
※記録欄の◎は新記録を表します。

愛知県１０傑表

一般男子

 県記録 10.36 ⾧田 拓也 （法政大） 2015

 本年平均 10.598 昨年平均 10.493

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 10.39 +1.6* 河田 航典 中京大中京高 3 高校 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

2 10.42 +1.3* 本郷 汰樹 立命大 4 大学 関西学生対校 大阪 ⾧居第二 10/21

3 10.48 +0.5* 杉本 大騎 中京大 3 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/11

4 10.52 +0.1* 伊藤 弘大 至学館大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

5 10.61 +1.4* 渡辺 圭一郎 トヨタ自動車 一般 北陸実業団 富山 富山 9/6

5 10.61 +0.4* 鈴木 大河 中京大中京高 3 高校 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

7 10.66 +1.2* 山田 佑輔 東海学園大 4 大学 尾張選手権 愛知 一宮 10/17

8 10.68 -1.9* 高橋 周治 愛知医大病院 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

8 10.68 +1.3* 若杉 俊佑 小島プレス 一般 西三河選手権 愛知 龍北 10/17

10 10.71 +1.2* 児玉 紘汰 桜丘高 2 高校 愛知県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

10 10.71 +0.1* 木村 颯 愛知教大 M2 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

10 10.71 +1.2* 高橋 大地 中京大中京高 1 高校 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

100m

 県記録 20.57 ⾧田 拓也 （法政大） 2015

 本年平均 21.419 昨年平均 21.289

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 21.15 +1.2* 古田 真也 東海大 4 大学 東海大学記録会 神奈川 秦野 8/5

2 21.18 +0.9* 鈴木 大河 中京大中京高 3 高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

3 21.36 -0.3* 小久保 友裕 早大 4 大学 早稲田大競技会 埼玉 織田幹雄記念 7/26

4 21.37 +0.9* 本郷 汰樹 立命大 4 大学 関西学生対校 大阪 ⾧居第二 10/22

5 21.41 +0.1* 佐藤 智博 中京大 3 大学 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

6 21.47 +0.6* 山田 佑輔 東海学園大 4 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

6 21.47 -0.2* 舘野 峻輝 中京大中京高 2 高校 名古屋南北支部学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/24

8 21.48 -0.6* 河田 航典 中京大中京高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

9 21.65 +0.6* 木村 颯 愛知教大 M2 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

9 21.65 +0.9* 伊藤 弘大 至学館大 4 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/17

200m

 県記録 33.22 富田 大智 （中京大中京） 2019

 本年平均 34.974 昨年平均 34.678

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 33.82 * 桂木 大和 中京大中京高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

2 34.57 * 稲川 慧亮 中京大中京高 3 高校 国体選考 愛知 瑞穂 7/5

3 34.69 * 鈴木 大河 中京大中京高 3 高校 国体選考 愛知 瑞穂 7/5

4 34.79 * 中山 聖 知多教クラブ 一般 田島記念 山口 維新百年記念 10/18

5 34.84 * 杉山 諒太郎 岐阜協立大 4 大学 岐阜県秋季記録会 岐阜 ⾧良川 11/7

6 35.25 * 杉本 翔音 刈谷北高 2 高校 国体選考 愛知 瑞穂 7/5

7 35.32 * 小川 大輝 豊橋南高 2 高校 国体選考 愛知 瑞穂 7/5

8 35.41 * 池田 翔哉 愛工大名電高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

9 35.50 * 鈴木 颯斗 愛工大名電高 2 高校 国体選考 愛知 瑞穂 7/5

10 35.55 * 坂口 藍樹 豊橋東高 2 高校 国体選考 愛知 瑞穂 7/5

300m

- 19 -



 県記録 45.62 中野 弘幸 （愛知教育大） 2013

 本年平均 47.400 昨年平均 47.139

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 46.57 * 吉津 拓歩 東洋大 4 大学 日本選手権 新潟 新潟 10/2

2 46.96 * 小久保 友裕 早大 4 大学 日本選手権 新潟 新潟 10/2

3 46.98 * 野瀬 大輝 立命大 2 大学 第1回関西学連競技会 大阪 ⾧居第二 8/4

4 47.16 * 稲川 慧亮 中京大中京高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島広域 10/23

5 47.29 * 篠原 宏輔 立命大 3 大学 関西学生対校 大阪 ⾧居第二 10/21

6 47.48 * 新垣 颯斗 桜丘高 3 高校 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

7 47.49 * 小清水 悠介 駿河台大 3 大学 インカレ標準突破挑戦 埼玉 熊谷 8/12

8 47.94 * 桂木 大和 中京大中京高 2 高校 全国高校競技会 広島 広島広域 10/23

9 48.06 * 村木 渉真 早大 4 大学 早稲田大競技会 埼玉 織田幹雄記念 7/26

10 48.07 * 竹内 彰基 早大 1 大学 早稲田大競技会 埼玉 織田幹雄記念 7/26

400m

 県記録 1.48.34 粟津 良介 （明治大） 2009

 本年平均 1.52.563 昨年平均 1.51.417

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.50.07 * 水谷 友哉 国士大 4 大学 東京陸協ミドルディスタンス 東京 駒沢 10/27

2 1.50.85 * 橋本 将弥 同志社大 3 大学 関西学生対校 大阪 ⾧居第二 10/23

2 1.51.47 * 宇野 佑亮 中大 3 大学 東海大種目別 神奈川 秦野 10/17

4 1.52.90 * 徳江 航己 南山大 4 大学 東京陸協ミドルディスタンス 東京 駒沢 10/27

5 1.53.09 * 松本 結叶 岐阜協立大 1 大学 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 新潟 11/3

