(2) 中京大 16:15.33

ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 愛知

29 20 F540 木村　駿(3) 愛知黎明高 16:39.99

ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 愛知

15 804 石川　竜治(4) 愛知工大 DNS

ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾖｳ 愛知

31 M221 永田　康耀(2) 豊川工高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mH(1.067m/9.14m)
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｴ ｺｳｷ 岐阜 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道

1 6 5188 堀江　功輝 美濃加茂陸上 14.73 1 3 105 山本　拓朗(3) 中京大 16.91

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 石川 ﾌｸﾑﾗ ﾏｻｼ 大阪

2 5 123 谷口　祥太郎(2) 中京大 14.93 2 5 21 福村　将志(4) 中京大 18.22

ｻｸﾗｲ ﾀｶｱｷ 愛知 ｶﾐﾄ ﾋﾅﾀ 愛知

3 4 B493 櫻井　孝明 東海デカスロン 15.09 3 2 J65 上戸　日向(2) 名古屋商高 18.83

ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊本 ﾀﾂﾔﾏ ｹｲｼﾝ 愛知

4 3 129 米村　竜星(2) 中京大 15.71 4 7 H687 龍山　圭眞(1) 松蔭高 24.19

ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｾｲ 静岡 ﾓﾘ ﾔｽｵ 愛知

5 2 1254 西山　大生(1) 中京大 16.05 4 A109 森　泰生 一宮ＡＣ DNS

ﾌｶﾐ ｱﾂｷ 愛知 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 愛知

7 B497 深見　篤貴 東海デカスロン DNS 6 H462 前田　佳祐(2) 向陽高 DNS

ｱｹﾞﾊﾗ ﾏｻｼ 福井

8 841 揚原　雅士(1) 岐経大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子4X100mR
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 東海学園大学 773 杉村　拓哉 ｽｷﾞﾑﾗ　ﾀｸﾔ 41.18 1 5 豊田大谷高 L187 倉地　貴也(1) ｸﾗﾁ ﾀｶﾔ 44.72

769 山田　魁星 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ L181 松村　圭(3) ﾏﾂﾑﾗ ｹｲ

770 佐久間　光平 ｻｸﾏ ｺｳﾍｲ L1227 村瀬　崚(2) ﾑﾗｾ ﾘｮｳ

759 谷口　俊祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ L179 佐々木　康介(1) ｻｻｷ ｺｳｽｹ

2 6 松蔭高 A H295 本間　稜也(2) ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 44.91 2 4 大同大大同高 H122 三井　匠(2) ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ 45.49

H683 花井　雄大(1) ﾊﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ H781 下里　凛人(1) ｼﾓｻﾄ ﾘﾝﾄ

H280 藤本　大樹(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ H120 片山　裕介(2) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｽｹ

H298 横田　凌(2) ﾖｺﾀ ﾘｮｳ H119 奥村　幸涼(2) ｵｸﾑﾗ ｺｳｽｹ

3 2 向陽高 H461 世古　真也(2) ｾｺ ｼﾝﾔ 45.87 3 6 松蔭高 B H684 戸田　一輝(1) ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 49.47

H761 西野　隆翔(1) ﾆｼﾉ ﾘｮｳ H686 藏冨　真吾(1) ｸﾗﾄﾐ ｼﾝｺﾞ

H463 山口　翔(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ H687 龍山　圭眞(1) ﾀﾂﾔﾏ ｹｲｼﾝ

H756 髙間　聖大(1) ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ H681 南川　竜太郎(1) ﾐﾅﾐｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

4 ULTIMATE DNS 3 大同大 DNS

5 起工高 DNS 7 R.B DNS

7 日進西高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子走高跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

　

ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ 福岡 － － － － － － － －

1 19 135 蛭子屋　雄一(2) 中京大 － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × 2m14
ﾐﾁﾜｷ ﾀﾞｲﾄ 愛知 － － － － － － ○ ○

2 18 B606 道脇　大斗 OBUエニスポ － × ○ × ○ ○ × × × 2m07
ｲﾄｳ ﾓﾄｷ 新潟 － － － － － － － －

3 16 134 伊藤　元貴(2) 中京大 － ○ × × ○ × × × 2m04

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 愛知 － － － － － － － ○

4 14 91 谷口　裕哉(3) 中京大 － ○ － × × × 2m01
ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 熊本 － － － － － － － ○

5 17 89 佐々木　慎吾(3) 中京大 － × ○ － × × × 2m01
ｲﾄﾞﾀ ｶｲ 岐阜 － － － － － － ○ ○

6 15 161 井戸田　魁(1) 中京大 － × × × 1m95
ｵｵﾂﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知 － － － － － － × ○ × × ○

7 1 885 大坪　翼(1) 岐経大 × × × 1m95
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲ 静岡 － － － － － － ○ × × ×

8 13 569 長谷川　恵 R.B 1m90
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾄ 岐阜 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

9 10 1299 西田　彪人(1) 名城大 1m85

ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 高知 － － － ○ ○ ○ × × ×

9 12 512 大西　龍之介(3) 岐経大 1m85
ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭｷﾔ 富山 － － － ○ ○ × ○ × × ×

11 11 890 松浦　寿樹也(1) 岐経大 1m85
ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｷ 愛知 － － － × ○ × × ○ × × ×

12 9 L114 村山　治希(2) 豊田高専 1m80
ｻﾜﾀﾘ ﾘｭｳｷ 愛知 ○ ○ ○ ○ × × ×

13 5 H758 猿渡　隆貴(1) 向陽高 1m75

ｶﾏﾂﾁ ﾂﾊﾞｻ 岐阜 － － － ○ × × ×

13 7 563 鎌土　翼(2) 岐経大 1m75
ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 岐阜 － ○ ○ × × ○ × × ×

15 6 101 秋田　啓佑(3) 中京大 1m75
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾂｷ 愛知 × × ○ ○ × ○ × × ×

16 2 L796 松永　華月(1) 豊田高専 1m70
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 愛知 × × ×

3 H787 佐藤　嵩瑠(1) 大同大大同高 NM
ｾｺ ﾕｳﾄ 滋賀 － － － － － － － －

21 165 瀬古　優斗(1) 中京大 － × × × NM
ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡

4 163 荻野　龍斗(1) 中京大 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｷ 岐阜

8 341 水野　佳輝(3) 至学館大 DNS
ｺﾞﾄｳ ｺｳ 愛知

20 1105 後藤　昂(5) 豊田高専 DNS

2m18

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m98 2m01 2m04 2m07 2m10 2m12 2m14

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子棒高跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

　

A

ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 愛知 － － － ○ － ○ × × ×

1 10 39 高田　凌(4) 中京大 5m20
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 愛知 － × ○ － × ○ ○ ○ × × ×

2 6 160 石川　拓磨(1) 中京大 5m20
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 愛知 － － － × × ○ － × × ×

3 9 B775 小山　範晃 中京大クラブ 5m00

ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂｷ 香川 ○ ○ × × ○ × × ×

4 1 41 西山　夏樹(4) 中京大 4m90
ｺｷﾞｿ ｺｳ 愛知 － ○ － － × r

5 8 1180 小木曽　光(1) 中京大 4m80
ｷﾑﾗ ﾀｶﾄ 茨城 × ○ × ○ － × × ×

6 4 86 木村　陸人(3) 中京大 4m80
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 熊本 ○ × × ○ × × ×

7 5 169 中村　仁(1) 中京大 4m80
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 新潟 ○ × × ×

8 7 45 山本　政則(4) 中京大 4m60
ﾖﾂﾔ ﾀｶﾋﾛ 滋賀 × × ○ × × ×

9 3 547 四津谷　孝紘(3) 岐経大 4m60

ｱｻｲ ﾀｸﾏ 岐阜 × × r

2 155 朝居　拓麻(1) 中京大 NM

B

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道 － － － － × ○ × ○ × × ×

1 8 105 山本　拓朗(3) 中京大 4m10
ﾅｶﾔﾏ ｶｲｾｲ 大阪 － － － － × ○ × × ×

2 6 876 中山　海晟(1) 岐経大 4m00
ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知 － － ○ － × × ○ × × ×

