
コンディション情報

大会総務 稲垣　裕 トラック審判長 小島　末廣

跳躍審判長 伊藤　明久 投てき審判長 石井　哲郎

混成審判長 岡田　武彦 招集所審判長 兵藤　重二

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2020/07/04 09:30 曇 26.3 86.0 南南西 0.9

10:00 曇 27.2 83.0 南 1.0

11:00 雨 27.0 79.0 南 1.5

12:00 雨 26.9 81.0 南 1.8

13:00 雨 26.7 82.0 南西 1.8

14:00 曇 26.9 80.0 南東 2.6

15:00 曇 26.7 81.0 南 2.8

2020/07/05 09:30 曇 26.2 70.0 東北東 0.1

10:00 曇 26.3 70.0 南東 0.1

11:00 曇 26.9 72.0 南東 0.4

12:00 曇 27.2 69.0 南東 0.4

12:30 曇 29.0 64.0 南東 0.6

13:00 曇 27.9 68.0 南南東 1.7

13:00 曇 28.5 64.0 南南東 1.2

14:00 晴 28.3 65.0 南東 1.3

14:00 曇 29.0 58.0 南 2.2

15:00 晴 28.5 65.0 南 0.9
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ト ラ ッ ク 審 判 長 小島　末廣

ス タ ー ト 審 判 長 北村　肇

跳 躍 審 判 長 伊藤　明久

投 て き 審 判 長 石井　哲郎

混 成 審 判 長 岡田　武彦

招 集 所 審 判 長 兵藤　重二

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

前川　斉幸(3) 6910点 波多野　晃大(3) 6702点 山本　麟太郎(2) 6242点 中村　明彦 6179点 丸山　雄太(2) 5030点 長瀬　樹(2) 3755点
三　重・中京大 岐　阜・中京大 岐　阜・中京大 静　岡・スズキ 愛　知・日福大 愛　知・日福大

田中　友梨(1) 4911点 猪岡　真帆(3) 4792点 清水　はる(4) 4696点 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 4619点 白鳥　百花(3) 4505点 木村　加乃(1) 4260点 髙嵜　桃花(2) 4089点 田中　瑠音(3) 3431点
愛　知・至学館大 三　重・中京大 愛　知・中京大 愛　知・中央大 愛　知・中京大中京高 愛　知・至学館大 愛　知・中京大中京高 愛　知・横須賀高

4m65(+0.3)-29m94-2:30.34 5m06(+0.3)-28m92-2:30.14 4m93(+0.7)-32m70-2:56.95

15.49(-0.1)-1m58-9m57-26.18(-1.2) 15.72(-0.1)-1m46-10m72-27.58(-1.2) 14.88(-0.9)-1m43-9m60-26.84(-1.7) 16.09(-0.1)-1m40-8m79-27.14(-1.2) 17.82(-0.9)-1m40-8m14-29.16(-1.7)

5m12(-0.2)-50m87-2:22.81 5m17(+1.0)-35m82-2:23.74 5m28(-0.1)-35m62-2:29.53 4m64(+0.1)-36m37-2:22.83 5m18(+0.2)-38m67-2:30.49

15.51(-0.1)-31m65-4m20-53m92-5:00.10 15.61(-0.1)-29m50-4m30-37m53-4:56.00 14.73(-0.1)-34m31-5m00-NM-DNF 18.61(-0.1)-26m43-3m80-45m06-5:17.31 19.53(-0.1)-28m97-2m30-41m24-5:45.92

7月4日
～5日

東海選手権女子七種競技
15.83(-0.9)-1m52-10m39-26.88(-1.7) 14.41(-0.9)-1m52-9m18-26.14(-1.7) 14.97(-0.9)-1m52-9m83-26.32(-1.7)

8位

7月4日
～5日

東海選手権男子十種競技
11.24(-0.5)-6m36(+1.7)-11m41-1m88-50.86 11.49(-0.5)-6m89(+1.7)-10m86-1m85-50.61 11.52(-0.5)-6m54(+1.6)-9m84-1m79-51.01 11.00(-0.5)-7m11(+2.5)-11m14-1m94-49.60 11.57(-0.5)-6m02(+1.8)-8m13-1m40-54.83 12.24(-0.5)-5m42(+1.5)-8m26-NM-57.87

15.78(-0.1)-33m01-4m50-59m46-4:49.38

2020東海混成競技・愛知選手権リレー長距離混成・国体少年選考競・高校2・3年競技会 【20501608】
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2020/07/04 ～ 2020/07/05

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 小島　末廣

ス タ ー ト 審 判 長 北村　肇

跳 躍 審 判 長 伊藤　明久

投 て き 審 判 長 石井　哲郎

混 成 審 判 長 岡田　武彦

招 集 所 審 判 長 兵藤　重二

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

丸山　雄太(2) 5030点 長瀬　樹(2) 3755点
愛　知・日福大 愛　知・日福大

田中　友梨(1) 4911点 清水　はる(4) 4696点 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 4619点 白鳥　百花(3) 4505点 木村　加乃(1) 4260点 髙嵜　桃花(2) 4089点 田中　瑠音(3) 3431点 近藤　里保(3) 3282点
愛　知・至学館大 愛　知・中京大 愛　知・中央大 愛　知・中京大中京高 愛　知・至学館大 愛　知・中京大中京高 愛　知・横須賀高 愛　知・知立高

凡例  GR:大会記録 DNF:途中棄権 NM:記録なし

5m06(+0.3)-28m92-2:30.14 4m93(+0.7)-32m70-2:56.95 4m26(+0.3)-18m81-2:34.97

15.72(-0.1)-1m46-10m72-27.58(-1.2) 14.88(-0.9)-1m43-9m60-26.84(-1.7) 16.09(-0.1)-1m40-8m79-27.14(-1.2) 17.82(-0.9)-1m40-8m14-29.16(-1.7) 17.35(-0.9)-1m52-6m01-29.19(-1.7)

5m12(-0.2)-50m87-2:22.81 5m28(-0.1)-35m62-2:29.53 4m64(+0.1)-36m37-2:22.83 5m18(+0.2)-38m67-2:30.49 4m65(+0.3)-29m94-2:30.34

19.53(-0.1)-28m97-2m30-41m24-5:45.92

7月4日
～5日

愛知選手権女子七種競技
15.83(-0.9)-1m52-10m39-26.88(-1.7) 14.97(-0.9)-1m52-9m83-26.32(-1.7) 15.49(-0.1)-1m58-9m57-26.18(-1.2)

8位

7月4日
～5日

愛知選手権男子十種競技
11.57(-0.5)-6m02(+1.8)-8m13-1m40-54.83 12.24(-0.5)-5m42(+1.5)-8m26-NM-57.87

18.61(-0.1)-26m43-3m80-45m06-5:17.31

2020愛知混成競技・愛知選手権リレー長距離混成・国体少年選考競・高校2・3年競技会 【20501608】
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2020/07/04 ～ 2020/07/05

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 小島　末廣

ス タ ー ト 審 判 長 北村　肇

跳 躍 審 判 長 伊藤　明久

投 て き 審 判 長 石井　哲郎

混 成 審 判 長 岡田　武彦

招 集 所 審 判 長 兵藤　重二

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

鈴木　洋平 13:59.98 冨田　直樹 14:13.96 安藤　圭佑(3) 14:17.68 住田　優範 14:18.89 吉村　直人 14:22.37 服部　潤哉 14:23.45 小野田　勇次 14:23.72 角出　龍哉 14:24.66
愛　知・愛三工業 愛　知・中央発條 愛　知・豊川高 愛　知・愛知製鋼 愛　知・愛知製鋼 愛　知・トーエネック 愛　知・トヨタ紡織 愛　知・愛知製鋼
東　瑞基 29:33.64 矢嶋　謙悟 30:14.64 雨海　智大 30:16.31 小川　和也 30:27.23 菅　真大 31:56.97 高橋　佳希 32:00.24
愛　知・愛三工業 GR 愛　知・中央発條 愛　知・中央発條 愛　知・中央発條 愛　知・愛三工業 愛　知・I.A.R.C
河野　宏樹 9:23.82 長谷川　源(3) 9:27.04 浅井　皓貴(3) 9:29.75 樋渡　雄太(3) 9:29.83 苅谷　真之介(1) 9:45.31 木村　将成(2) 9:51.74 川島　颯太(4) 10:20.05 近藤　輝愛来(3) 10:41.16
愛　知・ＴＴランナーズ 愛　知・名経大学高蔵高 愛　知・豊川高 愛　知・名経大学高蔵高 愛　知・愛知工業大 愛　知・愛知陸協 愛　知・至学館大 愛　知・至学館高
中京大 40.27 中京大中京高 40.48 トヨタ自動車 40.81 東海学園大 40.82 豊田自動織機 41.32 至学館大 41.60 名古屋高 41.86 東三河AC 41.91
杉本　大騎(3) 加藤　隼輝(2) 渡邉　圭一郎 山本　翔太(2) 竹内　智昭 氏田　貴之(3) 宇佐美　瑛久(3) 山田　純貴
髙橋　舞羽(3) 舘野　峻輝(2) 高野　克哉 石原　翔(3) 小田　将矢 宮崎　修輔(3) 澤　孝輔(3) 井上　脩吾
彦坂　洋平(4) 鈴木　大河(3) 新城　健斗 前畑　有輝(4) 中島　勇介 荒木　誉天(2) 浅井　駿輝(1) 丹羽　将一朗
佐藤　智博(3) 河田　航典(3) 三ツ石　達也 山田　佑輔(4) 坂東　泰基 舟橋　透志(4) 西　徹朗(2) 黒田　玲央
中京大中京高A 3:12.48 豊橋東高 3:16.67 トヨタ自動車A 3:17.21 至学館大 3:18.10 桜丘 3:18.11 豊川高 3:22.00 愛工大名電高 3:22.78 三好高 3:23.36
鈴木　大河(3) 櫻井　稜也(1) 三ツ石　達也 舟橋　透志(4) 柳　龍太郎(2) 谷藤　海友(1) 酒井　真人(2) 佐藤　渉真(2)
高橋　遼将(2) 菅沼　玲央(3) 木屋川内　浩二 宮崎　修輔(3) 新垣　颯斗(3) 加藤　大樹(3) 池田　翔哉(2) 阿部　翔太(3)
小松　健太郎(3) 山本　晟也(2) 飯田　英夫 依田　祥吾(4) 中川　世名(2) 松井　佑翔(2) 岩根　海翔(1) 島田　遥生(3)
稲川　慧亮(3) 坂口　藍樹(2) 長谷川　慎 水野　祐亮(3) 渡邉　元貴(3) 村瀬　俊哉(3) 鈴木　颯斗(2) 眞田　樹心(2)
山本　彩乃 17:17.59 磯部　早良(2) 17:20.46 安藤　優月(1) 17:34.01 江口　春姫(3) 17:36.99 幾野　由里亜 17:47.36 永谷　千宙(3) 17:50.97 亀山　茜 17:52.33 金子　藍(3) 17:56.28
愛　知・小島プレス 愛　知・安城学園高 愛　知・至学館大 愛　知・愛知高 愛　知・小島プレス 愛　知・安城学園高 愛　知・小島プレス 愛　知・豊明高
後藤　梨奈(4) 10:55.68 原　舞奈 11:08.89 森崎　綾乃(2) 11:23.57 石原　李華(2) 12:28.52
愛　知・中京大 愛　知・東京学芸大 愛　知・関西外大 愛　知・至学館大
中京大中京高 46.43 至学館大 47.72 安城学園高 48.19 岡崎城西 48.51 光ヶ丘女子高 48.60 名城大附 48.61 東海学園大 49.02 至学館高 49.78
藏重　みう(1) 安藤　愛未(1) 山口　さくら(3) 小石倉　由佳(3) 梅田　果歩(3) 野原　めぐみ(3) 山本　紗也華(3) 北崎　七海(1)
倉橋　美穂(2) 大城　珠莉(1) 手島　美咲(2) 沖　美月(2) 近藤　日菜(3) 吉田　愛奈(2) 中内　彩虹(4) 小幡　胡実(2)
岸本　優花(3) 中山　愛理(1) 中根　葵(2) 河東　妃真里(3) 浅井　美和(3) 川端　祐奈(3) 佐藤　琴美(3) 坂井　寿々(1)
前田　紗希(1) 都築　美音(2) 飯田　真衣(2) 田中　萌葉(2) 土居　心愛(2) 斎藤　みゆに(3) 蜷川　真由(4) 外園　未依奈(3)
中京大中京高 3:52.59 至学館大 3:53.17 至学館高 3:55.82 東海学園大 3:57.70 名城大附 4:00.68 光ヶ丘女子高 4:01.44 豊橋南高 4:02.55 時習館高 4:02.72
和佐田　真広(1) 近藤　七海(3) 小幡　胡実(2) 佐藤　琴美(3) 坂口　由花(1) 足立　菜々花(3) 伊藤　麻帆(2) 石黒　琳(3)
山田　晴華(3) 大城　珠莉(1) 澤　美羽(3) 中内　彩虹(4) 野原　めぐみ(3) 近藤　日菜(3) 土方　涼菜(2) 生田　桃子(3)
萩原　さや(2) 都築　美音(2) 坂井　寿々(1) 山本　紗也華(3) 吉田　愛奈(2) 石川　碧(2) 冨田　遥加(2) 筒井　玲奈(2)
青山　理奈(2) 坂本　彩音(2) 星川　茉鈴(3) 畔柳　幸奈(2) 神田　彩名(2) 土居　心愛(2) 鈴木　捺稀(2) 尾藤　友里(2)

凡例  GR:大会記録

7月4日
愛知選手権女子
3000mSC(0.762m)

7月4日 愛知選手権女子4X100mR

7月5日 愛知選手権女子4X400mR

7月4日 愛知選手権男子4X100mR

7月5日 愛知選手権男子4X400mR

7月4日 愛知選手権女子5000m

8位

7月4日 愛知選手権男子5000m

7月5日 愛知選手権男子10000m

7月4日
愛知選手権男子
3000mSC(0.914m)

2020東海混成競技・愛知選手権リレー長距離混成・国体少年選考競・高校2・3年競技会 【20501608】
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2020/07/04 ～ 2020/07/05

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 小島　末廣

ス タ ー ト 審 判 長 北村　肇

跳 躍 審 判 長 伊藤　明久

投 て き 審 判 長 石井　哲郎

混 成 審 判 長 岡田　武彦

招 集 所 審 判 長 兵藤　重二

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

稲川　慧亮(3) 34.57 桂木　大和(2) 34.62 鈴木　大河(3) 34.69 杉本　翔音(2) 35.25 小川　大輝(2) 35.32 鈴木　颯斗(2) 35.50 坂口　藍樹(2) 35.55 青栁　佑(2) 35.99

愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・刈谷北高校 愛　知・豊橋南高 愛　知・愛工大名電高 愛　知・豊橋東高 愛　知・明和高校

高橋　遼将(2) 37.14 鈴木　大河(3) 37.42 小川　大輝(2) 39.16 竹下　空良(2) 39.36 田原　佳悟(2) 40.12 村瀬　俊哉(3) 40.78 伊藤　貴之(3) 44.00

愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・豊橋南高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・名古屋西高 愛　知・豊川高 愛　知・愛産大三河高

小島　拓真(1) 11.24(-0.8) 髙橋　大地(1) 11.27(-2.4) 浅井　駿輝(1) 11.30(-0.8) 川口　真(1) 11.38(-2.4) 岩田　航輝(1) 11.41(-0.8) 亀山　祥吾(1) 11.42(-2.4) 田邉　隼門(1) 11.46(-0.8) 万前　瑞葵(1) 11.47(-2.4)

愛　知・名古屋大谷高 愛　知・中京大中京高 愛　知・名古屋高 愛　知・至学館高 愛　知・岡崎城西 愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高

松井　寛翔(1) 8:40.61 永嶋　優樹(1) 8:40.65 夏目　拓(1) 8:43.52 松下　永明(1) 8:44.15 河野　　温喜(1) 8:46.86 大岩　連(1) 8:49.31 平井　翼(1) 8:59.14 天野　啓太(1) 9:13.43

愛　知・豊田大谷高 愛　知・豊川高 愛　知・豊川高 愛　知・豊川高 愛　知・名経大学高蔵高 愛　知・愛知高 愛　知・愛知高 愛　知・岡崎城西

田中　瑛一(1) 6m71(+1.3) 山坂　隼也(1) 6m55(+0.6) 福井　篤輝(1) 6m30(+0.8)

愛　知・豊橋南高 愛　知・愛工大名電高 愛　知・安城学園高

松田　流輝(3) 13m30 佐藤　喜嗣(1) 11m54

愛　知・福岡中 愛　知・桜丘

高橋　遼将(2) 13.91 西　徹朗(2) 14.04 田原　佳悟(2) 14.56 横山　将也(3) 15.33 加藤　信太(1) 15.64

愛　知・中京大中京高 愛　知・名古屋高 愛　知・名古屋西高 ＴＳＭ 愛　知・中京大中京高

石黒　琳(3) 43.41 山田　晴華(3) 43.47 河村　真央(2) 43.92 權藤　千咲(2) 44.03 土方　涼菜(2) 44.25 佐々木　優(2) 45.03

愛　知・時習館高 愛　知・中京大中京高 愛　知・津島高 愛　知・明和高校 愛　知・豊橋南高 愛　知・一宮西高

神田　彩名(2) 45.64 浅野　紫乃美(3) 46.39 前田　明日香(3) 46.57 高橋　結衣(3) 47.51 野村　穂菜美(2) 48.05 大場　麻矢(3) 48.36 髙木　菜摘(3) 50.37

愛　知・名城大附 愛　知・津島東高 愛　知・瑞陵高 愛　知・三好高 愛　知・中京大中京高 愛　知・豊川高 愛　知・三好高

藏重　みう(1) 12.17(-1.2) 前田　紗希(1) 12.45(-1.2) 片山　心菜(3) 12.84(-1.2) 中島　明香(1) 12.89(-0.3) 林　美希(3) 12.95(-1.2) 中野　知咲(1) 12.98(-2.5) 森山　夢菜(1) 13.03(-0.3) 近藤　世菜(1) 13.18(-0.3)

愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・城北中 愛　知・中京大中京高 愛　知・翔南中 愛　知・中京大中京高 愛　知・時習館高 愛　知・愛工大名電高

小山　心結(1) 2:17.74 相場　茉奈(1) 2:22.22

愛　知・安城学園高 愛　知・豊橋南高

林　美希(3) 14.02(-1.7) 坂口　由花(1) 14.65(-1.7) 榊原　詠美(1) 15.11(-1.7) 松村　琴都(3) 15.14(-0.6) 坂井　寿々(1) 15.15(-1.7) 髙木　茜里(1) 15.54(-1.7) 夏目　紗彩(1) 15.55(-0.6) 都　百花(1) 15.60(-0.6)

愛　知・翔南中 愛　知・名城大附 愛　知・安城学園高 ＴＳＭ 愛　知・至学館高 愛　知・中京大中京高 愛　知・豊川高 愛　知・旭丘高

松村　琴都(3) 5m76(+0.7) 石川　凜(1) 5m64(+0.3) 菅沼　瑠璃(1) 5m39(+0.4) 市川　彩乃(3) 5m20(+1.2) 武井　葉夏(3) 5m19(+1.0) 渡辺　実優花(3) 5m09(+0.9) 髙梨　遥野(1) 5m05(+1.6) 酒井　菜胡(3) 4m98(0.0)

ＴＳＭ 愛　知・安城学園高 愛　知・光ヶ丘女子高 愛　知・知立中 愛　知・なごや陸上 愛　知・AC一宮Junior 愛　知・中京大中京高 愛　知・雁が音中

小原　恵(1) 11m14 中田　瑠乃(1) 9m36

愛　知・名古屋大谷高 愛　知・中京大中京高

片原　未紗音(2) 14:43.98 岸　七海(2) 14:47.92 三浦　萌乃果(2) 16:49.78 西本　凪沙(2) 17:48.80

愛　知・豊明高 愛　知・西春高 愛　知・旭野高 愛　知・一宮西高

7月5日 少年B女子走幅跳

7月4日 少年B女子砲丸投(4.000kg)

7月5日 少年共通女子3000mW

7月4日 少年B女子100m

7月4日 少年B女子800m

7月4日 少年B女子100mH(0.762m)

7月4日
少年共通男子
110mH(0.991m)

風：-1.7

7月5日 少年A女子300m

7月4日 少年A女子300mH(0.762m)

7月4日 少年B男子3000m

7月4日 少年B男子走幅跳

7月4日 少年B男子砲丸投(5.000kg)
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7月5日 少年A男子300m

7月4日 少年A男子300mH(0.914m)

7月4日 少年B男子100m
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ト ラ ッ ク 審 判 長 小島　末廣

