
コンディション情報

大会総務 小野田　隆 トラック審判長 稲垣　　裕

跳躍審判長 名倉喜三郎 投てき審判長 名倉喜三郎

日付 時刻 天候 気温(℃)湿度(％)風向 風速(ｍ/s)
2022/07/23 09:30 晴 32.0 49.0 南南西 22.0

10:00 晴 32.5 45.0 北北西 1.6
11:00 晴 33.0 45.0 北北東 1.6
12:00 晴 33.0 45.0 北北東 2.9
13:00 晴 33.5 44.0 北北西 2.4

2022/07/24 09:30 晴 31.0 51.0 西南西 0.8
10:00 晴 32.5 47.0 南 0.9
11:00 晴 33.0 50.0 南南西 0.9
12:00 晴 34.0 48.0 南西 0.8
13:00 晴 33.0 47.0 南西 2.0
14:00 晴 34.0 46.0 南東 1.3
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令和4年度愛知県高等学校知多学年別陸上競技大会兼ジュニア記録会 【22221502】  物産フードサイエンス1969知多スタジアム 【222010】  2022/07/23 ～ 2022/07/24
日付 種目

判家　悠也(3) 11.00(+1.1) 江川　夢人(2) 11.27(+1.1) 杉山　晃聖(2) 11.37(+1.1) 稲葉　崇人(2) 11.61(+1.1) 中園　優希(2) 11.80(+1.1) 中野　航希(2) 11.88(+0.8) 水野　成皓(2) 11.92(+0.8) 岡戸　柊馬(2) 11.93(+1.7)
豊橋 半田 横須賀 半田農業 大府東 横須賀 大府 半田工科
江川　夢人(2) 23.30(-1.3) 今尾　宰人(3) 23.74(-1.3) 稲葉　崇人(2) 24.15(-1.3) 古田　龍太郎(1) 24.68(-1.2) 中野　航希(2) 24.76(-1.3) 近藤　宙(2) 24.83(-1.3) 山口　健(2) 24.93(-2.5) 井指　太雅(2) 25.11(-2.3)
半田 科技刈谷 半田農業 大府東 横須賀 半田東 半田工科 東海樟風
矢島　楓(3) 53.89 金子　凌空　(2) 55.32 岡　忍(1) 58.80 森下　央翔(1) 59.88 高浪　裕大(2) 1:00.61 佐々木　優希(1) 1:01.68 池田　翔一(1) 1:09.55
飛鳥未来 科技刈谷 科技刈谷 半田 半田 半田 豊橋
岡田　湊吏(2) 2:03.35 近藤　大翔(2) 2:03.36 榊原　竜聖(1) 2:04.65 杉村　光太(2) 2:12.43 間瀬　一里(2) 2:13.20 澤田　陸(2) 2:13.68 柴田　悠希(2) 2:14.19 新海　祐真(2) 2:14.51
横須賀 大府東 福祉大付 東海樟風 半田東 常滑 半田東 半田
山本　帆人(2) 4:19.27 渡邉　真翔(2) 4:22.49 馬渡　翔大(2) 4:28.62 近藤　大翔(2) 4:31.34 岡田　湊吏(2) 4:34.74 國長　竣太(2) 4:34.79 加藤　楓(2) 4:37.50 近藤　大地(1) 4:39.37
横須賀 東海南 阿久比 大府東 横須賀 阿久比 阿久比 阿久比
北嶋　理人(2) 16.64(+0.7)
半田
杉山　晃聖(2) 58.92 北嶋　理人(2) 1:01.25 金子　凌空　(2) 1:05.25 岡戸　柊馬(2) 1:08.35
横須賀 半田 科技刈谷 半田工科
山本　帆人(2) 10:21.99 渡邉　真翔(2) 10:25.65 河崎　愛叶(2) 11:29.65 土井　隼都(2) 13:04.25 花田　慎温(2) 14:13.27
横須賀 東海南 横須賀 半田東 大府東
山本　敦暉(2) 18:12.68
知多翔洋
神谷　康太(2) 5m55(+0.9) 水野　成皓(2) 5m41(0.0) 髙木　悠風(2) 5m34(+1.5) 荒谷　綜太(2) 5m19(0.0) 廣瀬　源(3) 5m06(+1.2) 大岩　拓史(2) 4m96(+1.4) 杉本　瀧斗(2) 4m38(+1.6)
半田 大府 科技刈谷 クラーク 豊橋 知多翔洋 半田
廣瀬　源(3) 11m30(+2.5) 大岩　拓史(2) 10m95(+2.5) 内藤　樹輝(2) 10m70(+0.3) 吐合　大地(2) 9m54(+1.8) 竹本　尚史(2) 9m36(+0.8)
豊橋 公認11m24(+0.9) 知多翔洋 公認10m75(+0.8) 東海南 東海南 東海南
渡辺　暖斗(2) 10m41 渡邊　隼(2) 9m93 倉橋　八雲(2) 7m87 西井　紘多(2) 6m81 鈴木　夢生(3) 6m21
東海南 大府 東海樟風 半田 豊橋
杉田　晶俊(2) 30m42 内藤　凌央(2) 27m46 渡邊　隼(2) 27m18 鈴木　悠真(2) 24m54 倉橋　八雲(2) 20m45 西井　紘多(2) 16m20
知多翔洋 大府 大府 半田農業 東海樟風 半田
内藤　凌央(2) 37m49
大府
福井　琥太郎(2) 35m31 中武　駿太(2) 27m63 中園　優希(2) 22m51
東海南 半田工科 大府東
種村　壮太(1) 11.68(-0.2) 登澤　賢志(1) 11.89(-0.2) 古田　龍太郎(1) 12.05(-0.2) 吉富　大貴(1) 12.14(-0.2) 若子　漱馬(1) 12.20(-0.9) 相良　鈴心(1) 12.27(-0.9) 加藤　颯人(1) 12.32(+1.0) 中村　俊太(1) 12.47(-0.9)
大府 大府東 大府東 半田東 東海南 半田商業 半田東 半田商業
永田　夏月(1) 22.71(-1.9) 美濃輪　健心(1) 24.11(-1.4) 種村　壮太(1) 24.36(-1.5) 相川　尚門(1) 24.49(-1.5) 北條　遙人(1) 24.84(-1.5) 加藤　大智(1) 25.03(-1.4) 水野　将豪(1) 25.03(-1.5) 吉富　大貴(1) 25.36(-1.5)
福祉大付 大府東 大府 知多翔洋 大府東 半田 大府 半田東
永田　夏月(1) 51.65 美濃輪　健心(1) 53.49 樋江井　敦也(1) 54.63 水野　将豪(1) 54.74 井奈波　和貴(1) 55.71 松本　真夢(1) 56.23 加藤　大智(1) 57.02 相川　尚門(1) 57.34
福祉大付 大府東 知多翔洋 大府 大府 横須賀 半田 知多翔洋
山口　雅人(1) 2:07.30 樋江井　敦也(1) 2:10.15 近藤　大地(1) 2:11.42 鈴木　凪(1) 2:13.21 伊藤　心大(1) 2:13.74 大竹　郁也(1) 2:14.40 木下　粋純(1) 2:14.79 野村　映太(1) 2:15.15
大府東 知多翔洋 阿久比 福祉大付 横須賀 大府 福祉大付 大府
山口　雅人(1) 4:27.29 榊原　竜聖(1) 4:29.55 伊藤　心大(1) 4:37.15 柘植　圭汰(1) 4:39.13 野村　映太(1) 4:39.24 辰巳　蓮(1) 4:40.23 加藤　陽光(1) 4:49.33 石井　洸成(1) 4:56.15
大府東 福祉大付 横須賀 大府 大府 阿久比 福祉大付 半田
青木　隆聖(1) 10:14.84 辰巳　蓮(1) 10:21.55 安田　晴大(1) 10:28.97 菅原　颯汰(1) 10:37.12 蟹江　健介(1) 11:01.69 石井　洸成(1) 11:15.14 三輪　颯太(1) 11:21.83 佐藤　天晴(1) 12:15.51
半田商業 阿久比 半田商業 半田 東海南 半田 阿久比 東海南
大脇　颯(1) 1m65 髙倉　海斗(1) 1m60 住吉　一騎(1) 1m55 青木　颯良(1) 1m55 浅田　拓翔(1) 1m45
福祉大付 大府東 東海南 東海南 大府東
中野　彰人(1) 5m94(+0.9) 北條　遙人(1) 5m82(+1.0) 大脇　颯(1) 5m75(+0.7) 飯田　孝太(1) 5m70(+0.4) 井奈波　和貴(1) 5m47(+0.9) 竹中　雄太郎(1) 5m39(+0.6) 齋藤　充健(1) 5m06(+0.1) 飯田　泰佑(1) 5m03(+1.5)
阿久比 大府東 福祉大付 大府東 大府 大府 横須賀 東海南
浅田　拓翔(1) 11m44(-0.3) 髙倉　海斗(1) 11m13(+0.4)
大府東 大府東
大岩　佳弘(1) 7m59 戸田　三四朗(1) 6m26 新美　蓮汰(1) 5m97 伊藤　遼(1) 5m83 前川　健志(1) 5m48
東海樟風 半田農業 東海南 東海南 半田商業
津山　莉壱(1) 26m71 田辺　寛登(1) 19m01 江尻　祥大(1) 18m49 新美　蓮汰(1) 17m19
半田商業 東海樟風 半田商業 東海南
江尻　祥大(1) 17m43
半田商業
佐藤　宏哉(1) 37m80 津山　莉壱(1) 36m25 林　稜真(1) 31m65 相澤　剣二(1) 27m47 長谷川　貴生(1) 11m08
東海南 半田商業 東海南 東海樟風 常滑
半田 45.10 大府東 45.44 知多翔洋 46.81 東海南 47.17 半田工科 48.16 半田商業 48.35 半田東 49.08 阿久比 49:19
杉本　瀧斗(2) 北條　遙人(1) 大岩　拓史(2) 武内　雄飛(2) 山本　聖夜(1) 増田　凌匠(1) 久米　由晟(1) 井坂　亮介(1)
江川　夢人(2) 美濃輪　健心(1) 大西　翔瑛(2) 内藤　樹輝(2) 山口　健(2) 中村　俊太(1) 加藤　颯人(1) 加藤　庚聖(1)
北嶋　理人(2) 古田　龍太郎(1) 相川　尚門(1) 冨安　兼輔(2) 岡戸　柊馬(2) 津山　莉壱(1) 太田　陽斗(1) 名越　雅人(1)
神谷　康太(2) 登澤　賢志(1) 樋江井　敦也(1) 椴山　叶竜(2) 松本　晃汰(1) 相良　鈴心(1) 吉富　大貴(1) 石黒　翔大(1)
横須賀 3:38.09 大府 3:40.07 知多翔洋 3:44.39 大府東 3:46.99 東海南 3:47.73 半田東 4:06.37 半田工科 4:09.57
中野　航希(2) 水野　将豪(1) 相川　尚門(1) 美濃輪　健心(1) 中島　彰大(2) 久米　由晟(1) 岡戸　柊馬(2)
山本　帆人(2) 野村　映太(1) 大西　翔瑛(2) 北條　遙人(1) 中西　星翔(1) 太田　陽斗(1) 山口　健(2)
岡田　湊吏(2) 種村　壮太(1) 大岩　拓史(2) 登澤　賢志(1) 福永　賢二(1) 吉富　大貴(1) 松本　晃汰(1)
杉山　晃聖(2) 斎藤　照将(2) 樋江井　敦也(1) 飯田　孝太(1) 若尾　和以(2) 加藤　颯人(1) 山本　聖夜(1)

7月23日 高校1年男子やり投(800g)

7月23日 高校共通男子4X100mR

7月24日 高校共通男子4X400mR

7月23日 高校1年男子砲丸投(6.000kg)

7月24日 高校1年男子円盤投(1.500kg)

7月24日
高校1年男子ハンマー投

(6.000kg)

7月23日 高校1年男子走高跳

7月24日 高校1年男子走幅跳

7月23日 高校1年男子三段跳

7月24日 高校1年男子800m

7月23日 高校1年男子1500m

7月24日 高校1年男子3000m

7月23日 高校1年男子100m

7月24日 高校1年男子200m

7月23日 高校1年男子400m

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子円盤投(1.750kg)