6 1.53.36 * 田中 悠暉 中京大 2 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

7 1.53.39 * 山田 彪斗 豊田大谷高 2 高校 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

8 1.53.46 * 高嶋 荘太 中京大中京高 2 高校 全国高校競技会 広島 広島広域 10/24

9 1.53.49 * 中津 瑛斗 大府東高 2 高校 全国高校競技会 広島 広島広域 10/24

10 1.53.55 * 田中 孝樹 日体大 1 大学 日体大⾧距離 神奈川 日本体育大学健志台 11/14

800m

 県記録 2.25.83 梅津 富浩 （愛知製鋼） 1998

 本年平均 2.33.259 昨年平均 −

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.30.63 * 田中 悠暉 中京大 1+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

2 2.30.96 * 依田 祥吾 至学館大 3+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

3 2.31.67 * 渡辺 凌太 南山大 2+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

4 2.32.47 * 高嶋 荘太 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

5 2.33.26 * 間瀬 維温 中京大中京高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

6 2.33.58 * 松本 結叶 愛知黎明高 3+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

7 2.33.66 * 佐藤 佑 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 一般 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

8 2.33.99 * 徳江 航己 南山大 3+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

9 2.34.29 * 服部 宗馬 津島高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

10 2.38.08 * 平松 昂龍 中京大 1+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

1000m
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 県記録 3.39.98 田中 秀幸 （トヨタ自動車） 2019

 本年平均 3.46.036 昨年平均 3.46.937

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.41.85 * 木村 理来 愛三工業 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

2 3.42.44 * 河村 一輝 トーエネック 一般 日本選手権 新潟 新潟 10/2

3 3.44.43 * 竹内 大地 トーエネック 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

4 3.44.82 * 馬場 勇一郎 明大 1 大学 東京陸協ミドルディスタンス 東京 駒沢 10/27

5 3.46.80 * 小林 宏輔 愛知工大 4 大学 東京陸協ミドルディスタンス 東京 駒沢 10/27

6 3.47.42 * 服部 弾馬 トーエネック 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

7 3.47.58 * 片山 宗哉 愛知学院愛知高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

8 3.48.05 * 中西 亮貴 トーエネック 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

9 3.48.48 * 服部 凱杏 立教大 1 大学 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

10 3.48.49 * 竹内 颯 中央発条 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

1500m

 県記録 7.53.09 竹内 大地 （トーエネック） 2020

 本年平均 8.14.307 昨年平均 8.16.565

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 7.53.09 * 竹内 大地 トーエネック 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

2 7.58.08 * 中西 亮貴 トーエネック 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

3 7.58.67 * 河合 代二 トーエネック 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

4 8.08.15 * 田中 秀幸 トヨタ自動車 一般 平成国際大⾧距離 埼玉 鴻巣 12/26

5 8.14.99 * 高畑 祐樹 トーエネック 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

6 8.18.59 * 柳本 匡哉 早大 1 大学 早稲田大学競技会 埼玉 織田記念 9/30

7 8.20.67 * 鈴木 隆介 名古屋経大高蔵高 3 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

8 8.28.92 * 松井 寛翔 豊田大谷高 1 高校 愛知県私学祭 愛知 瑞穂 9/19

9 8.30.52 * 白井 航平 早大 2 大学 早稲田大学競技会 埼玉 織田記念 7/26

10 8.31.39 * 高嶋 荘太 中京大中京高 2 高校 愛知県私学祭 愛知 瑞穂 10/3

7.57.30 * Ａ・チェロノ トヨタ自動車 一般 平成国際大⾧距離 埼玉 鴻巣 12/26

3000m

 県記録 13.22.72 田中 秀幸 （トヨタ自動車） 2019

 本年平均 13.35.425 昨年平均 13.41.226

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 13.27.34 * 藤本 拓 トヨタ自動車 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

2 13.35.65 * 山口 浩勢 愛三工業 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

3 13.35.88 * 羽生 拓矢 トヨタ紡織 一般 日本選手権・⾧距離種目 大阪 ⾧居 12/4

4 13.37.37 * 河合 代二 トーエネック 一般 ホクレンディスタンス千歳 北海道 千歳 7/18

5 13.37.83 * 田中 秀幸 トヨタ自動車 一般 ホクレンディスタンス網走 北海道 網走 7/15

6 13.38.48 * 中西 亮貴 トーエネック 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/20

13.23.52 * Ｅ・Ｋ・キプトゥム トヨタ紡織 一般 ホクレンディスタンス深川 北海道 深川 7/8

13.25.28 * Ａ・チェロノ トヨタ自動車 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

13.26.92 * Ｓ・Ｓ・ムシオ 中央発条 一般 平成国際大⾧距離 埼玉 鴻巣 10/24

13.33.79 * Ｊ・Ｇ・ルンガル 中央発条 一般 平成国際大⾧距離 埼玉 鴻巣 10/24

13.33.92 * Ｐ・Ｋ・ルト 愛三工業 一般 東海大種目別 神奈川 秦野 10/17

13.35.68 * Ｂ・カロキ トヨタ自動車 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

5000m
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 県記録 27.34.86 河合 代二 （トーエネック） 2020

 本年平均 27.59.395 昨年平均 28.25.038

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 27.34.86 * 河合 代二 トーエネック 一般 日本選手権・⾧距離種目 大阪 ⾧居 12/4