ス タ ー ト 審 判 長 北村　肇

跳 躍 審 判 長 伊藤　明久

投 て き 審 判 長 石井　哲郎

混 成 審 判 長 岡田　武彦

招 集 所 審 判 長 兵藤　重二

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

河田　航典(3) 10.71(-0.9) 佐野　尊(3) 10.86(-0.9) 浦野　凱瑛(3) 10.93(-0.9) 澤　孝輔(3) 11.04(-1.5) 木下　凌輔(2) 11.04(-1.5) 青井　優太(2) 11.06(-0.9) 水野　勝磨(3) 11.14(-1.5) 宇佐美　瑛久(3) 11.15(-1.5)
愛　知・中京大中京高 愛　知・愛知高 愛　知・桜丘 愛　知・名古屋高 松蔭高 愛　知・大府東高 愛　知・至学館高 愛　知・名古屋高
永野　響(3) 22.29 恵美　己詩(3) 22.95
愛　知・長久手高 愛　知・安城学園高
新垣　颯斗(3) 47.77 菅沼　玲央(3) 48.22 萩原　拓斗(3) 48.69 山田　創太(3) 48.89 小松　健太郎(3) 50.71
愛　知・桜丘 愛　知・豊橋東高 愛　知・岡崎城西 愛　知・旭野高 愛　知・中京大中京高
髙嶋　荘太(2) 1:53.57 山田　彪斗(2) 1:53.58 中津　瑛斗(2) 1:54.23 山田　一毅(3) 1:57.05 中村　直治(3) 1:58.27 中島　幹也(3) 1:58.90 鷲岡　謙(2) 1:59.85
愛　知・中京大中京高 愛　知・豊田大谷高 愛　知・大府東高 愛　知・岡崎城西 愛　知・岡崎城西 愛　知・刈谷高 愛　知・渥美農高
稲山　太郎(3) 3:53.80 加藤　太一(2) 3:55.96 谷村　恒晟(2) 4:06.03 藤井　智己(2) 4:09.67 小倉　謙心(2) 4:18.12
愛　知・千種高校 愛　知・千種高校 愛　知・愛知高 愛　知・愛知高 愛　知・愛知高
小幡　岳人(2) 16.01 五島　陸(2) 16.03 鯉江　颯大(3) 16.68 髙野　瑞基(3) 16.72 加藤　雅大(3) 16.83 山口　雅大(2) 17.43 福岡　秀介(3) 17.59
愛　知・名古屋高 愛　知・岡崎学園高 愛　知・内海高 愛　知・名古屋高 愛　知・岡崎工 愛　知・津島高 愛　知・春日井南高校
西山　雄吾(3) 54.81 宇佐美　祐馬(3) 56.16 奥田　達也(3) 57.45 山下　雄大(3) 59.61
愛　知・旭野高 愛　知・津島東高 愛　知・美和高 愛　知・安城学園高
伊藤　幹弥(3) 2m03 羽根田　僚太(3) 2m00 氷上　翔大(3) 1m94 早川　颯(3) 1m91 森　渉馬(3) 1m91 宮本　竜也(3) 1m88 粟木　恭司(3) 1m88
愛　知・安城学園高 愛　知・豊田南高 愛　知・愛知高 愛　知・安城学園高 愛　知・東海高 愛　知・安城学園高 愛　知・豊田南高

田中　鉄馬(2) 2m00
愛　知・岡崎城西

谷口　柊斗(2) 4m42 村田　敦哉(3) 4m42 中島　颯太(2) 4m22 布目　悠真(2) 4m02 武内　伊織(2) 4m02
愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・一宮南高

津山　瞬佑(2) 4m42
愛　知・中京大中京高

中島　海翔(2) 7m37(+0.7) 長田　崚汰(3) 7m03(+1.5) 鈴木　空也(2) 6m87(+1.8) 浅井　夏輝(3) 6m81(+1.5) 竹内　健人(3) 6m68(+1.5) 矢吹　健斗(3) 6m66(+1.5) 池ヶ谷　賢吾(2) 6m54(+1.2) 松野　サティヨ(3) 6m53(+1.0)
愛　知・名城大附 愛　知・安城学園高 愛　知・岡崎城西 愛　知・中京大中京高 愛　知・愛知高 愛　知・安城学園高 愛　知・岡崎城西 愛　知・愛産大三河高
加藤　隼輝(2) 14m18(+0.9) 佐々木　凱成(3) 14m01(+1.7) 今井　駆(2) 13m82(+0.5) 岸　祐樹(3) 13m72(+0.6) 井平　匠海(3) 13m42(-0.2) 佐藤　篤樹(3) 13m01(-0.1)
愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高 愛　知・誠信高 愛　知・愛工大名電高 愛　知・名城大附 愛　知・安城学園高
中島　翼(3) 13m78 長嶋　流万(2) 13m35 浅井　謙臣(2) 13m07 高橋　諒(3) 13m05 中島　寛亮(2) 12m38 古郡　駿一(3) 11m98 富田　賢(3) 11m42
愛　知・春日井工業高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・名古屋高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・春日丘高 愛　知・桜丘
上村　勇輝(2) 41m72 杉浦　進太郎(3) 40m84 狩生　龍之介(3) 35m02 宮崎　一馬(3) 34m78 古田　大樹(3) 33m39 舘　昌哉(3) 32m24 横井　直也(3) 20m73
愛　知・名古屋大谷高 愛　知・桜丘 愛　知・熱田高 愛　知・福祉大付 愛　知・佐織工 愛　知・五条高 愛　知・佐織工
小島　健誠(3) 57m84 小島　諒大(2) 56m53 中野　竜太郎(3) 49m70 吉岡　尚寛(3) 48m57 米澤　拓真(2) 45m98 池田　光太郎(2) 45m25 半田　千空(2) 43m38 加納　道(3) 43m06
愛　知・名古屋大谷高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・桜丘 愛　知・名古屋高 愛　知・旭野高 愛　知・安城学園高 愛　知・中京大中京高 愛　知・熱田高
横井　太翔(2) 58m88 山下　令馬(3) 56m59 織田　翔万(2) 53m31 鈴木　康大(2) 50m77 佐野　天飛(3) 48m31 鈴木　一帆(3) 48m23 水沢　春仁(2) 47m48 宮﨑　健斗(3) 45m12
愛　知・中京大中京高 愛　知・五条高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・刈谷北高校 愛　知・名城大附 愛　知・豊橋西高 愛　知・美和高 愛　知・中村高

凡例  GR:大会記録

7月5日 高校男子円盤投(1.750kg)

7月5日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

7月5日 高校男子やり投(800g)

7月5日 高校男子走幅跳

7月5日 高校男子三段跳

7月5日 高校男子砲丸投(6.000kg)

7月5日 高校男子400mH(0.914m)

7月5日 高校男子走高跳

7月5日 高校男子棒高跳

7月5日 高校男子800m

7月5日 高校男子1500m

7月5日
高校男子110mH(1.067m)

風：-0.2
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7月5日 高校男子100m

7月5日
高校男子200m

風：-1.3

7月5日 高校男子400m
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ト ラ ッ ク 審 判 長 小島　末廣

ス タ ー ト 審 判 長 北村　肇

跳 躍 審 判 長 伊藤　明久

投 て き 審 判 長 石井　哲郎

混 成 審 判 長 岡田　武彦

招 集 所 審 判 長 兵藤　重二

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

倉橋　美穂(2) 12.47(-2.8) 岸本　優花(3) 12.51(-2.8) 手島　美咲(2) 12.73(-2.8) 梅田　果歩(3) 12.83(-2.0) 杉浦　琉月(3) 12.87(-2.0) 小幡　胡実(2) 12.96(-2.8) 野原　めぐみ(3) 13.15(-2.0) 政野　志歩(2) 13.20(-2.0)
愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高 愛　知・光ヶ丘女子高 愛　知・桜丘 愛　知・至学館高 愛　知・名城大附 愛　知・中京大中京高
中根　葵(2) 26.54 溝口　岬希(3) 27.15
愛　知・安城学園高 愛知・津島北高
小澤　紗央(2) 57.90 髙田　佳奈(3) 59.07 飯田　真衣(2) 59.37 生田　桃子(3) 1:01.01
愛　知・豊川高 愛　知・一宮西高 愛　知・安城学園高 愛　知・時習館高
川島　実桜(3) 2:08.53 青山　理奈(2) 2:08.74 小山　愛結(2) 2:09.45 萩原　さや(2) 2:11.42 萩原　さら(2) 2:23.99
愛　知・豊橋南高 愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高 愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高
丹羽　琴音(2) 4:42.25 小島　向日希(3) 4:43.00 竹田　実紗(2) 4:43.00 森　乙葉(3) 4:44.29 雨宮　沙空(2) 4:45.67 雨宮　希空(2) 4:45.83 杉浦　花音(2) 4:45.85 小田木　陽和(3) 4:46.42
愛　知・中部大第一高 愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高 愛　知・愛知高 愛　知・光ヶ丘女子高 愛　知・光ヶ丘女子高 愛　知・安城学園高 愛　知・愛知高
松本　佳音彩(2) 14.68(+0.2) 成田　乙葉(3) 14.80(+0.2) 尾藤　友里(2) 15.29(-0.2) 辻　和佳奈(2) 15.35(-0.2) 大島　由夏(3) 15.45(+0.2) 新垣　舞桜(2) 15.50(+0.2) 池田　汐李(3) 15.57(+0.2) 河邨　有里子(3) 16.19(-0.2)
愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・時習館高 愛　知・旭野高 愛　知・豊橋南高 愛　知・桜丘 愛　知・春日井南高校 愛　知・西尾
牧野　和花(3) 1:12.60
愛　知・安城学園高
斎藤　みゆに(3) 1m59 熊谷　琴美(3) 1m59 古間　莉諸(2) 1m56 吉岡　美音(2) 1m56 野村　美咲(2) 1m56 稲垣　葵衣(3) 1m53 渡邉　深友(3) 1m53
愛　知・名城大附 愛　知・豊川高 愛　知・至学館高 愛　知・岡崎城西 愛　知・安城学園高 愛　知・安城学園高 愛　知・岡崎城西

尾崎　美優(3) 1m56
愛　知・豊川高

齋藤　未来(2) 2m90 渡邊　万巴(2) 2m60 川本　みちる(2) 2m60
愛　知・至学館高 愛　知・明和高校 愛　知・豊川高
高橋　好波(3) 5m68(+1.5) 柴田　菜那(2) 5m54(+1.9) 荻野　由菜(2) 5m26(+1.4) 大田　瑞穂(2) 5m12(+1.3) 髙石　恵里(3) 5m12(+1.5) 冨田　遥加(2) 4m92(+2.0) 近藤　真綾(3) 4m83(+2.4)
愛　知・三好高 愛　知・名城大附 愛　知・光ヶ丘女子高 愛　知・中京大中京高 愛　知・中京大中京高 愛　知・豊橋南高 愛　知・西春高 公認4m82(+1.8)

浅井　美和(3) 12m08(+2.4) 本多　柚稀(2) 11m09(+1.4) 脇田　ライラ瑠梨果(2) 10m98(+0.6) 村上　緋奈子(3) 10m96(+0.9) 井澤　優美(3) 10m87(+1.9) 井田　明香梨(3) 10m72(+0.7) 柴山　真由(3) 10m61(+2.2) 横田　奈々美(3) 10m12(+2.0)
愛　知・光ヶ丘女子高 公認記録なし 愛　知・西尾 愛　知・至学館高 愛　知・中京大中京高 愛　知・安城学園高 愛　知・瑞陵高 愛　知・愛知啓成 公認10m54(+1.1) 愛　知・桜丘
中島　彩瑛(3) 12m03 鈴木　美里(3) 9m47 原田　凜(2) 9m30 川崎　稚奈(2) 9m25 馬渕　奏帆(3) 7m77
愛　知・中京大中京高 愛　知・藤ノ花女子高 愛　知・旭野高 愛　知・豊明高 愛　知・豊田南高
日髙　千鶴(2) 34m77 村田　千遥(3) 32m92 鬼頭　初音(3) 29m31 安東　迪奈(2) 29m12 胡桃澤　采礼(3) 28m59 得永　琴乃(2) 24m93 安藤　柚茉(2) 24m38
愛　知・修文女子高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・三好高 愛　知・一宮高 愛　知・長久手高 愛　知・修文女子高 愛　知・昭和高
小河　遥花(3) 47m64 高孝　美咲(3) 46m52 岡江　未莉(3) 46m15 宮川　萌花(2) 45m31 竹内　佑里花(3) 42m27 名富　千尋(3) 40m44 原田　愛音(2) 40m30 村上　梨華(3) 39m72
愛　知・名古屋大谷高 愛　知・旭野高 愛　知・大府高 愛　知・修文女子高 愛　知・安城学園高 愛　知・旭野高 愛　知・安城学園高 愛　知・佐織工
辻　萌々子(2) 46m84 嶋田　望(3) 36m39 春日井　佳美(3) 35m72 平岩　万実(2) 35m65 鈴木　麗未(3) 33m08 加藤　実夏(2) 33m05 加藤　美結(2) 31m66 林　萌海(2) 30m22
愛　知・名古屋大谷高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・安城高 愛　知・名古屋大谷高 愛　知・渥美農高 愛　知・安城高 愛　知・名東高 愛　知・修文女子高

凡例  GR:大会記録

7月5日 高校女子円盤投(1.000kg)

7月5日
高校女子ハンマー投

(4.000kg)

7月5日 高校女子やり投(600g)

7月5日 高校女子走幅跳

7月5日 高校女子三段跳

7月5日 高校女子砲丸投(4.000kg)

7月5日 高校女子400mH(0.762m)

7月5日 高校女子走高跳

7月5日 高校女子棒高跳

7月5日 高校女子800m

7月5日 高校女子1500m

7月5日 高校女子100mH(0.838m)

8位

7月5日 高校女子100m

7月5日
高校女子200m

風：-0.1

7月5日 高校女子400m

2020東海混成競技・愛知選手権リレー長距離混成・国体少年選考競・高校2・3年競技会 【20501608】
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2020/07/04 ～ 2020/07/05

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



2020東海混成競技・愛知選手権リレー長距離混成・国体少年選考競・高校2・3年競技会 【20501608】 新・タイ記録一覧表
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】 出力時刻 2020/07/05 15:29
2020/07/04 ～ 2020/07/05

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 7月5日 大会記録 男 愛知選手権 10000m 決　勝 1 1 29:33.64 東　瑞基 愛三工業(愛　知)



東海選手権男子十種競技
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                  8308     右沢　啓祐(静岡・スズキ浜松AC)        2014
東海記録(TR)                  7719     石沢　雅俊(小島プレス)                2004
県記録(PR)                    7719     石沢　雅俊(小島プレス)                2014
大会記録(GR)                  7215     飯田　敦彦(小島プレス)                2000

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.24 6m36 11m41 1m88 50.86 15.78 33m01 4m50 59m46 4:49.38

1 6534 -0.5 +1.7 -0.1 6910
(808) (666) (571) (696) (775) (758) (524) (760) (730) (622)
11.49 6m89 10m86 1m85 50.61 15.51 31m65 4m20 53m92 5:00.10

2 5-72 -0.5 +1.7 -0.1 6702
(755) (788) (537) (670) (787) (789) (497) (673) (647) (559)
11.52 6m54 9m84 1m79 51.01 15.61 29m50 4m30 37m53 4:56.00

3 5-105 -0.5 +1.6 -0.1 6242
(748) (707) (476) (619) (769) (777) (455) (702) (406) (583)
11.00 7m11 11m14 1m94 49.60 14.73 34m31 5m00 NM DNF

4 512 -0.5 +2.5 -0.1 6179
(861) (840) (554) (749) (833) (882) (550) (910) (0) (0)
11.57 6m02 8m13 1m40 54.83 18.61 26m43 3m80 45m06 5:17.31

5 533 -0.5 +1.8 -0.1 5030
(738) (591) (374) (317) (606) (467) (395) (562) (516) (464)
12.24 5m42 8m26 NM 57.87 19.53 28m97 2m30 41m24 5:45.92

6 535 -0.5 +1.5 -0.1 3755
(605) (465) (382) (0) (489) (387) (444) (199) (460) (324)
11.45 6m76 11m99 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

9080 -0.5 +1.2 DNF
(763) (757) (606)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1244 DNS

(4)

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

柴田　一瞬 順大

(2)
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

村中　智彦 松本市陸協

(2)
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

長瀬　樹 日福大

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

丸山　雄太 日福大

(2)
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

中村　明彦 スズキ

(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

山本　麟太郎 中京大

(3)
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

波多野　晃大 中京大

氏名 所属

ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

前川　斉幸 中京大

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



東海選手権男子十種競技 100m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 09:30 決　勝

(風:-0.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

1 5 512 中村　明彦 スズキ 11.00 861
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

2 3 6534 前川　斉幸(3) 中京大 11.24 808
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

3 4 9080 村中　智彦 松本市陸協 11.45 763
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

4 7 5-72 波多野　晃大(3) 中京大 11.49 755
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

5 8 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大 11.52 748
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

6 1 533 丸山　雄太(2) 日福大 11.57 738
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

7 2 535 長瀬　樹(2) 日福大 12.24 605
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 走幅跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 10:45  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

1 8 512 中村　明彦 スズキ
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

2 3 5-72 波多野　晃大(3) 中京大
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

3 7 9080 村中　智彦 松本市陸協
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

4 4 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

5 5 6534 前川　斉幸(3) 中京大
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

6 2 533 丸山　雄太(2) 日福大
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

7 1 535 長瀬　樹(2) 日福大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

+1.5 +1.5 +1.5 +1.5 465

+1.7 +1.8 +1.7 +1.8 591
5m32 5m42 5m25 5m42

+1.7 +1.7 666
5m69 6m02 5m73 6m02

+1.6 +1.6 707
6m36 × × 6m36

+1.4 +1.2 +1.7 +1.2 757
× × 6m54 6m54

+2.4 +1.2 +1.7 +1.7 788
6m39 6m76 6m47 6m76

+1.2 +2.5 +2.5 840
6m71 6m71 6m89 6m89

1回目 2回目 3回目 記録 得点

6m96 × 7m11 7m11

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 12:15  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

1 7 9080 村中　智彦 松本市陸協
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

2 5 6534 前川　斉幸(3) 中京大
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

3 8 512 中村　明彦 スズキ
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

4 3 5-72 波多野　晃大(3) 中京大
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

5 4 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

6 1 535 長瀬　樹(2) 日福大
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

7 2 533 丸山　雄太(2) 日福大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

8m13 8m07 7m79 8m13 374

7m96 8m06 8m26 8m26 382

9m84 9m63 9m59 9m84 476

10m75 10m86 10m41 10m86 537

10m94 11m08 11m14 11m14 554

10m91 11m41 10m73 11m41 571

11m13 11m71 11m99 11m99 606

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 走高跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 13:30  1組

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡 － － － － － － － ○

1 8 512 中村　明彦 スズキ ○ × × ○ × ○ × × × 1m94 749
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重 － － ○ － ○ ○ × ○ × × ○

2 5 6534 前川　斉幸(3) 中京大 ○ × × × 1m88 696
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜 － － － ○ － × ○ × × ○ × ○

3 3 5-72 波多野　晃大(3) 中京大 × × × 1m85 670
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 4 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大 1m79 619
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 × × ○ r

5 2 533 丸山　雄太(2) 日福大 1m40 317
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知 － × × ×

1 535 長瀬　樹(2) 日福大 0 NM
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

7 9080 村中　智彦 松本市陸協 DNS

1m85
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m88 1m91 1m94 1m97

1m55 1m70 1m73 1m76 1m79 1m82
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



東海選手権男子十種競技 400m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 15:30 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

1 6 512 中村　明彦 スズキ 49.60 833
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

2 7 5-72 波多野　晃大(3) 中京大 50.61 787
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

3 5 6534 前川　斉幸(3) 中京大 50.86 775
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

4 8 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大 51.01 769
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

5 1 533 丸山　雄太(2) 日福大 54.83 606
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

6 2 535 長瀬　樹(2) 日福大 57.87 489
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

3 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

4 9080 村中　智彦 松本市陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 09:30 決　勝

(風:-0.1)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

1 4 512 中村　明彦 スズキ 14.73 882
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

2 7 5-72 波多野　晃大(3) 中京大 15.51 789
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

3 8 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大 15.61 777
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

4 6 6534 前川　斉幸(3) 中京大 15.78 758
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

5 1 533 丸山　雄太(2) 日福大 18.61 467
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

6 2 535 長瀬　樹(2) 日福大 19.53 387
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

3 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

5 9080 村中　智彦 松本市陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 10:45  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