7月24日
ｼﾞｭﾆｱ男子ハンマー投

(6.000kg)

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ男子やり投(800g)

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子走幅跳

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ男子三段跳

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ男子砲丸投(6.000kg)

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子400mH(0.914m)

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子3000mSC(0.914m)

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子3000mW

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子800m

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ男子1500m

7月23日
ｼﾞｭﾆｱ男子

110mH(1.067m/9.14m)

8位

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ男子100m

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ男子200m

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ男子400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



日付 種目 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

渡邉　萌々(2) 13.13(+0.5) 浜田　陽菜(2) 13.29(+0.5) 宮本　みこ(2) 13.37(+0.5) 細野　乙芽(2) 13.72(+0.5) 鈴木　里奈(2) 13.84(+2.5) 川村　真愛(2) 13.86(+2.5) 鈴木　萌生(3) 14.04(+2.5) 曽我　天音(2) 14.11(+0.5)
半田 福祉大付 大府 城北つばさ 阿久比 東海南 科技刈谷 半田農業
渡邉　萌々(2) 27.70(-0.7) 宮本　みこ(2) 28.20(-0.7) 山中　風奈(2) 29.58(+0.8) 山田　衣莉(1) 30.28(+0.8) 富永　百香(2) 31.36(+0.8) 間瀬　梨乃葉(2) 31.54(-0.7) 北沢　咲夜(1) 32.80(+0.8) 川端　理世(1) 33.47(+0.8)
半田 大府 半田 福祉大付 大府東 阿久比 半田東 半田東
石川　莉彩(2) 1:01.88 泉　知里(3) 1:08.12 水村　美咲(2) 1:10.19 田口　貴子(2) 1:10.78 渡邊　笑瑠(2) 1:13.20
横須賀 科技刈谷 半田東 科技刈谷 半田農業
武田　彩希(2) 2:27.35 大坪　天乃(2) 2:28.58 神谷　杏(2) 2:34.85 都築　未耶美(2) 2:40.71 渡邊　笑瑠(2) 2:46.27 石黒　志歩(1) 2:49.77 椎葉　心彩(1) 2:52.46 榊原　亜衣(1) 2:56.78
阿久比 福祉大付 大府 半田 半田農業 科技刈谷 東海樟風 横須賀
大坪　天乃(2) 5:00.14 武田　彩希(2) 5:00.63 神谷　杏(2) 5:28.51 都築　未耶美(2) 5:30.59 伊藤　かれん(1) 5:30.64 久田　凜香(2) 5:41.15 江口　凛(2) 5:51.44 神﨑　桜(2) 7:53.31
福祉大付 阿久比 大府 半田 東海樟風 東海樟風 東海南 科技刈谷
山中　風奈(2) 17.13(+2.6) 髙橋　芽依(2) 17.67(+2.6) 齋藤　優佳(2) 17.85(+2.6) 曽我　天音(2) 18.15(+2.6) 山本　楓珈(2) 18.49(+2.6) 川村　真愛(2) 18.64(+2.7) 今泉　花音(2) 20.23(+2.7) 澤　菖美(2) 21.92(+2.7)
半田 横須賀 大府 半田農業 横須賀 東海南 刈谷東 半田農業
石川　莉彩(2) 1:06.87 齋藤　優佳(2) 1:14.72
横須賀 大府
新帯　有也香(2) 1m40
半田
鈴木　萌生(3) 4m54(+0.6) 内山　琴心(2) 4m06(-0.9) 廣瀨　稀帆(2) 4m05(+0.7) 江城　桜子(2) 3m83(+1.0) 澤　菖美(2) 3m79(-0.1) 加藤　玲奈(2) 3m71(-0.2) 佐藤　梨胡(1) 3m23(-0.9)
科技刈谷 阿久比 大府 東海南 半田農業 東海南 東海樟風
髙橋　芽依(2) 9m72(+0.4) 小川　蘭乃(2) 9m14(+1.4) 廣瀨　稀帆(2) 8m80(+1.2) 髙畑　朱夏(2) 8m32(+0.5) 百﨑　遥菜(2) 8m23(+1.3)
横須賀 東海南 大府 大府東 大府東
山本　楓珈(2) 7m15
横須賀
長谷川　叶美(2) 32m66 髙畑　朱夏(2) 24m23
東海南 大府東
カークパトリック　芽衣(1) 13.37(+1.0) 兼田　弥耶(1) 13.50(+1.0) 森下　百合亜(1) 13.84(+1.5) 山田　衣莉(1) 13.99(+1.0) 寺島　莉桜(1) 14.03(+1.5) 對間　莉菜(1) 14.22(+1.5) 小澤　実和(1) 14.55(+1.5) 飯田　萌叶(1) 14.64(+1.0)
東海南 福祉大付 半田商業 福祉大付 阿久比 大府東 阿久比 東海樟風
小川　心優(1) 26.61(-1.6) 尾関　初佳(1) 27.97(-1.6) 兼田　弥耶(1) 28.89(-1.6) 森下　百合亜(1) 29.37(-1.8) 飯田　萌叶(1) 30.48(-1.8) 小澤　実和(1) 31.42(-1.8) 杉浦　愛美香(1) 32.08(-1.8) 林　結芽(1) 32.42(-1.8)
福祉大付 半田 福祉大付 半田商業 東海樟風 阿久比 半田商業 東海樟風
小川　心優(1) 59.09 尾関　初佳(1) 1:02.60 山田　果歩(1) 1:10.92 大野　眞(1) 1:12.03 久田　佳音(1) 1:14.11 杉浦　愛美香(1) 1:15.98
福祉大付 半田 福祉大付 横須賀 半田商業 半田商業
工藤　聖桜(1) 2:38.98 松井　悠花(1) 2:39.30 伊藤　かれん(1) 2:39.61 矢神　幸菜(1) 2:40.17 新美　茉依(1) 2:41.87 田中　七聖(1) 2:42.10 寺島　莉桜(1) 2:45.49 大野　眞(1) 2:50.43
東海南 横須賀 東海樟風 東海南 東海樟風 半田東 阿久比 横須賀
矢神　幸菜(1) 5:27.72 田中　七聖(1) 5:29.37 新美　茉依(1) 5:38.55 松井　悠花(1) 5:49.18 椎葉　心彩(1) 5:52.69 濵島　結(1) 5:53.22 浅井　悠里(1) 5:53.85
東海南 半田東 東海樟風 横須賀 東海樟風 大府東 半田
岡崎　さくら(1) 18.02(+3.0) カークパトリック　芽衣(1) 18.84(+3.0) 川上　さくら(1) 18.98(+3.0) 川端　理世(1) 21.06(+3.0) 間瀬　梨央(1) 21.97(+3.0)
知多翔洋 東海南 大府東 半田東 半田東
岡崎　さくら(1) 1:18.38 吉田　柚菜(1) 1:21.80
知多翔洋 阿久比
野畑　那月(1) 1m40 小池　里依菜(1) 1m30
阿久比 福祉大付
天草　静莉芭(1) 4m27(+0.5) 對間　莉菜(1) 3m95(-1.4) 川上　さくら(1) 3m90(+1.4) 椿野　初香(1) 3m62(+0.5)
東海樟風 大府東 大府東 横須賀
伊賀　彩華(1) 6m85 鈴木　里樹(1) 6m29 鈴木　愛理(1) 5m75
半田農業 横須賀 横須賀
竹内　美妃(1) 19m03 今枝　瑠菜(1) 12m49
福祉大付 知多翔洋
近藤　聖奈(1) 9m87
知多翔洋
竹内　美妃(1) 32m44 鈴木　里樹(1) 20m43 近藤　聖奈(1) 20m40 池田　愛花(1) 14m31 今枝　瑠菜(1) 12m05
福祉大付 横須賀 知多翔洋 東海樟風 知多翔洋
福祉大付 52.03 半田 53.41 大府 53.59 横須賀 53.64 阿久比 55.67 半田商業 57.65 半田東 1:02.87
山田　衣莉(1) 尾関　初佳(1) 宮本　みこ(2) 髙橋　芽依(2) 寺島　莉桜(1) 久田　佳音(1) 千葉　夕杏実(1)
小川　心優(1) 渡邉　萌々(2) 神谷　杏(2) 石川　莉彩(2) 鈴木　里奈(2) 森下　百合亜(1) 川端　理世(1)
兼田　弥耶(1) 新帯　有也香(2) 廣瀨　稀帆(2) 山本　楓珈(2) 内山　琴心(2) 杉浦　愛美香(1) 間瀬　梨央(1)
浜田　陽菜(2) 山中　風奈(2) 齋藤　優佳(2) 鈴木　里樹(1) 小澤　実和(1) 村上　紗菜(2) 北沢　咲夜(1)
半田 4:19.26 福祉大付 4:22.15 大府 4:23.27 横須賀 4:24.68 半田商業 4:49.30 東海樟風 4:52.74
尾関　初佳(1) 兼田　弥耶(1) 宮本　みこ(2) 髙橋　芽依(2) 久田　佳音(1) 久田　凜香(2)
渡邉　萌々(2) 浜田　陽菜(2) 神谷　杏(2) 山本　楓珈(2) 森下　百合亜(1) 新美　茉依(1)
山中　風奈(2) 山田　衣莉(1) 齋藤　優佳(2) 石川　莉彩(2) 杉浦　愛美香(1) 伊藤　かれん(1)
都築　未耶美(2) 小川　心優(1) 廣瀨　稀帆(2) 松井　悠花(1) 村上　紗菜(2) 椎葉　心彩(1)

7月23日 高校1年女子やり投(600g)

7月23日 高校共通女子4X100mR

7月24日 高校共通女子4X400mR

7月23日 高校1年女子砲丸投(4.000kg)

7月24日 高校1年女子円盤投(1.000kg)

7月24日
高校1年女子ハンマー投

(4.000kg)

7月24日 高校1年女子400mH(0.762m)

7月24日 高校1年女子走高跳

7月23日 高校1年女子走幅跳

7月24日 高校1年女子800m

7月23日 高校1年女子1500m

7月23日
高校1年女子

100mH(0.762m/8.5m)

7月23日 高校1年女子100m

7月24日 高校1年女子200m

7月23日 高校1年女子400m

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ女子三段跳

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ女子砲丸投(4.000kg)

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ女子やり投(600g)

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ女子400mH(0.762m)

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ女子走高跳

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ女子走幅跳

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ女子800m

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ女子1500m

7月23日
ｼﾞｭﾆｱ女子

100mH(0.838m/0.85ｍ)

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ女子100m

7月24日 ｼﾞｭﾆｱ女子200m

7月23日 ｼﾞｭﾆｱ女子400m



高校1年男子100m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             10.01     桐生　祥秀(洛　南)                    2013

県高校記録(PR)               10.36     近藤　晃(愛工大名電)                  2014

大会記録(GR)                 11.12     祖父江　巧(江　南)                    2013 7月23日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+1.0)

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

ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 愛　知 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 愛　知

1 4 6810 種村　壮太(1) 大府 11.68 1 5 6837 加藤　颯人(1) 半田東 12.32
ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ 愛　知 ｵﾔｲﾂﾞ ﾕｳｷ 愛　知

2 3 6851 登澤　賢志(1) 大府東 11.89 2 2 6789 小柳津　結基(1) 半田農業 12.59
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛　知 ｼﾓｼﾞ ﾘｭｳｺﾞ 愛　知

3 8 6848 古田　龍太郎(1) 大府東 12.05 3 8 6797 下地　琉瑚(1) 東海樟風 12.99
ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 愛　知

4 6 6835 吉富　大貴(1) 半田東 12.14 4 3 6833 山本　聖夜(1) 半田工科 13.28
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ﾀｻｶ ﾕｳﾔ 愛　知

5 7 6806 松岡　龍正(1) 大府 12.73 1 6855 田坂　侑也(1) 常滑 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛　知 ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾗﾉｽｹ 愛　知

1 6773 岡田　朋樹(1) 横須賀 DNS 4 6800 永﨑　虎之介(1) 東海樟風 DNS
ｵｵｲﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 愛　知 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 愛　知

2 6768 大岩　寛明(1) 知多翔洋 DNS 6 6764 髙橋　煌生(1) 横須賀 DNS
ｾｷﾔﾏ ｷﾘｭｳ 愛　知 ｽﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 愛　知