3 5 83 飯田　哲大(3) 中京大 4m00
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 － － ○ × × ×

4 7 138 高橋　幸大(2) 中京大 3m80
ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ 愛知 ○ ○ × × ○ × × ×

5 1 L171 大橋　勇介(2) 豊田大谷高 3m80
ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 岐阜 － ○ × × ×

6 3 101 秋田　啓佑(3) 中京大 3m60
ｲｾｷ ﾕｳﾄ 愛知 × × ×

2 L174 井石　優人(1) 豊田大谷高 NM
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重 － － － － × × ×

9 103 西村　啓佑(3) 中京大 NM
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾊﾞ 三重

4 360 中村　郁羽(2) 至学館大 DNS

ｺﾒﾝﾄ
3m90 4m00 4m10 4m20 4m30

記録

記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m40 3m60 3m80

4m80 4m90 5m00 5m10 5m20 5m30
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m60

凡例  NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

A

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ 愛知 × 7m10 7m33 7m14 7m46 7m30 7m46

1 22 C188 東　孝一 小島プレス +0.6 +0.7 +0.1 +1.9 +0.8 +1.9
ｳﾁｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 北海道 × 7m20 7m39 × 7m42 7m27 7m42

2 17 557 内久保　貴人(2) 岐経大 +1.8 -0.4 +0.2 -0.6 +0.2
ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 富山 7m04 × 7m15 × × 7m26 7m26

3 14 575 林　賢吾(3) 中京大 -0.4 +0.2 +0.7 +0.7

ﾄﾀﾞｶ ｼﾝｺﾞ 宮崎 6m73 × 6m88 6m97 7m08 7m26 7m26

4 24 533 戸髙　晋吾(3) 岐経大 +0.1 +0.3 +1.7 +0.3 +0.1 +0.1
ｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 香川 7m00 6m87 7m08 6m99 7m01 6m89 7m08

5 19 508 宇治　和希(3) 岐経大 -0.1 +0.1 +1.0 +0.3 +0.8 +0.1 +1.0
ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 三重 6m87 7m03 7m04 × － × 7m04

6 20 5121 林　風汰 NTN +1.3 +0.6 +1.2 +1.2
ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 愛知 6m92 × 6m95 × 6m87 6m84 6m95

7 4 108 内村　颯太(2) 中京大 +0.8 +0.8 0.0 0.0 +0.8
ｽｽﾞｷ ﾘｷﾄ 愛知 6m70 6m73 6m94 6m86 × 6m56 6m94

8 5 869 鈴木　力斗(1) 岐経大 +0.9 0.0 +1.4 +0.6 +0.5 +1.4
ｷﾖﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 高知 × 6m86 6m80 6m86

9 6 116 清遠　隆介(2) 中京大 +1.2 +0.3 +1.2

ﾉﾓﾄ ﾕｳｾｲ 愛媛 × 6m84 6m82 6m84

10 18 881 野本　祐成(1) 岐経大 +0.7 +0.3 +0.7
ｱｻｲ ｼｭﾝ 愛知 6m61 6m76 × 6m76

11 3 325 浅井　駿(3) 至学館大 +0.4 +0.8 +0.8
ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛知 6m71 × × 6m71

12 16 659 横地　秀春(3) 中京大 0.0 0.0
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静岡 × 4m81 6m50 6m50

13 13 1070 鈴木　遼太(2) 常葉大 +0.7 +1.9 +1.9

ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪 × × 6m39 6m39

14 2 511 大西　一成(3) 岐経大 +1.5 +1.5
ｵｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 愛知 × 6m37 6m25 6m37

15 8 C184 岡田  崇平 小島プレス +0.4 +1.2 +0.4
ﾕｳﾊﾞ ｾｲﾔ 奈良 × 6m07 6m13 6m13

16 1 46 弓場　聖矢(4) 中京大 +0.8 +1.0 +1.0
ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 富山 × 5m04 × 5m04

17 7 94 前原　功二郎(3) 中京大 +0.5 +0.5
ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 岐阜 × × ×

10 5380 石原　圭祐 SELECT NM
ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 高知 × × ×

12 88 斉藤　克弥(3) 中京大 NM
ﾄｳﾏ ﾀﾞｲﾁ 沖縄

9 580 当真　大智(2) 岐経大 DNS
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 宮城

11 574 鈴木　良太(2) 岐経大 DNS
ﾓﾄﾔﾏ ﾘｮｳ 佐賀

15 44 本山　遼(4) 中京大 DNS
ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 岐阜

21 5280 品田　直宏 岐経大AC DNS

ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 愛知

23 336 坂本　翔太(3) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

B

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪 6m94 6m82 × 6m57 5m65 6m73 6m94

1 20 137 川西　良典(2) 中京大 +1.3 -0.1 +0.8 -0.5 -0.9 +1.3
ｼｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 愛知 6m74 6m63 6m43 6m32 × 6m27 6m74

2 21 B603 塩澤　健太 OBUエニスポ +0.5 +1.0 +0.5 +1.5 +0.5 +0.5
ﾂｲｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ 愛知 6m13 × 6m28 6m21 6m51 6m61 6m61

3 13 A79 築地　涼平 ウェーブ -1.9 -1.0 -0.1 +0.8 +0.2 +0.2

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 6m50 6m36 × 6m52 6m52 4m69 6m52

4 24 104 平林　卓磨(3) 中京大 +1.3 +0.5 -0.1 +1.3 0.0 -0.1
ｵｵﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 静岡 6m42 × 6m15 × × 6m43 6m43

5 16 687 大庭　祐一 はまかぜＡＣ +0.3 -0.3 0.0 0.0
ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 三重 6m38 × 6m34 6m04 5m45 × 6m38

6 22 1009 高野　巧(3) 大同大 +0.4 +0.9 0.0 +0.4 +0.4
ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 静岡 × 5m95 6m27 6m08 × × 6m27

7 19 756 北嶋　一輝 東海学園大 -0.5 +0.9 +0.2 +0.9
ﾐｿﾞｶﾐ ﾙｲ 大阪 × 6m22 5m66 6m07 × 6m21 6m22

8 15 174 溝上　瑠伊(1) 中京大 +0.3 +0.1 +0.5 +0.3 +0.3
ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知 × 5m77 6m18 6m18

9 17 149 浅岡　駿佑(2) 中京大 -0.1 -0.8 -0.8

ﾀﾅｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知 5m93 6m05 × 6m05

10 10 B600 棚瀬　将太朗 OBUエニスポ +1.9 +0.2 +0.2
ｺﾞﾄｳ ｱｷﾋﾄ 岐阜 6m02 × × 6m02

11 23 86 後藤　旭人(3) 中京大 +1.3 +1.3
ｲﾀｲ ｹﾝｼﾞ 愛知 5m27 5m96 5m67 5m96

12 12 H755 板井　憲史(1) 向陽高 +0.4 +1.5 +0.1 +1.5
ｵｾﾞｷ ｺｳﾍｲ 愛知 5m54 5m70 5m74 5m74

13 11 H764 尾関　航平(1) 向陽高 +1.3 +1.1 +1.4 +1.4

ｿﾒﾔ ｼｭﾝｽｹ 大阪 5m58 4m06 5m57 5m58

14 7 529 染谷　俊介(3) 岐経大 +2.2 +0.1 -0.1 +2.2
ｵｶﾀﾞ ﾌﾐﾔ 愛知 5m23 × 5m52 5m52

15 8 H627 岡田　文哉(1) 名工高 +0.6 0.0 0.0
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 愛知 5m40 5m35 5m49 5m49

16 4 H626 山口　潤(1) 名工高 +0.8 +0.8 +0.4 +0.4
ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾔ 愛知 × × 5m48 5m48