1 4 512 中村　明彦 スズキ
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

2 3 6534 前川　斉幸(3) 中京大
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

3 5 5-72 波多野　晃大(3) 中京大
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

4 2 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

5 1 535 長瀬　樹(2) 日福大
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

6 7 533 丸山　雄太(2) 日福大
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

6 9080 村中　智彦 松本市陸協 DNS
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

8 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

25m25 26m14 26m43 26m43 395

23m11 26m15 28m97 28m97 444

28m98 29m50 × 29m50 455

31m65 26m96 × 31m65 497

30m12 32m81 33m01 33m01 524

32m57 33m71 34m31 34m31 550

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 棒高跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 12:00  1組

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡 － － － － － － － －

1 8 512 中村　明彦 スズキ － － － ○ × ○ × × ○ ○ × × × 5m00 910
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重 － － － － － ○ － × × ○

2 5 6534 前川　斉幸(3) 中京大 × × ○ ○ × ○ × × × 4m50 760
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜 － － － － － － × ○ －

3 4 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大 ○ × × × 4m30 702
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜 － － － ○ － ○ × ○ × ○

4 3 5-72 波多野　晃大(3) 中京大 × × × 4m20 673
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 － × ○ ○ × ○ × × ×

5 2 533 丸山　雄太(2) 日福大 3m80 562
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知 ○ × × ×

6 1 535 長瀬　樹(2) 日福大 2m30 199
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

7 9080 村中　智彦 松本市陸協 DNS

5m00 5m10

4m20
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m30 4m40 4m50 4m60 4m70 4m90

3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m30

凡例  DNS:欠場



東海選手権男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 14:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

1 2 6534 前川　斉幸(3) 中京大
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

2 8 5-72 波多野　晃大(3) 中京大
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

3 5 533 丸山　雄太(2) 日福大
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

4 4 535 長瀬　樹(2) 日福大
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

5 6 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

1 512 中村　明彦 スズキ NM
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 長　野

3 9080 村中　智彦 松本市陸協 DNS
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

7 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

× － － 0

35m83 37m53 36m73 37m53 406

41m24 39m76 × 41m24 460

43m76 39m44 45m06 45m06 516

48m24 49m36 53m92 53m92 647

54m88 59m46 54m66 59m46 730

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



東海選手権男子十種競技 1500m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 15:20 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 三　重

1 1 6534 前川　斉幸(3) 中京大 4:49.38 622
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 岐　阜

2 4 5-105 山本　麟太郎(2) 中京大 4:56.00 583
ﾊﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岐　阜

3 3 5-72 波多野　晃大(3) 中京大 5:00.10 559
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

4 5 533 丸山　雄太(2) 日福大 5:17.31 464
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

5 6 535 長瀬　樹(2) 日福大 5:45.92 324
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 静　岡

2 512 中村　明彦 スズキ 0 DNF

凡例  DNF:途中棄権



愛知選手権男子十種競技
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                  8308     右沢　啓祐(静岡・スズキ浜松AC)        2014
東海記録(TR)                  7719     石沢　雅俊(小島プレス)                2004
県記録(PR)                    7719     石沢　雅俊(小島プレス)                2014
大会記録(GR)                  7215     飯田　敦彦(小島プレス)                2000

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.57 6m02 8m13 1m40 54.83 18.61 26m43 3m80 45m06 5:17.31

1 533 -0.5 +1.8 -0.1 5030
(738) (591) (374) (317) (606) (467) (395) (562) (516) (464)
12.24 5m42 8m26 NM 57.87 19.53 28m97 2m30 41m24 5:45.92

2 535 -0.5 +1.5 -0.1 3755
(605) (465) (382) (0) (489) (387) (444) (199) (460) (324)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1244 DNS

(4)

(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

柴田　一瞬 順大

(2)
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

長瀬　樹 日福大

氏名 所属

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

丸山　雄太 日福大

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



愛知選手権男子十種競技 100m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 09:30 決　勝

(風:-0.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

1 1 533 丸山　雄太(2) 日福大 11.57 738
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

2 2 535 長瀬　樹(2) 日福大 12.24 605
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 走幅跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 10:45  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

1 2 533 丸山　雄太(2) 日福大
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

2 1 535 長瀬　樹(2) 日福大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

+1.5 +1.5 +1.5 +1.5 465

+1.7 +1.8 +1.7 +1.8 591
5m32 5m42 5m25 5m42

1回目 2回目 3回目 記録 得点

5m69 6m02 5m73 6m02

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 12:15  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

1 1 535 長瀬　樹(2) 日福大
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

2 2 533 丸山　雄太(2) 日福大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

8m13 8m07 7m79 8m13 374

7m96 8m06 8m26 8m26 382

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 走高跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 13:30  1組

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 × × ○ r

1 2 533 丸山　雄太(2) 日福大 1m40 317
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知 － × × ×

1 535 長瀬　樹(2) 日福大 0 NM
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

1m85
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m88 1m91 1m94 1m97

1m55 1m70 1m73 1m76 1m79 1m82
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



愛知選手権男子十種競技 400m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 15:30 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

1 1 533 丸山　雄太(2) 日福大 54.83 606
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

2 2 535 長瀬　樹(2) 日福大 57.87 489
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

3 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 09:30 決　勝

(風:-0.1)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

1 1 533 丸山　雄太(2) 日福大 18.61 467
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

2 2 535 長瀬　樹(2) 日福大 19.53 387
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

3 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 10:45  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

1 1 535 長瀬　樹(2) 日福大
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

2 7 533 丸山　雄太(2) 日福大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

8 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

25m25 26m14 26m43 26m43 395

23m11 26m15 28m97 28m97 444

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 棒高跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 12:00  1組

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 － × ○ ○ × ○ × × ×

1 2 533 丸山　雄太(2) 日福大 3m80 562
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知 ○ × × ×

2 1 535 長瀬　樹(2) 日福大 2m30 199
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

6 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

5m00 5m10

4m20
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m30 4m40 4m50 4m60 4m70 4m90

3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m30

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 14:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

1 5 533 丸山　雄太(2) 日福大
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

2 4 535 長瀬　樹(2) 日福大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ 愛　知

7 1244 柴田　一瞬(4) 順大 DNS

41m24 39m76 × 41m24 460

43m76 39m44 45m06 45m06 516

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



愛知選手権男子十種競技 1500m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 15:20 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

1 5 533 丸山　雄太(2) 日福大 5:17.31 464
ﾅｶﾞｾ ｲﾂｷ 愛　知

2 6 535 長瀬　樹(2) 日福大 5:45.92 324

凡例  DNF:途中棄権



愛知選手権男子5000m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)              13:08.40     大迫　傑(東京・NIKE ORPJT)            2015
県記録(PR)                13:28.16     中尾　勇生(トヨタ紡織)                2009
大会記録(GR)              13:51.58     S.ジェンガ(愛知製鋼)                  1997 7月4日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 愛　知 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 愛　知

1 6 1792 鈴木　洋平 愛三工業 13:59.98 1 17 9056 安藤　圭佑(3) 豊川高 14:17.68
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 愛　知 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 愛　知

2 7 1644 冨田　直樹 中央発條 14:13.96 2 1 1510 服部　潤哉 トーエネック 14:23.45
ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 愛　知 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 愛　知

3 3 2046 住田　優範 愛知製鋼 14:18.89 3 16 5497 小野田　勇次 トヨタ紡織 14:23.72
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾄ 愛　知 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 愛　知

4 11 2052 吉村　直人 愛知製鋼 14:22.37 4 6 2050 佐藤　淳 愛知製鋼 14:30.07
ｽﾐﾃﾞ ﾀﾂﾔ 愛　知 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 愛　知

5 9 2057 角出　龍哉 愛知製鋼 14:24.66 5 2 1642 矢嶋　謙悟 中央発條 14:45.89
ｻｻｷ ﾏﾓﾙ 愛　知 ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 愛　知

6 17 2058 佐々木　守 愛知製鋼 14:27.30 6 10 5236 酒井　一 ＳＲＣ 14:48.31
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 愛　知

7 12 9061 小林　亮太(3) 豊川高 14:28.40 7 3 4491 鈴木　隆介(3) 名経大学高蔵高 14:49.07
ﾌｶﾔ ｹﾝﾄ 愛　知 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｱｷ 愛　知

8 13 5452 深谷　健斗 TPAC 14:43.37 8 14 5459 清水　文晶 TPAC 14:55.85
ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 愛　知 ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 愛　知

9 4 1505 須崎　大輝 トーエネック 14:47.68 9 11 9049 中野　倫希(3) 豊川高 15:20.19
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 愛　知 ﾅｶｼｬ ﾏｻﾔ 愛　知

10 16 1643 小川　和也 中央発條 14:50.03 4 1797 中舎　優也 愛三工業 DNS
ｵｵﾉ ﾊﾙｷ 愛　知 ﾋｶﾞｼ ﾐｽﾞｷ 愛　知

11 14 1798 大野　日暉 愛三工業 15:12.33 5 2820 東　瑞基 愛三工業 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ 愛　知

1 2043 高橋　流星 愛知製鋼 DNS 7 5505 小島　大明 トヨタ紡織 DNS
ﾅｲﾄｳ ｹｲﾀ 愛　知 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 愛　知

2 2048 内藤　圭太 愛知製鋼 DNS 8 5493 西山　凌平 トヨタ紡織 DNS
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 愛　知 ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 愛　知

5 1503 西澤　卓弥 トーエネック DNS 9 5-582 國司　寛人(D3) 名古屋大 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛　知 ｺﾑﾛ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

8 2054 松村　和樹 愛知製鋼 DNS 12 2049 小室　翼 愛知製鋼 DNS
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄﾗ 愛　知 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 愛　知

10 179 鈴木　高虎(4) 愛知工業大 DNS 13 5-216 石川　陽一(4) 愛大 DNS
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 愛　知 ｻｺｳ ｲｸﾐ 愛　知

15 5495 河村　知樹 トヨタ紡織 DNS 15 5498 酒匂　郁海 トヨタ紡織 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



愛知選手権男子5000m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)              13:08.40     大迫　傑(東京・NIKE ORPJT)            2015
県記録(PR)                13:28.16     中尾　勇生(トヨタ紡織)                2009
大会記録(GR)              13:51.58     S.ジェンガ(愛知製鋼)                  1997 7月4日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗｼﾏ ｹｲ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 愛　知

1 2 1645 原嶋　渓 中央発條 14:45.48 1 1792 鈴木　洋平 愛三工業 13:59.98
ﾀｶﾊｼ ｲｯｻ 愛　知 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 愛　知

2 8 4462 高橋　　一颯(3) 名経大学高蔵高 14:47.63 2 1644 冨田　直樹 中央発條 14:13.96
ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ 愛　知 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 愛　知

3 7 2320 片山　宗哉(3) 愛知高 14:50.72 3 9056 安藤　圭佑(3) 豊川高 14:17.68
ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳﾀ 愛　知 ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 愛　知

4 16 4480 本村　翔太(2) 名経大学高蔵高 14:52.71 4 2046 住田　優範 愛知製鋼 14:18.89
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 愛　知 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾋﾄ 愛　知

5 6 5117 村山　悠斗 トヨタＳＣ 14:53.74 5 2052 吉村　直人 愛知製鋼 14:22.37
ｱﾒｳﾐ ﾁﾋﾛ 愛　知 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 愛　知

6 11 1647 雨海　智大 中央発條 14:54.90 6 1510 服部　潤哉 トーエネック 14:23.45
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 愛　知 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 愛　知

7 9 4468 加藤　　壮馬(3) 名経大学高蔵高 14:56.61 7 5497 小野田　勇次 トヨタ紡織 14:23.72
ｺﾝﾀﾞ ﾋﾛ 愛　知 ｽﾐﾃﾞ ﾀﾂﾔ 愛　知

8 12 9073 近田　陽路(2) 豊川高 14:56.87 8 2057 角出　龍哉 愛知製鋼 14:24.66
ﾋﾛｲ ﾀｶﾋｻ 愛　知

9 15 9063 広井　隆寿(2) 豊川高 15:03.56
ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 愛　知

10 5 5226 高橋　佳希 I.A.R.C 15:07.17
ｲﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 愛　知

11 10 1801 今村　謙心 愛三工業 15:15.24
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 愛　知

12 3 9529 井上　雄斗 愛知陸協 15:35.61
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

13 13 5221 塚本　亮司 I.A.R.C 15:37.45
ﾏｴﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 愛　知

4 9060 前田　徹平(3) 豊川高 DNF
ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 愛　知

1 1805 小川　絢也 愛三工業 DNS
ﾖｺｲ ﾀｶﾋﾛ 愛　知

14 4424 横井　嵩洋(3) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



愛知選手権男子10000m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)              27:29.69     村山　紘太(宮崎・旭化成)              2015
県記録(PR)                27:41.57     宮脇　千博(トヨタ自動車)              2011
大会記録(GR)              29:36.25     手塚　利明(アラコ)                    1998 7月5日 10:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｶﾞｼ ﾐｽﾞｷ 愛　知

1 1 2820 東　瑞基 愛三工業 29:33.64 GR
ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 愛　知

2 6 1642 矢嶋　謙悟 中央発條 30:14.64
ｱﾒｳﾐ ﾁﾋﾛ 愛　知

3 9 1647 雨海　智大 中央発條 30:16.31
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 愛　知

4 7 1643 小川　和也 中央発條 30:27.23
ｶﾝ ﾏｻﾋﾛ 愛　知

5 2 1796 菅　真大 愛三工業 31:56.97
ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 愛　知

6 10 5226 高橋　佳希 I.A.R.C 32:00.24
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 愛　知

3 1792 鈴木　洋平 愛三工業 DNS
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

4 1508 小山　裕太 トーエネック DNS
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 愛　知

5 5495 河村　知樹 トヨタ紡織 DNS
ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛　知

8 1803 石川　裕之 愛三工業 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



愛知選手権男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)               8:18.93     岩水　嘉孝(愛知・トヨタ自動車)        2003
県記録(PR)                 8:18.93     岩水　嘉孝(トヨタ自動車)              2003
大会記録(GR)               8:58.81     加藤　聡(トヨタ自動車)                2001 7月4日 13:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 愛　知

1 1 7554 河野　宏樹 ＴＴランナーズ 9:23.82
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 愛　知

2 6 4474 長谷川　源(3) 名経大学高蔵高 9:27.04
ｱｻｲ ｺｳｷ 愛　知

3 2 9052 浅井　皓貴(3) 豊川高 9:29.75
ﾋﾜﾀｼ ﾕｳﾀ 愛　知

4 5 4492 樋渡　雄太(3) 名経大学高蔵高 9:29.83
ｶﾘﾔ ｼﾝﾉｽｹ 愛　知

5 9 192 苅谷　真之介(1) 愛知工業大 9:45.31
ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 愛　知

6 7 172 木村　将成(2) 愛知陸協 9:51.74
ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知

7 3 5-758 川島　颯太(4) 至学館大 10:20.05
ｺﾝﾄﾞｳ ｷｱﾗ 愛　知

8 8 2197 近藤　輝愛来(3) 至学館高 10:41.16
ﾏｾ ﾄﾓﾔ 愛　知

4 214 間瀬　智哉(4) 愛知大 DNS

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子4X100mR
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                 37.43     多田・白石・桐生・ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ(日本)       2019
県記録(PR)                   39.43     西垣・寺田・中澤・近藤(愛知)          2014
県記録(PR)                   39.71     中川・森・服部・田口(中京大)          2010
大会記録(GR)                 40.12     竹内・富田・神谷・河田(中京高)        2019 7月4日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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 6 中京大 49 杉本　大騎(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 40.27 1 6 名古屋高 2118 宇佐美　瑛久(3) ｳｻﾐ ﾃﾙﾋｻ 41.86
51 髙橋　舞羽(3) ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ 2116 澤　孝輔(3) ｻﾜ ｺｳｽｹ
16 彦坂　洋平(4) ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 2137 浅井　駿輝(1) ｱｻｲ ｼｭﾝｷ
47 佐藤　智博(3) ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 2125 西　徹朗(2) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ

2 5 中京大中京高 4390 加藤　隼輝(2) ｶﾄｳ ﾄｼｷ 40.48 2 4 東三河AC 7682 山田　純貴 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 41.91
4398 舘野　峻輝(2) ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ 7683 井上　脩吾 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｺﾞ
4375 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 7681 丹羽　将一朗 ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ
4386 河田　航典(3) ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 7678 黒田　玲央 ｸﾛﾀﾞ ﾚｵ

3 3 トヨタ自動車 5019 渡邉　圭一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 40.81 3 5 桜丘 9262 加藤　颯起(2) ｶﾄｳ ﾌｳｷ 42.35
5016 高野　克哉 ﾀｶﾉ ｶﾂﾔ 9251 児玉　紘汰(2) ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀ
5032 新城　健斗 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾄ 9246 大木　一真(2) ｵｵｷ ｶｽﾞﾏ
5015 三ツ石　達也 ﾐﾂｲｼ ﾀﾂﾔ 9358 浦野　凱瑛(3) ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ

4 8 東海学園大 813 山本　翔太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 40.82 4 3 安城学園高 7053 小原　拓麻(3) ｵﾊﾗ ﾀｸﾏ 42.40
790 石原　翔(3) ｲｼﾊﾗ ｼｮｳ 7057 山並　星南(3) ﾔﾏﾅﾐ ｾﾅ
815 前畑　有輝(4) ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 7058 楠　洸太(3) ｸｽﾉｷ ｺｳﾀ
788 山田　佑輔(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 7051 恵美　己詩(3) ｴﾐ ｺｳﾀ

5 4 至学館大 5-443 氏田　貴之(3) ｳｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 41.60 5 8 愛工大名電高 2243 澤木　龍弥(3) ｻﾜｷ ﾘｭｳﾔ 42.66
5-449 宮崎　修輔(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ 2225 望月　雅史(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｼ
5-453 荒木　誉天(2) ｱﾗｷ ｼｹﾞﾀｶ 2204 福島　三輝(3) ﾌｸｼﾏ ﾐｷ
5-438 舟橋　透志(4) ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ 2212 上薗　巧(3) ｳｴｿﾞﾉ ﾀｸﾐ

6 7 ＡＧＸ 1689 鷺森　勇誠 ｻｷﾞﾓﾘ ﾊﾔｾ 42.11 6 7 豊橋東高 9201 岡本　岳久(2) ｵｶﾓﾄ ｶﾞｸ 42.85
1688 内野　隆 ｳﾁﾉ ﾘｭｳ 9195 林　嶺太郎(2) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ
1685 若林　尭之 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 9196 山本　晟也(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾅﾘ
1695 黒田　敏之 ｸﾛﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 9354 茂木　貴哉(1) ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ

7 2 名古屋大谷高 4181 濱田　晃成(2) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 42.39
4190 小林　あるまん(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ
4193 稲垣　良行(2) ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｺｳ
4196 竹下　空良(2) ﾀｹｼﾀ ｿﾗ

3組 4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 6 豊田自動織機 5053 竹内　智昭 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｱｷ 41.32 1 4 菊華高 2360 橋本　諒太(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 42.93
5081 小田　将矢 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 2358 岩本　壮汰(3) ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾀ
5043 中島　勇介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 2359 大嵩　駿人(3) ｵｵﾀｹ ﾊﾔﾄ
5067 坂東　泰基 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 2357 長瀬　徹大(3) ﾅｶﾞｾ ﾕｷﾋﾛ

2 7 誠信高 49 前田　隼汰(3) ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 42.47 2 6 大府東高 6076 渡邊　翼(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 43.19
41 尾張　龍希(3) ｵﾜﾘ ﾘｭｳｷ 6073 青井　優太(2) ｱｵｲ ﾕｳﾀ
42 今井　駆(2) ｲﾏｲ ｶｹﾙ 6078 竹花　匠翔(2) ﾀｹﾊﾅ ﾀｸﾄ
45 飯島　粧太郎(3) ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 6082 荻原　琉(2) ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳ

3 8 豊川高 9079 橋本　結友(1) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 42.75 3 3 名古屋西高 2439 庄田　一翔(2) ｼｮｳﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 43.22
9068 柴田　蒼生(2) ｼﾊﾞﾀ ｱｵｲ 2438 伊藤　優真(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
9050 加藤　大樹(3) ｶﾄｳ ﾀｲｷ 2436 田原　佳悟(2) ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ
9088 谷藤　海友(1) ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｲﾄ 2440 二宮　瑠哉(2) ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾔ

4 4 ＡＣ一宮 127 柳　浩祐 ﾔﾅｷﾞ ｺｳｽｹ 43.56 4 8 愛知高 2348 山崎　孝太朗(2) ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 43.63
111 掛村　将之 ｶｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 2318 佐野　尊(3) ｻﾉ ﾀｹﾙ
231 永野　光輝(3) ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂｷ 2312 竹内　健人(3) ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ
112 金森　怜也 ｶﾅﾓﾘ ﾚｲﾔ 2339 杉谷　一瑠(3) ｽｷﾞﾀﾆ ｲﾂﾙ