2 27.47.55 * 服部 勇馬 トヨタ自動車 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

3 27.55.07 * 窪田 忍 トヨタ自動車 一般 八王子ロングディスタンス 東京 八王子 11/21

4 27.56.78 * 西山 雄介 トヨタ自動車 一般 中部実業団選手権 岐阜 多治見 10/9

5 27.58.40 * 大池 達也 トヨタ紡織 一般 日本選手権・⾧距離種目 大阪 ⾧居 12/4

6 27.58.63 * 青木 祐人 トヨタ自動車 一般 日本選手権・⾧距離種目 大阪 ⾧居 12/4

7 28.04.56 * 大石 港与 トヨタ自動車 一般 日本選手権・⾧距離種目 大阪 ⾧居 12/4

8 28.11.20 * 鈴木 洋平 愛三工業 一般 ホクレンディスタンス千歳 北海道 千歳 7/18

9 28.12.05 * 山口 浩勢 愛三工業 一般 中部実業団選手権 岐阜 多治見 10/9

10 28.14.85 * 山藤 篤司 トヨタ自動車 一般 中部実業団選手権 岐阜 多治見 10/9

- 27.02.80 * Ｂ・カロキ トヨタ自動車 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

- 27.36.08 * Ｅ・Ｋ・キプトゥム トヨタ紡織 一般 八王子ロングディスタンス 東京 八王子 11/21

- 27.41.30 * Ｊ・Ｍ・ディラング 愛知製鋼 一般 ホクレンディスタンス千歳 北海道 千歳 7/18

- 27.45.87 * Ｐ・Ｋ・ルト 愛三工業 一般 八王子ロングディスタンス 東京 八王子 11/21

- 27.46.01 * Ｓ・Ｓ・ムシオ 中央発条 一般 八王子ロングディスタンス 東京 八王子 11/21

- 27.48.64 * Ｎ・コシンベイ トヨタ自動車 一般 中部実業団選手権 岐阜 多治見 10/9

- 27.55.40 * Ａ・チェロノ トヨタ自動車 一般 中部実業団選手権 岐阜 多治見 10/9

10000m

 県記録 28.46 服部 勇馬 （トヨタ自動車） 2018

 本年平均 29.14.8 昨年平均 29.33.3

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 29.06 * 西山 雄介 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

1 29.06 * 吉岡 幸輝 中央発条 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

3 29.07 * 大池 達也 トヨタ紡織 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

4 29.17 * 堀尾 謙介 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

4 29.17 * 小野田 勇次 トヨタ紡織 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

6 29.18 * 山本 修平 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

6 29.18 * 坂田 昌駿 中央発条 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

8 29.19 * 内藤 圭太 愛知製鋼 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 29.20 * 松村 和樹 愛知製鋼 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 29.20 * 菅 真大 愛三工業 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 29.20 * 中西 亮貴 トーエネック 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 29.20 * 山田 滉介 トヨタ紡織 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

- 28.29 * Ｊ・Ｇ・ルンガル 中央発条 一般 NnCityPierCityHalf-Marathon NED DenHaag 3/8

- 29.07 * Ｐ・Ｍ・ムワカ 愛三工業 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

10km

 県記録 45.57 藤本 拓 （トヨタ自動車） 2018

 本年平均 48.34.2 昨年平均 47.28.1

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 46.50 * 内藤 圭太 愛知製鋼 一般 唐津10マイル 佐賀 唐津 2/9

2 48.04 * 吉村 直人 愛知製鋼 一般 唐津10マイル 佐賀 唐津 2/9

3 48.14 * 森 拳真 トヨタ自動車 一般 唐津10マイル 佐賀 唐津 2/9

4 48.27 * 山藤 篤司 トヨタ自動車 一般 唐津10マイル 佐賀 唐津 2/9

5 51.16 * 太田 哲朗 日体大 3+ 大学 唐津10マイル 佐賀 唐津 2/9

10マイル（ロード）
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 県記録 56.52 藤本 拓 （トヨタ自動車） 2020

 本年平均 58.28.7 昨年平均 59.02.1

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 56.52 * 藤本 拓 トヨタ自動車 一般 丸亀国際ハーフ  香川 丸亀 2/2

2 57.54 * 西山 雄介 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

3 58.05 * 大池 達也 トヨタ紡織 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

4 58.14 * 青木 祐人 国学院大 4+ 大学 丸亀国際ハーフ  香川 丸亀 2/2

5 58.27 * 吉岡 幸輝 中央発条 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

6 58.39 * 小野田 勇次 トヨタ紡織 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

7 58.40 * 堀尾 謙介 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

8 58.57 * 坂田 昌駿 中央発条 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

9 58.59 * 内藤 圭太 愛知製鋼 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 58.59 * 松村 和樹 愛知製鋼 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 58.59 * 菅 真大 愛三工業 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 58.59 * 中西 亮貴 トーエネック 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

* 0.04 * Ｊ・Ｇ・ルンガル 中央発条 一般 NnCityPierCityHalf-Marathon NED DenHaag 3/8

* 0.04 * Ｐ・Ｍ・ムワカ 愛三工業 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環ハーフ 2/9

20km

 県記録 1:29.31 藤本 拓 （トヨタ自動車） 2020

 本年平均 1:31.06.3 昨年平均 1:31.13.8

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 1:29.31 * 藤本 拓 トヨタ自動車 一般 福岡国際 福岡 平和台 12/6

2 1:30.18 * 吉岡 幸輝 中央発条 一般 福岡国際 福岡 平和台 12/6

3 1:30.26 * 松本 稜 トヨタ自動車 一般 びわ湖毎日 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/8

4 1:31.08 * 安井 雄一 トヨタ自動車 一般 別府大分毎日 大分 別府大分毎日第２ 2/2

4 1:31.08 * 聞谷 賢人 トヨタ紡織 一般 別府大分毎日 大分 別府大分毎日第２ 2/2

6 1:31.09 * 小山 裕太 トーエネック 一般 金栗記念熊30km 熊本 熊本 3/10

7 1:31.25 * 山田 滉介 トヨタ紡織 一般 金栗記念熊30km 熊本 熊本 3/10

8 1:31.44 * 坂田 昌駿 中央発条 一般 びわ湖毎日 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/8