5 6769 関山　輝龍(1) 知多翔洋 DNS 7 6854 須田　圭史朗(1) 常滑 DNS

3組 (風:-0.9) 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

ﾜｶｺ ｿｳﾏ 愛　知 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 愛　知

1 5 6815 若子　漱馬(1) 東海南 12.20 1 6810 種村　壮太(1) 大府 11.68 -0.2
ｻｶﾞﾗ ﾘﾝｼﾝ 愛　知 ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ 愛　知

2 2 6871 相良　鈴心(1) 半田商業 12.27 2 6851 登澤　賢志(1) 大府東 11.89 -0.2
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 愛　知 ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛　知

3 7 6876 中村　俊太(1) 半田商業 12.47 3 6848 古田　龍太郎(1) 大府東 12.05 -0.2
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 愛　知 ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 愛　知

4 4 6819 伊藤　春翔(1) 東海南 12.78 4 6835 吉富　大貴(1) 半田東 12.14 -0.2
ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 愛　知 ﾜｶｺ ｿｳﾏ 愛　知

5 3 6864 加藤　庚聖(1) 阿久比 12.94 5 6815 若子　漱馬(1) 東海南 12.20 -0.9
ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾄ 愛　知 ｻｶﾞﾗ ﾘﾝｼﾝ 愛　知

5 6 6863 名越　雅人(1) 阿久比 12.94 6 6871 相良　鈴心(1) 半田商業 12.27 -0.9
ﾊﾗ ｺｳｷ 愛　知 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 愛　知

7 8 6834 原　亘希(1) 半田工科 13.83 7 6837 加藤　颯人(1) 半田東 12.32 +1.0
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 愛　知

8 6876 中村　俊太(1) 半田商業 12.47 -0.9

凡例  DNS:欠場



高校1年男子200m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             20.34     サニブラウン・A・ハキーム(城　西)     2015

県高校記録(PR)               21.15     鈴木　大介(名古屋大谷)                2008

大会記録(GR)                 22.39     林　　雅人(一　宮)                    2008 7月24日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-1.9)

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

ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 愛　知 ﾅｶﾞﾀ ﾅﾂｷ 愛　知

1 6 6810 種村　壮太(1) 大府 24.36 1 4 6593 永田　夏月(1) 福祉大付 22.71
ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ 愛　知 ﾔﾏﾅｶ ｼｵﾝ 愛　知

2 8 6841 相川　尚門(1) 知多翔洋 24.49 2 7 6801 山中　孜恩(1) 東海樟風 26.85
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 愛　知 ｸﾒ ﾕｳｾｲ 愛　知

3 7 6844 北條　遙人(1) 大府東 24.84 3 6 6836 久米　由晟(1) 半田東 27.08
ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 愛　知 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛　知

4 5 6805 水野　将豪(1) 大府 25.03 4 5 6878 増田　凌匠(1) 半田商業 27.38
ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 愛　知 ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾗﾉｽｹ 愛　知

5 4 6835 吉富　大貴(1) 半田東 25.36 2 6800 永﨑　虎之介(1) 東海樟風 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛　知 ｽﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 愛　知

1 6773 岡田　朋樹(1) 横須賀 DNS 3 6854 須田　圭史朗(1) 常滑 DNS
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 愛　知 ﾀｻｶ ﾕｳﾔ 愛　知

2 6764 髙橋　煌生(1) 横須賀 DNS 8 6855 田坂　侑也(1) 常滑 DNS
ｾｷﾔﾏ ｷﾘｭｳ 愛　知

3 6769 関山　輝龍(1) 知多翔洋 DNS

3組 (風:-1.4) 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

ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ 愛　知 ﾅｶﾞﾀ ﾅﾂｷ 愛　知

1 7 6847 美濃輪　健心(1) 大府東 24.11 1 6593 永田　夏月(1) 福祉大付 22.71 -1.9
ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知 ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ 愛　知

2 5 6796 加藤　大智(1) 半田 25.03 2 6847 美濃輪　健心(1) 大府東 24.11 -1.4
ｲｻｶ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 愛　知

3 4 6859 井坂　亮介(1) 阿久比 26.07 3 6810 種村　壮太(1) 大府 24.36 -1.5
ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾄ 愛　知 ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ 愛　知

4 6 6863 名越　雅人(1) 阿久比 26.49 4 6841 相川　尚門(1) 知多翔洋 24.49 -1.5
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 愛　知 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 愛　知

5 3 6827 増田　健人(1) 東海南 26.87 5 6844 北條　遙人(1) 大府東 24.84 -1.5
ｴﾊﾞﾀ ｼｭｳﾔ 愛　知 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

2 6866 江端　秀哉(1) 半田商業 DNS 6 6796 加藤　大智(1) 半田 25.03 -1.4
ﾄﾐﾀ ｲﾌﾞｷ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

8 6792 冨田　依吹(1) 半田 DNS 7 6805 水野　将豪(1) 大府 25.03 -1.5
ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 愛　知

8 6835 吉富　大貴(1) 半田東 25.36 -1.5

凡例  DNS:欠場



高校1年男子400m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             45.47     金丸  祐三(大　阪)                    2005

県高校記録(PR)               46.67     小久保　友裕(桜　丘)                  2016

大会記録(GR)                 49.53     山田　涼馬(一　宮)                    2009 7月23日 10:05 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

ﾅｶﾞﾀ ﾅﾂｷ 愛　知 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾑ 愛　知

1 6 6593 永田　夏月(1) 福祉大付 51.65 1 8 6775 松本　真夢(1) 横須賀 56.23
ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ 愛　知 ﾄﾐﾀ ｲﾌﾞｷ 愛　知

2 5 6847 美濃輪　健心(1) 大府東 53.49 2 6 6792 冨田　依吹(1) 半田 58.09
ﾋｴｲ ｱﾂﾔ 愛　知 ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳﾀ 愛　知

3 3 6767 樋江井　敦也(1) 知多翔洋 54.63 3 4 6862 石黒　翔大(1) 阿久比 59.22
ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 愛　知 ｶﾄｳ ｺｳｷ 愛　知

4 4 6805 水野　将豪(1) 大府 54.74 4 7 6865 加藤　康暉(1) 横須賀 59.25
ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞｷ 愛　知 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾋﾞｷ 愛　知

5 7 6807 井奈波　和貴(1) 大府 55.71 5 2 6860 森下　響貴(1) 阿久比 1:00.25
ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知 ｱｻﾇﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

6 1 6796 加藤　大智(1) 半田 57.02 6 5 6874 浅沼　省吾(1) 半田商業 1:03.16
ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ 愛　知 ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 愛　知

7 8 6841 相川　尚門(1) 知多翔洋 57.34 7 3 6839 太田　陽斗(1) 半田東 1:07.32
ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 愛　知

8 2 6776 鈴木　凪(1) 福祉大付 57.41

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

ﾅｶﾞﾀ ﾅﾂｷ 愛　知

1 6593 永田　夏月(1) 福祉大付 51.65
ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ 愛　知

2 6847 美濃輪　健心(1) 大府東 53.49
ﾋｴｲ ｱﾂﾔ 愛　知

3 6767 樋江井　敦也(1) 知多翔洋 54.63
ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

4 6805 水野　将豪(1) 大府 54.74
ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞｷ 愛　知

5 6807 井奈波　和貴(1) 大府 55.71
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾑ 愛　知

6 6775 松本　真夢(1) 横須賀 56.23
ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

7 6796 加藤　大智(1) 半田 57.02
ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ 愛　知

8 6841 相川　尚門(1) 知多翔洋 57.34



高校1年男子800m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           1:46.59     クレイ・ア－ロン竜波(相　洋)          2019

県高校記録(PR)             1:49.89     岩崎　万知(中京大中京)                1995

大会記録(GR)               1:59.07     松本　結叶(愛知黎明)                  2017 7月24日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 愛　知 ﾋｴｲ ｱﾂﾔ 愛　知

1 4 6850 山口　雅人(1) 大府東 2:07.30 1 7 6767 樋江井　敦也(1) 知多翔洋 2:10.15
ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

2 2 6776 鈴木　凪(1) 福祉大付 2:13.21 2 2 6857 近藤　大地(1) 阿久比 2:11.42
ｵｵﾀｹ ﾌﾐﾔ 愛　知 ﾅｶﾆｼ ｾｲｶﾞ 愛　知

3 5 6811 大竹　郁也(1) 大府 2:14.40 3 3 6814 中西　星翔(1) 東海南 2:18.97
ﾔﾏｼﾀ ｲｽﾞﾐ 愛　知 ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 愛　知

4 6 6781 木下　粋純(1) 福祉大付 2:14.79 4 5 6839 太田　陽斗(1) 半田東 2:45.75
ﾉﾑﾗ ｴｲﾀ 愛　知 ｶﾄｳ ｺｳｷ 愛　知

5 3 6804 野村　映太(1) 大府 2:15.15 4 6865 加藤　康暉(1) 横須賀 DNS
ﾋﾗｵ ﾄｳﾏ 愛　知 ﾍﾝﾐ ｿｳ 愛　知

7 6791 平尾　柊真(1) 半田 DNS 6 6838 逸見　壮(1) 半田東 DNS

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ｼﾝﾀ 愛　知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 愛　知

1 6 6771 伊藤　心大(1) 横須賀 2:13.74 1 6850 山口　雅人(1) 大府東 2:07.30
ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 愛　知 ﾋｴｲ ｱﾂﾔ 愛　知

2 3 6813 福永　賢二(1) 東海南 2:22.31 2 6767 樋江井　敦也(1) 知多翔洋 2:10.15
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

3 2 6832 松本　晃汰(1) 半田工科 2:34.82 3 6857 近藤　大地(1) 阿久比 2:11.42
ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 愛　知

4 5 6833 山本　聖夜(1) 半田工科 2:50.31 4 6776 鈴木　凪(1) 福祉大付 2:13.21
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 愛　知 ｲﾄｳ ｼﾝﾀ 愛　知

4 6853 山口　陽翔(1) 常滑 DNS 5 6771 伊藤　心大(1) 横須賀 2:13.74
ｵｵﾀｹ ﾌﾐﾔ 愛　知

6 6811 大竹　郁也(1) 大府 2:14.40
ﾔﾏｼﾀ ｲｽﾞﾐ 愛　知

7 6781 木下　粋純(1) 福祉大付 2:14.79
ﾉﾑﾗ ｴｲﾀ 愛　知

8 6804 野村　映太(1) 大府 2:15.15

凡例  DNS:欠場



高校1年男子1500m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           3:38.49     佐藤　清治(佐久長聖)                  1999

県高校記録(PR)             3:46.23     柳本　匡哉(豊　川)                    2019

大会記録(GR)               4:10.52     佐野　昌幸(西　春)                    2014 7月23日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 愛　知 ﾀﾂﾐ ﾚﾝ 愛　知

1 5 6850 山口　雅人(1) 大府東 4:27.29 1 9 6858 辰巳　蓮(1) 阿久比 4:40.23
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ﾐﾜ ｿｳﾀ 愛　知

2 1 6777 榊原　竜聖(1) 福祉大付 4:29.55 2 4 6861 三輪　颯太(1) 阿久比 5:09.76
ｲﾄｳ ｼﾝﾀ 愛　知 ｳﾗﾉ ｵｳｷ 愛　知

3 3 6771 伊藤　心大(1) 横須賀 4:37.15 3 7 6869 浦野　煌大(1) 半田商業 5:15.48
ﾂｹﾞ ｹｲﾀ 愛　知 ｶﾐﾔ ｹﾞﾝｷ 愛　知

4 7 6809 柘植　圭汰(1) 大府 4:39.13 4 2 6828 神谷　元樹(1) 東海南 5:15.50
ﾉﾑﾗ ｴｲﾀ 愛　知 ｲﾜｻｷ ｶｲﾄ 愛　知

5 2 6804 野村　映太(1) 大府 4:39.24 5 3 6817 岩﨑　海斗(1) 東海南 5:21.20
ｶﾄｳ ﾊﾙﾋﾛ 愛　知 ｳﾗｿｺ ﾕｳﾀ 愛　知

6 8 6779 加藤　陽光(1) 福祉大付 4:49.33 6 8 6870 浦底　優太(1) 半田商業 5:21.67
ｲｼｲ ｺｳｾｲ 愛　知 ﾍﾝﾐ ｿｳ 愛　知