5 5 三好高 7831 中之迫　音弥(1) ﾅｶﾉｻｺ ｵﾄﾔ 43.71 5 7 松蔭高 4301 加藤　優昂(2) ｶﾄｳ ﾕﾀｶ 43.66
7128 阿部　翔太(3) ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 4289 岡山　知暉(2) ｵｶﾔﾏ ﾄﾓｷ
7130 佐藤　渉真(2) ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 4308 世良　大輝(2) ｾﾗ ﾀﾞｲｷ
7777 佐野　薦(1) ｻﾉ ｾﾝ 4306 木下　凌輔(2) ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

6 3 名城大附 4221 水野　匠(3) ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾐ 44.81 5 岡崎TFC DNS
4223 山本　真護(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ
4222 井平　匠海(3) ｲﾋﾗ ﾀｸﾐ
4224 大野　雄士(3) ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子4X100mR
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                 37.43     多田・白石・桐生・ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ(日本)       2019
県記録(PR)                   39.43     西垣・寺田・中澤・近藤(愛知)          2014
県記録(PR)                   39.71     中川・森・服部・田口(中京大)          2010
大会記録(GR)                 40.12     竹内・富田・神谷・河田(中京高)        2019 7月4日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 中京大 49 杉本　大騎(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 40.27
51 髙橋　舞羽(3) ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ
16 彦坂　洋平(4) ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ
47 佐藤　智博(3) ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ

2 中京大中京高 4390 加藤　隼輝(2) ｶﾄｳ ﾄｼｷ 40.48
4398 舘野　峻輝(2) ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ
4375 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ
4386 河田　航典(3) ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ

3 トヨタ自動車 5019 渡邉　圭一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 40.81
5016 高野　克哉 ﾀｶﾉ ｶﾂﾔ
5032 新城　健斗 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾄ
5015 三ツ石　達也 ﾐﾂｲｼ ﾀﾂﾔ

4 東海学園大 813 山本　翔太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 40.82
790 石原　翔(3) ｲｼﾊﾗ ｼｮｳ
815 前畑　有輝(4) ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ
788 山田　佑輔(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

5 豊田自動織機 5053 竹内　智昭 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｱｷ 41.32
5081 小田　将矢 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
5043 中島　勇介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ
5067 坂東　泰基 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ

6 至学館大 5-443 氏田　貴之(3) ｳｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 41.60
5-449 宮崎　修輔(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ
5-453 荒木　誉天(2) ｱﾗｷ ｼｹﾞﾀｶ
5-438 舟橋　透志(4) ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ

7 名古屋高 2118 宇佐美　瑛久(3) ｳｻﾐ ﾃﾙﾋｻ 41.86
2116 澤　孝輔(3) ｻﾜ ｺｳｽｹ
2137 浅井　駿輝(1) ｱｻｲ ｼｭﾝｷ
2125 西　徹朗(2) ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ

8 東三河AC 7682 山田　純貴 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 41.91
7683 井上　脩吾 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｺﾞ
7681 丹羽　将一朗 ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ
7678 黒田　玲央 ｸﾛﾀﾞ ﾚｵ

凡例  DNS:欠場



愛知選手権男子4X400mR
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)               3:00.76     苅部・伊東・小坂・大森(日本)          1996
県記録(PR)                 3:06.14     中村・屋貝・安井・田村(中京大)        2012
大会記録(GR)               3:12.44     中嶋・岩崎・三浦・西端(中京高)        1993 7月5日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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 5 中京大中京高A 4375 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 3:12.48 1 6 豊川高 9088 谷藤　海友(1) ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｲﾄ 3:22.00

4389 高橋　遼将(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 9050 加藤　大樹(3) ｶﾄｳ ﾀｲｷ
4381 小松　健太郎(3) ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 9072 松井　佑翔(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ
4382 稲川　慧亮(3) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 9051 村瀬　俊哉(3) ﾑﾗｾ ｼｭﾝﾔ

2 8 豊橋東高 9353 櫻井　稜也(1) ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾔ 3:16.67 2 7 愛工大名電高 2216 酒井　真人(2) ｻｶｲ ﾏﾅﾄ 3:22.78

9190 菅沼　玲央(3) ｽｶﾞﾇﾏ ﾚｵ 2220 池田　翔哉(2) ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾔ
9196 山本　晟也(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾅﾘ 2236 岩根　海翔(1) ｲﾜﾈ ｶｲﾄ
9198 坂口　藍樹(2) ｻｶｸﾞﾁ ｱｲｼﾞｭ 2218 鈴木　颯斗(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

3 4 トヨタ自動車A 5015 三ツ石　達也 ﾐﾂｲｼ ﾀﾂﾔ 3:17.21 3 5 三好高 7130 佐藤　渉真(2) ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 3:23.36

5018 木屋川内　浩二 ｷﾔｶﾜｳﾁ ｺｳｼﾞ 7128 阿部　翔太(3) ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ
5024 飯田　英夫 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 7121 島田　遥生(3) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ
5023 長谷川　慎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 7118 眞田　樹心(2) ｻﾅﾀﾞ ｷｼﾝ

4 6 至学館大 5-438 舟橋　透志(4) ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ 3:18.10 4 3 名古屋大谷高 4196 竹下　空良(2) ﾀｹｼﾀ ｿﾗ 3:24.00

5-449 宮崎　修輔(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ 4190 小林　あるまん(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ
5-461 依田　祥吾(4) ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 4184 水谷　魁志(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲﾄ
5-448 水野　祐亮(3) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 4212 降幡　正章(2) ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻｱｷ

5 3 桜丘 9253 柳　龍太郎(2) ﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3:18.11 5 4 津島高 157 久留宮　圭祐(2) ｸﾙﾐﾔ ｹｲｽｹ 3:32.54

9236 新垣　颯斗(3) ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 167 岡田　晴希(2) ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ
9243 中川　世名(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｾﾅ 170 加藤　陸(2) ｶﾄｳ ﾘｸ
9239 渡邉　元貴(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 168 山口　雅大(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

6 7 東海学園大 796 平田　章悟(3) ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 3:24.18 6 8 一宮高 348 森垣　浩志(2) ﾓﾘｶﾞｷ ﾋﾛｼ 3:38.68

812 松枝　　久史(2) ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋｻｼ 346 伏田　凌(2) ﾌｼﾀﾞ ﾘｮｳ
793 小林　隼(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 361 竹林　伶恩(2) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾝ
816 福田　敦大(4) ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 359 井本　浩暉(2) ｲﾓﾄ ｺｳｷ

7 2 名古屋工業大学 699 板倉　彰汰(2) ｲﾀｸﾗ ｼｮｳﾀ 3:26.70

695 野村　昂生(4) ﾉﾑﾗ ﾀｶｷ
709 安井　悠人(3) ﾔｽｲ ﾕｳﾄ
694 山内　直也(2) ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾔ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 中京大中京高A 4375 鈴木　大河(3) ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 3:12.48

4389 高橋　遼将(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
4381 小松　健太郎(3) ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ
4382 稲川　慧亮(3) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

2 豊橋東高 9353 櫻井　稜也(1) ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾔ 3:16.67

9190 菅沼　玲央(3) ｽｶﾞﾇﾏ ﾚｵ
9196 山本　晟也(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾅﾘ
9198 坂口　藍樹(2) ｻｶｸﾞﾁ ｱｲｼﾞｭ

3 トヨタ自動車A 5015 三ツ石　達也 ﾐﾂｲｼ ﾀﾂﾔ 3:17.21

5018 木屋川内　浩二 ｷﾔｶﾜｳﾁ ｺｳｼﾞ
5024 飯田　英夫 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ
5023 長谷川　慎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

4 至学館大 5-438 舟橋　透志(4) ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ 3:18.10

5-449 宮崎　修輔(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ
5-461 依田　祥吾(4) ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
5-448 水野　祐亮(3) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ

5 桜丘 9253 柳　龍太郎(2) ﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3:18.11

9236 新垣　颯斗(3) ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ
9243 中川　世名(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｾﾅ
9239 渡邉　元貴(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ

6 豊川高 9088 谷藤　海友(1) ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｲﾄ 3:22.00

9050 加藤　大樹(3) ｶﾄｳ ﾀｲｷ
9072 松井　佑翔(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ
9051 村瀬　俊哉(3) ﾑﾗｾ ｼｭﾝﾔ

7 愛工大名電高 2216 酒井　真人(2) ｻｶｲ ﾏﾅﾄ 3:22.78

2220 池田　翔哉(2) ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾔ
2236 岩根　海翔(1) ｲﾜﾈ ｶｲﾄ
2218 鈴木　颯斗(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

8 三好高 7130 佐藤　渉真(2) ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 3:23.36

7128 阿部　翔太(3) ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ
7121 島田　遥生(3) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ
7118 眞田　樹心(2) ｻﾅﾀﾞ ｷｼﾝ



少年A男子300m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月5日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知 ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛　知

1 6 4375 鈴木　大河(3) 中京大中京高 34.69 1 4 4382 稲川　慧亮(3) 中京大中京高 34.57
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知 ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ 愛　知

2 7 2218 鈴木　颯斗(2) 愛工大名電高 35.50 2 7 4388 桂木　大和(2) 中京大中京高 34.62
ｻｶｸﾞﾁ ｱｲｼﾞｭ 愛　知 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾄ 愛　知

3 1 9198 坂口　藍樹(2) 豊橋東高 35.55 3 2 7390 杉本　翔音(2) 刈谷北高校 35.25
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳ 愛　知 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 愛　知

4 2 J2388 青栁　佑(2) 明和高校 35.99 4 5 9211 小川　大輝(2) 豊橋南高 35.32
ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾔ 愛　知 ｸﾙﾐﾔ ｹｲｽｹ 愛　知

5 5 2440 二宮　瑠哉(2) 名古屋西高 36.11 5 8 157 久留宮　圭祐(2) 津島高 36.27
ﾌｼﾀﾞ ﾘｮｳ 愛　知 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 愛　知

6 4 346 伏田　凌(2) 一宮高 37.28 6 3 7128 阿部　翔太(3) 三好高 36.28
ﾎｿﾔ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 愛　知

7 8 34 細谷　亮介(2) 西春高 37.58 7 6 9232 小嶋　暁(3) 桜丘 37.67
ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 愛　知

8 3 4181 濱田　晃成(2) 名古屋大谷高 37.60

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛　知

1 4382 稲川　慧亮(3) 中京大中京高 34.57
ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ 愛　知

2 4388 桂木　大和(2) 中京大中京高 34.62
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知

3 4375 鈴木　大河(3) 中京大中京高 34.69
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾄ 愛　知

4 7390 杉本　翔音(2) 刈谷北高校 35.25
ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 愛　知

5 9211 小川　大輝(2) 豊橋南高 35.32
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知

6 2218 鈴木　颯斗(2) 愛工大名電高 35.50
ｻｶｸﾞﾁ ｱｲｼﾞｭ 愛　知

7 9198 坂口　藍樹(2) 豊橋東高 35.55
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳ 愛　知

8 J2388 青栁　佑(2) 明和高校 35.99



少年A男子300mH(0.914m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 12:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 愛　知

1 2 4389 高橋　遼将(2) 中京大中京高 37.14
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 愛　知

2 1 4375 鈴木　大河(3) 中京大中京高 37.42
ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 愛　知

3 3 9211 小川　大輝(2) 豊橋南高 39.16
ﾀｹｼﾀ ｿﾗ 愛　知

4 4 4196 竹下　空良(2) 名古屋大谷高 39.36
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 愛　知

5 5 2436 田原　佳悟(2) 名古屋西高 40.12
ﾑﾗｾ ｼｭﾝﾔ 愛　知

6 6 9051 村瀬　俊哉(3) 豊川高 40.78
ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 愛　知

7 7 7348 伊藤　貴之(3) 愛産大三河高 44.00



少年B男子100m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-2.4)

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
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 愛　知 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

1 8 4206 小島　拓真(1) 名古屋大谷高 11.24 1 2 4402 髙橋　大地(1) 中京大中京高 11.27
ｱｻｲ ｼｭﾝｷ 愛　知 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 愛　知

2 6 2137 浅井　駿輝(1) 名古屋高 11.30 2 6 2365 川口　真(1) 至学館高 11.38
ｲﾜﾀ ｺｳｷ 愛　知 ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

3 4 7644 岩田　航輝(1) 岡崎城西 11.41 3 8 4420 亀山　祥吾(1) 中京大中京高 11.42
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 愛　知 ﾏﾝｾﾞﾝ ﾐｽﾞｷ 愛　知

4 2 4414 田邉　隼門(1) 中京大中京高 11.46 4 4 7068 万前　瑞葵(1) 安城学園高 11.47
ﾊﾀﾞﾉ ﾀｲﾁ 愛　知 ｷﾖﾀ ｺﾀﾛｳ 愛　知

5 1 9092 羽田野　太智(1) 豊川高 11.52 5 7 9345 清田　虎太朗(1) 豊橋南高 11.59
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 愛　知 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ 愛　知

7 4210 伊藤　大翔(1) 名古屋大谷高 DQ,FS 6 3 9354 茂木　貴哉(1) 豊橋東高 11.64
ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｲﾄ 愛　知 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 愛　知

3 9088 谷藤　海友(1) 豊川高 DNS 7 5 7653 鈴木　煌晟(1) 岡崎城西 11.77
ｶﾔﾏ ﾕｳｷ 愛　知 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 愛　知

5 4405 香山　勇輝(1) 中京大中京高 DNS 1 43 伊藤　康成(1) 誠信高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 愛　知

1 4206 小島　拓真(1) 名古屋大谷高 11.24 -0.8
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

2 4402 髙橋　大地(1) 中京大中京高 11.27 -2.4
ｱｻｲ ｼｭﾝｷ 愛　知

3 2137 浅井　駿輝(1) 名古屋高 11.30 -0.8
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 愛　知

4 2365 川口　真(1) 至学館高 11.38 -2.4
ｲﾜﾀ ｺｳｷ 愛　知

5 7644 岩田　航輝(1) 岡崎城西 11.41 -0.8
ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

6 4420 亀山　祥吾(1) 中京大中京高 11.42 -2.4
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 愛　知

7 4414 田邉　隼門(1) 中京大中京高 11.46 -0.8
ﾏﾝｾﾞﾝ ﾐｽﾞｷ 愛　知

8 7068 万前　瑞葵(1) 安城学園高 11.47 -2.4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ



少年B男子3000m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 愛　知

1 1 7582 松井　寛翔(1) 豊田大谷高 8:40.61
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｷ 愛　知

2 2 9089 永嶋　優樹(1) 豊川高 8:40.65
ﾅﾂﾒ ﾀｽｸ 愛　知

3 7 9082 夏目　拓(1) 豊川高 8:43.52
ﾏﾂｼﾀ ﾄｱ 愛　知

4 8 9085 松下　永明(1) 豊川高 8:44.15
ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 愛　知

5 4 4498 河野　　温喜(1) 名経大学高蔵高 8:46.86
ｵｵｲﾜ ﾚﾝ 愛　知

6 6 2453 大岩　連(1) 愛知高 8:49.31
ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

7 5 2449 平井　翼(1) 愛知高 8:59.14
ｱﾏﾉ ｹｲﾀ 愛　知

8 16 8092 天野　啓太(1) 岡崎城西 9:13.43
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 愛　知

9 11 7832 和田　侑磨(1) 西尾 9:29.46
ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 愛　知

10 17 9372 植村　龍一(1) 豊橋東高 9:40.74
ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛　知

11 14 8579 杉田　晃大(3) 竜海中 9:42.38
ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 愛　知

12 13 2222 河邊　勇希(3) 千種中 10:00.61
ﾌﾁ ｱｷﾋﾄ 愛　知

3 9099 渕　昭人(1) 豊川高 DNS
ｵｵｲﾜ ｼﾞｭﾝ 愛　知

9 2454 大岩　準(1) 愛知高 DNS
ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 愛　知

10 2452 尾崎　健太(1) 愛知高 DNS
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 愛　知

12 2229 石田　祐太(1) 愛工大名電高 DNS
ﾉﾑﾗ ｼｵﾝ 愛　知

15 9098 野村　慈音(1) 豊川高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年B男子走幅跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

7月4日 12:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾄ 愛　知 × × 6m71 6m71
1 6 9343 田中　瑛一(1) 豊橋南高 +1.3 +1.3

ﾔﾏｻｶ ｼｭﾝﾔ 愛　知 × × 6m55 6m55
2 3 2232 山坂　隼也(1) 愛工大名電高 +0.6 +0.6

ﾌｸｲ ｱﾂｷ 愛　知 × × 6m30 6m30
3 5 7070 福井　篤輝(1) 安城学園高 +0.8 +0.8

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 愛　知 × × ×
1 4207 藤本　悠椰(1) 名古屋大谷高 NM

ﾋﾋﾞﾉ ｲﾁﾄ 愛　知 × × ×
4 44 日比野　一翔(1) 誠信高 NM

ｶﾐﾔ ﾏｻｷ 愛　知

2 7788 神谷　将希(1) 西尾 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年B男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

7月4日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 愛　知

1 2 8239 松田　流輝(3) 福岡中 13m30 13m17 13m17 13m30 13m30
ｻﾄｳ ﾖｼﾂｸﾞ 愛　知

2 1 9254 佐藤　喜嗣(1) 桜丘 11m00 × 11m54 11m54 11m54
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ 愛　知

3 1789 兵藤　拓郎(3) 御幸山中 DNS

凡例  DNS:欠場



少年共通男子110mH(0.991m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 11:10 決　勝

決　勝　

(風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 愛　知

1 5 4389 高橋　遼将(2) 中京大中京高 13.91
ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 愛　知

2 2 2125 西　徹朗(2) 名古屋高 14.04
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 愛　知

3 7 2436 田原　佳悟(2) 名古屋西高 14.56

4 8 1910 横山　将也(3) ＴＳＭ 15.33
ｶﾄｳ ｼﾝﾀ 愛　知

5 4 4403 加藤　信太(1) 中京大中京高 15.64
ｴｻｷ ｺｳｷ 愛　知

3 2411 江崎　光輝(1) 栄徳高 DNS
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 愛　知

6 9256 杉山　湧騎(1) 桜丘 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              10.36     近藤　晃(愛工大名電高)                2014 7月5日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-0.9) 2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
ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛　知 ｻﾜ ｺｳｽｹ 愛　知

1 6 4386 河田　航典(3) 中京大中京高 10.71 1 5 2116 澤　孝輔(3) 名古屋高 11.04
ｻﾉ ﾀｹﾙ 愛　知 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

2 4 2318 佐野　尊(3) 愛知高 10.86 2 2 4306 木下　凌輔(2) 松蔭高 11.04
ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾏ 愛　知

3 5 9358 浦野　凱瑛(3) 桜丘 10.93 3 7 2198 水野　勝磨(3) 至学館高 11.14
ﾔﾏﾅﾐ ｾﾅ 愛　知 ｳｻﾐ ﾃﾙﾋｻ 愛　知

4 3 7057 山並　星南(3) 安城学園高 11.15 4 8 2118 宇佐美　瑛久(3) 名古屋高 11.15
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 愛　知 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｼ 愛　知

5 2 7452 山口　寛大(3) 豊田南高 11.29 5 6 2225 望月　雅史(3) 愛工大名電高 11.39
ｵﾊﾗ ﾀｸﾏ 愛　知 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾄ 愛　知

6 8 7053 小原　拓麻(3) 安城学園高 11.38 3 4396 西垣　拓音(2) 中京大中京高 DNS
ﾕｱｻ ｺｳｽｹ 愛　知 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　知

7 7456 湯浅　幸介(2) 豊田南高 DNS 4 4170 吉田　壮一郎(3) 名古屋大谷高 DNS

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-2.0)

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
ｱｵｲ ﾕｳﾀ 愛　知 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀ 愛　知

1 3 6073 青井　優太(2) 大府東高 11.06 1 4 9251 児玉　紘汰(2) 桜丘 11.16
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ 愛　知 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 愛　知

2 8 4190 小林　あるまん(2) 名古屋大谷高 11.20 2 8 2196 濱口　葉祐(3) 至学館高 11.22
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 愛　知 ｸｽﾉｷ ｺｳﾀ 愛　知

3 6 2413 尾澤　侑真(2) 栄徳高 11.25 3 5 7058 楠　洸太(3) 安城学園高 11.48
ｵｶﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾊｼﾞ ｺｳｽｹ 愛　知

4 2 4289 岡山　知暉(2) 松蔭高 11.33 4 6 2435 羽地　広輔(3) 名古屋西高 11.53
ﾉﾉｶﾞｷ ﾘｸ 愛　知 ｵｶﾓﾄ ｶﾞｸ 愛　知

5 4 60 野々垣　陸(3) 一宮北高 11.34 5 7 9201 岡本　岳久(2) 豊橋東高 11.63
ｸﾂﾅ ﾘｭｳｷ 愛　知 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｯｾｲ 愛　知

6 7 7588 沓名　龍希(2) 豊田大谷高 11.52 3 4238 森山　達成(3) 名城大附 DNS
ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ 愛　知