8 1:31.44 * 早川 翼 トヨタ自動車 一般 びわ湖毎日 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/8

10 1:32.30 * 畔上 和弥 トヨタ自動車 一般 防府読売 山口 防府 2/20

1:32.30 * Ｊ・Ｇ・ルンガル 中央発条 一般 防府読売 山口 防府 2/20

30km

 県記録 1:00.06 藤本 拓 （トヨタ自動車） 2020

 本年平均 1:01.32.2 昨年平均 1:02.16.2

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 1:00.06 * 藤本 拓 トヨタ自動車 一般 香川丸亀国際ハーフ 香川 丸亀ハーフマラソン 2/2

2 1:00.55 * 西山 雄介 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

3 1:01.23 * 大池 達也 トヨタ紡織 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

4 1:01.32 * 青木 祐人 国学院大 4+ 大学 香川丸亀国際ハーフ 香川 丸亀ハーフマラソン 2/2

5 1:01.42 * 吉岡 幸輝 中央発条 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

6 1:01.46 * 小野田 勇次 トヨタ紡織 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

7 1:01.49 * 堀尾 謙介 トヨタ自動車 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

8 1:02.02 * 中西 亮貴 トーエネック 一般 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

9 1:02.03 * 内藤 圭太 愛知製鋼 一般 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

10 1:02.04 * 菅 真大 愛三工業 一般 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

− 1:00.18 * Ｊ・Ｇ・ルンガル 中央発条 一般 NnCityPierCityHalf-Marathon/NED NED DenHaag 3/8

− 1:00.53 * Ｐ・Ｍ・ムワカ 愛三工業 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

ハーフマラソン（21.0975km）

- 23 -



 県記録 2:07.27 服部 勇馬 （トヨタ自動車） 2018

 本年平均 2:10.25.3 昨年平均 2:12.12.8

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2:08.52 * 大石 港与 トヨタ自動車 一般 東京マラソン 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 3/1

2 2:09.04 * 宮脇 千博 トヨタ自動車 一般 東京マラソン 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 3/1

3 2:09.07 * 聞谷 賢人 トヨタ紡織 一般 別府大分毎日 大分 別府大分毎日第２ 2/2

4 2:10.13 * 吉岡 幸輝 中央発条 一般 びわ湖毎日 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/8

5 2:10.19 * 安井 雄一 トヨタ自動車 一般 別府大分毎日 大分 別府大分毎日第２ 2/2

6 2:10.32 * 松本 稜 トヨタ自動車 一般 びわ湖毎日 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/8

7 2:11.15 * 畔上 和弥 トヨタ自動車 一般 防府読売 山口 防府 2/20

8 2:11.27 * 藤本 拓 トヨタ自動車 一般 福岡国際 福岡 平和台 12/6

9 2:11.37 * 河合 代二 トーエネック 一般 東京マラソン 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 3/1

10 2:11.47 * 松井 将器 三河高原キャンプ村 一般 東京マラソン 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 3/1

マラソン

 県記録 13.43 内藤 真人 （ミズノ） 2007

 本年平均 14.638 昨年平均 14.364

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.05 +0.3* 高橋 遼将 中京大中京高 2 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 10/5

2 14.13 +0.1* 西 徹朗 名古屋高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 10/6

3 14.43 +0.3* 岩堀 剛己 同志社大 1 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 10/26

4 14.44 +1.6* 八代 貢輝 順大 4 大学 順天堂大競技会 千葉 順天堂大学さくら 8/25

5 14.54 +0.3* 角田 涼一 ＴＮＰ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 8/2

6 14.6 +0.8* 蔭山 竜介 立命大 2 大学 第3回尾張記録会 愛知 一宮 8/9

7 14.74 +0.1* 田原 佳悟 名古屋西高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 4/30

8 14.9 +0.3* 土居 駿斗 愛知教大 1 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/6

9 15.23 1.4* 片山 和也 宝グループ 一般 日本選手権混成 ⾧野 ⾧野 5/11

10 15.32 +0.1* 竹下 空良 名古屋大谷高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 5/12

110mH(106.7cm_9.14m)

 県記録 49.38 中村 明彦 （中京大） 2012

 本年平均 51.960 昨年平均 51.285

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 49.79 * 小田 将矢 豊田自動織機 一般 木南道孝記念 大阪 ⾧居 10/5

2 50.67 * 伊奈 颯太 城西大 2 大学 富士北麓ワールドトライアル 山梨 富士北麓 6/28

3 50.73 * 高橋 遼将 中京大中京高 2 高校 名南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 10/20

4 51.69 * 鈴木 大河 中京大中京高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 8/3

5 52.04 * 新垣 颯斗 桜丘高 3 高校 高校東三河学年別 愛知 豊橋市営陸上競技場 8/24

6 52.08 * 堀 健人 筑波大 4 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 6/8

7 52.6 * 真野 悠太郎 名古屋大 6 大学 日本学生対校選手権 新潟 新潟 7/14

8 52.73 * 高橋 舞羽 中京大 3 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 5/19

9 53.18 * 中村 洋介 立命大 1 大学 第2回関西学連競技会 大阪 ⾧居第二 8/5

10 54.09 * 村瀬 俊哉 豊川高 3 高校 高校東三河学年別 愛知 豊橋市営陸上競技場 9/22

400mH(91.4cm_35.0m)
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 県記録 8.18.93 岩永 嘉孝 （トヨタ自動車） 2003

 本年平均 9.05.254 昨年平均 8.58.287

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 8.24.19 * 山口 浩勢 愛三工業 一般 日本選手権・⾧距離 大阪 ⾧居 12/4

