
ト ラ ッ ク 審 判 長 木村　元彦

フィールド審判長 林　　一哉

記 録 主 任 古居　正喜

日付 種目

湯浅　幸介(1) 11.05 鈴木　一磨(1) 11.09 山下　侑冴(1) 11.20 田原　慧人(1) 11.33 沓名　龍希(1) 11.47 森　大輔(1) 11.52 榊原　暉生(1) 11.64

豊田南 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 豊田大谷 豊田北 一色

近藤 泰心(1) 53.96 細川　祥吾(1) 54.17 吉田　稜矢(1) 54.28 五島　陸(1) 54.37 佐藤　渉真(1) 55.28 伊藤　直樹(1) 55.42 吉村　歩(1) 55.75 村田　和樹(1) 55.92

豊田南 岡崎 豊田北 岡崎学園 三好 三好 安城学園 刈谷

山田　彪斗(1) 2:00.02 太田　悠斗(1) 2:01.55 板倉　愛翔(1) 2:01.91 杉浦　一峰(1) 2:04.32 松井　碧也(1) 2:05.03 成田　悠人(1) 2:05.84 眞田　樹心(1) 2:06.34 大元　蓮斗(1) 2:06.39

豊田大谷 岡崎城西 岡崎城西 安城学園 豊田大谷 三好 三好 豊田西

鈴木　将矢(1) 9:06.09 正重　天(1) 9:08.13 南　怜生(1) 9:11.74 西嶋　弘将(1) 9:11.81 松浦　光希(1) 9:19.11 渡辺　響介(1) 9:26.94 富村　幸三(1) 9:28.03 鶴田　燿也(1) 9:29.64

岡崎 岡崎学園 豊田大谷 岡崎北 岡崎工 岡崎西 岡崎城西 岡崎城西

佐川　博也(1) 15.44(+0.3) 國場　貴博(1) 16.70(+0.3) 藤野　晃志(1) 16.95(+0.3) 千足　海都(1) 17.02(+0.3) 鏡味　健太郎(1) 17.34(+0.3) 星名　慶音(1) 18.78(-0.1) 森　ばお(1) 18.87(-0.1) 杉村　健太(1) 18.88(-0.1)

安城学園 西尾東 岡崎 岡崎 知立東 岡崎東 安城 愛教大附

五郎畑 春樹(1) 18.88(-0.1)

安城農林

田中　鉄馬(1) 1m88 新實  咲哉(1) 1m85 熊﨑　航(1) 1m80 中野　将豪(1) 1m75 山本　凌(1) 1m70 早川　幸希(1) 1m70 齋場　詢(1) 1m65 市川　翔太(1) 1m60

岡崎城西 鶴城丘 岡崎 豊田西 刈谷 安城 豊田西 豊田南

金川　直樹(1) 1m60

豊田南

林　鼓太朗(1) 3m40

岡崎城西

鈴木　空也(1) 6m58(+0.5) 池ヶ谷　賢吾(1) 6m40(+0.1) 髙野　大地(1) 6m17(-0.1) 都　勘太(1) 6m05(-0.1) 中原  快(1) 5m88(-0.3) 毛利　新之介(1) 5m76(+0.4) 時田　雅紘(1) 5m76(-0.5) 畔栁　颯(1) 5m62(+0.5)

岡崎城西 岡崎城西 西尾 三好 豊田南 豊田西 岡崎北 岡崎北

岡本　健伸(1) 9m55 村瀬  カイキ(1) 8m82 平澤　大河(1) 8m76 佐藤　蓮(1) 8m39 清水　虎太朗(1) 7m62 宮﨑　優太(1) 7m05 天野　俊也(1) 7m00 柘植　大輔(1) 6m95

安城農林 鶴城丘 岡崎西 杜若 岡崎 岡崎工 吉良 愛教大附

前田　康就(1) 26m20 池添　聖矢(1) 22m86 阿部　克輝(1) 16m60 平川　雄也(1) 13m62 杉本　脩泰(1) 12m32

三好 安城学園 安城 西尾東 西尾東

池田　光太郎(1) 33m98

安城学園

鈴木 康大(1) 45m07 星　雄一郎(1) 42m74 柘植　克己(1) 40m31 大橋　陸人(1) 34m39 鈴木　力也(1) 33m35 後藤　憲太(1) 32m86 下川　航平(1) 32m28 高橋　怜央(1) 30m36

刈谷北 豊田西 三好 三好 愛教大附 杜若 岡崎北 安城

7月20日
一年男子ハンマー投げ

(6.000kg)

7月20日 一年男子やり投(0.800kg)

7月20日 一年男子走幅跳

7月20日 一年男子砲丸投(5.000kg)

7月20日 一年男子円盤投(1.750kg)

7月20日 一年男子走高跳

7月20日 一年男子棒高跳

7月20日 一年男子3000m

7月20日 一年男子110mJH(0.991m)