5 6070 奥村　雄也(2) 大府東高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ 愛　知

1 4386 河田　航典(3) 中京大中京高 10.71 -0.9
ｻﾉ ﾀｹﾙ 愛　知

2 2318 佐野　尊(3) 愛知高 10.86 -0.9
ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ 愛　知

3 9358 浦野　凱瑛(3) 桜丘 10.93 -0.9
ｻﾜ ｺｳｽｹ 愛　知

4 2116 澤　孝輔(3) 名古屋高 11.04 -1.5
ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

5 4306 木下　凌輔(2) 松蔭高 11.04 -1.5
ｱｵｲ ﾕｳﾀ 愛　知

6 6073 青井　優太(2) 大府東高 11.06 -0.9
ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾏ 愛　知

7 2198 水野　勝磨(3) 至学館高 11.14 -1.5
ｳｻﾐ ﾃﾙﾋｻ 愛　知

8 2118 宇佐美　瑛久(3) 名古屋高 11.15 -1.5

凡例  DNS:欠場



高校男子200m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              21.15     鈴木　大介(名古屋大谷高)              2008 7月5日 14:20 決　勝

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 愛　知

1 3 2101 永野　響(3) 長久手高 22.29
ｴﾐ ｺｳﾀ 愛　知

2 4 7051 恵美　己詩(3) 安城学園高 22.95



高校男子400m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              46.64     富田　大智(中京大中京高)              2019 7月5日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾝｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知

1 5 9236 新垣　颯斗(3) 桜丘 47.77
ｽｶﾞﾇﾏ ﾚｵ 愛　知

2 4 9190 菅沼　玲央(3) 豊橋東高 48.22
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ 愛　知

3 2 7595 萩原　拓斗(3) 岡崎城西 48.69
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 愛　知

4 3 2015 山田　創太(3) 旭野高 48.89
ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　知

5 7 4381 小松　健太郎(3) 中京大中京高 50.71
ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 愛　知

6 9232 小嶋　暁(3) 桜丘 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子800m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)            1:49.89     菅沼　玲央(中京大中京高)              1995 7月5日 13:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知

1 5 4395 髙嶋　荘太(2) 中京大中京高 1:53.57
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ 愛　知

2 3 7577 山田　彪斗(2) 豊田大谷高 1:53.58
ﾅｶﾂ ｱｷﾄ 愛　知

3 8 6086 中津　瑛斗(2) 大府東高 1:54.23
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 愛　知

4 7 7602 山田　一毅(3) 岡崎城西 1:57.05
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾊﾙ 愛　知

5 9 7597 中村　直治(3) 岡崎城西 1:58.27
ﾅｶｼﾏ ﾐｷﾔ 愛　知

6 6 7313 中島　幹也(3) 刈谷高 1:58.90
ﾜｼｵｶ ｹﾝ 愛　知

7 10 9321 鷲岡　謙(2) 渥美農高 1:59.85
ﾌｶﾂ ｷﾙｱ 愛　知

1 7608 深津　希瑠亜(3) 岡崎城西 DNS
ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ 愛　知

2 2320 片山　宗哉(3) 愛知高 DNS
ﾓﾘ ｹﾝﾄ 愛　知

4 63 森　研登(3) 一宮北高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)            3:46.23     柳本　匡哉(豊川高)                    2019 7月5日 11:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅﾔﾏ ﾀﾛｳ 愛　知

1 1 2085 稲山　太郎(3) 千種高校 3:53.80
ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 愛　知

2 5 2091 加藤　太一(2) 千種高校 3:55.96
ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｾｲ 愛　知

3 4 2329 谷村　恒晟(2) 愛知高 4:06.03
ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｷ 愛　知

4 3 2331 藤井　智己(2) 愛知高 4:09.67
ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾝ 愛　知

5 2 2327 小倉　謙心(2) 愛知高 4:18.12



高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              14.13     高橋　遼将(中京大中京高)              2019 7月5日 09:40 決　勝

決　勝　

(風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ 愛　知

1 5 2124 小幡　岳人(2) 名古屋高 16.01
ｺﾞﾄｳ ﾘｸ 愛　知

2 7 7521 五島　陸(2) 岡崎学園高 16.03
ｺｲｴ ｿｳﾀ 愛　知

3 3 6122 鯉江　颯大(3) 内海高 16.68
ﾀｶﾉ ﾐｽﾞｷ 愛　知

4 6 2122 髙野　瑞基(3) 名古屋高 16.72
ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 愛　知

5 4 7423 加藤　雅大(3) 岡崎工 16.83
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 愛　知

6 1 168 山口　雅大(2) 津島高 17.43
ﾌｸｵｶ ｼｭｳｽｹ 愛　知

7 2 2047 福岡　秀介(3) 春日井南高校 17.59
ﾏｴﾀﾞ ｲｯｻ 愛　知

8 9238 前田　一颯(3) 桜丘 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子400mH(0.914m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              50.71     山内　博貴(中京大中京高)              2008 7月5日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 愛　知

1 5 2012 西山　雄吾(3) 旭野高 54.81
ｳｻﾐ ﾕｳﾏ 愛　知

2 4 129 宇佐美　祐馬(3) 津島東高 56.16
ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛　知

3 6 456 奥田　達也(3) 美和高 57.45
ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾋﾛ 愛　知

4 2 7056 山下　雄大(3) 安城学園高 59.61
ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 愛　知

3 7065 佐川　博也(2) 安城学園高 DNS
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾔ 愛　知

7 2220 池田　翔哉(2) 愛工大名電高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子棒高跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)               5m10     有木　健人(岡崎城西高)                1999
県高校記録(PHR)               5m10     鈴木　康太(岡崎城西高)                2013
県高校記録(PHR)               5m10     榊原　圭悟(岡崎城西高)                2018 7月5日 09:30 決　勝    

決　勝　

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 愛　知 － － － － － ○ ○ × × ×

1 9 4391 谷口　柊斗(2) 中京大中京高 4m42
ﾑﾗﾀ ｱﾂﾔ 愛　知 － － － － － × × ○ × × ○ r

2 6 4425 村田　敦哉(3) 中京大中京高 4m42
ﾂﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 － － － － － × × ○ × × ○ －

2 7 4406 津山　瞬佑(2) 中京大中京高 × × × 4m42
ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知 － － － － － × ○ × × ×

4 8 4393 中島　颯太(2) 中京大中京高 4m22
ﾇﾉﾒ ﾕﾏ 愛　知 － － － － ○ × × ×

5 5 4422 布目　悠真(2) 中京大中京高 4m02
ﾀｹｳﾁ ｲｵﾘ 愛　知 － － × × ○ ○ × ○ × × ×

6 1 464 武内　伊織(2) 一宮南高 4m02
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 愛　知 － － － × × ×

3 9101 下嶋　結月(2) 豊川高 NM
ﾏﾂｼﾏ ｱｲﾀ 愛　知 － － － － － × × ×

10 4385 松嶋　愛太(3) 中京大中京高 NM
ｲｾｷ ｶｽﾞﾏ 愛　知

2 55 井石　和真(3) 一宮北高 DNS
ｶﾄｳ ｱｻﾄ 愛　知

4 9066 加藤　旭敏(2) 豊川高 DNS

4m52
記録 ｺﾒﾝﾄ

4m62

3m42 3m62 3m82 4m02 4m22 4m42
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m22

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子走高跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)               2m18     宇野　雅昭(岡崎城西高)                1990 7月5日 12:00 決　勝    

決　勝　

ｲﾄｳ ﾐｷﾔ 愛　知 － － － － － － ○ × ○

1 10 7059 伊藤　幹弥(3) 安城学園高 × × ○ × × × 2m03
ﾊﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛　知 － － － － ○ ○ × × ○ × ○

2 8 7450 羽根田　僚太(3) 豊田南高 × × × 2m00
ﾀﾅｶ ﾃﾂﾏ 愛　知 － － ○ － ○ × ○ × ○ × ○

2 9 7624 田中　鉄馬(2) 岡崎城西 × × × 2m00
ﾋｶﾐ ｼｮｳﾀ 愛　知 － × ○ ○ － × ○ × ○ × × ×

4 3 2314 氷上　翔大(3) 愛知高 1m94
ﾊﾔｶﾜ ｿｳ 愛　知 － ○ ○ ○ ○ × × ×

5 5 7064 早川　颯(3) 安城学園高 1m91
ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 愛　知 － × ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

6 4 J2421 森　渉馬(3) 東海高 1m91
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 愛　知 － ○ × ○ × ○ × × ×

7 7 7066 宮本　竜也(3) 安城学園高 1m88
ｱﾜｷ ｷｮｳｼﾞ 愛　知 － × ○ × ○ × × ○ × × ×

8 6 7459 粟木　恭司(3) 豊田南高 1m88
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 愛　知 － ○ × ○ － × × ×

9 2 471 西田　和哉(2) 一宮南高 1m85
ﾔｽｲ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 － ○ × × ○ × × ×

10 1 358 安井　竣亮(2) 一宮高 1m85

2m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m03 2m06

1m80 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m75



高校男子走幅跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)               7m69     三浦　滝夫(名商大附高)                1966 7月5日 12:45 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ｶｲﾄ 愛　知 × × 7m37 7m37
1 11 4225 中島　海翔(2) 名城大附 +0.7 +0.7

ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛　知 × × 7m03 7m03
2 2 7055 長田　崚汰(3) 安城学園高 +1.5 +1.5

ｽｽﾞｷ ｸｳﾔ 愛　知 6m54 6m83 6m87 6m87
3 7 7621 鈴木　空也(2) 岡崎城西 +1.3 +1.0 +1.8 +1.8

ｱｻｲ ﾅﾂｷ 愛　知 6m81 6m75 6m78 6m81
4 10 4374 浅井　夏輝(3) 中京大中京高 +1.5 +1.3 +1.1 +1.5

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 愛　知 6m65 6m68 × 6m68
5 9 2312 竹内　健人(3) 愛知高 +1.4 +1.5 +1.5

ﾔﾌﾞｷ ﾀｹﾄ 愛　知 × 6m66 6m58 6m66
6 6 7063 矢吹　健斗(3) 安城学園高 +1.5 +1.5 +1.5

ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ 愛　知 6m54 6m38 6m52 6m54
7 8 7626 池ヶ谷　賢吾(2) 岡崎城西 +1.2 +1.5 +1.6 +1.2

ﾏﾂﾉ ｻﾃｨﾖ 愛　知 6m53 6m42 6m43 6m53
8 1 7345 松野　サティヨ(3) 愛産大三河高 +1.0 +0.9 +2.8 +1.0

ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 愛　知 × × 6m53 6m53
9 5 9062 吉田　和輝(2) 豊川高 +1.0 +1.0

ｶﾜﾄ ｱﾗﾀ 愛　知 6m14 6m16 5m65 6m16
10 3 J2384 河登　新太(2) 明和高校 +0.2 +0.5 +1.5 +0.5

ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾅﾚ 愛　知 × × ×
4 2405 桑原　可成(3) 栄徳高 NM

凡例  NM:記録なし



高校男子三段跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              15m73     村上　智史(名古屋大谷高)              2005 7月5日 14:15 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾄｼｷ 愛　知 14m12 14m17 14m18 14m18
1 3 4390 加藤　隼輝(2) 中京大中京高 +2.0 -0.2 +0.9 +0.9

ｻｻｷ ｶｲｾｲ 愛　知 14m01 13m84 × 14m01
2 2 7054 佐々木　凱成(3) 安城学園高 +1.7 +0.3 +1.7

ｲﾏｲ ｶｹﾙ 愛　知 13m82 13m67 × 13m82
3 6 42 今井　駆(2) 誠信高 +0.5 +1.7 +0.5

ｷｼ ﾕｳｷ 愛　知 13m72 × × 13m72
4 4 2201 岸　祐樹(3) 愛工大名電高 +0.6 +0.6

ｲﾋﾗ ﾀｸﾐ 愛　知 12m91 13m42 13m18 13m42
5 5 4222 井平　匠海(3) 名城大附 +0.7 -0.2 +1.1 -0.2

ｻﾄｳ ｱﾂｷ 愛　知 13m01 12m81 12m32 13m01
6 7 7062 佐藤　篤樹(3) 安城学園高 -0.1 +0.7 +0.3 -0.1

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知

1 2209 鈴木　颯人(3) 愛工大名電高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              16m58     白藤　聖陽(安城学園高)                2016 7月5日 10:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

1 5 2281 中島　翼(3) 春日井工業高 13m78 × × 13m78
ﾅｶﾞｼﾏ ﾙﾏﾝ 愛　知

2 6 4197 長嶋　流万(2) 名古屋大谷高 12m29 × 13m35 13m35
ｱｻｲ ｹﾝｼﾝ 愛　知

3 1 2130 浅井　謙臣(2) 名古屋高 12m05 12m86 13m07 13m07
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 愛　知

4 7 4172 高橋　諒(3) 名古屋大谷高 12m94 12m98 13m05 13m05
ﾅｶｼﾏ ｶﾝｽｹ 愛　知

5 2 4194 中島　寛亮(2) 名古屋大谷高 12m38 10m57 11m31 12m38
ﾌﾙｺﾞｵﾘ ｼｭﾝｲﾁ 愛　知

6 3 2459 古郡　駿一(3) 春日丘高 11m33 11m98 11m67 11m98
ﾄﾐﾀ ｹﾝ 愛　知

7 4 9237 富田　賢(3) 桜丘 10m82 10m77 11m42 11m42



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              50m12     山中　敏道(名古屋高)                  2003 7月5日 11:45 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 愛　知

1 9 4218 上村　勇輝(2) 名古屋大谷高 41m72 × 32m25 41m72
ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 愛　知

2 8 9240 杉浦　進太郎(3) 桜丘 40m16 40m84 40m57 40m84
ｶﾘｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛　知

3 7 4535 狩生　龍之介(3) 熱田高 × × 35m02 35m02
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 愛　知

4 6 6017 宮崎　一馬(3) 福祉大付 34m42 34m78 × 34m78
ﾌﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 愛　知

5 1 249 古田　大樹(3) 佐織工 32m29 32m47 33m39 33m39
ﾀﾁ ﾏｻﾔ 愛　知

6 2 182 舘　昌哉(3) 五条高 30m04 32m24 × 32m24
ﾖｺｲ ﾅｵﾔ 愛　知

7 5 243 横井　直也(3) 佐織工 × 20m73 × 20m73
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷﾋｻ 愛　知

4 2203 山田　幹久(3) 愛工大名電高 × × × NM
ﾆﾜﾉ ﾅﾂﾐ 愛　知

3 51 庭野　夏海(2) 誠信高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              66m38     墨　訓煕(起工高)                      2011 7月5日 11:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾞﾏ ｹﾝｾｲ 愛　知

1 12 4200 小島　健誠(3) 名古屋大谷高 55m70 55m26 57m84 57m84
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 愛　知

2 5 4201 小島　諒大(2) 名古屋大谷高 56m53 55m78 54m60 56m53
ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛　知

3 11 9242 中野　竜太郎(3) 桜丘 49m70 47m48 47m36 49m70
ﾖｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 愛　知

4 9 2140 吉岡　尚寛(3) 名古屋高 48m57 46m07 48m10 48m57
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 愛　知

5 6 2019 米澤　拓真(2) 旭野高 45m98 44m78 43m38 45m98
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 愛　知

6 8 7080 池田　光太郎(2) 安城学園高 × × 45m25 45m25
ﾊﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 愛　知

7 7 4397 半田　千空(2) 中京大中京高 43m02 42m58 43m38 43m38
ｶﾉｳ ﾀｵ 愛　知

8 10 4534 加納　道(3) 熱田高 43m06 × × 43m06
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｹｲ 愛　知

9 2 247 後藤　悠圭(2) 佐織工 × × 41m56 41m56
ﾅﾙｾ ﾀｲｽｹ 愛　知

10 3 2022 成瀬　太介(3) 旭野高 41m54 41m37 41m04 41m54
ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ 愛知

11 1 77 宮田　聖也(3) 津島北高 31m58 × 31m11 31m58
ｽｽﾞｷ ﾃﾂｾｲ 愛　知

4 4219 鈴木　哲生(2) 名古屋大谷高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



高校男子やり投(800g)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              69m16     堤　洸太朗(瑞陵高)                    2019 7月5日 15:15 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺｲ ﾀｲｶﾞ 愛　知

1 12 4421 横井　太翔(2) 中京大中京高 58m88 53m40 54m84 58m88
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ 愛　知

2 10 183 山下　令馬(3) 五条高 56m59 × 54m34 56m59
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾏ 愛　知

3 9 4220 織田　翔万(2) 名古屋大谷高 53m31 × 52m37 53m31
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 愛　知

4 6 7391 鈴木　康大(2) 刈谷北高校 48m85 49m11 50m77 50m77
ｻﾉ ﾀｶﾄ 愛　知

5 7 4236 佐野　天飛(3) 名城大附 48m31 46m71 41m79 48m31
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾎ 愛　知

6 11 9178 鈴木　一帆(3) 豊橋西高 47m06 46m35 48m23 48m23
ﾐｽﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ 愛　知

7 8 460 水沢　春仁(2) 美和高 40m65 47m48 45m41 47m48
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾄ 愛　知

8 3 4116 宮﨑　健斗(3) 中村高 42m02 45m12 43m27 45m12
ｵｵｳﾗ ﾎﾀﾞｶ 愛　知

9 1 4141 大浦　穂高(3) 大同大大同高 43m58 45m10 44m24 45m10
ﾅｶｲ ﾊﾙｷ 愛　知

10 5 6085 中井　晴輝(2) 大府東高 44m07 43m69 44m86 44m86
ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 愛　知

11 4 2041 粟原　佑磨(2) 春日井南高校 40m47 40m57 38m42 40m57
ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｼ 愛　知

12 2 2126 安藤　蒼史(2) 名古屋高 × 40m50 37m26 40m50



東海選手権女子七種競技
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                  5962     中田　有希(愛知・さかえクリニックTC)  2004
東海記録(TR)                  5962     中田　有希(さかえクリニックTC)        2004
県記録(PR)                    5962     中田　有希(さかえクリニックTC)        2004
大会記録(GR)                  5962     中田　有希(さかえクリニックTC)        2004

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.83 1m52 10m39 26.88 5m12 50m87 2:22.81

1 5-2182 -0.9 -1.7 -0.2 4911
(735) (644) (555) (722) (592) (877) (786)
14.41 1m52 9m18 26.14 5m17 35m82 2:23.74

2 6543 -0.9 -1.7 +1.0 4792
(921) (644) (476) (785) (606) (587) (773)
14.97 1m52 9m83 26.32 5m28 35m62 2:29.53

3 2020 -0.9 -1.7 -0.1 4696
(846) (644) (518) (769) (637) (583) (699)
15.49 1m58 9m57 26.18 4m64 36m37 2:22.83

4 1-9622 -0.1 -1.2 +0.1 4619
(778) (712) (501) (781) (464) (598) (785)
15.72 1m46 10m72 27.58 5m18 38m67 2:30.49

5 4202 -0.1 -1.2 +0.2 4505
(749) (577) (577) (664) (609) (642) (687)
14.88 1m43 9m60 26.84 4m65 29m94 2:30.34

6 5-2180 -0.9 -1.7 +0.3 4260
(858) (544) (503) (725) (466) (475) (689)
16.09 1m40 8m79 27.14 5m06 28m92 2:30.14

7 4210 -0.1 -1.2 +0.3 4089
(703) (512) (451) (700) (576) (456) (691)
17.82 1m40 8m14 29.16 4m93 32m70 2:56.95

8 6001 -0.9 -1.7 +0.7 3431
(507) (512) (408) (542) (540) (528) (394)
17.35 1m52 6m01 29.19 4m26 18m81 2:34.97

9 L7427 -0.9 -1.7 +0.3 3282
(558) (644) (272) (540) (369) (267) (632)

DNF 1m30 8m65 28.95 5m02 32m98 2:30.29

10 4113 -1.2 0.0 3195
(0) (409) (441) (558) (565) (533) (689)

18.65 1m30 7m02 29.78 4m39 26m94 2:44.37

11 4075 -0.1 -1.2 0.0 3011
(424) (409) (336) (498) (401) (419) (524)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS
2038 DNS

(3)

(3)
ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜

高瀬　唯奈 中京大

(3)
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

岩田　彩来 昭和高

(3)
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

前田　あすか 名城大附

(3)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

近藤　里保 知立高

(2)
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

田中　瑠音 横須賀高

(1)
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

髙嵜　桃花 中京大中京高

(3)
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

木村　加乃 至学館大

(4)
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

白鳥　百花 中京大中京高

(4)
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大

(3)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

清水　はる 中京大

(1)
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重

猪岡　真帆 中京大

氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

田中　友梨 至学館大

凡例  DNS:欠場



東海選手権女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 09:40 決　勝

1組 (風:-0.1) 2組 (風:-0.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知 ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重

1 3 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 15.49 778 1 3 6543 猪岡　真帆(3) 中京大 14.41 921
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知 ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

2 2 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 15.72 749 2 4 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 14.88 858
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