2 8.46.25 * 小室 翼 愛知製鋼 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

3 8.52.74 * 川瀬 宙夢 筑波大 6 大学 日本学生対校選手権 新潟 新潟 9/11

4 8.53.76 * 近藤 聖志 トヨタ自動車 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

5 9.00.78 * 高橋 流星 愛知製鋼 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

6 9.17.60 * 西山 皓基 愛知教大 4 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

7 9.20.91 * 河野 宏樹 ＴＴランナーズ 一般 姫路選手権 兵庫 姫路市立陸上競技場 9/13

8 9.22.97 * ⾧谷川 源 名古屋経大高蔵高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

9 9.25.31 * 渡辺 大誠 愛知工大 2 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

10 9.28.03 * 樋渡 雄太 名古屋経大高蔵高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

8.19.60 * Ｐ・Ｋ・ルト 愛三工業 一般 ホクレンディスタンス千歳 北海道 千歳 7/18

3000mSC(91.4cm)

 県記録 18.34.88 山西 利和 （愛知製鋼） 2020

 本年平均 21.43.583 昨年平均 21.41.100

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 18.34.88 * 山西 利和 愛知製鋼 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

2 19.11.45 * 丸尾 知司 愛知製鋼 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

3 20.35.06 * 小林 貫太 愛知教大 2 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

4 20.58.01 * 磯部 太一 中京大 2 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

5 21.41.76 * 山田 剛大 名古屋市立大 5 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

6 22.33.95 * 寺尾 亮 名古屋工大 1 大学 第2回駅伝強化 愛知 知多 11/7

7 22.54.13 * 服部 永遠 佐織工高 2+ 高校 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

8 23.06.83 * 大島 涼賀 名古屋大 1 大学 第2回駅伝強化 愛知 知多 11/7

9 23.45.78 * 鷲尾 優太 中京大 3 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

10 23.53.98 * 伊里 友希 名古屋大 1 大学 第2回駅伝強化 愛知 知多 11/7

5000mW

 県記録 19.18 山西 利和 （愛知製鋼） 2019

 本年平均 21.51.2 昨年平均 21.24.0

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 19.19 * 山西 利和 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

2 19.35 * 丸尾 知司 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

3 21.56 * 後藤 潤平 東大 4+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

4 22.01 * 西塔 拓己 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

5 22.08 * 松永 幸大 名古屋大 M2+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

6 22.11 * 磯部 太一 中京大 1+ 大学 全日本競歩能美 石川 能美 3/15

7 22.35 * 山田 華生 南山大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

8 22.48 * 山田 剛大 名古屋市立大 4+ 大学 全日本競歩能美 石川 能美 3/15

9 22.58 * 服部 永遠 佐織工高 2+ 高校 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

10 23.01 * 杉野 悠人 西春高 1+ 高校 U20選抜競歩 兵庫 六甲 2/16

5kmW
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 県記録 39.27.04 山西 利和 （愛知製鋼） 2018

 本年平均 48.47.581 昨年平均 42.25.611

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 42.35.58 * 小林 貫太 愛知教大 2 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

2 44.45.61 * 山田 剛大 名古屋市立大 5 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

3 48.33.15 * 中島 伶 横国大 1+ 大学 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

4 49.06.92 * 磯部 太一 中京大 2 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

5 49.11.21 * 富田 諒 名古屋大 3+ 大学 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

6 49.31.67 * 増田 翔太 同志社大 4+ 大学 東京学芸大競歩 東京 東京学芸大 1/12

7 49.39.30 * 榊原 智也 愛知工大 2 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

8 49.44.86 * 伊里 友希 名古屋大 1 大学 第5回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 12/19

9 51.49.48 * 山田 将也 名古屋大 1+ 大学 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

10 52.58.03 * 織田 晃成 愛工大名電高 2 高校 第5回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 12/19

10000mW

 県記録 38.27 山西 利和 （愛知製鋼） 2019

 本年平均 44.17.6 昨年平均 43.17.1

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 38:49 * 山西 利和 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

2 39:30 * 丸尾 知司 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

3 44:13 * 西塔 拓己 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

4 44:17 * 後藤 潤平 東大 4+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

5 44:34 * 松永 幸大 名古屋大 M2+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

6 45:08 * 山田 華生 南山大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

7 45:34 * 磯部 太一 中京大 1+ 大学 全日本競歩能美 石川 能美 3/15

8 45:55 * 山田 剛大 名古屋市立大 4+ 大学 日本学生20km競歩 石川 能美 3/15

9 47:11 * 杉野 悠人 西春高 1+ 高校 U20選抜競歩 兵庫 六甲 2/16

10 47:45 * 服部 永遠 佐織工高 2+ 高校 U20選抜競歩 兵庫 六甲 2/16

10kmW

 県記録 1.17.15 山西 利和 （愛知製鋼） 2019

 本年平均 1.31.27.9 昨年平均 1.27.45.1

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.17.36 * 山西 利和 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

2 1.20.41 * 丸尾 知司 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

3 1.29.20 * 松永 幸大 名古屋大 M2+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

4 1.30.35 * 西塔 拓己 愛知製鋼 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

5 1.30.37 * 磯部 太一 中京大 1+ 大学 東京選手権（競歩） 東京 神宮外苑 1/1

6 1.31.21 * 山田 華生 南山大 3+ 大学 東京選手権（競歩） 東京 神宮外苑 1/1

7 1.31.29 * 後藤 潤平 東大 4+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

8 1.31.46 * 山田 剛大 名古屋市立大 4+ 大学 日本学生20km競歩 石川 能美 3/15

9 1.59.46 * 尾崎 雄大 トヨタ自動車 一般 元旦競歩 愛知 知多 1/1

20kmW
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県記録 39.43 2014

本年平均 40.854 昨年平均 40.498

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 40.07 中京大中京高
香山勇輝(1)⇒舘野峻輝(2)