7 9 6790 石井　洸成(1) 半田 4:56.15 1 6838 逸見　壮(1) 半田東 DNS
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知 ﾔｺﾞ ｿｳﾄ 愛　知

8 4 6763 石川　友博(1) 横須賀 4:59.37 5 6787 矢後　蒼人(1) 半田農業 DNS
ﾋﾗｵ ﾄｳﾏ 愛　知 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 愛　知

6 6791 平尾　柊真(1) 半田 DNS 6 6786 田中　智之(1) 半田農業 DNS
ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 愛　知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 愛　知

10 6842 豊田　和舞(1) 知多翔洋 DNS 10 6853 山口　陽翔(1) 常滑 DNS

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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 愛　知

1 6850 山口　雅人(1) 大府東 4:27.29
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｾｲ 愛　知

2 6777 榊原　竜聖(1) 福祉大付 4:29.55
ｲﾄｳ ｼﾝﾀ 愛　知

3 6771 伊藤　心大(1) 横須賀 4:37.15
ﾂｹﾞ ｹｲﾀ 愛　知

4 6809 柘植　圭汰(1) 大府 4:39.13
ﾉﾑﾗ ｴｲﾀ 愛　知

5 6804 野村　映太(1) 大府 4:39.24
ﾀﾂﾐ ﾚﾝ 愛　知

6 6858 辰巳　蓮(1) 阿久比 4:40.23
ｶﾄｳ ﾊﾙﾋﾛ 愛　知

7 6779 加藤　陽光(1) 福祉大付 4:49.33
ｲｼｲ ｺｳｾｲ 愛　知

8 6790 石井　洸成(1) 半田 4:56.15

凡例  DNS:欠場



高校1年男子3000m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           8:05.82     佐藤  悠基(佐久長聖)                  2004

県高校記録(PR)             8:12.52     田中  秀幸(豊　川)                    2008

大会記録(GR)               9:04.50     辻　　　覚(弥　富)                    1995 7月24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

ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ 愛　知

1 7 6868 青木　隆聖(1) 半田商業 10:14.84

ﾀﾂﾐ ﾚﾝ 愛　知

2 10 6858 辰巳　蓮(1) 阿久比 10:21.55

ﾔｽﾀﾞ ｾｲﾀ 愛　知

3 9 6867 安田　晴大(1) 半田商業 10:28.97

ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 愛　知

4 3 6795 菅原　颯汰(1) 半田 10:37.12

ｶﾆｴ ｹﾝｽｹ 愛　知

5 2 6816 蟹江　健介(1) 東海南 11:01.69

ｲｼｲ ｺｳｾｲ 愛　知

6 4 6790 石井　洸成(1) 半田 11:15.14

ﾐﾜ ｿｳﾀ 愛　知

7 8 6861 三輪　颯太(1) 阿久比 11:21.83

ｻﾄｳ ﾃﾝｾｲ 愛　知

8 6 6820 佐藤　天晴(1) 東海南 12:15.51

ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知

1 6763 石川　友博(1) 横須賀 DNS
ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 愛　知

5 6842 豊田　和舞(1) 知多翔洋 DNS

凡例  DNS:欠場



高校1年男子走高跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)              2m23     戸邉　直人(専大松戸)                  2009

県高校記録(PR)                2m18     宇野  雅昭(岡崎城西)                  1990

大会記録(GR)                  1m88     林　　照幸(起　工)                    1999 7月23日 10:00 決　勝

決　勝　

ｵｵﾜｷ ﾊﾔﾄ 愛　知 － － － ○ × ○ × × ×

1 6 6592 大脇　颯(1) 福祉大付 1m65
ﾀｶｸﾗ ｶｲﾄ 愛　知 ○ ○ × ○ ○ × × ×

2 5 6846 髙倉　海斗(1) 大府東 1m60
ｽﾐﾖｼ ｶｽﾞｷ 愛　知 ○ × × ○ ○ × × ×

3 2 6825 住吉　一騎(1) 東海南 1m55
ｱｵｷ ｿﾗ 愛　知 × ○ × × ○ ○ × × ×

4 1 6822 青木　颯良(1) 東海南 1m55
ｱｻﾀﾞ ﾀｸﾄ 愛　知 × ○ × × ×

5 4 6845 浅田　拓翔(1) 大府東 1m45
ｻｲﾄｳ ｼﾞｭｳｹﾝ 愛　知 × × ×

3 6772 齋藤　充健(1) 横須賀 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m45

凡例  NM:記録なし



高校1年男子走幅跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)              8m12     藤原　孝輝(洛　南)                    2019

県高校記録(PR)                7m69     三浦  滝夫(名商大付)                  1966

大会記録(GR)                  6m50     安藤　大河(東海南)                    2013 7月24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

ﾅｶﾉ ｱｷﾄ 愛　知 × 5m88 5m94 5m61 5m86 － 5m94
1 4 6856 中野　彰人(1) 阿久比 +1.3 +0.9 +1.2 +0.3 +0.9

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 愛　知 5m27 × 5m07 5m29 5m82 4m88 5m82
2 11 6844 北條　遙人(1) 大府東 +0.3 -0.2 +0.1 +1.0 -0.6 +1.0

ｵｵﾜｷ ﾊﾔﾄ 愛　知 5m60 5m70 5m45 5m50 5m75 × 5m75
3 8 6592 大脇　颯(1) 福祉大付 +1.1 +1.1 +0.6 +0.5 +0.7 +0.7

ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀ 愛　知 5m70 － － 4m85 5m04 5m20 5m70
4 10 6843 飯田　孝太(1) 大府東 +0.4 +0.5 +1.3 +0.9 +0.4

ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞｷ 愛　知 5m47 5m30 5m32 5m01 4m98 5m19 5m47
5 9 6807 井奈波　和貴(1) 大府 +0.9 +0.8 -0.6 0.0 +1.7 +0.5 +0.9

ﾀｹﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 愛　知 5m39 5m37 × × 5m27 5m33 5m39
6 7 6808 竹中　雄太郎(1) 大府 +0.6 +1.1 +0.6 +0.2 +0.6

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭｳｹﾝ 愛　知 4m55 × 4m78 4m74 5m01 5m06 5m06
7 2 6772 齋藤　充健(1) 横須賀 +1.3 +1.7 -0.5 +0.6 +0.1 +0.1

ｲｲﾀﾞ ﾀｲｽｹ 愛　知 3m80 4m39 5m03 4m50 5m03 5m03 5m03
8 3 6818 飯田　泰佑(1) 東海南 +1.1 0.0 +1.5 +0.4 +0.1 -0.1 +1.5

ｻｸﾗｲ ｶｶﾞｲ 愛　知 × 4m72 4m76 4m76
9 6 6774 桜井　翔海(1) 横須賀 +0.7 +0.5 +0.5

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｾﾝﾔ 愛　知 4m57 4m72 4m45 4m72
10 5 6826 榊原　千家(1) 東海南 +0.9 +1.0 +1.0 +1.0

ﾜｶﾐﾔ ｻｴﾄ 愛　知 4m39 4m49 4m34 4m49
11 1 6788 若宮　冴人(1) 半田農業 +1.3 +0.8 -0.6 +0.8



高校1年男子三段跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             16m10     山本　凌雅(諫早農)                    2013

県高校記録(PR)               15m73     村上  智史(名古屋大谷)                2005

大会記録(GR)                 13m24     磯部　晃太郎(津島東)                  2015 7月23日 12:00 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

ｱｻﾀﾞ ﾀｸﾄ 愛　知 × 10m83 × 10m31 11m40 11m44 11m44
1 1 6845 浅田　拓翔(1) 大府東 +1.9 +1.7 +1.3 -0.3 -0.3

ﾀｶｸﾗ ｶｲﾄ 愛　知 10m59 10m76 11m13 10m60 10m60 9m72 11m13
2 2 6846 髙倉　海斗(1) 大府東 +2.7 +1.2 +0.4 +2.2 0.0 +0.6 +0.4



高校1年男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23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

ｵｵｲﾜ ﾖｼﾋﾛ 愛　知

1 4 6799 大岩　佳弘(1) 東海樟風 7m59 7m38 6m71 7m59 7m03 6m70 7m15 7m59

ﾄﾀﾞ ｻﾝｼﾛｳ 愛　知

2 3 6785 戸田　三四朗(1) 半田農業 6m19 6m26 6m17 6m26 6m17 5m49 5m49 6m26

ﾆｲﾐ ﾚﾝﾀ 愛　知

3 5 6829 新美　蓮汰(1) 東海南 5m76 5m46 5m97 5m97 5m54 5m83 5m00 5m97

ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛　知

4 2 6824 伊藤　遼(1) 東海南 5m28 4m68 5m74 5m74 5m04 5m72 5m83 5m83

ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 愛　知

5 1 6872 前川　健志(1) 半田商業 5m48 5m27 5m30 5m48 5m20 5m25 5m15 5m48



高校1年男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24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

ﾂﾔﾏ ﾘｲﾁ 愛　知

1 2 6875 津山　莉壱(1) 半田商業 22m65 24m28 23m70 24m28 23m74 24m14 26m71 26m71

ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 愛　知

2 4 6803 田辺　寛登(1) 東海樟風 × × 15m91 15m91 17m66 18m75 19m01 19m01

ｴｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ 愛　知

3 1 6877 江尻　祥大(1) 半田商業 17m97 17m01 18m38 18m38 18m49 × 18m06 18m49

ﾆｲﾐ ﾚﾝﾀ 愛　知

4 3 6829 新美　蓮汰(1) 東海南 16m73 16m02 16m65 16m73 15m48 17m19 × 17m19



高校1年男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             68m33     柏村　亮太(倉吉北)                    2009

県高校記録(PR)               66m38     墨　　訓煕(起　 工)                   2011

大会記録(GR)                 39m28     墨　　訓煕(起　工)                    2009 7月24日 12:00 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

ｴｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ 愛　知

1 1 6877 江尻　祥大(1) 半田商業 16m15 15m24 16m96 16m96 16m31 17m43 16m86 17m43



高校1年男子やり投(800g)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             76m54     村上  幸史(今治明徳)                  1997

県高校記録(PR)               69m16     堤　洸太郎(瑞　陵)                    2019

大会記録(GR)                 57m13     駒井　俊也(弥富)                      2013 7月23日 12:00 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

ｻﾄｳ ｺｳﾔ 愛　知

1 8 6821 佐藤　宏哉(1) 東海南 37m69 37m80 33m30 37m80 33m23 33m47 36m63 37m80

ﾂﾔﾏ ﾘｲﾁ 愛　知

2 4 6875 津山　莉壱(1) 半田商業 36m25 32m56 33m20 36m25 30m16 33m92 × 36m25

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 愛　知

3 7 6823 林　稜真(1) 東海南 25m98 30m27 31m65 31m65 × 27m37 28m06 31m65

ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛　知

4 6 6802 相澤　剣二(1) 東海樟風 26m94 23m45 27m47 27m47 26m86 24m40 × 27m47

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｷ 愛　知

5 1 6852 長谷川　貴生(1) 常滑 × 11m08 × 11m08 10m87 5m81 × 11m08

ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 愛　知

2 6872 前川　健志(1) 半田商業 DNS
ｼﾞｮｳ ｺｳｽｹ 愛　知

3 6831 城　孝介(1) 半田工科 DNS
ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 愛　知

5 6798 濵口　愛斗(1) 東海樟風 DNS

凡例  DNS:欠場



高校共通男子4X100mR
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             39.57     和田・宮本・井本・平賀(洛　南)        2017

県高校記録(PR)               39.79     竹内・富田・神谷・富田(中京大中京)    2019

大会記録(GR)                 42.60     小郷・小嶋・安藤・駒村(小牧南)        1993 7月23日 13:40 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 半田 6669 杉本　瀧斗(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｷﾄ 45.10 1 8 大府東 6844 北條　遙人(1) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 45.44
6667 江川　夢人(2) ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ 6847 美濃輪　健心(1) ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ
6668 北嶋　理人(2) ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 6848 古田　龍太郎(1) ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ
6666 神谷　康太(2) ｶﾐﾔ ｺｳﾀ 6851 登澤　賢志(1) ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ

2 8 東海南 6631 武内　雄飛(2) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾋ 47.17 2 3 知多翔洋 6659 大岩　拓史(2) ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ 46.81
6641 内藤　樹輝(2) ﾅｲﾄｳ ｲﾂｷ 6665 大西　翔瑛(2) ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ
6643 冨安　兼輔(2) ﾄﾐﾔｽ ｹﾝｽｹ 6841 相川　尚門(1) ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ
6654 椴山　叶竜(2) ﾓﾐﾔﾏ ｶﾅﾀ 6767 樋江井　敦也(1) ﾋｴｲ ｱﾂﾔ

4 7 半田東 6836 久米　由晟(1) ｸﾒ ﾕｳｾｲ 49.08 4 5 半田工科 6833 山本　聖夜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 48.16
6837 加藤　颯人(1) ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 6754 山口　健(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ
6839 太田　陽斗(1) ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 6746 岡戸　柊馬(2) ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ
6835 吉富　大貴(1) ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 6832 松本　晃汰(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ

5 6 阿久比 6859 井坂　亮介(1) ｲｻｶ ﾘｮｳｽｹ 49.19 5 2 半田商業 6878 増田　凌匠(1) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 48.35
6864 加藤　庚聖(1) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 6876 中村　俊太(1) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
6863 名越　雅人(1) ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾄ 6875 津山　莉壱(1) ﾂﾔﾏ ﾘｲﾁ
6862 石黒　翔大(1) ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳﾀ 6871 相良　鈴心(1) ｻｶﾞﾗ ﾘﾝｼﾝ

6 4 大府 6686 水野　成皓(2) ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 55.30 OP 4 愛知定通A 390 荒谷　綜太(2) ｱﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 47.39
6685 内藤　凌央(2) ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 7436 國枝　南斗(3)  ｸﾆｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ
6688 斎藤　照将(2) ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 8375 井上　貴翔(3) ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄ
6810 種村　壮太(1) ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 437 伴家　悠也(3) ﾊﾝｹ ﾕｳﾔ

OP 2 愛知定通B 7434 金子　凌空(2) ｶﾈｺ ﾘｸ 47.91 6 常滑 DNS
438 廣瀬　　源(3) ﾋﾛｾ ｹﾞﾝ
8374 岡　忍(1) ｵｶ ｼﾉﾌﾞ
8376 加藤　友基(1) ｶﾄｳ ﾄﾓｷ

3 横須賀 6608 佐治　孝紀(2) ｻｼﾞ ﾀｶﾉﾘ DNF 7 東海樟風 DNS
6603 杉山　晃聖(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ
6605 中野　航希(2) ﾅｶﾉ ｺｳｷ
6775 松本　真夢(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾑ

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 半田 6669 杉本　瀧斗(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｷﾄ 45.10
6667 江川　夢人(2) ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ
6668 北嶋　理人(2) ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ
6666 神谷　康太(2) ｶﾐﾔ ｺｳﾀ

2 大府東 6844 北條　遙人(1) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 45.44
6847 美濃輪　健心(1) ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ
6848 古田　龍太郎(1) ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ
6851 登澤　賢志(1) ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ

3 知多翔洋 6659 大岩　拓史(2) ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ 46.81
6665 大西　翔瑛(2) ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ
6841 相川　尚門(1) ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ
6767 樋江井　敦也(1) ﾋｴｲ ｱﾂﾔ

4 東海南 6631 武内　雄飛(2) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾋ 47.17
6641 内藤　樹輝(2) ﾅｲﾄｳ ｲﾂｷ
6643 冨安　兼輔(2) ﾄﾐﾔｽ ｹﾝｽｹ
6654 椴山　叶竜(2) ﾓﾐﾔﾏ ｶﾅﾀ

5 半田工科 6833 山本　聖夜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 48.16
6754 山口　健(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ
6746 岡戸　柊馬(2) ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ
6832 松本　晃汰(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ

6 半田商業 6878 増田　凌匠(1) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 48.35
6876 中村　俊太(1) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
6875 津山　莉壱(1) ﾂﾔﾏ ﾘｲﾁ
6871 相良　鈴心(1) ｻｶﾞﾗ ﾘﾝｼﾝ

7 半田東 6836 久米　由晟(1) ｸﾒ ﾕｳｾｲ 49.08
6837 加藤　颯人(1) ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
6839 太田　陽斗(1) ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ
6835 吉富　大貴(1) ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ

8 阿久比 6859 井坂　亮介(1) ｲｻｶ ﾘｮｳｽｹ 49.19
6864 加藤　庚聖(1) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ
6863 名越　雅人(1) ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾄ
6862 石黒　翔大(1) ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校共通男子4X400mR
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           3:08.32     笛木・山本・菅井・鈴木(成　田)        2003

県高校記録(PR)             3:08.85     桂木・鈴木・髙橋・稲川(中京大中京)    2020

大会記録(GR)               3:23.97     水野・平松・小山・加藤(一　宮)        2014 7月24日 10:10 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

2 4 横須賀 6605 中野　航希(2) ﾅｶﾉ ｺｳｷ 3:38.09 1 6 知多翔洋 6841 相川　尚門(1) ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ 3:44.39

6606 山本　帆人(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 6665 大西　翔瑛(2) ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ
6614 岡田　湊吏(2) ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ 6659 大岩　拓史(2) ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ
6603 杉山　晃聖(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 6767 樋江井　敦也(1) ﾋｴｲ ｱﾂﾔ

3 5 大府 6805 水野　将豪(1) ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 3:40.07 2 7 大府東 6847 美濃輪　健心(1) ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ 3:46.99

6804 野村　映太(1) ﾉﾑﾗ ｴｲﾀ 6844 北條　遙人(1) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ
6810 種村　壮太(1) ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 6851 登澤　賢志(1) ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ
6688 斎藤　照将(2) ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 6843 飯田　孝太(1) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀ

4 3 東海南 6648 中島　彰大(2) ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 3:47.73 4 5 半田工科 6746 岡戸　柊馬(2) ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ 4:09.57

6814 中西　星翔(1) ﾅｶﾆｼ ｾｲｶﾞ 6754 山口　健(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ
6813 福永　賢二(1) ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 6832 松本　晃汰(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ
6645 若尾　和以(2) ﾜｶｵ ｱｲ 6833 山本　聖夜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ

5 6 半田東 6836 久米　由晟(1) ｸﾒ ﾕｳｾｲ 4:06.37 OP 3 愛知定通B 7433 今尾　宰人(3) ｲﾏｵ ｻｲﾄ 3:49.84

6839 太田　陽斗(1) ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 8374 岡　忍(1) ｵｶ ｼﾉﾌﾞ
6835 吉富　大貴(1) ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 438 廣瀬　　源(3) ﾋﾛｾ ｹﾞﾝ
6837 加藤　颯人(1) ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 7314 石井　晃永(3) ｲｼｲ ﾋｴｲ

OP 7 愛知定通A 7434 金子　凌空(2) ｶﾈｺ ﾘｸ 3:35.20 4 東海樟風 DNS
256 矢島　　楓(3) ﾔｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ
386 栗山　雄成(3) ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ
7432 田村　珀英(3) ﾀﾑﾗ ﾊｸｴｲ

8 半田 DNS

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 横須賀 6605 中野　航希(2) ﾅｶﾉ ｺｳｷ 3:38.09

6606 山本　帆人(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ
6614 岡田　湊吏(2) ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ
6603 杉山　晃聖(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ

2 大府 6805 水野　将豪(1) ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 3:40.07

6804 野村　映太(1) ﾉﾑﾗ ｴｲﾀ
6810 種村　壮太(1) ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ
6688 斎藤　照将(2) ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ

3 知多翔洋 6841 相川　尚門(1) ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ 3:44.39

6665 大西　翔瑛(2) ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ
6659 大岩　拓史(2) ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ
6767 樋江井　敦也(1) ﾋｴｲ ｱﾂﾔ

4 大府東 6847 美濃輪　健心(1) ﾐﾉﾜ ｹﾝｼﾝ 3:46.99

6844 北條　遙人(1) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ
6851 登澤　賢志(1) ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ
6843 飯田　孝太(1) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀ

5 東海南 6648 中島　彰大(2) ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ 3:47.73

6814 中西　星翔(1) ﾅｶﾆｼ ｾｲｶﾞ
6813 福永　賢二(1) ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ
6645 若尾　和以(2) ﾜｶｵ ｱｲ

6 半田東 6836 久米　由晟(1) ｸﾒ ﾕｳｾｲ 4:06.37

6839 太田　陽斗(1) ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ
6835 吉富　大貴(1) ﾖｼﾄﾐ ﾀﾞｲｷ
6837 加藤　颯人(1) ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ

7 半田工科 6746 岡戸　柊馬(2) ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ 4:09.57

6754 山口　健(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ
6832 松本　晃汰(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ
6833 山本　聖夜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ

凡例  DNS:欠場



高校1年女子100m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             11.43     土井　杏南(埼玉栄)                    2012

県高校記録(PR)               11.73     井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(至学館)               2019

大会記録(GR)                 12.85     池山　知佳(杏　和)                    2013 7月23日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.0) 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

ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾒｲ 愛　知 ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ 愛　知

1 4 6497 カークパトリック　芽衣(1) 東海南 13.37 1 7 6467 森下　百合亜(1) 半田商業 13.84
ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ 愛　知 ﾃﾗｼﾏ ﾘｵ 愛　知

2 5 6369 兼田　弥耶(1) 福祉大付 13.50 2 6 6512 寺島　莉桜(1) 阿久比 14.03
ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ 愛　知 ﾂｼﾏ ﾘﾅ 愛　知

3 6 6370 山田　衣莉(1) 福祉大付 13.99 3 3 6509 對間　莉菜(1) 大府東 14.22
ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 愛　知 ｵｻﾞﾜ ﾐﾜ 愛　知

4 2 6483 飯田　萌叶(1) 東海樟風 14.64 4 2 6515 小澤　実和(1) 阿久比 14.55
ｱﾏｸｻ ｾﾘﾊ 愛　知 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾔ 愛　知

5 7 6488 天草　静莉芭(1) 東海樟風 14.91 5 5 6501 北沢　咲夜(1) 半田東 15.15
ｼﾉﾀﾞ ｶﾅ 愛　知 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾅｺ 愛　知

3 6500 篠田　佳那(1) 半田東 DNS 6 4 6498 水本　日南子(1) 半田工科 15.57

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

ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾒｲ 愛　知

1 6497 カークパトリック　芽衣(1) 東海南 13.37 +1.0
ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ 愛　知

2 6369 兼田　弥耶(1) 福祉大付 13.50 +1.0
ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ 愛　知

3 6467 森下　百合亜(1) 半田商業 13.84 +1.5
ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ 愛　知

4 6370 山田　衣莉(1) 福祉大付 13.99 +1.0
ﾃﾗｼﾏ ﾘｵ 愛　知

5 6512 寺島　莉桜(1) 阿久比 14.03 +1.5
ﾂｼﾏ ﾘﾅ 愛　知

6 6509 對間　莉菜(1) 大府東 14.22 +1.5
ｵｻﾞﾜ ﾐﾜ 愛　知

7 6515 小澤　実和(1) 阿久比 14.55 +1.5
ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 愛　知

8 6483 飯田　萌叶(1) 東海樟風 14.64 +1.0

凡例  DNS:欠場



高校1年女子200m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             23.45     齋藤　愛美(倉敷中央)                  2016

県高校記録(PR)               23.76     鈴木　智美(市邨学園)                  1997

大会記録(GR)                 26.42     平野　瑞季(一宮)                      2017 7月24日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.6) 2組 (風:-1.8)

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

ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ 愛　知 ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ 愛　知

1 3 6366 小川　心優(1) 福祉大付 26.61 1 5 6467 森下　百合亜(1) 半田商業 29.37
ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 愛　知 ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 愛　知

2 5 6480 尾関　初佳(1) 半田 27.97 2 8 6483 飯田　萌叶(1) 東海樟風 30.48
ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ 愛　知 ｵｻﾞﾜ ﾐﾜ 愛　知

3 4 6369 兼田　弥耶(1) 福祉大付 28.89 3 3 6515 小澤　実和(1) 阿久比 31.42
ｶﾜｲ ｶﾘﾝ 愛　知 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ 愛　知

4 8 6494 川合　夏鈴(1) 大府 36.07 4 7 6517 杉浦　愛美香(1) 半田商業 32.08
ｼﾉﾀﾞ ｶﾅ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾕﾒ 愛　知