3 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 16.09 703 3 5 2020 清水　はる(4) 中京大 14.97 846
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

4 6 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 18.65 424 4 2 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 15.83 735
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

5 4113 前田　あすか(3) 名城大附 0 DNF 5 6 L7427 近藤　里保(3) 知立高 17.35 558
ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜 ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

4 2038 高瀬　唯奈(3) 中京大 DNS 6 7 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 17.82 507

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



東海選手権女子七種競技 走高跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 11:00  1組

ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 6 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 ○ × × ○ × × × 1m58 712
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知 － － － － ○ ○ ○ ○

2 11 L7427 近藤　里保(3) 知立高 × × × 1m52 644
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知 － － － － － ○ ○ × ○

3 4 2020 清水　はる(4) 中京大 × × × 1m52 644
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重 － － － － － ○ × ○ × ○

4 9 6543 猪岡　真帆(3) 中京大 × × × 1m52 644
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ○

5 5 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 × × × 1m52 644
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 8 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 1m46 577
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

7 7 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 1m43 544
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知 － ○ ○ × ○ × × ×

8 2 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 1m40 512
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知 － × ○ ○ × ○ × × ×

9 12 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 1m40 512
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知 ○ ○ × × ×

10 10 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 1m30 409
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知 ○ × × ○ × × ×

11 1 4113 前田　あすか(3) 名城大附 1m30 409
ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜

3 2038 高瀬　唯奈(3) 中京大 DNS

1m52
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m55 1m58 1m61

1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

凡例  DNS:欠場



東海選手権女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 13:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

1 3 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

2 1 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

3 9 2020 清水　はる(4) 中京大
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

4 8 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

5 11 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重

6 10 6543 猪岡　真帆(3) 中京大
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

7 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

8 5 4113 前田　あすか(3) 名城大附
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

9 4 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

10 6 4075 岩田　彩来(3) 昭和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

11 12 L7427 近藤　里保(3) 知立高
ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜

2 2038 高瀬　唯奈(3) 中京大 DNS

5m00 6m01 5m45 6m01 272

5m88 6m20 7m02 7m02 336

7m81 8m14 7m31 8m14 408

8m33 8m65 8m42 8m65 441

8m47 8m79 8m68 8m79 451

8m36 7m98 9m18 9m18 476

8m94 8m99 9m57 9m57 501

× 9m06 9m60 9m60 503

9m83 × 9m57 9m83 518

10m39 10m21 10m39 10m39 555

10m72 9m55 10m56 10m72 577

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



東海選手権女子七種競技 200m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 15:20 決　勝

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-1.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重 ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

1 5 6543 猪岡　真帆(3) 中京大 26.14 785 1 3 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 26.18 781
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知 ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

2 2 2020 清水　はる(4) 中京大 26.32 769 2 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 27.14 700
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知 ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

3 4 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 26.84 725 3 4 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 27.58 664
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知 ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

4 3 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 26.88 722 4 5 4113 前田　あすか(3) 名城大附 28.95 558
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知 ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

5 7 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 29.16 542 5 6 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 29.78 498
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知 ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜

6 6 L7427 近藤　里保(3) 知立高 29.19 540 2 2038 高瀬　唯奈(3) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



東海選手権女子七種競技 走幅跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

1 9 2020 清水　はる(4) 中京大
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

2 6 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重

3 8 6543 猪岡　真帆(3) 中京大
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

4 12 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

5 3 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

6 7 4113 前田　あすか(3) 名城大附
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

7 4 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

8 5 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

9 11 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

10 2 4075 岩田　彩来(3) 昭和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

11 1 L7427 近藤　里保(3) 知立高
ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜

10 2038 高瀬　唯奈(3) 中京大 DNS

+0.8 0.0 +0.3 +0.3 369

0.0 0.0 0.0 401
4m07 4m16 4m26 4m26

-0.1 +0.1 +0.1 464
× 4m30 4m39 4m39

+0.8 +0.3 +1.2 +0.3 466
4m53 × 4m64 4m64

+0.7 +0.3 +0.7 540
4m57 4m65 4m64 4m65

0.0 +0.9 0.0 565
4m93 × 4m91 4m93

+0.3 +0.4 +0.3 576
× 5m02 4m99 5m02

+0.1 -0.2 +0.5 -0.2 592
5m06 × 4m91 5m06

0.0 +1.0 +1.0 606
4m92 5m12 4m63 5m12

+1.1 +0.2 +0.2 609
5m10 × 5m17 5m17

-0.1 -0.6 -0.1 637
5m06 5m18 × 5m18

1回目 2回目 3回目 記録 得点

5m28 5m18 × 5m28

凡例  DNS:欠場



東海選手権女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 13:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

1 12 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

2 6 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

3 11 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重

4 8 6543 猪岡　真帆(3) 中京大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

5 9 2020 清水　はる(4) 中京大
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

6 7 4113 前田　あすか(3) 名城大附
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

7 4 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

8 5 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

9 3 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

10 2 4075 岩田　彩来(3) 昭和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

11 1 L7427 近藤　里保(3) 知立高
ﾀｶｾ ﾕｲﾅ 岐　阜

10 2038 高瀬　唯奈(3) 中京大 DNS

× × 18m81 18m81 267

26m94 × × 26m94 419

27m39 27m10 28m92 28m92 456

29m94 29m05 29m18 29m94 475

32m70 31m58 × 32m70 528

32m98 31m98 31m72 32m98 533

34m07 35m62 34m48 35m62 583

35m27 35m82 × 35m82 587

32m16 34m69 36m37 36m37 598

30m07 35m66 38m67 38m67 642

45m58 50m41 50m87 50m87 877

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



東海選手権女子七種競技 800m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 15:10 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

1 1 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 2:22.81 786
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

2 4 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 2:22.83 785
ｲｵｶ ﾏﾎ 三　重

3 2 6543 猪岡　真帆(3) 中京大 2:23.74 773
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

4 3 2020 清水　はる(4) 中京大 2:29.53 699
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

5 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 2:30.14 691
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

6 10 4113 前田　あすか(3) 名城大附 2:30.29 689
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

7 6 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 2:30.34 689
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

8 5 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 2:30.49 687
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

9 9 L7427 近藤　里保(3) 知立高 2:34.97 632
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

10 11 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 2:44.37 524
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

11 8 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 2:56.95 394



愛知選手権女子七種競技
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                  5962     中田　有希(愛知・さかえクリニックTC)  2004
東海記録(TR)                  5962     中田　有希(さかえクリニックTC)        2004
県記録(PR)                    5962     中田　有希(さかえクリニックTC)        2004
大会記録(GR)                  5962     中田　有希(さかえクリニックTC)        2004

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.83 1m52 10m39 26.88 5m12 50m87 2:22.81

1 5-2182 -0.9 -1.7 -0.2 4911
(735) (644) (555) (722) (592) (877) (786)
14.97 1m52 9m83 26.32 5m28 35m62 2:29.53

2 2020 -0.9 -1.7 -0.1 4696
(846) (644) (518) (769) (637) (583) (699)
15.49 1m58 9m57 26.18 4m64 36m37 2:22.83

3 1-9622 -0.1 -1.2 +0.1 4619
(778) (712) (501) (781) (464) (598) (785)
15.72 1m46 10m72 27.58 5m18 38m67 2:30.49

4 4202 -0.1 -1.2 +0.2 4505
(749) (577) (577) (664) (609) (642) (687)
14.88 1m43 9m60 26.84 4m65 29m94 2:30.34

5 5-2180 -0.9 -1.7 +0.3 4260
(858) (544) (503) (725) (466) (475) (689)
16.09 1m40 8m79 27.14 5m06 28m92 2:30.14

6 4210 -0.1 -1.2 +0.3 4089
(703) (512) (451) (700) (576) (456) (691)
17.82 1m40 8m14 29.16 4m93 32m70 2:56.95

7 6001 -0.9 -1.7 +0.7 3431
(507) (512) (408) (542) (540) (528) (394)
17.35 1m52 6m01 29.19 4m26 18m81 2:34.97

8 L7427 -0.9 -1.7 +0.3 3282
(558) (644) (272) (540) (369) (267) (632)

DNF 1m30 8m65 28.95 5m02 32m98 2:30.29

9 4113 -1.2 0.0 3195
(0) (409) (441) (558) (565) (533) (689)

18.65 1m30 7m02 29.78 4m39 26m94 2:44.37

10 4075 -0.1 -1.2 0.0 3011
(424) (409) (336) (498) (401) (419) (524)(3)

(3)
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

岩田　彩来 昭和高

(3)
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

前田　あすか 名城大附

(3)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

近藤　里保 知立高

(2)
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

田中　瑠音 横須賀高

(1)
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

髙嵜　桃花 中京大中京高

(3)
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

木村　加乃 至学館大

(4)
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

白鳥　百花 中京大中京高

(4)
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大

(1)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

清水　はる 中京大

氏名 所属

ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

田中　友梨 至学館大

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 09:40 決　勝

1組 (風:-0.1) 2組 (風:-0.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知 ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

1 3 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 15.49 778 1 4 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 14.88 858
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

2 2 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 15.72 749 2 5 2020 清水　はる(4) 中京大 14.97 846
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

3 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 16.09 703 3 2 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 15.83 735
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

4 6 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 18.65 424 4 6 L7427 近藤　里保(3) 知立高 17.35 558
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

5 4113 前田　あすか(3) 名城大附 0 DNF 5 7 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 17.82 507

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



愛知選手権女子七種競技 走高跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 11:00  1組

ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 6 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 ○ × × ○ × × × 1m58 712
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知 － － － － ○ ○ ○ ○

2 11 L7427 近藤　里保(3) 知立高 × × × 1m52 644
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知 － － － － － ○ ○ × ○

3 4 2020 清水　はる(4) 中京大 × × × 1m52 644
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知 － － － ○ ○ ○ × ○ × × ○

4 5 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 × × × 1m52 644
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 8 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 1m46 577
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 7 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 1m43 544
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知 － ○ ○ × ○ × × ×

7 2 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 1m40 512
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知 － × ○ ○ × ○ × × ×

8 12 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 1m40 512
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知 ○ ○ × × ×

9 10 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 1m30 409
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知 ○ × × ○ × × ×

10 1 4113 前田　あすか(3) 名城大附 1m30 409

1m52
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m55 1m58 1m61

1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 13:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

1 3 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

2 1 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

3 9 2020 清水　はる(4) 中京大
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

4 8 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

5 11 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

6 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

7 5 4113 前田　あすか(3) 名城大附
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

8 4 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

9 6 4075 岩田　彩来(3) 昭和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

10 12 L7427 近藤　里保(3) 知立高 5m00 6m01 5m45 6m01 272

5m88 6m20 7m02 7m02 336

7m81 8m14 7m31 8m14 408

8m33 8m65 8m42 8m65 441

8m47 8m79 8m68 8m79 451

8m94 8m99 9m57 9m57 501

× 9m06 9m60 9m60 503

9m83 × 9m57 9m83 518

10m39 10m21 10m39 10m39 555

10m72 9m55 10m56 10m72 577

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子七種競技 200m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月4日 15:20 決　勝

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-1.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知 ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

1 2 2020 清水　はる(4) 中京大 26.32 769 1 3 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 26.18 781
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知 ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

2 4 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 26.84 725 2 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 27.14 700
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知 ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

3 3 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 26.88 722 3 4 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 27.58 664
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知 ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

4 7 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 29.16 542 4 5 4113 前田　あすか(3) 名城大附 28.95 558
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知 ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

5 6 L7427 近藤　里保(3) 知立高 29.19 540 5 6 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 29.78 498

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子七種競技 走幅跳
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

1 9 2020 清水　はる(4) 中京大
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

2 6 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

3 12 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

4 3 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

5 7 4113 前田　あすか(3) 名城大附
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

6 4 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

7 5 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

8 11 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

9 2 4075 岩田　彩来(3) 昭和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

10 1 L7427 近藤　里保(3) 知立高 +0.8 0.0 +0.3 +0.3 369

0.0 0.0 0.0 401
4m07 4m16 4m26 4m26

-0.1 +0.1 +0.1 464
× 4m30 4m39 4m39

+0.8 +0.3 +1.2 +0.3 466
4m53 × 4m64 4m64

+0.7 +0.3 +0.7 540
4m57 4m65 4m64 4m65

0.0 +0.9 0.0 565
4m93 × 4m91 4m93

+0.3 +0.4 +0.3 576
× 5m02 4m99 5m02

+0.1 -0.2 +0.5 -0.2 592
5m06 × 4m91 5m06

+1.1 +0.2 +0.2 609
4m92 5m12 4m63 5m12

-0.1 -0.6 -0.1 637
5m06 5m18 × 5m18

1回目 2回目 3回目 記録 得点

5m28 5m18 × 5m28

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 13:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

1 12 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

2 6 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

3 11 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

4 9 2020 清水　はる(4) 中京大
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

5 7 4113 前田　あすか(3) 名城大附
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

6 4 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

7 5 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

8 3 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

9 2 4075 岩田　彩来(3) 昭和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

10 1 L7427 近藤　里保(3) 知立高 × × 18m81 18m81 267

26m94 × × 26m94 419

27m39 27m10 28m92 28m92 456

29m94 29m05 29m18 29m94 475

32m70 31m58 × 32m70 528

32m98 31m98 31m72 32m98 533

34m07 35m62 34m48 35m62 583

32m16 34m69 36m37 36m37 598

30m07 35m66 38m67 38m67 642

45m58 50m41 50m87 50m87 877

1回目 2回目 3回目 記録 得点

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子七種競技 800m
審 判 長：岡田　武彦
記録主任：新見　精三

7月5日 15:10 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾕﾘ 愛　知

1 1 5-2182 田中　友梨(1) 至学館大 2:22.81 786
ﾐﾜ ﾀﾞﾘﾔ 愛　知

2 4 1-9622 三輪　ﾀﾞﾘﾔ(4) 中央大 2:22.83 785
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 愛　知

3 3 2020 清水　はる(4) 中京大 2:29.53 699
ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 愛　知

4 7 4210 髙嵜　桃花(2) 中京大中京高 2:30.14 691
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

5 10 4113 前田　あすか(3) 名城大附 2:30.29 689
ｷﾑﾗ ｶﾉ 愛　知

6 6 5-2180 木村　加乃(1) 至学館大 2:30.34 689
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

7 5 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 2:30.49 687
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 愛　知

8 9 L7427 近藤　里保(3) 知立高 2:34.97 632
ｲﾜﾀ ｻｷ 愛　知

9 11 4075 岩田　彩来(3) 昭和高 2:44.37 524
ﾀﾅｶ ﾙﾈ 愛　知

10 8 6001 田中　瑠音(3) 横須賀高 2:56.95 394



愛知選手権女子5000m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)              14:53.22     福士　加代子(京都・ワコール)          2005
県記録(PR)                15:18.11     細江　里沙(豊田自動織機)              2016
大会記録(GR)              15:46.35     大南　博美(東海銀行)                  2000 7月4日 10:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 愛　知

1 3 5273 山本　彩乃 小島プレス 17:17.59
ｲｿﾍﾞ ｻﾗ 愛　知

2 6 7139 磯部　早良(2) 安城学園高 17:20.46
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ 愛　知

3 7 5-2332 安藤　優月(1) 至学館大 17:34.01
ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 愛　知

4 1 2203 江口　春姫(3) 愛知高 17:36.99
ｲｸﾉ ﾕﾘｱ 愛　知

5 4 5271 幾野　由里亜 小島プレス 17:47.36
ﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 愛　知

6 11 7138 永谷　千宙(3) 安城学園高 17:50.97
ｶﾒﾔﾏ ｱｶﾈ 愛　知

7 10 5274 亀山　茜 小島プレス 17:52.33
ｶﾈｺ ｱｲ 愛　知

8 9 4051 金子　藍(3) 豊明高 17:56.28
ﾆｼｶﾜ ﾕｲ 愛　知

9 5 9515 西川　優衣 東京学芸大 18:03.66
ｲﾄｳ ﾊﾅ 愛　知

10 12 5290 伊藤　華 小島プレス 18:16.88
ｲﾉｸﾏ ｻｷ 愛　知

2 4218 猪熊　紗伎(2) 中京大中京高 DNS
ｻｶﾏｷ ｻｴ 愛　知

8 7248 坂牧　紗衣(3) 光ヶ丘女子高 DNS

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子3000mSC(0.762m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)               9:33.93     早狩　実紀(京都・京都光華AC)          2008
県記録(PR)                10:00.40     向井　智香(名城大)                    2016
大会記録(GR)              10:39.55     後藤　梨奈(中京大)                    2019 7月4日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 愛　知

1 1 2009 後藤　梨奈(4) 中京大 10:55.68
ﾊﾗ ﾏｲﾅ 愛　知

2 2 9526 原　舞奈 東京学芸大 11:08.89
ﾓﾘｻｷ ｱﾔﾉ 愛　知

3 3 6-438 森崎　綾乃(2) 関西外大 11:23.57
ｲｼﾊﾗ ﾘｶ 愛　知

4 5 5-2162 石原　李華(2) 至学館大 12:28.52
ｵｵﾀ ﾏﾎ 愛　知

4 7469 太田　真帆(3) 岡崎城西 DNS

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子4X100mR
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)                 43.39     北風・高橋・福島・市川(日本・日本A)   2011
県記録(PR)                   45.40     岸本・倉橋・外園・高須(中京大中京高)  2019
県記録(PR)                   45.41     大城・倉橋・柴山・井戸(愛知)          2019
大会記録(GR)                 46.24     鈴木・廣・田口・島﨑(市邨高)          1994 7月4日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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 中京大中京高 4228 藏重　みう(1) ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 46.43 1 4 岡崎城西 7506 小石倉　由佳(3) ｺｲｼｸﾗ ﾕｶ 48.51
4221 倉橋　美穂(2) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 7480 沖　美月(2) ｵｷ ﾐﾂｷ
4205 岸本　優花(3) ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ 7471 河東　妃真里(3) ｶﾄｳ ﾋﾏﾘ
4227 前田　紗希(1) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 7485 田中　萌葉(2) ﾀﾅｶ ﾓｴﾊ

2 2 至学館大 5-2178 安藤　愛未(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 47.72 2 5 名城大附 4112 野原　めぐみ(3) ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 48.61
5-2179 大城　珠莉(1) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 4123 吉田　愛奈(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ
5-2183 中山　愛理(1) ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 4115 川端　祐奈(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
5-2167 都築　美音(2) ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ 4114 斎藤　みゆに(3) ｻｲﾄｳ ﾐﾕﾆ

3 4 安城学園高 7129 山口　さくら(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾗ 48.19 3 3 至学館高 2231 北崎　七海(1) ｷﾀｻﾞｷ ﾅﾐ 49.78
7150 手島　美咲(2) ﾃｼﾏ ﾐｻｷ 2142 小幡　胡実(2) ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ
7142 中根　葵(2) ﾅｶﾈ ｱｵｲ 2228 坂井　寿々(1) ｻｶｲ ｽｽﾞ
7154 飯田　真衣(2) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ 2135 外園　未依奈(3) ﾎｶｿﾞﾉ ﾐｲﾅ

4 5 光ヶ丘女子高 7251 梅田　果歩(3) ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 48.60 4 2 愛工大名電高 2151 二宮　凜(3) ﾆﾉﾐﾔ ﾘﾝ 50.43
7252 近藤　日菜(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 2164 山崎　千郁(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶ
7255 浅井　美和(3) ｱｻｲ ﾐﾜ 2148 高橋　こと子(3) ﾀｶﾊｼ ｺﾄｺ
7257 土居　心愛(2) ﾄﾞｲ ｺｱ 2149 丹羽　七奈海(3) ﾆﾜ ﾅﾅﾐ

5 6 東海学園大 2351 山本　紗也華(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 49.02 5 6 愛知高 2202 大岩　愛花(3) ｵｵｲﾜ ﾏﾅｶ 50.49
2339 中内　彩虹(4) ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 2207 大矢　琴子(2) ｵｵﾔ ｺﾄｺ
2346 佐藤　琴美(3) ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 2283 嶌田　百那(1) ｼﾏﾀﾞ ﾓﾓﾅ
2340 蜷川　真由(4) ﾆﾅｶﾞﾜ ﾏﾕ 2281 宮崎　真名美(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾅﾐ

6 7 豊橋南高 9140 土方　涼菜(2) ﾋｼﾞｶﾀ ｽｽﾞﾅ 50.13 6 7 春日井南高校 2049 天野　未海(3) ｱﾏﾉ ﾐｳ 51.69
9143 冨田　遥加(2) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ 2042 池田　汐李(3) ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ
9142 鈴木　捺稀(2) ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 2035 浅井　南那(3) ｱｻｲ ﾅﾅ
9148 伊藤　麻帆(2) ｲﾄｳ ﾏﾎ 2050 加藤　有彩(3) ｶﾄｳ  ｱﾘｻ 

