
ト ラ ッ ク 審 判 長 市川陽明･小林義孝

ス タ ー ト 審 判 長 明星　光信

フィールド審判長 林　　一哉

招 集 所 審 判 長 山村　晃泰

記 録 主 任 上田　祐貴

日付 種目

日髙　嘉恩(1) 11.16 山田　凱斗(1) 11.36 近藤　紘史(1) 11.39 森本　ハル(1) 11.41 上村　拓未(1) 11.43 鈴木　颯人(1) 11.52 金原　優也(1) 11.52

三好 岡崎城西 豊田西 豊田大谷 岡崎城西 愛産大三河 岡崎城西

吉野　朱祐(1) 35.60 柴田　大和(1) 36.58 村瀬　悠斗(1) 37.25 釜屋　空悟(1) 37.53 山下　亮河(1) 37.68 畔柳　侑生(1) 38.31 大石　佳志磨(1) 38.42 近藤　　蒼泉(1) 38.72

安城学園 GR 岡崎城西 刈谷 豊田大谷 刈谷北 岡崎商 豊田大谷 西尾東

加納　駿翔(1) 1:58.30 伊藤　奨真(1) 2:00.64 成瀬　吏流(1) 2:08.00 篠原　公樹(1) 2:08.03 齊藤　柊(1) 2:08.77 森　大地(1) 2:09.60 大竹　浬(1) 2:10.53 本山　天稀(1) 2:12.30

岡崎城西 岡崎城西 豊野 知立東 岩津 豊田西 吉良 幸田

片山　健二郎(1) 9:14.44 渥美　希良(1) 9:19.34 末永　翔真(1) 9:20.97 齊藤　巧茉(1) 9:30.50 佐野　颯太(1) 9:31.16 外山　徠桜(1) 9:31.84 和田　剛(1) 9:38.75 大塚　湧斗(1) 9:57.77

岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 愛産大三河 岡崎北 人環大岡崎

杉浦　颯志(1) 15.39(-0.3) 木野　旬稀(1) 16.13(-0.3) 沓名　麟太郎(1) 16.22(-0.3) 飯星　亮斗(1) 16.67(-0.3) 神谷 　蒼空(1) 19.32(-0.8) 岩田　宗次郎(1) 19.46(-0.8) 田中　佑晟(1) 19.59(-0.3) 清水　李一郎(1) 20.66(-0.8)

安城学園 安城学園 岡崎 岡崎商 鶴城丘 豊田西 豊田北 豊田西

鈴木　羽玖斗(1) 1m83 磯貝　洋聡(1) 1m75 大竹　翔太(1) 1m75 鈴木　琉太(1) 1m70 荒井　春人(1) 1m65 坂井　洸太(1) 1m60 松本　光波(1) 1m45

三好 安城学園 岡崎西 豊田南 安城学園 豊田工科 鶴城丘

樽澤　寛季(1) 1m75

知立東

河合　崚弥(1) 3m50 有馬　亘紀(1) 3m30

岡崎城西 西尾東

平林　駿登(1) 6m67(-0.5) 上村　玲大(1) 6m60(-1.1) 久野　聡(1) 6m27(-0.7) 三島　悠大(1) 6m12(0.0) 廣田　　煌太郎(1) 5m87(-1.3) 畔柳　大希(1) 5m74(-0.7) 鶴田　宇飛(1) 5m73(-0.5) 古川　拓磨(1) 5m65(+0.4)

安城東 安城学園 岡崎城西 碧南 西尾東 岡崎北 安城南 一色

日比　建汰(1) 13m32(0.0) 前川　聖護(1) 12m10(+0.1)

刈谷 GR 鶴城丘 =GR

荒武　秀真(1) 8m70 岡田　貴利(1) 8m28 寄田　有真(1) 7m53 山本　凌司(1) 7m27 杉浦　　拓弥(1) 7m26 鈴木　翔哉(1) 6m67 志賀　春宝(1) 6m44 市川　雄大(1) 6m15

碧南工科 豊田南 岡崎工科 岡崎北 西尾東 岡崎工科 岡崎工科 豊田北

中村　俊郎(1) 34m66 岸本　翔真(1) 34m37 青崎　ゆうじ(1) 25m98 山中　琉誠(1) 20m40 小川　拓土(1) 19m45 篠原　明(1) 19m21 家﨑　勇多(1) 18m96 佐藤　榛起(1) 18m16

西尾東 安城学園 鶴城丘 杜若 安城 三好 三好 岡崎商

髙岡　翔太(1) 23m57 北岡　知也(1) 20m01 平　煌成(1) 19m76 木村　竜樹(1) 17m82 冨田　航希(1) 17m44 山本　瑛仁(1) 17m24

三好 安城学園 三好 三好 愛産大三河 三好

石原　颯星(1) 42m25 宮田　来樹(1) 40m25 鳥居　　大智(1) 35m40 永谷　捷人(1) 33m98 神取　太晟(1) 33m88 山下　京祐(1) 32m93 吉田　仁(1) 32m02 小野田　琉也(1) 31m63