6 6500 篠田　佳那(1) 半田東 DNS 5 6 6490 林　結芽(1) 東海樟風 32.42
ｵｵﾂ ﾘﾀ 愛　知 ｶﾜｲ ﾕﾅ 愛　知

7 6502 大津　璃多(1) 半田東 DNS 4 6513 河合　優菜(1) 阿久比 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

ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ 愛　知

1 6366 小川　心優(1) 福祉大付 26.61 -1.6
ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 愛　知

2 6480 尾関　初佳(1) 半田 27.97 -1.6
ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ 愛　知

3 6369 兼田　弥耶(1) 福祉大付 28.89 -1.6
ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ 愛　知

4 6467 森下　百合亜(1) 半田商業 29.37 -1.8
ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 愛　知

5 6483 飯田　萌叶(1) 東海樟風 30.48 -1.8
ｵｻﾞﾜ ﾐﾜ 愛　知

6 6515 小澤　実和(1) 阿久比 31.42 -1.8
ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ 愛　知

7 6517 杉浦　愛美香(1) 半田商業 32.08 -1.8
ﾊﾔｼ ﾕﾒ 愛　知

8 6490 林　結芽(1) 東海樟風 32.42 -1.8

凡例  DNS:欠場



高校1年女子400m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             52.52     杉浦はる香(浜松市立)                  2013

県高校記録(PR)               54.30     片山みつ子(愛知淑徳)                  1998

大会記録(GR)                 58.57     柴田　夏希(一宮北)                    2011 7月23日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ 愛　知 ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ 愛　知

1 3 6366 小川　心優(1) 福祉大付 59.09 1 6366 小川　心優(1) 福祉大付 59.09
ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 愛　知 ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 愛　知

2 4 6480 尾関　初佳(1) 半田 1:02.60 2 6480 尾関　初佳(1) 半田 1:02.60
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 愛　知 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 愛　知

3 5 6368 山田　果歩(1) 福祉大付 1:10.92 3 6368 山田　果歩(1) 福祉大付 1:10.92
ｵｵﾉ ﾏﾅｶ 愛　知 ｵｵﾉ ﾏﾅｶ 愛　知

4 6 6476 大野　眞(1) 横須賀 1:12.03 4 6476 大野　眞(1) 横須賀 1:12.03
ﾋｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 愛　知 ﾋｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 愛　知

5 7 6519 久田　佳音(1) 半田商業 1:14.11 5 6519 久田　佳音(1) 半田商業 1:14.11
ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ 愛　知 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ 愛　知

6 2 6517 杉浦　愛美香(1) 半田商業 1:15.98 6 6517 杉浦　愛美香(1) 半田商業 1:15.98



高校1年女子800m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           2:02.57     塩見　綾乃(京都文教)                  2017

県高校記録(PR)             2:05.68     細井　衿菜(中京大中京)                2018

大会記録(GR)               2:22.61     山本結理佳(東海南)                    2013 7月24日 13:30 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

ｸﾄﾞｳ ﾐｳ 愛　知 ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 愛　知

1 3 6495 工藤　聖桜(1) 東海南 2:38.98 1 7 6484 伊藤　かれん(1) 東海樟風 2:39.61
ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 愛　知 ﾃﾗｼﾏ ﾘｵ 愛　知

2 2 6471 松井　悠花(1) 横須賀 2:39.30 2 4 6512 寺島　莉桜(1) 阿久比 2:45.49
ﾔｶﾞﾐ ﾕｷﾅ 愛　知 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｲ 愛　知

3 6 6496 矢神　幸菜(1) 東海南 2:40.17 3 3 6511 濵島　結(1) 大府東 2:53.59
ﾆｲﾐ ﾏｲ 愛　知 ﾄｸﾔﾏ ﾚｲｶ 愛　知

4 4 6522 新美　茉依(1) 東海樟風 2:41.87 4 5 6518 徳山　鈴河(1) 半田商業 2:59.33
ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ 愛　知 ﾋｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 愛　知

5 8 6504 田中　七聖(1) 半田東 2:42.10 5 6 6519 久田　佳音(1) 半田商業 3:00.13
ｵｵﾉ ﾏﾅｶ 愛　知 ｱｻｲ ﾕｳﾘ 愛　知

6 7 6476 大野　眞(1) 横須賀 2:50.43 8 6481 浅井　悠里(1) 半田 DNS
ｲﾄｳ ﾕﾉﾊ 愛　知

5 6492 伊藤　由乃羽(1) 大府 DNS

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

ｸﾄﾞｳ ﾐｳ 愛　知

1 6495 工藤　聖桜(1) 東海南 2:38.98
ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 愛　知

2 6471 松井　悠花(1) 横須賀 2:39.30
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 愛　知

3 6484 伊藤　かれん(1) 東海樟風 2:39.61
ﾔｶﾞﾐ ﾕｷﾅ 愛　知

4 6496 矢神　幸菜(1) 東海南 2:40.17
ﾆｲﾐ ﾏｲ 愛　知

5 6522 新美　茉依(1) 東海樟風 2:41.87
ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ 愛　知

6 6504 田中　七聖(1) 半田東 2:42.10
ﾃﾗｼﾏ ﾘｵ 愛　知

7 6512 寺島　莉桜(1) 阿久比 2:45.49
ｵｵﾉ ﾏﾅｶ 愛　知

8 6476 大野　眞(1) 横須賀 2:50.43

凡例  DNS:欠場



高校1年女子1500m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           4:07.86     小林祐梨子(須磨学園)                  2006

県高校記録(PR)             4:16.76     向井　智香(至学館)                    2015

大会記録(GR)               4:45.95     杉浦穂乃加(愛知黎明)                  2013 7月23日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ﾔｶﾞﾐ ﾕｷﾅ 愛　知 ﾔｶﾞﾐ ﾕｷﾅ 愛　知

1 1 6496 矢神　幸菜(1) 東海南 5:27.72 1 6496 矢神　幸菜(1) 東海南 5:27.72
ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾅﾅｾ 愛　知

2 4 6504 田中　七聖(1) 半田東 5:29.37 2 6504 田中　七聖(1) 半田東 5:29.37
ﾆｲﾐ ﾏｲ 愛　知 ﾆｲﾐ ﾏｲ 愛　知

3 7 6522 新美　茉依(1) 東海樟風 5:38.55 3 6522 新美　茉依(1) 東海樟風 5:38.55
ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 愛　知 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 愛　知

4 3 6471 松井　悠花(1) 横須賀 5:49.18 4 6471 松井　悠花(1) 横須賀 5:49.18
ｼｲﾊﾞ ｺｺｱ 愛　知 ｼｲﾊﾞ ｺｺｱ 愛　知

5 8 6482 椎葉　心彩(1) 東海樟風 5:52.69 5 6482 椎葉　心彩(1) 東海樟風 5:52.69
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｲ 愛　知 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｲ 愛　知

6 6 6511 濵島　結(1) 大府東 5:53.22 6 6511 濵島　結(1) 大府東 5:53.22
ｱｻｲ ﾕｳﾘ 愛　知 ｱｻｲ ﾕｳﾘ 愛　知

7 9 6481 浅井　悠里(1) 半田 5:53.85 7 6481 浅井　悠里(1) 半田 5:53.85
ｸﾄﾞｳ ﾐｳ 愛　知

2 6495 工藤　聖桜(1) 東海南 DNS
ｲﾄｳ ﾕﾉﾊ 愛　知

5 6492 伊藤　由乃羽(1) 大府 DNS

凡例  DNS:欠場



高校1年女子100mYH(0.762m/8.5m)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             13.34     小林　歩未(市船橋)                    2018

県高校記録(PR)               13.91     萩原加奈子(豊橋南)                    2011

大会記録(GR)                 15.03     河合　かのこ(一　宮)                  2015 7月23日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+3.0) 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

ｵｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 愛　知 ｵｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 愛　知

1 3 6469 岡崎　さくら(1) 知多翔洋 18.02 1 6469 岡崎　さくら(1) 知多翔洋 18.02 +3.0
ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾒｲ 愛　知 ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾒｲ 愛　知

2 8 6497 カークパトリック　芽衣(1) 東海南 18.84 2 6497 カークパトリック　芽衣(1) 東海南 18.84 +3.0
ｶﾜｶﾐ ｻｸﾗ 愛　知 ｶﾜｶﾐ ｻｸﾗ 愛　知

3 4 6510 川上　さくら(1) 大府東 18.98 3 6510 川上　さくら(1) 大府東 18.98 +3.0
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｾ 愛　知 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｾ 愛　知

4 5 6503 川端　理世(1) 半田東 21.06 4 6503 川端　理世(1) 半田東 21.06 +3.0
ﾏｾ ﾘｵ 愛　知 ﾏｾ ﾘｵ 愛　知

5 6 6499 間瀬　梨央(1) 半田東 21.97 5 6499 間瀬　梨央(1) 半田東 21.97 +3.0
ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ 愛　知

2 6384 鰐部　茜(2) 横須賀 DNS
ｶﾜｲ ｶﾘﾝ 愛　知

7 6494 川合　夏鈴(1) 大府 DNS

凡例  DNS:欠場



高校1年女子400mH(0.762m)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             57.09     石塚　晴子(東大阪大敬愛)              2015

県高校記録(PR)               58.92     廣　真友子(市邨学園)                  1994

大会記録(GR)               1:07.63     吉田　美星(津　島)                    2015 7月24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

ｵｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 愛　知

1 3 6469 岡崎　さくら(1) 知多翔洋 1:18.38
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ 愛　知

2 4 6514 吉田　柚菜(1) 阿久比 1:21.80



高校1年女子走高跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)              1m90     佐藤　　恵(沼　垂)                    1983

県高校記録(PR)                1m81     今井　美希(瑞　陵)                    1993

県高校記録(PR)                1m81     浅井　さくら(岡崎城西)                2016

大会記録(GR)                  1m63     毛受奈央子(大　府)                    1996 7月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾉﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 愛　知 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 2 6516 野畑　那月(1) 阿久比 1m40
ｺｲｹ ﾘｲﾅ 愛　知 ○ ○ ○ × × ×

2 4 6372 小池　里依菜(1) 福祉大付 1m30
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 愛　知 × × ×

3 6473 鈴木　愛理(1) 横須賀 NM
ｲﾄｳ ﾕｳｱ 愛　知

1 6520 伊藤　優亜(1) 東海樟風 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

ｺﾒﾝﾄ
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

記録

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校1年女子棒高跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)              4m12     田中　伶奈(観音寺一)                  2018

県高校記録(PR)                3m90     塩崎　泉(至学館)                      2018 7月23日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾂﾊﾞｷﾉ ｳｲｶ 愛　知 × × ×

1 6477 椿野　初香(1) 横須賀 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m80

凡例  NM:記録なし



高校1年女子走幅跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)              6m44     中野　　瞳(長　田)                    2007

日本高校記録(HR)              6m44     高良　彩花(園田学園)                  2018

県高校記録(PR)                6m19     安田　紀子(市邨学園)                  1993

大会記録(GR)                  5m21     荒俣　夏樹(一　宮)                    1997 7月23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

ｱﾏｸｻ ｾﾘﾊ 愛　知 3m97 3m64 4m27 4m23 4m13 4m08 4m27
1 2 6488 天草　静莉芭(1) 東海樟風 +1.5 +0.6 +0.5 0.0 +0.1 +0.9 +0.5

ﾂｼﾏ ﾘﾅ 愛　知 3m31 3m87 3m95 3m90 3m62 3m85 3m95
2 4 6509 對間　莉菜(1) 大府東 +0.7 +1.6 -1.4 -0.3 +1.4 +1.0 -1.4

ｶﾜｶﾐ ｻｸﾗ 愛　知 3m90 3m76 3m72 3m72 3m60 3m78 3m90
3 1 6510 川上　さくら(1) 大府東 +1.4 -0.9 -0.6 +1.7 +0.6 -0.8 +1.4

ﾂﾊﾞｷﾉ ｳｲｶ 愛　知 3m16 3m62 3m28 3m40 3m05 3m37 3m62
4 5 6477 椿野　初香(1) 横須賀 +0.5 +0.5 +0.1 +2.8 +1.0 +0.8 +0.5

ｶｲ ﾚｲｶ 愛　知

3 6521 甲斐　麗華(1) 東海樟風 DNS

凡例  DNS:欠場



高校1年女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             15m70     郡　菜々佳(東大阪大敬愛)              2015