⇒鈴木大河(3)⇒河田航典(3)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

2 40.27 中京大
杉本大騎(3)⇒高橋舞羽(3)

⇒彦坂洋平(4)⇒佐藤智博(3)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

3 40.42 中京大中京高
香山勇輝(1)⇒高橋大地(1)

⇒鈴木大河(3)⇒河田航典(3)
高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

4 40.48 中京大中京高
加藤隼輝(2)⇒舘野峻輝(2)

⇒鈴木大河(3)⇒河田航典(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

5 40.81 トヨタ自動車
渡辺圭一郎⇒高野克哉

⇒新城健斗⇒三ツ石達也
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

6 40.82 東海学園大
山本翔太(2)⇒石原翔(3)

⇒前畑有輝(4)⇒山田佑輔(4)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

7 41.22 岡崎城西高
高倉昴生(1)⇒山口晴生(2)

⇒岩田航輝(1)⇒鈴木一磨(2)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

8 41.32 豊田自動織機
竹内智昭⇒小田将矢

⇒中島勇介⇒坂東泰基
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

9 41.54 小島プレス
平田勝己⇒若杉俊佑

⇒服部辰也⇒岡田崇平
一般 全日本実業団対抗 埼玉 熊谷 9/19

10 41.59 岡崎城西高
高倉昴生(1)⇒鈴木一磨(2)

⇒山下侑冴(2)⇒岩田航輝(1)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/26

4×100mR

愛知（西垣・寺田・中澤・近藤）

（参考）
県記録（単独） 39.71 2010

本年平均 41.057 昨年平均 40.728

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 40.07 中京大中京高
香山勇輝(1)⇒舘野峻輝(2)

⇒鈴木大河(3)⇒河田航典(3)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

2 40.27 中京大
杉本大騎(3)⇒高橋舞羽(3)

⇒彦坂洋平(4)⇒佐藤智博(3)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

3 40.81 トヨタ自動車
渡辺圭一郎⇒高野克哉

⇒新城健斗⇒三ツ石達也
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

4 40.82 東海学園大
山本翔太(2)⇒石原翔(3)

⇒前畑有輝(4)⇒山田佑輔(4)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

5 41.22 岡崎城西高
高倉昴生(1)⇒山口晴生(2)

⇒岩田航輝(1)⇒鈴木一磨(2)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

6 41.32 豊田自動織機
竹内智昭⇒小田将矢

⇒中島勇介⇒坂東泰基
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

7 41.54 小島プレス
平田勝己⇒若杉俊佑

⇒服部辰也⇒岡田崇平
一般 全日本実業団対抗 埼玉 熊谷 9/19

8 41.60 至学館大
氏田貴之(3)⇒宮崎修輔(3)

⇒荒木誉天(2)⇒舟橋透志(4)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

9 41.86 名古屋高
宇佐美瑛久(3)⇒沢孝輔(3)

⇒浅井駿輝(1)⇒西徹朗(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

10 41.91 東三河ＡＣ
山田純貴⇒井上修吾

⇒丹羽将一朗⇒黒田玲央
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

4×100mR

中京大（中川・杉本・服部・田口）
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県記録 3.06.14 2012

本年平均 3.14.992 昨年平均 3.15.155

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.08.85 中京大中京高
桂木大和(2)⇒鈴木大河(3)

⇒高橋遼将(2)⇒稲川慧亮(3)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/18

2 3.10.99 中京大中京高
桂木大和(2)⇒稲川慧亮(3)

⇒小松健太郎(3)⇒鈴木大河(3)
高校 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

3 3.12.48 中京大中京高
鈴木大河(3)⇒高橋遼将(2)

⇒小松健太郎(3)⇒稲川慧亮(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

4 3.12.62 中京大中京高
桂木大和(2)⇒稲川慧亮(3)

⇒小松健太郎(3)⇒高橋遼将(2)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/17

5 3.16.64 中京大中京高
桂木大和(2)⇒高橋遼将(2)

⇒杉本仁(1)⇒亀山祥吾(1)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/27

6 3.16.67 豊橋東高
桜井稜也(1)⇒菅沼玲央(3)

⇒山本晟也(2)⇒坂口藍樹(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

7 3.17.21 トヨタ自動車
三ツ石達也⇒木屋川内浩二

⇒飯田英夫⇒⾧谷川慎
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

8 3.18.10 至学館大
舟橋透志(4)⇒宮崎修輔(3)

⇒依田祥吾(4)⇒水野祐亮(3)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

9 3.18.11 桜丘高
柳龍太郎(2)⇒新垣颯斗(3)

⇒中川世名(2)⇒渡辺元貴(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

10 3.18.25 中京大中京高
岡副周平(1)⇒高田圭士郎(2)

⇒杉本仁(1)⇒桂木大和(2)
高校 高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

4×400mR

中京大（中村・屋貝・安井･田村）

（参考）
県記録（単独） 3.06.14 2012

本年平均 3.14.243 昨年平均 3.15.155

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.08.85 中京大中京高
桂木大和(2)⇒鈴木大河(3)

⇒高橋遼将(2)⇒稲川慧亮(3)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/18

2 3.16.67 豊橋東高
桜井稜也(1)⇒菅沼玲央(3)

⇒山本晟也(2)⇒坂口藍樹(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

3 3.17.21 トヨタ自動車
三ツ石達也⇒木屋川内浩二

⇒飯田英夫⇒⾧谷川慎
一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

4 3.18.10 至学館大
舟橋透志(4)⇒宮崎修輔(3)