17 5 H121 奥村　優生野(2) 大同大大同高 +0.5 +0.5
ｶﾜﾉ ｼｮｳﾍｲ 愛知 × 5m28 5m13 5m28

18 9 H469 川野　翔平(2) 向陽高 +1.0 +0.7 +1.0
ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 愛知 × × 5m21 5m21

19 1 H783 岩永　向世(1) 大同大大同高 +1.4 +1.4
ｶﾅﾖﾝ ﾐｹﾞﾙ 愛知 5m00 4m92 4m82 5m00

20 2 L186 カナヨン　ミゲル(1) 豊田大谷高 +0.1 -0.3 +1.9 +0.1
ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾏﾘｯｸ 愛知 4m12 4m43 4m26 4m43

21 3 L834 中泉　マリック(1) 豊田大谷高 +0.4 +1.1 +1.9 +1.1
ｾｺ ｼﾝﾔ 愛知 × × ×

6 H461 世古　真也(2) 向陽高 NM
ﾓﾄｵ ｶｲﾄ 愛知

18 1300 元尾　海渡(1) 名城大 DNS

ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ 愛知

14 332 加藤　駿汰(3) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ 三重 15m08 15m56 15m59 － 15m30 15m56 15m59

1 8 1018 保坂　翔也(5) 鈴鹿高専 +1.4 +1.1 +1.3 +0.7 +2.1 +1.3
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 愛知 14m28 14m68 14m51 14m66 14m98 14m96 14m98

2 9 774 高山　?磨 東海学園大 +0.5 +0.1 +0.1 -0.3 +2.5 +0.4 +2.5
ｵﾘﾀ ｶｲﾄ 京都 14m15 × 14m56 × 13m21 14m53 14m56

3 11 136 織田　海斗(2) 中京大 +0.7 +0.3 -0.3 0.0 +0.3

ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪 14m36 14m35 × × 13m93 14m24 14m36

4 5 137 川西　良典(2) 中京大 -0.1 0.0 +0.2 -0.7 -0.1
ﾜﾀｾ ﾏｻﾐ 石川 13m86 13m72 13m64 13m35 － － 13m86

5 12 491 渡瀬　雅巳(4) 金沢星稜大 -0.2 +0.2 -0.6 +0.1 -0.2
ｴﾅﾐ ﾖｼﾋﾛ 福井 13m53 × × × 13m70 × 13m70

6 4 852 江南　良浩(1) 岐経大 +1.0 -0.2 -0.2
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾄ 岐阜 13m33 13m28 × 13m29 × × 13m33

7 3 1299 西田　彪人(1) 名城大 0.0 +0.4 0.0 0.0
ﾅｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾑ 鹿児島 × r

2 877 中山　望(1) 岐経大 NM
ｵｵﾂ ﾜﾀﾙ 三重 × × ×

6 5024 大津　渉 ULTIMATE NM

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 福井 × × ×

10 492 渡邉　凌介(4) 金沢星稜大 NM
ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭﾝ 愛知

1 1113 門脇　駿(4) 豊田高専 DNS
ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山

7 84 大枝　巧弥(3) 中京大 DNS
ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 岐阜

13 5380 石原　圭祐 SELECT DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 福井

1 12 753 山元　隼 フクビ化学 16m79 × 17m17 × × 17m76 17m76

ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 京都

2 11 143 石山　歩(2) 中京大 15m08 15m17 15m53 15m61 × × 15m61

ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ 岐阜

3 10 146 早川　匠海(2) 中京大 12m92 13m72 14m02 14m10 13m73 14m19 14m19

ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 滋賀

4 14 164 杉本　仁(1) 中京大 × 14m02 13m92 13m94 13m74 13m95 14m02

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 三重

5 13 50 中村　洋介(4) 中京大 13m93 × 13m92 × × × 13m93

ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾔ 愛知

6 9 167 戸澤　廣哉(1) 中京大 11m02 12m37 12m12 12m64 × 12m38 12m64

ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾉﾙ 石川

7 15 498 鳥山　稔(3) 金沢星稜大 11m04 11m22 × 11m12 × 11m31 11m31

ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 岐阜

8 5 101 秋田　啓佑(3) 中京大 × 9m95 10m23 10m16 × 9m69 10m23

ﾅｶｻﾀﾞ ｼﾝ 愛知

9 4 643 中定　慎(3) 名学大 9m67 10m03 9m27 10m03

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 三重

10 7 103 西村　啓佑(3) 中京大 9m36 9m74 9m78 9m78

ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静岡

11 6 771 塩原　雅人 東海学園大 × 9m62 × 9m62

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道

12 8 105 山本　拓朗(3) 中京大 9m28 × 9m17 9m28

ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知

13 3 149 浅岡　駿佑(2) 中京大 8m70 × × 8m70

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川

14 2 150 中山　滉一(2) 中京大 8m46 8m29 8m44 8m46

ｵｵﾀｹ ｱｷﾋｺ 愛知

15 1 1008 大竹　晃彦(3) 大同大 6m12 6m53 × 6m53



男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾕｶﾞﾐ ﾏｻﾃﾙ 愛知

1 16 131 湯上　剛輝 トヨタ自動車 54m39 × × × 54m84 × 54m84

ｲｼﾔﾏ ｱﾕﾑ 京都

2 15 143 石山　歩(2) 中京大 × × 47m60 × 51m13 × 51m13

ｶﾜｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 滋賀

3 17 98 川尻　涼介(3) 中京大 × × 47m12 × × 47m65 47m65

ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ 愛知

4 14 B381 久保　博規 中京大クラブ × 46m66 × × 46m75 × 46m75

ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾔ 愛知

5 18 167 戸澤　廣哉(1) 中京大 37m42 × × × 37m65 × 37m65

ﾊﾀ ﾀｹｼ 富山

6 19 499 畑　壮(3) 金沢星稜大 × 36m41 × × 37m18 × 37m18

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 北海道

7 12 105 山本　拓朗(3) 中京大 × 35m63 × × × × 35m63

ﾜｸｶﾞﾜ ｼﾞｭｷﾔ 愛知

8 13 651 湧川　寿希哉(4) 名学大 × × 33m44 33m59 × × 33m59

ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ 静岡

9 11 1032 土屋　真宏(1) 中京大 31m57 × × 31m57

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知

10 10 104 平林　卓磨(3) 中京大 × 30m55 × 30m55

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛知

11 9 647 中村　勇太(3) 名学大 × × 30m53 30m53

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 静岡

12 4 1098 杉山　大介(4) 常葉大 × × 29m54 29m54

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 三重

13 5 5875 藤澤　鐘吾 三重陸協 29m06 × × 29m06

ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 愛知

14 3 1362 山下　徹 東海学園大 26m99 × × 26m99

ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静岡

15 7 771 塩原　雅人 東海学園大 × × 26m30 26m30

ﾅｶｻﾀﾞ ｼﾝ 愛知

16 6 643 中定　慎(3) 名学大 × × 25m04 25m04

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川

17 1 150 中山　滉一(2) 中京大 × 24m87 × 24m87

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛知

18 8 642 小川　浩平(3) 名学大 × × 24m70 24m70

ｶﾄｳ ﾀﾂｷ 愛知

19 2 L808 加藤　辰樹(1) 豊田高専 × 24m40 × 24m40



男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 三重

1 10 48 植松　直紀(4) 中京大 × 66m46 × × × 69m71 69m71

ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 岐阜

2 11 5621 田中　透 チームミズノ × 63m31 × × × 66m51 66m51

ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 愛知

3 9 B374 久保　浩司 中京大クラブ × 63m87 × × × × 63m87

ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ 愛知

4 12 1036 墨　訓熙(M1) 中京大 62m42 × × × 63m12 × 63m12

ﾋｶﾞｼｳﾗ ｶﾝﾀ 三重

5 13 147 東浦　貫太(2) 中京大 52m71 × × × × 54m69 54m69

ｸｻﾉ ｺｳﾀﾛｳ 長崎

6 7 99 草野　光太郎(3) 中京大 × × 52m81 × × × 52m81

ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知

7 14 81 石田　考正 愛陸DC × 51m24 × × × 52m39 52m39

ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ 和歌山

8 6 97 安達　昌輝(3) 中京大 × 52m04 × × × 52m22 52m22

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 沖縄

9 5 565 川上　翔平(2) 岐経大 × × 45m50 45m50

ｻｻｷ ｶｲｾｲ 大阪

10 4 864 佐々木　海聖(1) 岐経大 × × 44m39 44m39

ｲｹﾉｳｴ ｺｳｷ 愛知

11 3 845 池之上　昂希(1) 岐経大 × 43m65 × 43m65

ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ 三重

12 1 932 鈴木　淳斗(1) 皇學館大 × 33m37 × 33m37

ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 滋賀

2 25 西脇　博之 とのめ内装 信州 × × × NM

ｺﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛知

8 144 古旗　崇裕(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子やり投(0.800kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾞｨｰﾝ･ﾛﾄﾞﾘｯｸ ｹﾞﾝｷ 愛知