県高校記録(PR)               13m85     今村　絹代(名女院)                    1965

大会記録(GR)                 10m75     種村　真利(丹　羽)                    2000 7月23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

ｲｶﾞ ｱﾔｶ 愛　知

1 1 6478 伊賀　彩華(1) 半田農業 5m49 5m92 5m05 5m92 6m09 6m85 6m33 6m85

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 愛　知

2 3 6472 鈴木　里樹(1) 横須賀 5m85 5m89 6m29 6m29 6m11 6m03 6m06 6m29

ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 愛　知

3 2 6473 鈴木　愛理(1) 横須賀 5m22 × 5m75 5m75 5m20 5m71 5m75 5m75



高校1年女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             54m00     齋藤　真希(鶴岡工)                    2019

県高校記録(PR)               47m48     室伏　由佳(市邨学園)                  1993

大会記録(GR)                 30m64     平野　優花(愛知黎明)                  2015 7月24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

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾋ 愛　知

1 2 6475 竹内　美妃(1) 福祉大付 17m15 17m11 18m06 18m06 17m64 17m56 19m03 19m03

ｲﾏｴﾀﾞ ﾙﾅ 愛　知

2 1 6506 今枝　瑠菜(1) 知多翔洋 11m02 × 12m49 12m49 11m67 11m28 11m40 12m49



高校1年女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             62m88     村上　来花(弘前実)                    2021

県高校記録(PR)               53m13     大久保　翔子(長久手)                  2014

大会記録(GR)                 28m78     岩間　智代(津　島)                    2004 7月24日 12:00 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

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲﾅ 愛　知

1 1 6508 近藤　聖奈(1) 知多翔洋 9m87 × 6m81 9m87 9m58 × 9m11 9m87



高校1年女子やり投(600g)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             58m90     北口　榛花(旭川東)                    2015

県高校記録(PR)               50m65     辻　萌々子(名古屋大谷)                2020

大会記録(GR)                 37m57     石垣　綾香(半　田)                    2016 7月23日 12:00 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

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾋ 愛　知

1 5 6475 竹内　美妃(1) 福祉大付 32m06 26m86 × 32m06 30m43 32m44 × 32m44

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 愛　知

2 2 6472 鈴木　里樹(1) 横須賀 16m04 16m26 17m27 17m27 12m89 18m40 20m43 20m43

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲﾅ 愛　知

3 4 6508 近藤　聖奈(1) 知多翔洋 15m78 16m73 15m99 16m73 × 20m40 × 20m40

ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 愛　知

4 1 6489 池田　愛花(1) 東海樟風 12m96 × 13m79 13m79 × 14m31 × 14m31

ｲﾏｴﾀﾞ ﾙﾅ 愛　知

5 3 6506 今枝　瑠菜(1) 知多翔洋 × 11m97 11m39 11m97 10m78 12m05 11m96 12m05



高校共通女子4X100mR
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)             44.48     斉田・福田・上村・エドバー(東京)      2015

県高校記録(PR)               45.40     岸本・倉橋・外園・高須(中京大中京)    2019

大会記録(GR)                 49.80     加藤・池山・鈴村・近藤(杏　和)        2014 7月23日 13:35 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 3 福祉大付 6370 山田　衣莉(1) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ 52.03 2 5 阿久比 6512 寺島　莉桜(1) ﾃﾗｼﾏ ﾘｵ 55.67
6366 小川　心優(1) ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ 6453 鈴木　里奈(2) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ
6369 兼田　弥耶(1) ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ 6448 内山　琴心(2) ｳﾁﾔﾏ ｺﾄﾐ
6363 浜田　陽菜(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ 6515 小澤　実和(1) ｵｻﾞﾜ ﾐﾜ

2 5 半田 6480 尾関　初佳(1) ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 53.41 3 2 半田商業 6519 久田　佳音(1) ﾋｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 57.65
6416 渡邉　萌々(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 6467 森下　百合亜(1) ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ
6417 新帯　有也香(2) ﾆｲﾉﾐ ｱﾔｶ 6517 杉浦　愛美香(1) ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ
6421 山中　風奈(2) ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ 6466 村上　紗菜(2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ

3 4 大府 6431 宮本　みこ(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 53.59 4 4 半田東 6505 千葉　夕杏実(1) ﾁﾊﾞ ﾕｱﾐ 1:02.87

6430 神谷　杏(2) ｶﾐﾔ ｱﾝ 6503 川端　理世(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｾ
6429 廣瀨　稀帆(2) ﾋﾛｾ ｷﾎ 6499 間瀬　梨央(1) ﾏｾ ﾘｵ
6428 齋藤　優佳(2) ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 6501 北沢　咲夜(1) ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾔ

4 2 横須賀 6379 髙橋　芽依(2) ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 53.64 OP 3 愛知定通A 8932 今泉　花音(2) ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾉﾝ 54.83
6378 石川　莉彩(2) ｲｼｶﾜ ﾘｻ 17 細野　乙芽(2) ﾎｿﾉ ｵﾄﾒ
6383 山本　楓珈(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 8476 鈴木　萌生(3) ｽｽﾞｷ ﾒｲ
6472 鈴木　里樹(1) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 8477 泉　　知里(3) ｲｽﾞﾐ ﾁｻﾄ

6 大府東 DNS 7 東海樟風 6387 吉本　湖(2) ﾖｼﾓﾄ ｳﾐ DQ,*R3

6394 越智　希蘭(2) ｵﾁ ｷﾗﾝ
6488 天草　静莉芭(1) ｱﾏｸｻ ｾﾘﾊ
6483 飯田　萌叶(1) ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ

7 東海南 DNS 6 愛知定通B DNS

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 福祉大付 6370 山田　衣莉(1) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ 52.03
6366 小川　心優(1) ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ
6369 兼田　弥耶(1) ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ
6363 浜田　陽菜(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ

2 半田 6480 尾関　初佳(1) ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 53.41
6416 渡邉　萌々(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ
6417 新帯　有也香(2) ﾆｲﾉﾐ ｱﾔｶ
6421 山中　風奈(2) ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ

3 大府 6431 宮本　みこ(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 53.59
6430 神谷　杏(2) ｶﾐﾔ ｱﾝ
6429 廣瀨　稀帆(2) ﾋﾛｾ ｷﾎ
6428 齋藤　優佳(2) ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ

4 横須賀 6379 髙橋　芽依(2) ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 53.64
6378 石川　莉彩(2) ｲｼｶﾜ ﾘｻ
6383 山本　楓珈(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ
6472 鈴木　里樹(1) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

5 阿久比 6512 寺島　莉桜(1) ﾃﾗｼﾏ ﾘｵ 55.67
6453 鈴木　里奈(2) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ
6448 内山　琴心(2) ｳﾁﾔﾏ ｺﾄﾐ
6515 小澤　実和(1) ｵｻﾞﾜ ﾐﾜ

6 半田商業 6519 久田　佳音(1) ﾋｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 57.65
6467 森下　百合亜(1) ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ
6517 杉浦　愛美香(1) ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ
6466 村上　紗菜(2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ

7 半田東 6505 千葉　夕杏実(1) ﾁﾊﾞ ﾕｱﾐ 1:02.87

6503 川端　理世(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｾ
6499 間瀬　梨央(1) ﾏｾ ﾘｵ
6501 北沢　咲夜(1) ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾔ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 *R3:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ３→４



高校共通女子4X400mR
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

日本高校記録(HR)           3:37.67     戸谷温・川田・戸谷湧・佐々木(東大阪大敬愛)2016

県高校記録(PR)             3:41.84     柴山沙・時久・柴山亜・向井(至学館)    2015

大会記録(GR)               4:04.96     渡辺・内藤・後藤・服部(一宮西)        2008 7月24日 10:00 決　勝

決　勝　

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 半田 6480 尾関　初佳(1) ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ 4:19.26

6416 渡邉　萌々(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ
6421 山中　風奈(2) ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ
6422 都築　未耶美(2) ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ

2 6 福祉大付 6369 兼田　弥耶(1) ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ 4:22.15

6363 浜田　陽菜(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ
6370 山田　衣莉(1) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ
6366 小川　心優(1) ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ

3 3 大府 6431 宮本　みこ(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 4:23.27

6430 神谷　杏(2) ｶﾐﾔ ｱﾝ
6428 齋藤　優佳(2) ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ
6429 廣瀨　稀帆(2) ﾋﾛｾ ｷﾎ

4 4 横須賀 6379 髙橋　芽依(2) ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 4:24.68

6383 山本　楓珈(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ
6378 石川　莉彩(2) ｲｼｶﾜ ﾘｻ
6471 松井　悠花(1) ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ

5 7 半田商業 6519 久田　佳音(1) ﾋｻﾀﾞ ｶﾉﾝ 4:49.30

6467 森下　百合亜(1) ﾓﾘｼﾀ ﾕﾘｱ
6517 杉浦　愛美香(1) ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐｶ
6466 村上　紗菜(2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ

6 2 東海樟風 6386 久田　凜香(2) ﾋｻﾀﾞ ﾘﾝｶ 4:52.74

6522 新美　茉依(1) ﾆｲﾐ ﾏｲ
6484 伊藤　かれん(1) ｲﾄｳ ｶﾚﾝ
6482 椎葉　心彩(1) ｼｲﾊﾞ ｺｺｱ

8 東海南 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子100m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+0.8)

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

ﾊﾝｹ ﾕｳﾔ 愛知 ﾅｶﾉ ｺｳｷ 愛　知

1 8 437 判家　悠也(3) 豊橋 11.00 1 8 6605 中野　航希(2) 横須賀 11.88
ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 愛　知

2 3 6667 江川　夢人(2) 半田 11.27 2 3 6686 水野　成皓(2) 大府 11.92
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 愛　知 ｸﾆｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 愛知

3 6 6603 杉山　晃聖(2) 横須賀 11.37 3 2 7436 國枝　南斗(3) 科技刈谷 11.99
ｲﾅﾊﾞ ｼｭｳﾄ 愛　知 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀ 愛　知

4 2 6675 稲葉　崇人(2) 半田農業 11.61 4 6 6843 飯田　孝太(1) 大府東 12.02
ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｷ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 愛　知

5 5 6713 中園　優希(2) 大府東 11.80 5 5 6693 近藤　宙(2) 半田東 12.06
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 愛　知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｷﾄ 愛　知

4 6691 内藤　弘海(2) 大府 DNS 6 4 6669 杉本　瀧斗(2) 半田 12.08
ﾋﾀﾞｶ ﾀｸﾄ 愛　知 ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾝｻ 愛　知

7 6737 日髙　巧翔(2) 常滑 DNS 7 6622 安東　泉冴(2) 東海樟風 DNS

3組 (風:+1.4) 4組 (風:+1.7)

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

ｲｻｼ ﾀｲｶﾞ 愛　知 ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ 愛　知

1 7 6623 井指　太雅(2) 東海樟風 12.04 1 2 6746 岡戸　柊馬(2) 半田工科 11.93
ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄ 愛知 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知

2 2 8375 井上　貴翔(3) 科技刈谷 12.05 2 5 8376 加藤　友基(1) 科技刈谷 11.95
ｻｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛　知 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 愛　知

3 4 6608 佐治　孝紀(2) 横須賀 12.14 3 3 6784 増田　一翔(1) 横須賀 12.24
ｶﾐﾔ ｺｳﾀ 愛　知 ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ 愛　知

4 5 6666 神谷　康太(2) 半田 12.21 4 4 6665 大西　翔瑛(2) 知多翔洋 12.39
ﾀｹﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 愛　知 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛　知

5 6 6808 竹中　雄太郎(1) 大府 12.37 5 8 6849 内田　尚太(1) 大府東 12.51
ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 愛　知 ｼﾛｷﾔ ﾘｭｳｾｲ 愛　知

6 3 6688 斎藤　照将(2) 大府 12.38 6 6 6812 白木谷　隆世(1) 大府 12.80
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾋ 愛　知 ｻｶｲ ﾘｭｳﾏ 愛知

7 8 6631 武内　雄飛(2) 東海南 12.43 7 431 境　龍真(1) 豊橋 DNS

5組 (風:+0.3) 6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

ｲｻｶ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 愛　知

1 2 6859 井坂　亮介(1) 阿久比 12.61 1 8 6832 松本　晃汰(1) 半田工科 12.96
ﾔﾏﾅｶ ｼｵﾝ 愛　知 ｼﾞｮｳ ｺｳｽｹ 愛　知