⇒依田祥吾(4)⇒水野祐亮(3)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

5 3.18.11 桜丘高
柳龍太郎(2)⇒新垣颯斗(3)

⇒中川世名(2)⇒渡辺元貴(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

6 3.21.18 小島プレス
安井一樹⇒安間健登

⇒平田勝己⇒若杉俊佑
一般 全日本実業団対抗 埼玉 熊谷 9/20

7 3.21.26 東海学園大
松枝久史(2)⇒倉地貴也(2)

⇒福田敦大(4)⇒平田章悟(3)
大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

8 3.21.42 岡崎城西高
玉木裕真(2)⇒後藤真登(2)

⇒勝上広大(2)⇒小島颯太(1)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/27

9 3.22.00 豊川高
谷藤海友(1)⇒加藤大樹(3)

⇒松井佑翔(2)⇒村瀬俊哉(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

10 3.22.78 愛工大名電高
酒井真人(2)⇒池田翔哉(2)

⇒岩根海翔(1)⇒鈴木颯斗(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

4×400mR

中京大（中村・屋貝・安井･田村）
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 県記録 2.30 坂本 孝夫 （東海スポーツ） 1984

 本年平均 2.063 昨年平均 2.102

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.18 * 蛭子屋 雄一 中京大 M2 大学 日本学生対校選手権 新潟 新潟 9/12

2 2.10 * 後藤 昂 神戸大 M2 大学 第1回関西学連競技会 大阪 ⾧居第二 8/5

3 2.07 * 松下 陸 愛知教大 4 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 8/2

4 2.05 * 道脇 大斗 ＯＢＵエニスポＡＣ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

4 2.05 * 伊藤 幹弥 安城学園高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

6 2.04 * 宇野 琳太郎 中京大 1 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 8/2

6 2.04 * 福岡 秀太 中京大 4 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

6 2.04 * 杉田 光 中京大 3 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

9 2.03 * 羽根田 僚太 豊田南高 3 高校 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/24

9 2.03 * 奥村 公哉 至学館大 2 大学 第2回尾張陸協記録会 愛知 一宮 8/22

走高跳

 県記録 5.75 山本 聖途 （中京大） 2013

 本年平均 4.802 昨年平均 5.112

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 5.60 * 山本 聖途 トヨタ自動車 一般 セイコーゴールデングランプリ 東京 国立 8/23

2 5.10 * 榊原 圭悟 中京大 2 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

3 5.00 * 増田 智也 中京大 2 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

4 4.90 * 榎 将太 中京大 D3 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

5 4.71 * 谷口 柊斗 中京大中京高 2 高校 県高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/12

6 4.70 * 片山 和也 宝グループ 一般 日本選手権混成 ⾧野 ⾧野 9/27

7 4.61 * 布目 悠真 中京大中京高 2 高校 県高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/12

8 4.60 * 加藤 綾太 同志社大 3 大学 第2回関西学連競技会 大阪 ⾧居第二 9/4

8 4.60 * 松嶋 愛太 中京大中京高 3 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

10 4.50 * 下嶋 結月 豊川高 2 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

10 4.50 * 中島 颯太 中京大中京高 2 高校 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

棒高跳

 県記録 7.93 南 晋太郎 （中京大クラブ） 2019

 本年平均 7.225 昨年平均 7.482

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 7.48 +0.6* 南 晋太郎 愛知陸協 一般 AthleteNightGamesinFUKUI 福井 福井 8/29

2 7.42 0.0* 磯部 晃太郎 都留文大 3 大学 北麓スプリント 山梨 富士北麓 8/1

3 7.39 -0.8* 角屋 喜基 名古屋大 M2 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

4 7.37 +0.7* 中島 海翔 名城大附高 2 高校 県高校2・3年競技会 愛知 瑞穂 7/5

5 7.16 -0.1* 渡辺 圭一郎 トヨタ自動車 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

6 7.14 +0.5* 岸 祐樹 愛工大名電高 3 高校 びわこ成蹊大記録会 滋賀 びわこ成蹊大 8/23

7 7.11 +0.8* ⾧田 崚汰 安城学園高 3 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

7 7.11 +0.3* 梅谷 太紀 中京大 1 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

9 7.04 +1.3* 加藤 隼輝 中京大中京高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

10 7.03 +1.3* 田中 瑛一 豊橋南高 1 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

走幅跳
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 県記録 16.34 村木 征人 （東京教育大） 1967

 本年平均 14.318 昨年平均 14.884

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.65 +0.8* 大久保 光祐 東海学園大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

2 14.60 -1.2* 藤林 献明 愛知陸協 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

3 14.34 +0.3* 津曲 章太 中京大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

4 14.33 -2.0* 森沢 翔尉 順大 1 大学 U20全国競技会 広島 広島 10/24

5 14.31 +0.3* 佐々木 凱成 安城学園高 3 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

5 14.31 -0.3* 田嶋 佑亮 立命大 4 大学 関西学生対校選手権 大阪 ⾧居第二 10/21

5 14.31 -0.3* 田嶋 佑亮 立命大 4 大学 関西学生対校選手権 大阪 ⾧居第二 10/21

8 14.21 -0.1* 稲田 大空 東海学園大 1 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

9 14.18 +0.9* 加藤 隼輝 中京大中京高 2 高校 県高校2・3年競技会 愛知 瑞穂 7/5

10 13.94 +1.9* 今井 駆 誠信高 2 高校 尾張支部高校学年別 愛知 一宮 7/23

三段跳

 県記録 17.85 山元 隼 （中京大クラブ） 2015

 本年平均 12.876 昨年平均 14.066

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 15.61 * 白藤 聖陽 日大 4 大学 日本大競技会 東京 日大 8/1