1 23 B984 ディーン・ロドリック　元気 ミズノ × 75m95 × × × × 75m95

ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知

2 24 B424 八木　一憲 みかん山 × × 66m77 68m35 × × 68m35

ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ 山形

3 22 51 宮田　涼(4) 中京大 × × 65m65 × 66m10 × 66m10

ﾊﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 岐阜

4 21 100 濱崎　康平(3) 中京大 × 65m03 × × × 65m20 65m20

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 愛知

5 19 148 藤原　俊也(2) 中京大 × 62m02 × × × × 62m02

ﾏﾂｲ ﾄｼﾉﾘ 石川

6 20 490 松井　俊憲(4) 金沢星稜大 × 61m50 × 61m83 × × 61m83

ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾔ 愛知

7 17 760 永井　翔也 東海学園大 × × 60m61 × × × 60m61

ｻｻｷ ｹﾝｼﾝ 富山

8 26 525 佐々木　堅進(1) 金沢星稜大 58m73 × × × × × 58m73

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 愛知

9 25 C47 榊原　寛紀 豊田自動織機 × 57m82 × 57m82

ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 愛知

10 16 1363 塚本　大利　 東海学園大 × × 57m59 57m59

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛知

11 14 642 小川　浩平(3) 名学大 × × 49m20 49m20

ﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 静岡

12 10 1071 仲　智裕(2) 常葉大 48m32 × × 48m32

ﾖｼｴ ｱｷﾋﾛ 兵庫

13 12 187 吉江　明広 タイモスポーツ × × 46m87 46m87

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 愛知

14 9 H424 中村　優介(2) 日進西高 × × 45m34 45m34

ｼﾊﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 静岡

15 6 1077 柴本　恭平(1) 常葉大 × 45m14 × 45m14

ﾌｸｲ ﾀﾂﾔ 愛知

16 5 H464 福井　達也(2) 向陽高 × 44m40 × 44m40

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 愛知

17 4 L835 山本　海斗(1) 豊田大谷高 × × 41m43 41m43

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛知

18 7 L785 宮川　凌太(1) 豊田高専 40m41 × × 40m41

ｵｵｻﾜ ﾕｳ 愛知

19 3 L183 大澤　優(2) 豊田大谷高 35m74 × × 35m74

ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 愛知

20 1 H684 戸田　一輝(1) 松蔭高 × × 34m87 34m87

ﾈﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 愛知

21 2 H762 根本　峻佑(1) 向陽高 × × 31m35 31m35

ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 静岡

8 163 荻野　龍斗(1) 中京大 DNS
ｱｻｵｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知

11 149 浅岡　駿佑(2) 中京大 DNS

ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ 静岡

13 1032 土屋　真宏(1) 中京大 DNS
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ 静岡

15 145 杉山　裕太(2) 中京大 DNS
ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知

18 1419 森　賢太郎(1) 名城大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｶﾜ ｶﾅ 愛知 ﾓﾘﾀ ｻｴｶ 愛知

1 6 B983 市川　華菜 ミズノ 11.93 1 4 2309 森田　冴香 東海学園大 13.11

ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ 三重 ﾀﾆ ﾕｳﾅ 愛知

2 4 2135 藤原　恵里佳(4) 至学館大 12.64 2 2 2007 谷　優奈(4) 中京大 13.15

ｽｶﾞｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 愛知

3 7 2073 菅嶋　悠乃(1) 中京大 12.68 3 8 2044 山本　麻湖(3) 中京大 13.15

ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 埼玉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 静岡

4 5 3158 高橋　萌木子 埼玉陸協 12.70 4 6 2390 渡辺　亜美(2) 常葉大 13.26

ﾑﾗｶﾐ ｶﾅｺ 宮崎 ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐阜

5 8 2027 村上　香菜子(3) 中京大 12.71 5 7 2046 岩川　奈々萌(2) 中京大 13.29

ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知

6 1 H5181 中内　彩虹(3) 日進西高 12.76 6 1 H5185 森　美月(2) 日進西高 13.54

ﾆﾜ ｱﾘｻ 愛知 ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重

2 2026 丹羽　愛利彩(3) 中京大 DNS 3 2371 飯嶌　あかり(1) 中京大 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 愛知 ﾐﾀ ｶﾅｴ 静岡

3 2023 杉山　美貴(3) 中京大 DNS 5 2394 三田　花苗(3) 常葉大 DNS

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃｼﾏ ﾌﾜﾘ 愛知 ﾊｽﾇﾏ ﾐｺ 愛知

1 3 2027 手嶋　風理(3) 中京大 13.11 1 5 H5319 蓮沼　美子(1) 日進西高 13.64

ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛知 ﾖｺｲ ﾖｼｴ 愛知

2 5 2049 古澤　彩果(2) 中京大 13.25 2 6 2258 横井　美恵(2) 南山大 13.74

ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 愛知 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 福井

3 6 2457 近藤　彩加(1) 中京大 13.32 3 2 2460 宮本　薫(1) 中京大 13.97

ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 愛知 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 愛知

4 2 2244 林　祐子(2) 名学大 13.63 4 4 J5175 鈴木　桜(2) 愛知淑徳高 13.99

ｺﾂﾞｶ ﾐｻ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾉ 愛知

5 7 H5157 小塚　未沙(2) 松蔭高 13.71 5 3 2481 澤田　萌乃(1) 愛知淑徳大 14.13

ﾀｹｳﾁ ﾘｶｺ 愛知 ﾄﾐｵｶ ﾏｲ 愛知

6 4 K5103 竹内　梨香子(2) 阿久比高 13.81 6 7 L5360 富岡　舞(3) 安城南高 14.20

ｻｼﾞ ｶﾅｺ 愛知 ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ 三重

7 1 J5133 佐治　佳奈子(2) 聖霊高 14.13 7 8 5031 堤　扶子 ULTIMATE 14.22

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 岐阜

8 8 H5380 水野　晴香(1) 向陽高 14.16 8 1 2492 吉田　瑠那 東海学園大 14.66

5組 (風:-0.7) 6組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾉ ﾐﾕﾘ 愛知 ｵｸﾔﾏ ｲﾂﾞﾐ 愛知

1 6 H5292 上野　未友莉(2) 日進西高 13.83 1 5 H5329 奥山　いづみ(1) 松蔭高 14.53

ｵｵﾔ ﾏﾅ 愛知 ﾓﾓﾊﾗ ｻｸﾗ 愛知

2 5 H5320 大矢　万愛(1) 日進西高 13.88 2 6 L5084 桃原　さくら(2) 豊田高専 14.60

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 愛知 ﾋﾗﾏﾂ ﾏﾕｺ 愛知

3 8 J5461 山田　実句(1) 名古屋商高 14.11 3 3 J5174 平松　万由子(2) 愛知淑徳高 14.74

ｱｻﾉ ﾚﾐ 愛知 ﾜｸﾞﾁ ﾓｴ 愛知

4 7 H5390 浅野　玲海(1) 大同大大同高 14.32 4 7 J5362 川口　萌(1) 名古屋商高 14.80

ｱｻｲ ﾋｶﾙ 愛知 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ 愛知

5 1 H5328 浅井　ひかる(1) 松蔭高 14.54 5 8 J5421 橋本　悠衣香(1) 名古屋商高 15.30

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｷ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ｱﾑ 愛知