三好 安城学園 西尾東 刈谷 西尾東 安城 安城 愛教大附

杉浦　千恵(1) 12.53 橋本　清愛(1) 12.97 中野　希望(1) 13.01 大山　莉奈(1) 13.11 岩田　祐香(1) 13.16 岸田　澪(1) 13.38 佐々木　優花(1) 13.39 松永　彩織(1) 13.78

岡崎城西 安城学園 岡崎城西 安城学園 岡崎城西 三好 愛産大三河 刈谷北

小島　奈々(1) 41.70 加藤　千愛(1) 44.99 松山　由奈(1) 45.02 實田　結(1) 45.24 尾関　利琉(1) 45.67 筒井　優佳(1) 46.08 山口　貴菜(1) 46.74 小関　望愛(1) 47.65

岡崎城西 安城東 安城学園 岡崎 豊田大谷 安城学園 豊野 愛産大三河

神谷　美雨(1) 2:28.48 鈴木　寧々(1) 2:28.95 丹羽　涼音(1) 2:31.77 手嶌　紗菜(1) 2:33.21 續　瑠奈(1) 2:39.38 川島　実桜(1) 2:40.17 柴田　夏帆(1) 2:40.51 小澤　咲季(1) 2:47.37

刈谷 刈谷北 豊田大谷 高浜 安城学園 刈谷 岡崎北 岡崎

火山　華(1) 4:57.65 佐々木　莉愛(1) 5:05.48 村松　和奏(1) 5:07.06 藤井　音寧(1) 5:09.68 森　日菜子(1) 5:09.97 宮田　紗更(1) 5:11.24 松浦　紗理奈(1) 5:13.46 和田　花凛(1) 5:14.25

安城学園 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 岡崎北 安城学園 岡崎城西 岡崎城西

大和　令奈(1) 14.41(+0.5) 那波　瞳(1) 16.26(+0.5) 佐々木　莉里(1) 16.72(+0.5) 内藤　紗也(1) 17.19(+0.5) 山田　遙乃(1) 17.24(+0.9) 中山　綾乃(1) 17.79(+0.9) 松本　寧音(1) 17.86(+0.9) 橋本　実空(1) 18.49(+0.5)

岡崎城西 GR 刈谷 安城東 岡崎 知立 岡崎北 岡崎北 西尾東

遠藤　志帆子(1) 1m53 北林　優奈(1) 1m50 藤井　咲楽(1) 1m50 稲垣　空良(1) 1m40 鈴木　真子(1) 1m30

豊田西 岡崎城西 刈谷 岡崎城西 西尾

岡部　陽奈(1) 3m20

岡崎 GR

尾形　瑞予(1) 5m06(-0.2) 杉浦　愛菜(1) 4m83(+0.1) ボナ　ジェラリン(1) 4m43(+0.8) 宮本　礼子(1) 4m37(-0.3) 杉田　美咲(1) 3m72(-0.8) 鈴木　杏(1) 3m45(0.0) 野々山　百花(1) 3m35(-0.3)

三好 岡崎城西 豊田東 安城学園 岡崎西 岡崎西 岩津

仙石　華子(1) 11m27(+0.8) 中村　朱琳(1) 10m43(+0.9)

安城学園 GR 安城学園 GR

木下　みなみ(1) 10m15

安城学園

安藤　瑞七海(1) 31m73

三好 GR

岩木　美夕愛(1) 27m47 花井　茉結(1) 15m87

三好 三好

佐治　育実(1) 25m59 粟田　遥乃(1) 19m15 居倉　史佳(1) 14m43

岡崎西 知立 豊田西
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

第24回西三河高等学校陸上競技一年生大会兼二年生記録会 【22221503】 
ウェーブスタジアム刈谷 【223130】 
2022/07/18 ～ 2022/07/18

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月18日
１年男子100m 

風：-0.3

7月18日 １年男子300m

7月18日 １年男子800m

7月18日 １年男子3000m

7月18日
１年男子

110mJH(0.991m/9.14m)

7月18日 １年男子走高跳

7月18日 １年男子棒高跳

7月18日 １年男子走幅跳

7月18日 １年男子三段跳

7月18日 １年男子やり投(800g)

7月18日 １年男子砲丸投(6.000kg)

7月18日 １年男子円盤投(1.500kg)

7月18日
１年男子ハンマー投

(6.000kg)

7月18日
１年女子100m 

風：-0.3

7月18日 １年女子300m

7月18日 １年女子800m

7月18日 １年女子1500m

7月18日
１年女子

100mYH(0.762m/8.50m)

7月18日 １年女子走高跳

7月18日 １年女子棒高跳

7月18日 １年女子走幅跳

7月18日 １年女子三段跳

7月18日 １年女子やり投(600g)

7月18日 １年女子砲丸投(4.000kg)

7月18日 １年女子円盤投(1.000kg)

7月18日
１年女子ハンマー投

(4.000kg)