8位

7月20日
一年男子100m

風：+0.9

7月20日 一年男子400m

7月20日 一年男子800m
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ト ラ ッ ク 審 判 長 木村　元彦

フィールド審判長 林　　一哉

記 録 主 任 古居　正喜

日付 種目

沖　美月(1) 12.24 手島　美咲(1) 12.50 田中　萌葉(1) 12.87 川澄　千晶(1) 13.09 石川　碧(1) 13.12 宮本　彩美(1) 13.24 石原　美空(1) 13.33 鈴木　彩香(1) 13.37

岡崎城西 安城学園 岡崎城西 岡崎城西 光ヶ丘女子 三好 安城学園 岡崎城西

土居　心愛(1) 58.17 中根　葵(1) 1:02.20 久野　香奈(1) 1:02.60 古井　満津葉(1) 1:04.92 蒲野　なつみ(1) 1:05.07 石若 直美(1) 1:06.62 三橋　凛乃(1) 1:06.90 芳賀　絵実香(1) 1:07.25

光ヶ丘女子 GR 安城学園 豊田南 愛教大附 光ヶ丘女子 刈谷北 豊田工 岩津

小山　愛結(1) 2:13.87 森　千紘(1) 2:23.57 佐藤　綾畝(1) 2:24.64 川島　悠渚(1) 2:28.67 徳永　珠帆(1) 2:28.71 太田　愛子(1) 2:30.93 高橋　友海(1) 2:36.67 高見　英里(1) 2:37.74

安城学園 GR 岡崎城西 刈谷 安城学園 安城学園 刈谷 幸田 岡崎

磯部　早良(1) 4:39.22 竹田　実紗(1) 4:43.20 渡辺　柚那(1) 4:47.24 杉浦　花音(1) 4:48.20 雨宮　沙空(1) 4:50.20 二村　夕希子(1) 4:50.37 雨宮　希空(1) 4:52.45 金田　衣望(1) 4:53.73

安城学園 GR 安城学園 安城学園 安城学園 光ヶ丘女子 光ヶ丘女子 光ヶ丘女子 岡崎城西

古俣　衣梨(1) 15.77(+0.1) 村瀬　心優(1) 15.86(+0.1) 髙尾　未來(1) 16.83(+0.1) 太田 和奏(1) 17.20(+0.1) 加藤　里彩(1) 17.37(+0.1) 永坂  衣舞妃(1) 17.51(+0.1) 加治川　愛里(1) 17.54(0.0) 那波　憩(1) 17.64(+0.1)

岡崎 安城学園 愛教大附 安城農林 幸田 鶴城丘 岡崎東 西尾

吉岡　美音(1) 1m59 野村　美咲(1) 1m56 岡田　萌楓(1) 1m45 後藤　榛花(1) 1m45 中原　唯菜(1) 1m40 霍田  楓乃(1) 1m40

岡崎城西 安城学園 愛教大附 岡崎東 豊田東 鶴城丘

宗石　彩那(1) 1m45

岡崎城西

吉岡　夏希(1) 1m45

光ヶ丘女子

磯貝　茅於(1) 3m00

岡崎城西

荻野　由菜(1) 5m11(+0.9) 本多　柚稀(1) 5m08(-0.4) 長谷川　葵(1) 5m02(+0.7) 後藤　琉那(1) 4m80(+0.4) 二村　真央(1) 4m64(+0.2) 安部　美咲(1) 4m55(+1.0) 岩見　珠希(1) 4m54(+0.8) 山口　歩夏(1) 4m54(+0.3)

光ヶ丘女子 西尾 安城学園 岡崎城西 刈谷 愛教大附 安城東 安城学園

宮道　杏琉(1) 9m78(+0.6)

岡崎商

石川　ふみ(1) 7m59 林　穂華(1) 6m15

西尾 知立東

堀　凪沙(1) 16m47 片桐　万梨乃(1) 14m66

三好 刈谷

原田　愛音(1) 29m40

安城学園

加藤　実夏(1) 31m05 松田　栞奈(1) 28m92 佐奈田　彩(1) 20m36 加藤 未奈(1) 14m24

安城 豊田西 幸田 豊田南

凡例  GR:大会記録

7位

7月20日
一年女子100m

風：+0.3

8位
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7月20日 一年女子100mYH(0.762m)

7月20日 一年女子走高跳

7月20日 一年女子400m

7月20日 一年女子800m

7月20日 一年女子1500m

7月20日 一年女子棒高跳

7月20日 一年女子走幅跳

7月20日 一年女子三段跳

7月20日 一年女子やり投(0.600kg)

7月20日 一年女子砲丸投(4.000kg)

7月20日 一年女子円盤投(1.000kg)

7月20日
一年女子ハンマー投

(4.000kg)


