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日付 種目

戸田　源大(1) 11.30 田實　陽翔(1) 11.37 松永　航太朗(1) 11.42 栁瀬　功貴(1) 11.42 宮川　煌世(1) 11.49 新井　楓斗(1) 11.56 鈴木　由舞(1) 11.58 竹内　寛人(1) 11.68

安城学園 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎学園 岡崎城西 知立東

浦口　泰陽(1) 36.40 加藤　颯真(1) 36.55 原　壮輝(1) 37.20 小崎　真之介(1) 37.31 久田　竜士(1) 37.75 三輪　椋大(1) 38.03 近藤　大暉(1) 38.44 今井　陸翔(1) 38.72

安城学園 岡崎城西 三好 刈谷 岡崎城西 三好 豊田大谷 西尾東

黒野　大和(1) 2:00.78 細井　奏太郎(1) 2:03.85 井野　開(1) 2:04.25 白井 悠翔(1) 2:05.39 中谷　天星(1) 2:05.69 小林　泰旗(1) 2:06.90 桐畑　大和(1) 2:09.01 川手　健太郎(1) 2:10.96

岡崎城西 岡崎城西 刈谷 岡崎西 刈谷 刈谷 豊田南 豊田北

八尋　友希(1) 9:07.15 辻　陽介(1) 9:08.97 吉田　龍海(1) 9:15.30 原　一成(1) 9:28.64 熱海 琢人(1) 9:30.05 宮﨑　颯来(1) 9:38.46 平山　春幸(1) 9:41.11 酒井　謙伍(1) 9:44.28

豊田大谷 岡崎 岡崎城西 豊田大谷 岡崎西 豊田大谷 岡崎城西 安城学園

髙須　敦史(1) 16.66(-1.5) 海老原　竜也(1) 17.57(-1.5) 大畑　貴裕(1) 17.86(-1.5) 大林 航也(1) 19.02(-1.9) 上野　靖起(1) 19.50(-1.9) 松嶋　計太(1) 19.67(-1.9) 神谷　祐生(1) 20.01(-1.5) 杉江 圭都(1) 20.42(-1.5)

西尾 刈谷工科 知立東 岡崎西 三好 岡崎工科 岡崎 鶴城丘

高木　魁里(1) 1m80 冨山　ダイム(1) 1m75 小久保　蒼獅(1) 1m65 稲垣　宏康(1) 1m60 日南　雪大(1) 1m55 大塚　陽平(1) 1m55

岡崎城西 安城学園 安城学園 安城南 刈谷北 豊田西

王　澈毅(1) 1m55

豊田西

時原　仁(1) 3m90 牧野　絃輝(1) 3m80

岡崎城西 岡崎城西

岩瀬　颯汰(1) 6m42(+2.7) 古橋　航青(1) 6m24(+2.1) 三井　楓(1) 5m99(+0.4) 小倉　直記(1) 5m81(+2.2) 鈴木　耀(1) 5m75(+0.7) 鵜野　悠汰(1) 5m75(+1.9) 田中　秀衛(1) 5m72(+0.6) 岩田 侑樹(1) 5m67(+1.0)

岡崎城西 公認6m41(+1.4) 豊田南 公認6m11(+1.5) 岡崎城西 刈谷 公認5m61(+1.8) 刈谷北 豊田 知立東 鶴城丘

久德　一翔(1) 12m10(+0.5)

西尾東

尾﨑　涼(1) 13m82 福原　希未(1) 11m62 佐藤　光一(1) 10m38 大歳　瑞貴(1) 8m98 原田　将五 (1) 8m25

三好 刈谷北 岡崎工科 豊田北 猿投農林

齋藤　和弥(1) 25m87 河合　巧芽(1) 18m46 川越 琢真(1) 13m98

安城 安城 岩津

阿知波　宏斗(1) 32m43 皆川　朋輝(1) 25m04 小森　栄太(1) 11m26

安城学園 三好 知立

杉浦　青空(1) 43m68 小崎　颯汰(1) 41m56 山下　侍稔(1) 38m46 稲垣　慶大(1) 26m93 小林　幸喜(1) 18m87

西尾東 幸田 岡崎学園 愛教大附 豊田西

望月　遥(1) 12.64 青山　和奏(1) 13.13 岡部　百海(1) 13.34 有田　桃菜(1) 13.58 時吉　真生(1) 13.75 佐藤　陽菜(1) 13.77 桑子 七海(1) 13.86 竹内　理桜華(1) 13.91