2 13.77 * 今 祐太 豊田自動織機 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

3 13.34 * 片山 和也 宝グループ 一般 日本選手権混成 ⾧野 ⾧野 9/26

4 12.57 * 杁本 皓貴 ウェーブ 一般 尾張選手権 愛知 一宮 10/18

5 12.48 * 石田 考正 愛知陸協 一般 日本デフ選手権 東京 駒沢 10/3

6 12.34 * 岩田 知大 筑波大院 M1 大学 第6回筑波大競技会 茨城 筑波大 9/21

7 12.29 * 上床 隆太 岐阜協立大 1 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/17

8 12.20 * 高橋 諒 名古屋大谷高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

9 12.13 * ⾧嶋 流万 名古屋大谷高 2 高校 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

10 12.03 * 水谷 友治 みかん山 一般 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

砲丸投(7.260kg)

 県記録 62.16 湯上 剛輝 （トヨタ自動車） 2018

 本年平均 42.864 昨年平均 47.045

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 56.57 * 湯上 剛輝 トヨタ自動車 一般 日本選手権 新潟 新潟 10/3

2 45.76 * 片山 和也 宝グループ 一般 国士舘大競技会 東京 国士舘大 10/31

3 44.91 * 中井 康二 中京大 3+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

4 42.92 * 光岡 奨平 中京大 2 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

5 41.92 * 岩田 知大 筑波大 4+ 大学 筑波大記録突破 茨城 筑波大 3/31

6 41.1 * 永井 宏典 岡崎ＴＦＣ 一般 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

7 40.39 * 岩野 祐希 至学館クラブ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

8 38.9 * 白藤 聖陽 日大 4 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

9 38.56 * 伊藤 蒼真 中京大 1 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

10 37.61 * 東 大吉 愛知教大 3+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

円盤投(2.000kg)
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 県記録 84.86 室伏 広治 （ミズノ） 2003

 本年平均 56.412 昨年平均 57.740

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 70.23 * 古旗 崇裕 中京大 M2 大学 日本選手権 新潟 新潟 10/2

2 68.73 * 墨 訓煕 小林クリエイト 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

3 58.44 * 中野 峻作 岐阜協立大 2 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

4 56.52 * 石田 考正 ＥＹ Ｊａｐａｎ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

5 54.35 * 鈴木 健太郎 中京大 2 大学 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

6 54.07 * 岩田 朋也 中京大 3+ 大学 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

7 53.09 * 岩田 知大 筑波大 4+ 大学 筑波大記録突破 茨城 筑波大 3/31

8 51.63 * 北浦 弘之 中京大クラブ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

9 49.22 * 牧野 倭士 至学館大 3 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

10 47.84 * 杁本 皓貴 ウェーブ 一般 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

ハンマー投(7.260kg)

 県記録 79.59 ディーン元気 （ミズノ） 2016

 本年平均 66.404 昨年平均 69.359

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 78.07 * 坂本 達哉 大体大 M2 大学 日本選手権 新潟 新潟 10/1

2 76.37 * 八木 一憲 みかん山 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/19

3 67.49 * 豊田 将司 東海学園大 4 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

4 66.62 * 堤 洸太郎 筑波大 1 大学 第6回筑波大競技会 茨城 筑波大 9/21

5 64.33 * 榊原 寛紀 豊田自動織機 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

6 64.29 * 藤井 瑞樹 日大 2 大学 第1回日本大学競技会 東京 日大 4/4

7 62.44 * 湯地 秀康 トヨタ自動車 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

8 61.9 * 牧野 快士 日体大 3 大学 日本体育大学選手権 神奈川 日体大健志台 10/31

9 61.54 * 藤垣 諒 小島プレス 一般 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

10 60.99 * 横井 太翔 中京大中京高 2 高校 県高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

やり投(800g)

 県記録 7719 石沢 雅俊 （小島プレス） 2004

 本年平均 6025.0 昨年平均 5567.3

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

* 片山 和也 宝グループ 一般 日本選手権混成競技

* 柴田 一瞬 順大 4 大学 第2回順天堂大学競技会

* 丸山 雄太 日本福祉大 2 大学 東海学生秋季

* 大原 快 中京大 1 大学 東海学生秋季

* ⾧瀬 樹 日本福祉大 2 大学 東海混成選手権愛知

十種競技(1986～)

1 7603 ⾧野 ⾧野 9/27
10.83(0.8)-6.84(-1.1)-13.34-1.94-50.06-;15.23(1.4)-42.56-4.70-57.03-4.48.47----

2 6827 千葉 順天堂大学さくら 8/2
11.05(+1.2)-6.81(+1.8)-10.47-1.80-49.75-;14.97(+2.3)-31.28-4.10-51.79-4.46.86----

3 5059 岐阜 ⾧良川 10/4
11.53(-0.2)-5.89(-0.6)-7.67-1.50-54.52-;18.53(-0.6)-28.17-3.60-39.74-5.02.37----

4 4611 岐阜 ⾧良川 10/4
11.81(-0.2)-5.53(-0.7)-8.58-1.55-53.20-;18.63(-0.6)-23.03-2.80-32.60-5.11.29----

5 3755 愛知 瑞穂 7/5
12.24(-0.5)-5.42(+1.5)-8.26--57.87-;19.53(-0.1)-28.97-2.30-41.24-5.45.92----

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

* 尾関 航平 筑波大 2 大学 U20日本選手権混成
1 6344* ⾧野 ⾧野 9/27

11.64(0.0)-6.43(-0.5)-10.27-1.70-51.05-;15.31(1.5)-32.34-3.40-52.51-4.33.73----

十種競技(ジュニア)

- 31 -