3組 タイムレース上位8位
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 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 豊川高 9058 夏目　紗彩(1) ﾅﾂﾒ ｻｱﾔ 50.39 1 中京大中京高 4228 藏重　みう(1) ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 46.43
9047 太田　萌仁香(3) ｵｵﾀ ﾓﾆｶ 4221 倉橋　美穂(2) ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ
9051 小澤　紗央(2) ｵｻﾞﾜ ｻｵ 4205 岸本　優花(3) ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ
9050 小澤　茉央(2) ｵｻﾞﾜ ﾏｵ 4227 前田　紗希(1) ﾏｴﾀﾞ ｻｷ

2 3 時習館高 9082 筒井　玲奈(2) ﾂﾂｲ ﾚﾅ 50.64 2 至学館大 5-2178 安藤　愛未(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 47.72
9090 石黒　琳(3) ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾝ 5-2179 大城　珠莉(1) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ
9081 尾藤　友里(2) ﾋﾞﾄｳ ﾕﾘ 5-2183 中山　愛理(1) ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
9078 生田　桃子(3) ｲｸﾀ ﾓﾓｺ 5-2167 都築　美音(2) ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ

3 7 田原東部中 11646 河合　夏希(3) ｶﾜｲ ﾅﾂｷ 50.75 3 安城学園高 7129 山口　さくら(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾗ 48.19
11650 佐藤　俐有(2) ｻﾄｳ ﾘｱ 7150 手島　美咲(2) ﾃｼﾏ ﾐｻｷ
11651 髙津　采里(2) ﾀｶﾂ ｻﾘ 7142 中根　葵(2) ﾅｶﾈ ｱｵｲ
11647 石倉　実侑(3) ｲｼｸﾗ ﾐﾕ 7154 飯田　真衣(2) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ

4 2 津島高 116 和田　恵声(2) ﾜﾀﾞ ｱﾔﾅ 50.92 4 岡崎城西 7506 小石倉　由佳(3) ｺｲｼｸﾗ ﾕｶ 48.51
114 鈴木　毬花(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾘｶ 7480 沖　美月(2) ｵｷ ﾐﾂｷ
117 鬼頭　優希(2) ｷﾄｳ ﾕｳｷ 7471 河東　妃真里(3) ｶﾄｳ ﾋﾏﾘ
118 河村　真央(2) ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 7485 田中　萌葉(2) ﾀﾅｶ ﾓｴﾊ

5 5 千種高校 2082 岩本　梨沙(2) ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 51.06 5 光ヶ丘女子高 7251 梅田　果歩(3) ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 48.60
2085 山田　あかり(3) ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 7252 近藤　日菜(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ
2080 末廣　穂華(3) ｽｴﾋﾛ ﾎﾉｶ 7255 浅井　美和(3) ｱｻｲ ﾐﾜ
2078 井口　恵登(3) ｲｸﾞﾁ ｹｲﾄ 7257 土居　心愛(2) ﾄﾞｲ ｺｱ

4 豊橋東高 DNS 6 名城大附 4112 野原　めぐみ(3) ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 48.61
4123 吉田　愛奈(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ
4115 川端　祐奈(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
4114 斎藤　みゆに(3) ｻｲﾄｳ ﾐﾕﾆ

7 東海学園大 2351 山本　紗也華(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 49.02
2339 中内　彩虹(4) ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ
2346 佐藤　琴美(3) ｻﾄｳ ｺﾄﾐ
2340 蜷川　真由(4) ﾆﾅｶﾞﾜ ﾏﾕ

8 至学館高 2231 北崎　七海(1) ｷﾀｻﾞｷ ﾅﾐ 49.78
2142 小幡　胡実(2) ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ
2228 坂井　寿々(1) ｻｶｲ ｽｽﾞ
2135 外園　未依奈(3) ﾎｶｿﾞﾉ ﾐｲﾅ

凡例  DNS:欠場



愛知選手権女子4X400mR
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

日本記録(NR)               3:28.91     青山・市川・千葉・青木(日本・日本)    2015
県記録(PR)                 3:42.40     柴山沙・時久・柴山亜・向井(至学館高)  2015
大会記録(GR)               3:46.09     門奈・今井・柘植・鷹羽(中京女子大)    2009 7月5日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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 4 中京大中京高 4233 和佐田　真広(1) ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ 3:52.59 1 7 光ヶ丘女子高 7246 足立　菜々花(3) ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅｶ 4:01.44

4206 山田　晴華(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 7252 近藤　日菜(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ
4219 萩原　さや(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ 7268 石川　碧(2) ｲｼｶﾜ ｱｵｲ
4216 青山　理奈(2) ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 7257 土居　心愛(2) ﾄﾞｲ ｺｱ

2 5 至学館大 5-2150 近藤　七海(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 3:53.17 2 4 豊橋南高 9148 伊藤　麻帆(2) ｲﾄｳ ﾏﾎ 4:02.55

5-2179 大城　珠莉(1) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 9140 土方　涼菜(2) ﾋｼﾞｶﾀ ｽｽﾞﾅ
5-2167 都築　美音(2) ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ 9143 冨田　遥加(2) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ
5-2165 坂本　彩音(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 9142 鈴木　捺稀(2) ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ

3 6 至学館高 2142 小幡　胡実(2) ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ 3:55.82 3 2 時習館高 9090 石黒　琳(3) ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾝ 4:02.72

2132 澤　美羽(3) ｻﾜ ﾐｳ 9078 生田　桃子(3) ｲｸﾀ ﾓﾓｺ
2228 坂井　寿々(1) ｻｶｲ ｽｽﾞ 9082 筒井　玲奈(2) ﾂﾂｲ ﾚﾅ
2134 星川　茉鈴(3) ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ 9081 尾藤　友里(2) ﾋﾞﾄｳ ﾕﾘ

4 7 東海学園大 2346 佐藤　琴美(3) ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 3:57.70 4 3 津島高 118 河村　真央(2) ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 4:06.11

2339 中内　彩虹(4) ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 114 鈴木　毬花(2) ｽｽﾞｷ ﾏﾘｶ
2351 山本　紗也華(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 117 鬼頭　優希(2) ｷﾄｳ ﾕｳｷ
2355 畔柳　幸奈(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾅ 116 和田　恵声(2) ﾜﾀﾞ ｱﾔﾅ

5 3 名城大附 4131 坂口　由花(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 4:00.68 5 5 一宮高 221 山藤　有芽(2) ﾔﾏﾄｳ ﾕﾒ 4:19.69

4112 野原　めぐみ(3) ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 218 石黒　朱夏(2) ｲｼｸﾞﾛ ｱﾔｶ
4123 吉田　愛奈(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 223 奈良﨑　有香(2) ﾅﾗｻﾞｷ ﾕｳｶ
4120 神田　彩名(2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ 222 後藤　詩歩(2) ｺﾞﾄｳ ｼﾎ

6 2 安城学園高 7147 石原　美空(2) ｲｼﾊﾗ ﾐｸ 4:05.11 6 6 一宮南高 297 森　咲花(2) ﾓﾘ ｻｸﾗ 4:22.81

7142 中根　葵(2) ﾅｶﾈ ｱｵｲ 277 室町　百杏(2) ﾑﾛﾏﾁ ﾓﾓ
7162 榊原　詠美(1) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴｲﾐ 295 松葉　和奏(2) ﾏﾂﾊﾞ ﾜｶﾅ
7154 飯田　真衣(2) ｲｲﾀﾞ ﾏｲ 298 青山　さくら(2) ｱｵﾔﾏ ｻｸﾗ

3組 タイムレース上位8位
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 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 豊川高 9058 夏目　紗彩(1) ﾅﾂﾒ ｻｱﾔ 4:04.30 1 中京大中京高 4233 和佐田　真広(1) ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ 3:52.59

9051 小澤　紗央(2) ｵｻﾞﾜ ｻｵ 4206 山田　晴華(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ
9047 太田　萌仁香(3) ｵｵﾀ ﾓﾆｶ 4219 萩原　さや(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ
9048 大場　麻矢(3) ｵｵﾊﾞ ﾏﾔ 4216 青山　理奈(2) ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ

2 6 岡崎城西 7483 川澄　千晶(2) ｶﾜｽﾐ ﾁｱｷ 4:07.80 2 至学館大 5-2150 近藤　七海(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 3:53.17

7480 沖　美月(2) ｵｷ ﾐﾂｷ 5-2179 大城　珠莉(1) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ
7509 羽賀　柚月(1) ﾊｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 5-2167 都築　美音(2) ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ
7485 田中　萌葉(2) ﾀﾅｶ ﾓｴﾊ 5-2165 坂本　彩音(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ

3 7 旭野高 2018 勝谷　采音(3) ｶﾂﾀﾆ ｱﾔﾈ 4:09.33 3 至学館高 2142 小幡　胡実(2) ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ 3:55.82

2016 加藤　優奈(3) ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 2132 澤　美羽(3) ｻﾜ ﾐｳ
2008 水野　加菜(3) ﾐｽﾞﾉ ｶﾅ 2228 坂井　寿々(1) ｻｶｲ ｽｽﾞ
2020 大谷　桃世(2) ｵｵﾀﾆ ﾓﾓｾ 2134 星川　茉鈴(3) ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ

4 5 一宮西高 11 佐々木　優(2) ｻｻｷ ﾕｳ 4:14.05 4 東海学園大 2346 佐藤　琴美(3) ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 3:57.70

6 髙田　佳奈(3) ﾀｶﾀ ｶﾅ 2339 中内　彩虹(4) ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ
368 桑原　彩名(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ 2351 山本　紗也華(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ

9 地田　梨桜(2) ﾁﾀﾞ ﾘｵ 2355 畔柳　幸奈(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾅ
5 3 豊橋東高 9226 彦坂　美玖(1) ﾋｺｻｶ ﾐｸ 4:36.89 5 名城大附 4131 坂口　由花(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 4:00.68

9130 橋本　侑奈(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾅ 4112 野原　めぐみ(3) ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
9229 安形　天華(1) ｱｶﾞﾀ ｿﾗｶ 4123 吉田　愛奈(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ
9230 庄田　美有(1) ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾕ 4120 神田　彩名(2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ

6 光ヶ丘女子高 7246 足立　菜々花(3) ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅｶ 4:01.44

7252 近藤　日菜(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ
7268 石川　碧(2) ｲｼｶﾜ ｱｵｲ
7257 土居　心愛(2) ﾄﾞｲ ｺｱ

7 豊橋南高 9148 伊藤　麻帆(2) ｲﾄｳ ﾏﾎ 4:02.55

9140 土方　涼菜(2) ﾋｼﾞｶﾀ ｽｽﾞﾅ
9143 冨田　遥加(2) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ
9142 鈴木　捺稀(2) ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ

8 時習館高 9090 石黒　琳(3) ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾝ 4:02.72

9078 生田　桃子(3) ｲｸﾀ ﾓﾓｺ
9082 筒井　玲奈(2) ﾂﾂｲ ﾚﾅ
9081 尾藤　友里(2) ﾋﾞﾄｳ ﾕﾘ



少年A女子300m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月5日 13:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾝ 愛　知

1 3 9090 石黒　琳(3) 時習館高 43.41
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛　知

2 7 4206 山田　晴華(3) 中京大中京高 43.47
ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 愛　知

3 2 118 河村　真央(2) 津島高 43.92
ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾁｻｷ 愛　知

4 4 J2246 權藤　千咲(2) 明和高校 44.03
ﾋｼﾞｶﾀ ｽｽﾞﾅ 愛　知

5 8 9140 土方　涼菜(2) 豊橋南高 44.25
ｻｻｷ ﾕｳ 愛　知

6 5 11 佐々木　優(2) 一宮西高 45.03
ｽｻﾞｷ ﾐｳ 愛　知

6 4215 須崎　心優(2) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A女子300mH(0.762m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 12:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ 愛　知

1 5 4120 神田　彩名(2) 名城大附 45.64
ｱｻﾉ ｼﾉﾐ 愛　知

2 6 90 浅野　紫乃美(3) 津島東高 46.39
ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 愛　知

3 8 4034 前田　明日香(3) 瑞陵高 46.57
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 愛　知

4 2 7192 高橋　結衣(3) 三好高 47.51
ﾉﾑﾗ ﾎﾅﾐ 愛　知

5 3 4209 野村　穂菜美(2) 中京大中京高 48.05
ｵｵﾊﾞ ﾏﾔ 愛　知

6 7 9048 大場　麻矢(3) 豊川高 48.36
ﾀｶｷﾞ ﾅﾂﾐ 愛　知

7 4 7191 髙木　菜摘(3) 三好高 50.37



少年B女子100m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-1.2) 2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
ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ 愛　知

1 5 4228 藏重　みう(1) 中京大中京高 12.17 1 6 4226 中島　明香(1) 中京大中京高 12.89
ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 愛　知 ﾓﾘﾔﾏ ﾕﾒﾅ 愛　知

2 3 4227 前田　紗希(1) 中京大中京高 12.45 2 4 9220 森山　夢菜(1) 時習館高 13.03
ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 愛　知

3 4 8061 片山　心菜(3) 城北中 12.84 3 3 2160 近藤　世菜(1) 愛工大名電高 13.18
ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知 ﾀｶｷﾞ ｱｶﾘ 愛　知

4 7 8611 林　美希(3) 翔南中 12.95 4 5 4225 髙木　茜里(1) 中京大中京高 13.53
ﾌｼﾞｲ ｽｽﾞﾅ 愛　知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 愛　知

2 7486 藤井　鈴奈(1) 岡崎城西 DNS 7 2229 杉本　遥(1) 至学館高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 愛　知

6 2230 高橋　沙季(1) 至学館高 DNS

3組 (風:-2.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾉ ﾁｻｷ 愛　知 ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ 愛　知

1 5 4224 中野　知咲(1) 中京大中京高 12.98 1 4228 藏重　みう(1) 中京大中京高 12.17 -1.2
ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 愛　知

2 2 1868 田島　七里香(3) ＴＳＭ 13.19 2 4227 前田　紗希(1) 中京大中京高 12.45 -1.2
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾂｷｶ 愛　知 ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ 愛　知

3 4 7155 濵島　月香(1) 安城学園高 13.36 3 8061 片山　心菜(3) 城北中 12.84 -1.2
ｷﾀｻﾞｷ ﾅﾐ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ 愛　知

4 6 2231 北崎　七海(1) 至学館高 13.54 4 4226 中島　明香(1) 中京大中京高 12.89 -0.3
ｽｶﾞﾇﾏ ﾙﾘ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知

5 3 7267 菅沼　瑠璃(1) 光ヶ丘女子高 13.58 5 8611 林　美希(3) 翔南中 12.95 -1.2
ｽｲｹﾝ ｻｱﾔ 愛　知 ﾅｶﾉ ﾁｻｷ 愛　知

6 7 4230 水軒　沙綾(1) 中京大中京高 14.05 6 4224 中野　知咲(1) 中京大中京高 12.98 -2.5
ﾓﾘﾔﾏ ﾕﾒﾅ 愛　知

7 9220 森山　夢菜(1) 時習館高 13.03 -0.3
ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 愛　知

8 2160 近藤　世菜(1) 愛工大名電高 13.18 -0.3

凡例  DNS:欠場



少年B女子800m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾔﾏ ﾐﾕｳ 愛　知

1 7 7161 小山　心結(1) 安城学園高 2:17.74
ｱｲﾊﾞ ﾏﾅ 愛　知

2 8 9218 相場　茉奈(1) 豊橋南高 2:22.22



少年B女子100mH(0.762m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月4日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.7) 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
ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ

1 6 8611 林　美希(3) 翔南中 14.02 1 2 1871 松村　琴都(3) ＴＳＭ 15.14
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 愛　知 ﾅﾂﾒ ｻｱﾔ 愛　知

2 5 4131 坂口　由花(1) 名城大附 14.65 2 4 9058 夏目　紗彩(1) 豊川高 15.55
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴｲﾐ 愛　知 ﾐﾔｺ ﾓﾓｶ 愛　知

3 4 7162 榊原　詠美(1) 安城学園高 15.11 3 8 2315 都　百花(1) 旭丘高 15.60
ｻｶｲ ｽｽﾞ 愛　知 ﾓﾘﾀ ﾙﾐﾅ 愛　知

4 3 2228 坂井　寿々(1) 至学館高 15.15 4 3 7273 森田　琉水(1) 光ヶ丘女子高 16.14
ﾀｶｷﾞ ｱｶﾘ 愛　知 ﾑﾗﾏﾂ ﾒｲ 愛　知

5 8 4225 髙木　茜里(1) 中京大中京高 15.54 5 7 2154 村松　芽依(2) 愛工大名電高 16.39
ｻﾉ ﾓﾓﾊ 愛　知 ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 愛　知

6 2 9217 佐野　萌々春(1) 豊橋南高 16.68 6 6 2226 中西　百萌佳(1) 至学館高 17.07
ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ 愛　知 ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ 愛　知

7 8061 片山　心菜(3) 城北中 DNS 5 1738 松浦　紗良(3) 御幸山中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知

1 8611 林　美希(3) 翔南中 14.02 -1.7
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 愛　知

2 4131 坂口　由花(1) 名城大附 14.65 -1.7
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴｲﾐ 愛　知

3 7162 榊原　詠美(1) 安城学園高 15.11 -1.7
ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ

4 1871 松村　琴都(3) ＴＳＭ 15.14 -0.6
ｻｶｲ ｽｽﾞ 愛　知

5 2228 坂井　寿々(1) 至学館高 15.15 -1.7
ﾀｶｷﾞ ｱｶﾘ 愛　知

6 4225 髙木　茜里(1) 中京大中京高 15.54 -1.7
ﾅﾂﾒ ｻｱﾔ 愛　知

7 9058 夏目　紗彩(1) 豊川高 15.55 -0.6
ﾐﾔｺ ﾓﾓｶ 愛　知

8 2315 都　百花(1) 旭丘高 15.60 -0.6

凡例  DNS:欠場



少年B女子走幅跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

7月5日 11:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ 5m76 5m72 5m59 5m76
1 11 1871 松村　琴都(3) ＴＳＭ +0.7 +0.4 +0.7 +0.7

ｲｼｶﾜ ﾘﾝ 愛　知 5m64 5m48 × 5m64
2 9 7160 石川　凜(1) 安城学園高 +0.3 +1.0 +0.3

ｽｶﾞﾇﾏ ﾙﾘ 愛　知 5m39 5m20 × 5m39
3 12 7267 菅沼　瑠璃(1) 光ヶ丘女子高 +0.4 -0.6 +0.4

ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾉ 愛　知 × 5m15 5m20 5m20
4 8 V8422 市川　彩乃(3) 知立中 +0.7 +1.2 +1.2

ﾀｹｲ ﾊﾅ 愛　知 × 5m19 × 5m19
5 6 1807 武井　葉夏(3) なごや陸上 +1.0 +1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｶ 愛　知 × 5m09 5m06 5m09
6 5 131 渡辺　実優花(3) AC一宮Junior +0.9 -0.1 +0.9

ﾀｶﾅｼ ﾊﾙﾉ 愛　知 × × 5m05 5m05
7 10 4231 髙梨　遥野(1) 中京大中京高 +1.6 +1.6

ｻｶｲ ﾅｺ 愛　知 4m98 4m91 4m91 4m98
8 7 8451 酒井　菜胡(3) 雁が音中 0.0 +0.4 +0.6 0.0

ｷﾑﾗ ﾘﾅ 愛　知 4m97 4m75 4m65 4m97
9 1 2159 木村　莉那(1) 愛工大名電高 -0.3 0.0 +0.1 -0.3

ｺﾊﾞﾀ ｶﾉﾝ 愛　知 4m96 × × 4m96
10 2 4281 小畠　嘉恩(1) 瑞陵高 +0.9 +0.9

ｷﾑﾗ ﾐｶ 愛　知 × 4m73 4m74 4m74
11 3 4284 木村　実加(1) 昭和高 +0.7 +0.4 +0.4

ｴﾝ ﾋﾄﾐ 愛　知 × × ×
4 1500 袁　瞳(3) 守山西中 NM

凡例  NM:記録なし



少年B女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

7月4日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 愛　知

1 3 4107 小原　恵(1) 名古屋大谷高 10m17 11m14 × 11m14 11m14
ﾅｶﾀ ﾙﾉ 愛　知

2 2 4229 中田　瑠乃(1) 中京大中京高 9m04 9m11 9m36 9m36 9m36
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 愛　知

1 1742 山田　真央(3) 御幸山中 DNS
ｵｶｼﾞﾏ ﾏﾎ 愛　知

4 2233 岡嶋　真帆(1) 至学館高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年共通女子3000mW
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

7月5日 10:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾊﾗ ﾐｻﾈ 愛　知

1 3 4058 片原　未紗音(2) 豊明高 14:43.98
ｷｼ ﾅﾅﾐ 愛　知

2 2 28 岸　七海(2) 西春高 14:47.92
ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 愛　知

3 4 2013 三浦　萌乃果(2) 旭野高 16:49.78
ﾆｼﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 愛　知