6 3 J5173 松原　未季(2) 愛知淑徳高 14.70 2 H5327 柴田　朝夢(1) 松蔭高 DNS

ｵｵﾀ ﾕｳﾕ 愛知 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾖｼﾎ 愛知

7 2 J5141 太田　結夕(2) 聖霊高 14.78 4 L5085 永縄　由帆(2) 豊田高専 DNS

ｳｴﾉ ﾏﾅﾐ 岐阜

4 2328 上野　愛珠(3) 岐阜聖徳大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

7組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾅｷ ﾕｳﾅ 静岡

1 2 2343 花木　優奈(4) 至学館大 13.62

ｲｾ ﾋﾅｺ 愛知

2 3 J5140 伊勢　日向子(2) 聖霊高 15.30

ｱｻﾋ ﾕｲ 愛知

3 4 H5419 旭　優衣(1) 日進西高 15.35

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞ 愛知

4 6 H5317 古屋　柚(1) 日進西高 15.36

ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｶ 愛知

5 5 H5321 西田　悠花(1) 日進西高 15.54

ｲｸﾀ ｻｸﾗ 愛知

6 8 H5316 生田　さくら(1) 日進西高 15.71

ｲｹｼﾀ ﾕｱ 愛知

7 7 H5322 池下　夕海(1) 日進西高 17.06

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾀ ｲﾏﾘ 富山 ｲﾅ ﾕﾏ 岐阜

1 4 2078 宮田　伊毬(1) 中京大 58.92 1 4 2383 伊奈　佑真(4) 中部学院大 1:00.57

ﾊﾅｷ ﾕｳﾅ 静岡 ｳｴﾉ ﾐﾕﾘ 愛知

2 3 2343 花木　優奈(4) 至学館大 1:00.98 2 3 H5292 上野　未友莉(2) 日進西高 1:01.17

ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 福井 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 愛知

3 2 2460 宮本　薫(1) 中京大 1:02.42 3 6 H5158 山口　琴音(2) 松蔭高 1:01.63

ﾋﾗｵｶ ﾄﾓｶ 愛知 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三重

4 7 C175 平岡　知佳 小島プレス 1:04.89 4 2 2047 島田　菜央(2) 中京大 1:01.92

ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛知 ｼﾓﾐﾔ ﾌｳｶ 愛知

1 H5181 中内　彩虹(3) 日進西高 DNS 5 5 J5050 下宮　風夏(3) 名古屋商高 1:03.99

ｷﾉｼﾀ ｻﾕﾐ 愛知 ｸﾎﾞ ﾏﾙﾐ 愛知

5 2301 木下　紗由美 東海学園大 DNS 6 1 2193 久保　眞る美(3) 愛知大 1:04.09

ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 高知 ﾂｼﾞ ﾘｻｺ 三重

6 2351 西原　琳(1) 至学館大 DNS 7 2048 辻　りさ子(2) 中京大 DNS

ﾅﾙｾ ﾏｷ 愛知 ｵｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｶ 静岡

8 2277 成瀬　真希(3) 名城大 DNS 8 2398 岡村　美津佳(4) 常葉大 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ 愛知

1 3 2073 菅嶋　悠乃(1) 中京大 57.58

ﾓﾘ ｱﾔｶ 愛知

2 6 H5212 森　彩華(2) 向陽高 1:04.55

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀

3 1 2072 澤田　華慧(1) 中京大 1:04.67

ｿﾌﾞｶﾜ ｱｵｲ 愛知

4 8 J5420 曽布川　葵(1) 名古屋商高 1:07.47

ｷﾀﾃﾞ ﾐﾎ 愛知

5 4 2170 北出　美穂(2) 愛学大 1:07.59

ｶｼﾞﾀ ｴﾘ 愛知

6 5 H5182 梶田　依理(2) 日進西高 1:07.66

ｲｾ ﾋﾅｺ 愛知

7 7 J5140 伊勢　日向子(2) 聖霊高 1:12.20

ｵｵﾀ ﾕｳﾕ 愛知

8 2 J5141 太田　結夕(2) 聖霊高 1:12.73

凡例  DNS:欠場



女子800m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｲｸﾉ 愛知 ﾐﾔﾀ ｲﾏﾘ 富山

1 3 2490 高橋　郁乃(1) 中京大 2:21.15 1 7 2078 宮田　伊毬(1) 中京大 2:17.89

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅﾊ 愛知 ｲﾅ ﾕﾏ 岐阜

2 10 J5136 柴田　菜々春(1) 聖霊高 2:27.32 2 6 2383 伊奈　佑真(4) 中部学院大 2:18.04

ｲﾏｲ ﾘｶｺ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｲｸﾐ 愛知

3 6 2150 今井　理香子(2) 至学館大 2:28.10 3 9 2355 山本　郁実(1) 至学館大 2:20.67

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 愛知 ﾅﾙｾ ﾏｷ 愛知

4 5 2251 小笠原　香苗(3) 名市大 2:30.31 4 3 2277 成瀬　真希(3) 名城大 2:21.83

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 長野 ｷｼﾉ ｼﾎ 愛知

5 8 2302 塩澤　華奈 東海学園大 2:33.84 5 5 2475 岸野　志歩(1) 愛学大 2:24.11

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘﾅ 愛知 ﾖｼｵｶ ｱﾕﾐ 愛知

6 4 F5346 山下　真里奈(1) 愛知黎明高 2:35.82 6 1 2310 吉岡　鮎美 東海学園大 2:24.89

ｶｲﾄﾘ ｱｵｲ 愛知 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 愛知

7 7 K5102 飼鳥　蒼(2) 阿久比高 2:40.06 7 10 K5101 齋藤　真輝(2) 阿久比高 2:26.84

ｼｲｷ ｺﾄﾅ 愛知 ｺｻｶｲ ﾅﾎ 愛知

8 2 H5154 椎木　琴菜(2) 松蔭高 2:40.48 8 8 F5348 小酒井　南帆(2) 愛知黎明高 2:26.96

ｼｮｳﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 愛知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｷﾅ 愛知

9 9 H5330 正林　己怜(1) 松蔭高 2:42.91 9 2 2293 杉本　有希奈 東海学園大 2:28.05

ﾊﾁｶﾞ ｻﾎ 愛知 ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知

10 1 J5138 八賀　小穂(1) 聖霊高 2:46.32 10 4 2021 平手　佑佳(4) 中京大 2:28.66



女子1500m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾜ ﾅﾅｺ 愛知 ﾏｷﾀ ｻﾔｶ 愛知

1 11 2436 丹羽　菜々子(1) 至学館大 5:07.45 1 1 D9007 蒔田 沙弥香 愛知陸協 4:57.40

ﾊｼﾀﾞ ﾘﾉ 高知 ｱｻｲ ﾐｽﾞｷ 愛知

2 13 2459 橋田　梨乃(1) 中京大 5:13.89 2 7 2497 浅井　瑞貴 東海学園大 5:11.25

ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 長野 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾎ 愛知