光ヶ丘女子 安城学園 安城学園 豊田南 豊田北 岡崎 鶴城丘 安城学園

森　千莉(1) 41.13 川口　莉絆(1) 43.05 伊藤　華(1) 44.49 高橋　智子(1) 44.98 成瀬  すみれ(1) 45.18 佐藤　菜月(1) 45.50 竹田　奈央(1) 46.32 三矢　心夏(1) 46.34

豊田大谷 安城学園 知立東 愛教大附 岡崎商 豊田西 豊野 光ヶ丘女子

嵯峨崎　恋花(1) 2:21.04 石川　桜子(1) 2:21.08 宇井　優月(1) 2:22.77 渡邊　亜実(1) 2:24.08 高木　晴菜(1) 2:28.98 鈴木 美沙(1) 2:37.50 森重　ひより(1) 2:39.22 岡部 優来(1) 2:39.94

豊田大谷 豊田大谷 刈谷 刈谷北 岡崎北 岡崎西 西尾 岡崎西

中馬　蘭奈(1) 4:38.80 坂田　朋花(1) 4:42.17 天野　花音(1) 4:42.41 武藤　苺花(1) 4:54.10 本田　万結(1) 5:01.02 馬場　月咲(1) 5:02.97 田中　小萩(1) 5:04.76 榊原　奈美希(1) 5:05.09

豊田大谷 GR 安城学園 光ヶ丘女子 岡崎城西 岡崎北 安城学園 安城学園 光ヶ丘女子

長野　沙弥(1) 15.43(-0.4) 時田　真歩(1) 16.32(-0.4) 小野山　静流(1) 16.82(-0.4) 近藤　芽依(1) 17.71(-0.4) 小出　六花(1) 17.97(+1.6) 杉浦　育(1) 18.16(-0.4) 加藤　紗彩(1) 18.29(+1.6) 手嶋 華菜(1) 18.70(+1.6)

岡崎北 光ヶ丘女子 安城学園 西尾東 三好 安城学園 西尾 岡崎西

安藤　奏乃(1) 1m53 松下　芽已(1) 1m45 澤　実伶(1) 1m45 久田　愛季(1) 1m45 ツィー ナー(1) 1m40 西山　葵良(1) 1m35 森岡　美月(1) 1m35 内海　葵(1) 1m30

光ヶ丘女子 刈谷北 光ヶ丘女子 岡崎北 鶴城丘 豊野 岡崎 知立

澤　あやめ(1) 2m00

西尾東

酒井　菜胡(1) 5m36(+0.7) 市川　彩乃(1) 5m21(+2.2) 齊藤　羽花(1) 5m15(+0.8) 工藤 千愛(1) 4m97(+1.4) 平岩　穂(1) 4m75(+2.0) 松川　咲希香(1) 4m74(+1.1) 寺田　花南(1) 4m65(+0.1) 川田　知宙(1) 4m50(-0.5)

安城学園 安城学園 公認5m18(+0.9) 三好 岡崎西 西尾東 光ヶ丘女子 刈谷北 岡崎北

山田　真央(1) 12m21 渡邉　花(1) 7m19 植田 理菜(1) 5m91

安城学園 GR 碧南 岩津

片岡　美羽(1) 26m97 山田　春香(1) 23m15 鋤柄　玖莉亜(1) 22m34 今村　藍子(1) 21m80

三好 三好 愛教大附 岡崎北

白井　愛依(1) 37m17 川本　菜々香(1) 31m49 鈴木　小萩(1) 27m53

安城学園 GR 三好 GR 三好

鈴木　きょうこ(1) 33m78 久保見　文音(1) 18m12

安城学園 豊田西
凡例  GR:大会記録

7月24日 一年女子砲丸投(4.000kg)

7月24日 一年女子円盤投(1.000kg)

7月24日 一年女子やり投(0.600kg)

7月24日
一年女子ハンマー投

(4.000kg)

7月24日 一年女子走高跳

7月24日 一年女子棒高跳

7月24日 一年女子走幅跳

7月24日 一年女子800m

7月24日 一年女子1500m

7月24日 一年女子100mYH(0.762m)

7月24日 一年男子やり投(0.800kg)

7月24日
一年女子100m 

風：+0.5

7月24日 一年女子300m

7月24日 一年男子砲丸投(5.000kg)

7月24日 一年男子円盤投(1.750kg)

7月24日
一年男子ハンマー投

(6.000kg)

7月24日 一年男子棒高跳

7月24日 一年男子走幅跳

7月24日 一年男子三段跳

7月24日 一年男子3000m

7月24日 一年男子110mH(1.067m)

7月24日 一年男子走高跳

8位

7月24日
一年男子100m 

風：-1.2

7月24日 一年男子300m

7月24日 一年男子800m
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