4 1 10 西本　凪沙(2) 一宮西高 17:48.80



高校女子100m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              11.73     井戸　ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ　風果(至学館高)         2019 7月5日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-2.8) 2組 (風:-2.0)

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
ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知 ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 愛　知

1 5 4221 倉橋　美穂(2) 中京大中京高 12.47 1 5 7251 梅田　果歩(3) 光ヶ丘女子高 12.83
ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ 愛　知 ｽｷﾞｳﾗ ﾙﾅ 愛　知

2 3 4205 岸本　優花(3) 中京大中京高 12.51 2 2 9175 杉浦　琉月(3) 桜丘 12.87
ﾃｼﾏ ﾐｻｷ 愛　知 ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 愛　知

3 4 7150 手島　美咲(2) 安城学園高 12.73 3 3 4112 野原　めぐみ(3) 名城大附 13.15
ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ 愛　知 ﾏｻﾉ ｼﾎ 愛　知

4 6 2142 小幡　胡実(2) 至学館高 12.96 4 6 4214 政野　志歩(2) 中京大中京高 13.20
ﾌｸﾓﾄ ﾓﾅ 愛　知 ｱｻｲ ﾅﾅ 愛　知

2 4217 福本　萌菜(2) 中京大中京高 DNS 5 7 2035 浅井　南那(3) 春日井南高校 13.87
ｵｵﾔ ｺﾄｺ 愛　知 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ 愛　知

7 2207 大矢　琴子(2) 愛知高 DNS 4 9143 冨田　遥加(2) 豊橋南高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ 愛　知

1 4221 倉橋　美穂(2) 中京大中京高 12.47 -2.8
ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ 愛　知

2 4205 岸本　優花(3) 中京大中京高 12.51 -2.8
ﾃｼﾏ ﾐｻｷ 愛　知

3 7150 手島　美咲(2) 安城学園高 12.73 -2.8
ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ 愛　知

4 7251 梅田　果歩(3) 光ヶ丘女子高 12.83 -2.0
ｽｷﾞｳﾗ ﾙﾅ 愛　知

5 9175 杉浦　琉月(3) 桜丘 12.87 -2.0
ｵﾊﾞﾀ ｺﾉﾐ 愛　知

6 2142 小幡　胡実(2) 至学館高 12.96 -2.8
ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 愛　知

7 4112 野原　めぐみ(3) 名城大附 13.15 -2.0
ﾏｻﾉ ｼﾎ 愛　知

8 4214 政野　志歩(2) 中京大中京高 13.20 -2.0

凡例  DNS:欠場



高校女子200m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              23.78     鈴木　智実(市邨学園高)                1997 7月5日 14:10 決　勝

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾈ ｱｵｲ 愛　知

1 2 7142 中根　葵(2) 安城学園高 26.54
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐｻｷ 愛知

2 5 40 溝口　岬希(3) 津島北高 27.15
ﾂﾂｲ ﾚﾅ 愛　知

3 9082 筒井　玲奈(2) 時習館高 DNS
ﾊﾔｼ ｱﾝﾅ 愛　知

4 4122 林　杏茄(2) 名城大附 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子400m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              54.30     片山　みつ子(愛知淑徳高)              1998 7月5日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｻﾞﾜ ｻｵ 愛　知

1 6 9051 小澤　紗央(2) 豊川高 57.90
ﾀｶﾀ ｶﾅ 愛　知

2 2 6 髙田　佳奈(3) 一宮西高 59.07
ｲｲﾀﾞ ﾏｲ 愛　知

3 4 7154 飯田　真衣(2) 安城学園高 59.37
ｲｸﾀ ﾓﾓｺ 愛　知

4 3 9078 生田　桃子(3) 時習館高 1:01.01
ｶﾄｳ  ｱﾘｻ 愛　知

5 2050 加藤　有彩(3) 春日井南高校 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子800m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)            2:05.68     細井　衿菜(中京大中京高)              2018 7月5日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 愛　知

1 4 9135 川島　実桜(3) 豊橋南高 2:08.53
ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ 愛　知

2 5 4216 青山　理奈(2) 中京大中京高 2:08.74
ｺﾔﾏ ｱﾕｳ 愛　知

3 6 7149 小山　愛結(2) 安城学園高 2:09.45
ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ 愛　知

4 7 4219 萩原　さや(2) 中京大中京高 2:11.42
ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾗ 愛　知

5 8 4213 萩原　さら(2) 中京大中京高 2:23.99



高校女子1500m
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)            4:16.76     向井　智香(至学館高)                  2015 7月5日 11:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆﾜ ｺﾄﾈ 愛　知

1 5 4248 丹羽　琴音(2) 中部大第一高 4:42.25
ｺｼﾞﾏ ﾋﾋﾞｷ 愛　知

2 2 4203 小島　向日希(3) 中京大中京高 4:43.00
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻ 愛　知

3 1 7152 竹田　実紗(2) 安城学園高 4:43.00
ﾓﾘ ｵﾄﾊ 愛　知

4 4 2200 森　乙葉(3) 愛知高 4:44.29
ｱﾒﾐﾔ ｻｸﾗ 愛　知

5 11 7261 雨宮　沙空(2) 光ヶ丘女子高 4:45.67
ｱﾒﾐﾔ ｷﾖﾗ 愛　知

6 6 7262 雨宮　希空(2) 光ヶ丘女子高 4:45.83
ｽｷﾞｳﾗ ｶﾉﾝ 愛　知

7 8 7141 杉浦　花音(2) 安城学園高 4:45.85
ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾖﾘ 愛　知

8 10 2204 小田木　陽和(3) 愛知高 4:46.42
ｶﾈｺ ｱｲ 愛　知

9 3 4051 金子　藍(3) 豊明高 4:46.75
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉｱ 愛　知

10 15 9089 柳沢　紀杏(2) 時習館高 4:47.72
ｽﾐｳﾗ ﾐｵ 愛　知

11 9 7134 純浦　美桜(3) 安城学園高 4:49.69
ﾌﾀﾑﾗ ﾕｷｺ 愛　知

12 12 7278 二村　夕希子(2) 光ヶ丘女子高 4:50.07
ﾓﾘ ﾁﾋﾛ 愛　知

13 17 7484 森　千紘(2) 岡崎城西 4:53.18
ｺｲｼｶﾜ ｶﾘﾝ 愛　知

14 13 9079 小石川　花梨(3) 時習館高 4:53.65
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞﾅ 愛　知

15 7 7151 渡辺　柚那(2) 安城学園高 4:55.39
ｶﾅﾀﾞ ｴﾐ 愛　知

16 16 7508 金田　衣望(2) 岡崎城西 4:56.82
ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾏﾁ 愛　知

17 18 7128 安藤　小万智(3) 安城学園高 4:58.72
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｲｱ 愛　知

18 14 4055 水谷　舞愛(2) 豊明高 5:09.10
ｲｼｶﾜ ﾙﾅ 愛　知

19 7258 石川　瑠菜(2) 光ヶ丘女子高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              13.60     加藤　友里(安城東高)                  1996 7月5日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.2) 2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
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｱ 愛　知 ﾋﾞﾄｳ ﾕﾘ 愛　知

1 2 4208 松本　佳音彩(2) 中京大中京高 14.68 1 3 9081 尾藤　友里(2) 時習館高 15.29
ﾅﾘﾀ ｵﾄﾊ 愛　知 ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ 愛　知

2 3 4211 成田　乙葉(3) 中京大中京高 14.80 2 4 2019 辻　和佳奈(2) 旭野高 15.35
ｵｵｼﾏ ﾕｶ 愛　知 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘｺ 愛　知

3 6 9137 大島　由夏(3) 豊橋南高 15.45 3 5 7515 河邨　有里子(3) 西尾 16.19
ｼﾝｶﾞｷ ﾏｵ 愛　知 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾁｱｷ 愛　知

4 5 9172 新垣　舞桜(2) 桜丘 15.50 4 6 1 寺澤　智顯(3) 愛知啓成 17.11
ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 愛　知 ﾑﾗｾ ﾐﾕｳ 愛　知

5 4 2042 池田　汐李(3) 春日井南高校 15.57 2 7143 村瀬　心優(2) 安城学園高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｱ 愛　知

1 4208 松本　佳音彩(2) 中京大中京高 14.68 +0.2
ﾅﾘﾀ ｵﾄﾊ 愛　知

2 4211 成田　乙葉(3) 中京大中京高 14.80 +0.2
ﾋﾞﾄｳ ﾕﾘ 愛　知

3 9081 尾藤　友里(2) 時習館高 15.29 -0.2
ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ 愛　知

4 2019 辻　和佳奈(2) 旭野高 15.35 -0.2
ｵｵｼﾏ ﾕｶ 愛　知

5 9137 大島　由夏(3) 豊橋南高 15.45 +0.2
ｼﾝｶﾞｷ ﾏｵ 愛　知

6 9172 新垣　舞桜(2) 桜丘 15.50 +0.2
ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 愛　知

7 2042 池田　汐李(3) 春日井南高校 15.57 +0.2
ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘｺ 愛　知

8 7515 河邨　有里子(3) 西尾 16.19 -0.2

凡例  DNS:欠場



高校女子400mH(0.762m)
審 判 長：小島　末廣
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              58.92     廣　真友子(市邨学園高)                1994 7月5日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｷﾉ ﾉﾄﾞｶ 愛　知

1 3 7131 牧野　和花(3) 安城学園高 1:12.60



高校女子走高跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)               1m81     今井　美希(瑞陵高)                    1993
県高校記録(PHR)               1m81     浅井　さくら(岡崎城西高)              2016 7月5日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｻｲﾄｳ ﾐﾕﾆ 愛　知 － － － ○ ○ ○ × × ×

1 11 4114 斎藤　みゆに(3) 名城大附 1m59
ｸﾏｶﾞｲ ｺﾄﾐ 愛　知 － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 8 9043 熊谷　琴美(3) 豊川高 1m59
ﾌﾙﾏ ﾘｵ 愛　知 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 3 2138 古間　莉諸(2) 至学館高 1m56
ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 愛　知 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 7 9044 尾崎　美優(3) 豊川高 1m56
ﾖｼｵｶ ﾐｵ 愛　知 － － × ○ ○ ○ × × ×

5 9 7489 吉岡　美音(2) 岡崎城西 1m56
ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 愛　知 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 6 7145 野村　美咲(2) 安城学園高 1m56
ｲﾅｶﾞｷ ｱｵｲ 愛　知 － ○ × ○ ○ × × ×

7 1 7135 稲垣　葵衣(3) 安城学園高 1m53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 愛　知 － － × × ○ × × ○ × × ×

8 10 7503 渡邉　深友(3) 岡崎城西 1m53
ｵｵﾉ ｺﾄﾈ 愛　知 ○ ○ × × ○ × × ×

9 2 2034 大野　琴音(3) 春日井南高校 1m50
ﾖｼｵｶ ﾅﾂｷ 愛　知 － ○ × × ×

10 5 7275 吉岡　夏希(2) 光ヶ丘女子高 1m45
ﾌｼｷ ﾊﾞﾙｷﾘｱ 愛　知 × × ○ × × ×

11 4 2130 伏木　バルキリア(2) 守山高校 1m40

1位決定戦

ｻｲﾄｳ ﾐﾕﾆ 愛　知 × × × ○

4114 斎藤　みゆに(3) 名城大附
ｸﾏｶﾞｲ ｺﾄﾐ 愛　知 × × × ×

9043 熊谷　琴美(3) 豊川高

1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m62 1m60 1m58 1m56

1m45 1m50 1m53 1m56 1m59 1m62
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40



高校女子棒高跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)               3m90     塩崎　泉(至学館高)                    2018 7月5日 14:00 決　勝    

決　勝　

ｻｲﾄｳ ﾐｸ 愛　知 － － － － ○ × ○ × × ×

1 3 2140 齋藤　未来(2) 至学館高 2m90
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾊ 愛　知 × × ○ ○ ○ × × ×

2 2 J2245 渡邊　万巴(2) 明和高校 2m60
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾁﾙ 愛　知 × ○ ○ × ○ × × ×

3 1 9052 川本　みちる(2) 豊川高 2m60

記録 ｺﾒﾝﾄ
2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m20



高校女子走幅跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)               6m19     安田　紀子(市邨学園高)                1993 7月5日 12:45 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｺﾉﾊ 愛　知 5m57 5m54 5m68 5m68
1 9 7190 高橋　好波(3) 三好高 +1.5 +1.6 +1.5 +1.5

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 愛　知 5m46 5m54 × 5m54
2 8 4128 柴田　菜那(2) 名城大附 +1.8 +1.9 +1.9

ｵｷﾞﾉ ﾕｲﾅ 愛　知 × 5m20 5m26 5m26
3 6 7271 荻野　由菜(2) 光ヶ丘女子高 +1.5 +1.4 +1.4

ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ 愛　知 5m08 × 5m12 5m12
4 2 4234 大田　瑞穂(2) 中京大中京高 +1.2 +1.3 +1.3

ﾀｶｲｼ ｴﾘ 愛　知 × × 5m12 5m12
5 5 4220 髙石　恵里(3) 中京大中京高 +1.5 +1.5

ﾄﾐﾀ ﾊﾙｶ 愛　知 4m68 × 4m92 4m92
6 3 9143 冨田　遥加(2) 豊橋南高 -0.8 +2.0 +2.0

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｱﾔ 愛　知 4m82 4m83 × 4m83
7 4 14 近藤　真綾(3) 西春高 +1.8 +2.4 +2.4

ﾔﾏﾀﾞ ｱｺ 愛　知 × × ×
7 7130 山田　晏子(3) 安城学園高 NM

ﾄﾐﾔﾏ ﾏﾅﾐ 愛　知

1 9067 富山　愛未(2) 豊川高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校女子三段跳
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：新見　精三

県記録(PR)                   12m72     小寺　波音(安城学園高)                2019 7月5日 14:15 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｲ ﾐﾜ 愛　知 × × 12m08 12m08
1 10 7255 浅井　美和(3) 光ヶ丘女子高 +2.4 +2.4

ﾎﾝﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 愛　知 10m48 × 11m09 11m09
2 7 7518 本多　柚稀(2) 西尾 -0.1 +1.4 +1.4

ﾜｷﾀ ﾗｲﾗﾙﾘｶ 愛　知 10m53 10m98 10m98 10m98
3 8 2146 脇田　ライラ瑠梨果(2) 至学館高 -0.2 +0.6 +1.8 +0.6

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅｺ 愛　知 10m81 10m96 10m77 10m96
4 4 4212 村上　緋奈子(3) 中京大中京高 +1.5 +0.9 +2.4 +0.9

ｲｻﾞﾜ ﾕﾐ 愛　知 10m72 10m86 10m87 10m87
5 6 7133 井澤　優美(3) 安城学園高 +0.6 +1.2 +1.9 +1.9

ｲﾀﾞ ｱｶﾘ 愛　知 10m72 × × 10m72
6 9 4036 井田　明香梨(3) 瑞陵高 +0.7 +0.7

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏﾕ 愛　知 10m61 10m54 10m56 10m61
7 5 2 柴山　真由(3) 愛知啓成 +2.2 +1.1 +2.3 +2.2

ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ 愛　知 × × 10m12 10m12
8 2 9170 横田　奈々美(3) 桜丘 +2.0 +2.0

ｶﾀｵｶ ｺﾄﾈ 愛　知 × × 10m07 10m07
9 1 225 片岡　琴音(2) 修文女子高 +1.4 +1.4

ﾀﾞﾝﾂﾞｶ ｱｲﾘ 愛　知 × × ×
3 2144 團塚　愛梨(2) 至学館高 NM

凡例  NM:記録なし



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              13m85     今村　絹代(名女院高)                  1965 7月5日 10:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ｻｴ 愛　知

1 5 4204 中島　彩瑛(3) 中京大中京高 12m03 11m94 12m02 12m03 12m03
ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 愛　知

2 1 9180 鈴木　美里(3) 藤ノ花女子高 8m24 8m29 9m47 9m47 9m47
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ 愛　知

3 3 2015 原田　凜(2) 旭野高 8m67 9m22 9m30 9m30 9m30
ｶﾜｻｷ ﾜｶﾅ 愛　知

4 4 4057 川崎　稚奈(2) 豊明高 7m88 9m25 8m88 9m25 9m25
ﾏﾌﾞﾁ ｶﾅﾎ 愛　知

5 2 7385 馬渕　奏帆(3) 豊田南高 6m59 7m77 7m55 7m77 7m77



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              47m58     室伏　由佳(市邨学園高)                1993 7月5日 11:45 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾀﾞｶ ﾁﾂﾞﾙ 愛　知

1 7 231 日髙　千鶴(2) 修文女子高 × × 34m77 34m77 34m77
ﾑﾗﾀ ﾁﾊﾙ 愛　知

2 6 4100 村田　千遥(3) 名古屋大谷高 31m71 30m47 32m92 32m92 32m92
ｷﾄｳ ﾊﾂﾈ 愛　知

3 5 7198 鬼頭　初音(3) 三好高 27m41 × 29m31 29m31 29m31
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾅ 愛　知

4 4 216 安東　迪奈(2) 一宮高 28m21 27m48 29m12 29m12 29m12
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｻｱﾔ 愛　知

5 3 2095 胡桃澤　采礼(3) 長久手高 28m05 28m59 24m28 28m59 28m59
ﾄｸﾅｶﾞ ｺﾄﾉ 愛　知

6 2 232 得永　琴乃(2) 修文女子高 22m38 24m93 24m03 24m93 24m93
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾏ 愛　知

7 1 4070 安藤　柚茉(2) 昭和高 × 24m38 21m57 24m38 24m38



高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              53m21     大久保　祥子(長久手高)                2014 7月5日 10:10 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 愛　知

1 11 4102 小河　遥花(3) 名古屋大谷高 × × 47m64 47m64 47m64
ﾀｶｺｳ ﾐｻｷ 愛　知

2 10 2011 高孝　美咲(3) 旭野高 43m11 45m36 46m52 46m52 46m52
ｵｶｴ ﾐﾘ 愛　知

3 7 6070 岡江　未莉(3) 大府高 41m05 × 46m15 46m15 46m15
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓｴｶ 愛　知

4 4 227 宮川　萌花(2) 修文女子高 39m10 45m31 44m21 45m31 45m31
ﾀｹｳﾁ ﾕﾘｶ 愛　知

5 9 7164 竹内　佑里花(3) 安城学園高 41m12 × 42m27 42m27 42m27
ﾅﾄﾐ ﾁﾋﾛ 愛　知

6 6 2009 名富　千尋(3) 旭野高 40m44 37m01 × 40m44 40m44
ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾈ 愛　知

7 5 7137 原田　愛音(2) 安城学園高 39m66 34m15 40m30 40m30 40m30
ﾑﾗｶﾐ ﾘｶ 愛　知

8 8 166 村上　梨華(3) 佐織工 38m92 39m55 39m72 39m72 39m72
ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 愛　知

9 2 4260 大橋　麻由(3) 熱田高 31m74 34m60 32m19 34m60 34m60
ｷﾑﾗ ﾘﾎ 愛知

10 3 41 木村　梨帆(3) 津島北高 × × 32m72 32m72 32m72
ﾂﾁﾔ ﾏｵ 愛　知

11 1 2041 土屋　真緒(3) 春日井南高校 × × 28m43 28m43 28m43



高校女子やり投(600g)
審 判 長：石井　哲郎
記録主任：新見　精三

県高校記録(PHR)              50m28     石本　瞳(名古屋大谷高)                20126 7月5日 14:45 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ 愛　知

1 10 4103 辻　萌々子(2) 名古屋大谷高 × 46m84 45m63 46m84
ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 愛　知

2 4 4101 嶋田　望(3) 名古屋大谷高 34m78 36m39 35m95 36m39
ｶｽｶﾞｲ ﾖｼﾐ 愛　知

3 8 7377 春日井　佳美(3) 安城高 34m47 × 35m72 35m72
ﾋﾗｲﾜ ﾏﾐ 愛　知

4 7 4108 平岩　万実(2) 名古屋大谷高 35m65 34m65 × 35m65
ｽｽﾞｷ ﾚﾐ 愛　知

5 9 9208 鈴木　麗未(3) 渥美農高 33m08 30m49 31m85 33m08
ｶﾄｳ ﾐｶ 愛　知

6 1 7380 加藤　実夏(2) 安城高 31m01 26m27 33m05 33m05
ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 愛　知

7 2 2306 加藤　美結(2) 名東高 28m97 27m69 31m66 31m66
ﾊﾔｼ ﾓｶ 愛　知

8 6 235 林　萌海(2) 修文女子高 30m22 － 30m12 30m22
ｱｻﾀﾞ ﾐｻｷ 愛　知

9 3 4263 浅田　美早紀(3) 熱田高 29m65 28m25 25m70 29m65
ﾊｯﾀ ﾐﾅﾐ 愛　知

10 5 296 八田　みなみ(2) 一宮南高 × 26m82 × 26m82