3 9 2032 中塚　千和(3) 中京大 5:15.18 3 2 2443 山下　南帆(1) 愛知淑徳大 5:12.04

ｶﾄｳ ｱｷﾗ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅﾊ 愛知

4 12 2451 加藤　晶(1) 至学館大 5:16.81 4 5 J5136 柴田　菜々春(1) 聖霊高 5:12.87

ﾊﾏﾉ ｱﾔﾈ 岐阜 ﾖｼｵｶ ﾘﾉ 愛知

5 2 2352 浜野　綾音(1) 至学館大 5:34.76 5 6 L5358 吉岡　璃乃(3) 安城南高 5:13.01

ﾊﾔｼ ｱｵｲ 愛知 ｶﾅｵ ﾐﾅﾐ 愛知

6 1 J5137 林　蒼依(1) 聖霊高 5:36.73 6 3 2238 金尾　南実(2) 椙女大 5:13.13

ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｶ 愛知 ｷﾄｳ ﾕﾐ 愛知

7 3 H5155 長谷川　千花(2) 松蔭高 5:37.01 7 10 H5213 鬼頭　佑実(2) 向陽高 5:17.02

ｵｵﾉ ｱﾔﾈ 三重 ﾌﾓﾄ ﾐｶ 愛知

8 6 2345 大野　綾音(1) 至学館大 5:39.13 8 11 J5134 麓　実華(2) 聖霊高 5:17.05

ﾓﾘ ﾕｳｷ 愛知 ﾄﾐﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 岐阜

9 4 J5418 森　夕雨稀(1) 名古屋商高 5:51.48 9 8 0 富山　泉希(1) 中京高 5:21.16

ｱｻｲ ｺﾄﾜ 愛知 ｲﾘｴ ｼｵﾘ 愛知

10 5 J5132 浅井　思羽(2) 聖霊高 5:52.45 10 12 L5364 入江　志織(3) 安城南高 5:21.57

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ 愛知 ｴﾝﾔ ﾄﾓﾖ 岐阜

11 10 H5382 中山　夕有奈(1) 向陽高 5:56.65 11 14 2253 塩谷　知世(2) 名市大 5:27.76

ｶﾜｸﾁ ｻﾔｶ 愛知 ｱﾀﾞﾁ ﾘｶ 岐阜

12 7 H5378 川口　清楓(1) 向陽高 6:20.31 12 13 0 安達　璃香(1) 中京高 5:28.28

ｵｵﾆｼ ｴﾐｺ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ｺｽﾞｴ 愛知

13 8 H5215 大西　絵美子(2) 向陽高 6:25.72 4 2172 吉田　梢(4) 愛知淑徳大 DNS

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 愛知

9 H5203 宮崎　葵衣(2) 向陽高 DNS

ｾﾉｵ ﾅﾂｺ 愛知

15 J5135 妹尾　夏子(2) 聖霊高 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾅｶ ｾｲﾅ 愛知

1 1 2235 山中　聖菜(4) 椙女大 4:46.38

ｵｵﾔﾏ ｼｵﾘ 愛知

2 4 H5255 大山　栞(3) 中部大第一高 4:46.56

ﾅｽ ﾁﾊﾙ 和歌山

3 2 2377 那須　千晴(2) 中京学大 4:52.30

ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｺ 愛知

4 8 C9009 山本　萌恵子 愛知陸協 4:54.53

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾓｶ 三重

5 16 2053 水谷　百花(2) 中京大 4:56.60

ｼﾐｽﾞ ﾉﾉｶ 愛知

6 12 H5257 清水　野々花(3) 中部大第一高 4:56.73

ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 愛知

7 5 F5341 中野　桃花(3) 愛知黎明高 4:57.86

ﾊｯﾄﾘ ﾊﾙﾅ 愛知

8 7 H5261 服部　花奈(2) 中部大第一高 4:58.73

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 愛知

9 6 2251 小笠原　香苗(3) 名市大 5:00.58

ｷﾘｷ ｱﾔｻ 愛知

10 3 2444 桐木　文咲(1) 愛知淑徳大 5:01.66

ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 愛知

11 14 2496 高橋　未来 東海学園大 5:03.71

ｵｸ ｶﾝﾅ 岐阜

12 11 2379 於久　栞奈(1) 中京学大 5:05.21

ﾅｶﾞﾀ ｶﾝﾅ 愛知

13 15 2250 長田　環奈(4) 名市大 5:05.54

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾘｶ 三重

14 9 2162 松永　茉里香(2) 至学館大 5:09.09

ｿﾌﾞｴ ﾐｶ 岐阜

15 13 2374 祖父江　美佳(2) 中京学大 5:18.97

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅ 愛知

10 2495 高橋　未奈 東海学園大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子3000m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 愛知

1 2 F5349 八木　明梨(2) 愛知黎明高 10:09.77

ﾊﾗ ﾏｲﾅ 愛知

2 3 M5019 原　舞奈(2) 豊橋東高 10:29.90

ｲﾜﾀ ﾅﾂﾐ 愛知

3 1 F5340 岩田　夏実(3) 愛知黎明高 10:37.19

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 愛知

4 5 F5366 小林　利江(1) 愛知黎明定通 10:45.39

ｻﾄｳ ﾏｲｺ 東京

5 9 A5148 佐藤　麻衣子 AC・KITA 11:00.67

ﾀﾅｶ ﾙﾘｶ 愛知

6 6 H5262 田中　ルリカ(2) 中部大第一高 11:00.76

ｷﾘｷ ｱﾔｻ 愛知

7 4 2444 桐木　文咲(1) 愛知淑徳大 11:13.29

ﾐﾅﾐ ﾒﾙﾓ 愛知

8 8 2122 南　芽留萌(2) 名大 11:18.66

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅﾅﾊﾅ 愛知

9 10 H5301 宮島　菜々花(1) 向陽高 11:19.79

ﾋﾗｼﾀ ﾐﾅﾐ 愛知

10 17 2435 平下　美波(1) 至学館大 11:20.90

ﾔﾏｼﾀ ﾅﾎ 愛知

11 7 2443 山下　南帆(1) 愛知淑徳大 11:22.38

ﾐﾜ ﾅﾂﾐ 愛知

12 13 2234 三輪　奈津美(3) 椙女大 11:36.00

ﾋｵｷ ｱｶﾘ 愛知

13 11 J5130 日置　明莉(2) 愛工大名電高 11:40.04

ｵｵﾂ ﾕｷﾅ 愛知

14 14 2474 大津　雪菜(1) 愛学大 11:49.34

ｲﾉｳｴ ｶﾎ 愛知

15 16 2442 井上　香穂(1) 愛学大 11:59.54

ｽｽﾞｷ ｼﾊﾙ 愛知

12 M5023 鈴木　紫陽(2) 豊橋東高 DNS

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻｴ 愛知

15 M5281 高柳　冴(1) 豊橋東高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子5000m
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ 愛知

1 5 2074 杉浦　穂乃加(1) 中京大 17:03.35

ﾐｶﾀ ﾎﾉﾐ 静岡

2 6 2034 三潟　帆乃美(3) 中京大 17:10.83

ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｶ 愛知

3 1 F5347 石田　龍花(1) 愛知黎明高 17:13.14

ﾀｹｼﾏ ｴﾐ 愛知

4 7 2030 竹嶋　央后(3) 中京大 17:54.62

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知

5 4 2370 権田　結希(1) 中京大 18:06.71

ｳﾒﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 愛知

6 3 2139 梅田　順子(3) 至学館大 19:42.88

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 愛知

7 2 2438 山田　真維(1) 至学館大 20:26.53



女子100mH(0.838m/8.50m)
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆ ﾕｳﾅ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 愛知

1 5 2007 谷　優奈(4) 中京大 14.59 1 4 2457 近藤　彩加(1) 中京大 16.07

ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛知 ﾃﾞﾒﾛ ｶｵﾘ 愛知

2 3 2049 古澤　彩果(2) 中京大 14.77 2 5 B598 デメロ　香織 POWER MAX 16.54

ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知 ﾏﾂﾅﾐ ｱｲｶ 愛知

3 6 2021 平手　佑佳(4) 中京大 16.41 3 7 H5377 松浪　愛果(1) 向陽高 18.26

ｽｽﾞｷ ﾓｴ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀

4 2 2169 鈴木　萌(3) 愛学大 17.29 4 3 2072 澤田　華慧(1) 中京大 19.14

ﾀｶﾓﾘ ﾎﾅﾐ 静岡 ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾅ 愛知

4 2389 髙森　帆南(2) 常葉大 DNS 5 2 J5419 杉本　瑠奈(1) 名古屋商高 19.90

ｼﾝｶｲ ﾓﾓｺ 三重 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 愛知

7 2336 新貝　桃子(1) 皇學館大 DNS 6 H5185 森　美月(2) 日進西高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子4X100mR
審 判 長：櫻井 一美

記録主任：小坂 拓

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 中部大第一高 H5259 高森　美咲(3) ﾀｶﾓﾘ ﾐｻｷ 51.24

H5254 久保田　玲愛(3) ｸﾎﾞﾀ ﾚｴﾅ

H5256 飯沼　千花(3) ｲｲﾇﾏ ﾁｶ

H5267 影山　杏(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾝ

2 4 松蔭高 H5157 小塚　未沙(2) ｺﾂﾞｶ ﾐｻ 53.29

H5158 山口　琴音(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾈ

H5329 奥山　いづみ(1) ｵｸﾔﾏ ｲﾂﾞﾐ

H5328 浅井　ひかる(1) ｱｻｲ ﾋｶﾙ

3 3 名古屋商高 J5362 川口　萌(1) ﾜｸﾞﾁ ﾓｴ 55.27

J5358 上坪　美舞(1) ｶﾐﾂﾎﾞ ｲﾌﾞ

J5419 杉本　瑠奈(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾅ

J5461 山田　実句(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ

4 7 向陽高 H5214 福島　沙紀(2) ﾌｸｼﾏ ｻｷ 55.56

H5212 森　彩華(2) ﾓﾘ ｱﾔｶ

H5380 水野　晴香(1) ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ

H5379 犬飼　若菜(1) ｲﾇｶｲ ﾜｶﾅ

6 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子走高跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

　

ｸｽﾉｷ ﾊﾅｴ 香川 － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 10 2154 楠　英恵(2) 至学館大 1m60
ｱｷﾔﾏ ﾕｷｴ 香川 － － － － － × ○ × × ×

2 8 2290 秋山　侑希恵 東海学園大 1m55
ｲﾇｶｲ ﾜｶﾅ 愛知 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 5 H5379 犬飼　若菜(1) 向陽高 1m50

ﾎｼﾊﾞ ｱｲｶ 静岡 － － － × ○ × × ×

4 4 2303 干場　愛花 東海学園大 1m45
ﾂﾂﾞｷ ﾎﾉｶ 愛知 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 6 H5381 都築　歩乃佳(1) 向陽高 1m45
ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 岐阜 ○ ○ × × ×

6 2 2245 山田　若奈(2) 名学大 1m35
ﾆｼﾀﾞ ｷｻﾗ 愛知 ○ × × ×

7 1 H5331 西田　綺更(1) 松蔭高 1m30
ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 滋賀 × ○ × × ×

8 3 2072 澤田　華慧(1) 中京大 1m30
ｻﾄｳ ｱﾘｻ 大阪

7 2021 佐藤　有沙(3) 中京大 DNS

ｻｻｷ ﾘﾎ 兵庫

9 2203 佐々木　里穂(3) 岐経大 DNS

1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

凡例  DNS:欠場



女子棒高跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

　

ｱｲﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 滋賀 － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 7 26 饗庭　みずき 滋賀陸協 3m60
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 愛知 － － － × ○ ○ ○ × × ×

2 9 2055 今泉　友里(2) 中京大 3m50
ｻﾄｳ ｱｲ 愛知 － － － × × ○ × × ○ × × ×

3 10 2058 佐藤　愛(2) 中京大 3m40

ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 愛知 － ○ × × ○ × × ×

4 2 2155 竹内　朱里　(2) 至学館大 3m00
ﾌｼﾞｲ ｺﾄ 愛知 × × ○ × ○ × × ×

5 1 2159 藤井　琴(2) 至学館大 2m80
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 三重 － × × ×

3 2039 山田　梨央(3) 中京大 NM
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘ 愛知

4 L5422 水上　まり(2) 岡崎城西高 DNS
ﾅｶﾔﾏ ｻﾗ 愛知

5 L5410 中山　紗良(3) 岡崎城西高 DNS
ﾎﾝﾀﾞ ｼﾎ 愛知

6 B383 本田　史帆 中京大クラブ DNS

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野

8 2037 原　奈津美(3) 中京大 DNS
ﾀｶﾀﾞ ｱﾔｶ 愛知

11 L5408 髙田　彩佳(3) 岡崎城西高 DNS

3m70
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m80 3m00 3m20 3m40 3m50 3m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ｶｵﾙｺ 愛知 5m69 5m94 5m88 5m47 5m84 × 5m94

1 19 2036 石原　薫子(3) 中京大 +0.4 +0.9 +0.5 +0.7 +0.1 +0.9
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 岐阜 × 5m42 5m40 5m37 5m46 5m65 5m65

2 17 2330 渡辺　美夏(3) 岐阜聖徳大 +1.2 +0.5 +1.1 +1.8 +1.0 +1.0
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾉﾝ 静岡 × 5m58 5m61 5m59 × 5m46 5m61

3 21 2423 水野　舞音(1) 岐経大 +0.4 +1.2 +0.9 -0.3 +1.2

ﾀｲﾗ ｻｷ 沖縄 5m52 5m43 5m40 5m30 5m34 5m40 5m52

4 18 2420 平良　さき(1) 岐経大 -0.1 0.0 +1.2 0.0 +1.4 +0.3 -0.1
ｱｻｲ ﾏｺ 愛知 5m14 × 5m27 5m30 5m30 5m49 5m49

5 16 2006 浅井　真子(4) 中京大 +0.6 +0.9 +2.4 +0.9 +1.1 +1.1
ｼﾗｲ ﾏﾐ 新潟 × 5m23 5m45 4m76 × 5m40 5m45

6 22 2059 白井　真美(2) 中京大 +0.7 +0.9 +0.1 -0.5 +0.9
ｶｼﾞ ｽｽﾞｶ 徳島 × 5m33 5m28 5m01 5m29 5m41 5m41

7 15 2056 梶　涼夏(2) 中京大 +0.6 +0.4 +1.4 +1.3 +1.7 +1.7
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾄ 富山 4m86 5m14 5m38 5m19 5m05 × 5m38

8 12 2205 山本　里都(3) 岐経大 -0.7 +0.3 +0.9 +1.9 +1.4 +0.9
ﾏｴﾀﾞ ｴﾘﾅ 和歌山 × 5m06 5m15 5m15

9 23 2014 前田　江里奈(4) 中京大 +0.6 -1.4 -1.4

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 愛知 5m11 4m92 5m14 5m14

10 9 2044 山本　麻湖(3) 中京大 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重 4m94 × × 4m94

11 11 2066 早川　優花(2) 中京大 -1.7 -1.7
ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知 × 4m84 4m65 4m84

12 13 2021 平手　佑佳(4) 中京大 +0.3 +1.9 +0.3
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅ 岐阜 4m65 4m76 4m79 4m79

13 8 2322 長谷川　奏(3) 愛県大 +0.6 +0.3 +0.8 +0.8

ｶﾐﾂﾎﾞ ｲﾌﾞ 愛知 4m60 4m61 4m66 4m66

14 1 J5358 上坪　美舞(1) 名古屋商高 -0.5 +0.4 +0.6 +0.6
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 愛知 × × 4m63 4m63

15 7 2300 河口　朋美 東海学園大 +1.0 +1.0
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 愛知 3m87 4m10 × 4m10

16 4 L5536 安藤　華那(1) 豊田大谷高 -0.5 -1.0 -1.0
ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 岐阜 － 4m01 3m87 4m01

17 2 2245 山田　若奈(2) 名学大 +0.8 +0.5 +0.8
ﾍﾗｲ ﾐﾎ 愛知 3m41 3m78 3m77 3m78

18 3 H5183 戸耒　未歩(2) 日進西高 +0.1 -0.6 +0.8 -0.6
ﾃﾞﾒﾛ ｶｵﾘ 愛知 × × ×

5 B598 デメロ　香織 POWER MAX NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 高知

6 2206 渡邊　楓(3) 岐経大 DNS
ﾏｽｶﾜ ﾓｴｶ 愛知

10 H5204 枡川　萌夏(2) 向陽高 DNS
ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重

14 2371 飯嶌　あかり(1) 中京大 DNS
ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 山口

20 4554 河村　仁美 周南市役所 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子三段跳
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 三重 11m08 10m06 10m91 11m61 11m03 11m30 11m61

1 2 2013 野田　奈津実(4) 中京大 +0.7 -0.4 0.0 +0.4 +0.1 +0.7 +0.4
ｶｼﾞﾉ ｶｺ 岐阜 11m00 11m10 10m95 10m73 11m04 10m85 11m10

2 4 2417 梶野　香子(1) 岐経大 +0.8 +2.0 +0.9 +0.7 +0.3 +0.6 +2.0
ﾜｷﾓﾄ ﾏﾅﾐ 愛知 9m33 9m79 9m77 9m48 9m66 9m55 9m79

3 1 H5186 脇本　麻奈未(2) 日進西高 -1.4 +0.4 0.0 -0.7 +1.1 +0.5 +0.4

ﾊﾔｼ ｶﾉｺ 愛知 × 9m38 9m50 9m42 × × 9m50

4 5 J5047 林　果乃子(2) 名古屋商高 +1.3 +0.5 +1.6 +0.5
ｶｽﾔ ﾕﾘ 愛知

3 J5048 糟谷　友里(3) 名古屋商高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾂｷ 兵庫

1 3 2368 川口　叙樹(1) 中京大 11m61 × × × × × 11m61

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 愛知

2 4 2044 山本　麻湖(3) 中京大 7m74 8m04 8m01 8m47 7m38 7m67 8m47

ｿﾈ ﾏﾕ 愛知

3 5 J5055 曽根　真由(2) 名古屋商高 × 7m98 7m92 8m07 7m58 7m80 8m07

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重

4 1 2066 早川　優花(2) 中京大 7m90 7m71 8m01 7m89 7m83 7m16 8m01

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 兵庫

2 2017 中島　美穂(4) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 奈良

1 9 2019 山本　実果(4) 中京大 44m48 × × × × 48m09 48m09

ﾓﾘｶﾜ ｴﾐｺ 新潟

2 8 2077 森川　絵美子(1) 中京大 40m36 × 42m34 44m24 × × 44m24

ｶﾅｲ ｱｵｲ 大阪

3 10 2062 金井　葵(2) 中京大 38m58 38m49 × × × 40m01 40m01

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾖ 京都

4 7 2043 安田　昌代(3) 中京大 31m29 × 35m47 × × 37m79 37m79

ﾏｷ ｱｶﾘ 愛知

5 11 2064 牧　亜香里(2) 中京大 34m79 35m78 × × × × 35m78

ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 山口

6 6 2076 鶴井　美里(1) 中京大 34m54 × × × × × 34m54

ﾂｹﾞ ﾊﾙﾅ 愛知

7 2 J5054 柘植　春菜(2) 名古屋商高 23m30 × 27m28 28m09 × × 28m09

ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 愛知

8 5 H5180 金子　榛奈(2) 日進西高 26m29 × × × 26m98 × 26m98

ｷﾖﾅｶﾞ　ﾘﾘｺ 愛知

9 3 J5045 清永　梨里子(2) 名古屋商高 24m60 × × 24m60

ｲﾄｳ ﾐｸ 愛知

10 4 L5082 伊藤　美郁(3) 豊田高専 23m99 × 24m09 24m09

ﾔﾏﾍﾞ ﾐｸ 愛知

11 1 J5046 山辺　美空(2) 名古屋商高 22m34 × × 22m34

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 愛知

12 L5361 山口　真子(3) 安城南高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｶﾜ ﾐｶ 静岡

1 10 287 武川　美香 スズキ浜松AC × × 54m50 × × × 54m50

ｶﾜﾓﾄ ｸﾙﾐ 岩手

2 8 64 川元　くるみ 岩手体協 × 52m36 × × × 53m09 53m09

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 愛知

3 11 2041 田口　優(3) 中京大 × 51m62 × × × × 51m62

ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳｺ 愛知

4 9 2061 大久保　祥子(2) 中京大 50m79 × × × × × 50m79

ﾀｶｷ ﾕｳｺ 広島

5 12 2075 高木　優子(1) 中京大 × × 46m11 46m83 × × 46m83

ﾀﾏﾀﾞ ﾕｲ 京都

6 7 6658 玉田　唯(3) 南丹高 × 42m82 × × × 43m82 43m82

ﾊﾗ ｶﾅｺ 愛知

7 13 F5094 原　加奈子(3) 起工高 × 40m94 × 43m26 × × 43m26

ﾐｽﾞﾀﾆ ｻｷ 愛知

8 6 H5230 水谷　早希(3) 熱田高 × × 37m03 × × 37m03 37m03

ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 愛知

9 5 2240 久保田　千尋(2) 名学大 × × 36m75 36m75

ｱﾀﾞﾁ ﾏﾎｺ 岐阜

10 4 22 足立　真帆子(3) 岐阜工高 × × 34m42 34m42

ｲﾏｲ ﾐｸ 愛知

11 2 H5235 今井　みく(2) 熱田高 × × 26m88 26m88

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｻ 愛知

12 1 H5425 小笠原　里紗(1) 熱田高 × 22m89 × 22m89

ﾋﾗﾊﾗ ﾅﾅﾐ 愛知

3 H5152 平原　菜々美(2) 松蔭高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



女子やり投(0.600kg)
審 判 長：田嶋 利夫

記録主任：小坂 拓

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾔﾏ ｲｸﾐ 岩手

1 13 58 西山　育未 岩手体協 × × 51m00 × × × 51m00

ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 岐阜

2 12 2063 金子　春菜(2) 中京大 45m07 × × × × × 45m07

ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ 愛知

3 14 2166 大山　葵(4) 愛学大 × 42m58 × × × × 42m58

ｵｵﾂﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ 岐阜

4 11 2494 大坪　恵 東海学園大 × 37m26 × × × 37m67 37m67

ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｳｶ 愛知

5 9 L5127 永松　優香(2) 豊田大谷高 34m42 × × × × 34m89 34m89

ﾋﾗﾃ ﾕｶ 愛知

6 15 2021 平手　佑佳(4) 中京大 × 33m02 × × × × 33m02

ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 高知

7 10 2040 池田　梨紗(3) 中京大 31m66 × × × × 32m07 32m07

ﾌｸｼﾏ ｻｷ 愛知

8 7 H5214 福島　沙紀(2) 向陽高 29m40 × × × × × 29m40

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｱ 愛知

9 4 H5184 丸山　優愛(2) 日進西高 24m42 × × 24m42

ﾃﾗｻﾞﾜ ﾐｻ 愛知

10 3 H5318 寺澤　美瑳(1) 日進西高 24m27 × × 24m27

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 三重

11 6 2066 早川　優花(2) 中京大 × × 24m22 24m22

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｱｻ 愛知

12 2 H5323 近藤　茉杏咲(1) 日進西高 23m64 × × 23m64

ﾋｻﾀﾞ ｱﾕ 愛知

13 5 J5051 久田　愛結(2) 名古屋商高 23m51 × × 23m51

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 愛知

14 1 H5383 山口　萌々香(1) 向陽高 × × 16m13 16m13

ｲｲｼﾞﾏ ｱｶﾘ 三重

8 2371 飯嶌　あかり(1) 中京大 DNS
ｻﾄｳ ｱﾘｻ 大阪

16 2021 佐藤　有沙(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場