2 8 6801 山中　孜恩(1) 東海樟風 12.98 3 6831 城　孝介(1) 半田工科 DNS
ｱﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 愛知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｷ 愛　知

3 6 390 荒谷　綜太(2) クラーク 13.08 4 6852 長谷川　貴生(1) 常滑 DNS
ｸﾒ ﾕｳｾｲ 愛　知 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 愛　知

4 4 6836 久米　由晟(1) 半田東 13.11 5 6803 田辺　寛登(1) 東海樟風 DNS
ｻｸﾗｲ ｶｶﾞｲ 愛　知 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ 愛　知

5 5 6774 桜井　翔海(1) 横須賀 13.14 6 6798 濵口　愛斗(1) 東海樟風 DNS
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 愛　知 ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛　知

6 7 6830 中川　望碧(1) 半田工科 13.49 7 6802 相澤　剣二(1) 東海樟風 DNS
ｸﾆｼﾏ ｺｳﾊ 愛　知

3 6840 國島　光巴(1) 半田東 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子100m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾊﾝｹ ﾕｳﾔ 愛知

1 437 判家　悠也(3) 豊橋 11.00 +1.1
ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ 愛　知

2 6667 江川　夢人(2) 半田 11.27 +1.1
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 愛　知

3 6603 杉山　晃聖(2) 横須賀 11.37 +1.1
ｲﾅﾊﾞ ｼｭｳﾄ 愛　知

4 6675 稲葉　崇人(2) 半田農業 11.61 +1.1
ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｷ 愛　知

5 6713 中園　優希(2) 大府東 11.80 +1.1
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 愛　知

6 6605 中野　航希(2) 横須賀 11.88 +0.8
ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 愛　知

7 6686 水野　成皓(2) 大府 11.92 +0.8
ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ 愛　知

8 6746 岡戸　柊馬(2) 半田工科 11.93 +1.7

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子200m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-2.5)

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

ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ 愛　知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ 愛　知

1 6 6667 江川　夢人(2) 半田 23.30 1 7 6754 山口　健(2) 半田工科 24.93
ｲﾏｵ ｻｲﾄ 愛知 ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ 愛　知

2 4 7433 今尾　宰人(3) 科技刈谷 23.74 2 2 6665 大西　翔瑛(2) 知多翔洋 25.79
ｲﾅﾊﾞ ｼｭｳﾄ 愛　知 ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 愛　知

3 7 6675 稲葉　崇人(2) 半田農業 24.15 3 5 6688 斎藤　照将(2) 大府 25.85
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 愛　知 ｼﾛｷﾔ ﾘｭｳｾｲ 愛　知

4 1 6605 中野　航希(2) 横須賀 24.76 4 3 6812 白木谷　隆世(1) 大府 26.49
ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 愛　知 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｾｲ 愛　知

5 8 6693 近藤　宙(2) 半田東 24.83 5 4 6806 松岡　龍正(1) 大府 26.69
ｻｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛　知 ｵｵｲﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 愛　知

6 2 6608 佐治　孝紀(2) 横須賀 25.40 1 6768 大岩　寛明(1) 知多翔洋 DNS
ﾊﾝｹ ﾕｳﾔ 愛知 ｻｶｲ ﾘｭｳﾏ 愛知

3 437 判家　悠也(3) 豊橋 DNS 6 431 境　龍真(1) 豊橋 DNS
ｸﾆｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾝｻ 愛　知

5 7436 國枝　南斗(3) 科技刈谷 DNS 8 6622 安東　泉冴(2) 東海樟風 DNS

3組 (風:-2.3) 4組 (風:-1.2)

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

ｲｻｼ ﾀｲｶﾞ 愛　知 ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛　知

1 5 6623 井指　太雅(2) 東海樟風 25.11 1 2 6848 古田　龍太郎(1) 大府東 24.68
ﾄﾐﾔｽ ｹﾝｽｹ 愛　知 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 愛　知

2 4 6643 冨安　兼輔(2) 東海南 25.22 2 4 6784 増田　一翔(1) 横須賀 25.42
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾑ 愛　知 ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｼ 愛　知

3 3 6775 松本　真夢(1) 横須賀 25.32 3 3 6851 登澤　賢志(1) 大府東 25.48
ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛　知

4 6 8376 加藤　友基(1) 科技刈谷 25.63 4 6 6849 内田　尚太(1) 大府東 26.07
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 愛　知 ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳﾀ 愛　知

5 1 6837 加藤　颯人(1) 半田東 26.09 5 5 6862 石黒　翔大(1) 阿久比 26.14
ﾀｶﾅﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 愛　知

6 7 6671 高浪　裕大(2) 半田 26.77 6 7 6864 加藤　庚聖(1) 阿久比 26.76
ﾓﾘｼﾀ ﾋｻﾄ 愛　知 ｻｻｷ ﾕｳｷ 愛　知

7 2 6794 森下　央翔(1) 半田 27.10 7 8 6793 佐々木　優希(1) 半田 27.51
ｸﾆｼﾏ ｺｳﾊ 愛　知

8 6840 國島　光巴(1) 半田東 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

ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ 愛　知

1 6667 江川　夢人(2) 半田 23.30 -1.3
ｲﾏｵ ｻｲﾄ 愛知

2 7433 今尾　宰人(3) 科技刈谷 23.74 -1.3
ｲﾅﾊﾞ ｼｭｳﾄ 愛　知

3 6675 稲葉　崇人(2) 半田農業 24.15 -1.3
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛　知

4 6848 古田　龍太郎(1) 大府東 24.68 -1.2
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 愛　知

5 6605 中野　航希(2) 横須賀 24.76 -1.3
ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 愛　知

6 6693 近藤　宙(2) 半田東 24.83 -1.3
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ 愛　知

7 6754 山口　健(2) 半田工科 24.93 -2.5
ｲｻｼ ﾀｲｶﾞ 愛　知

8 6623 井指　太雅(2) 東海樟風 25.11 -2.3

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子400m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 愛知 ﾔｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 愛知

1 3 256 矢島　楓(3) 飛鳥未来 53.89 1 256 矢島　楓(3) 飛鳥未来 53.89
ｶﾈｺ ﾘｸ 愛知 ｶﾈｺ ﾘｸ 愛知

2 4 7434 金子　凌空　(2) 科技刈谷 55.32 2 7434 金子　凌空　(2) 科技刈谷 55.32
ｵｶ ｼﾉﾌﾞ 愛知 ｵｶ ｼﾉﾌﾞ 愛知

3 8 8374 岡　忍(1) 科技刈谷 58.80 3 8374 岡　忍(1) 科技刈谷 58.80
ﾓﾘｼﾀ ﾋｻﾄ 愛　知 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻﾄ 愛　知

4 2 6794 森下　央翔(1) 半田 59.88 4 6794 森下　央翔(1) 半田 59.88
ﾀｶﾅﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知 ﾀｶﾅﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知

5 6 6671 高浪　裕大(2) 半田 1:00.61 5 6671 高浪　裕大(2) 半田 1:00.61
ｻｻｷ ﾕｳｷ 愛　知 ｻｻｷ ﾕｳｷ 愛　知

6 7 6793 佐々木　優希(1) 半田 1:01.68 6 6793 佐々木　優希(1) 半田 1:01.68
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知

7 1 443 池田　翔一(1) 豊橋 1:09.55 7 443 池田　翔一(1) 豊橋 1:09.55
ﾏｾ ｲﾁﾘ 愛　知

5 6698 間瀬　一里(2) 半田東 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子800m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ 愛　知 ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ 愛　知

1 3 6614 岡田　湊吏(2) 横須賀 2:03.35 1 4 6743 澤田　陸(2) 常滑 2:13.68
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 愛　知 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 愛　知

2 4 6718 近藤　大翔(2) 大府東 2:03.36 2 2 6700 柴田　悠希(2) 半田東 2:14.19
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ﾉﾑﾗ ﾚｵ 愛　知

3 7 6777 榊原　竜聖(1) 福祉大付 2:04.65 3 5 6778 野村　怜桜(1) 福祉大付 2:16.33
ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳﾀ 愛　知 ｸﾆﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ 愛　知

4 5 6615 杉村　光太(2) 東海樟風 2:12.43 3 6733 國長　竣太(2) 阿久比 DNS
ﾏｾ ｲﾁﾘ 愛　知 ﾐｳﾗ ﾋﾋﾞｷ 愛知

5 6 6698 間瀬　一里(2) 半田東 2:13.20 6 440 三浦　響起(2) 豊橋 DNS
ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ 愛　知 ｲｼｶﾞｷ ﾀｸﾏ 愛知

6 8 6672 新海　祐真(2) 半田 2:14.51 7 7437 石垣　拓磨(2) 科技刈谷 DNS
ﾀﾑﾗ ﾊｸｴｲ 愛知

2 7432 田村　珀英(3) 科技刈谷 DNS

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 愛知 ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ 愛　知

1 6 8378 渡邉　僚一(1) 科技刈谷 2:18.76 1 6614 岡田　湊吏(2) 横須賀 2:03.35
ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

2 2 6783 永井　智也(1) 横須賀 2:22.17 2 6718 近藤　大翔(2) 大府東 2:03.36
ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 愛　知 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｾｲ 愛　知

3 5 6601 奥田　康介(2) 横須賀 2:31.07 3 6777 榊原　竜聖(1) 福祉大付 2:04.65
ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾏ 愛　知 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳﾀ 愛　知

4 4 6782 森川　航真(1) 横須賀 2:33.74 4 6615 杉村　光太(2) 東海樟風 2:12.43
ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ 愛　知 ﾏｾ ｲﾁﾘ 愛　知

3 6602 山本　宇亨(2) 横須賀 DNS 5 6698 間瀬　一里(2) 半田東 2:13.20
ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ 愛知 ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ 愛　知

7 386 栗山　雄成(3) クラーク DNS 6 6743 澤田　陸(2) 常滑 2:13.68
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 愛　知

7 6700 柴田　悠希(2) 半田東 2:14.19
ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ 愛　知

8 6672 新海　祐真(2) 半田 2:14.51

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子1500m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 13:05 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

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 愛　知 ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ 愛　知

1 5 6606 山本　帆人(2) 横須賀 4:19.27 1 1 6726 加藤　楓(2) 阿久比 4:37.50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

2 4 6644 渡邉　真翔(2) 東海南 4:22.49 2 3 6857 近藤　大地(1) 阿久比 4:39.37
ﾏﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 愛　知 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 愛　知

3 3 6728 馬渡　翔大(2) 阿久比 4:28.62 3 4 6700 柴田　悠希(2) 半田東 4:39.72
ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ 愛　知 ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ 愛　知

4 7 6614 岡田　湊吏(2) 横須賀 4:34.74 4 9 6743 澤田　陸(2) 常滑 4:41.79
ｸﾆﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ 愛　知 ｳｴﾊﾗ ﾗｲﾄ 愛知

5 10 6733 國長　竣太(2) 阿久比 4:34.79 5 8 8377 上原　右大(1) 科技刈谷 4:44.47
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 愛　知 ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ 愛　知

6 8 6670 田中　亮伍(2) 半田 4:40.37 6 7 6612 河崎　愛叶(2) 横須賀 4:49.03
ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳﾀ 愛　知 ｵｵﾀｹ ﾌﾐﾔ 愛　知

7 6 6615 杉村　光太(2) 東海樟風 4:42.02 7 5 6811 大竹　郁也(1) 大府 4:49.30
ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ 愛　知 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳｼｮｳ 愛　知

8 9 6672 新海　祐真(2) 半田 4:46.05 8 11 6720 大内　竜勝(2) 大府東 4:57.38
ｵｵｻﾜ ｾﾅ 愛　知 ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ 愛　知

9 11 6732 大澤　世南(2) 阿久比 4:48.66 9 10 6735 土井　隼都(2) 半田東 5:15.97
ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛　知 ﾐｳﾗ ﾋﾋﾞｷ 愛知

1 6607 柴田　順平(2) 横須賀 DNS 2 440 三浦　響起(2) 豊橋 DNS
ﾀﾑﾗ ﾊｸｴｲ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ 愛　知

2 7432 田村　珀英(3) 科技刈谷 DNS 6 6602 山本　宇亨(2) 横須賀 DNS

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

ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 愛　知

1 10 6718 近藤　大翔(2) 大府東 4:31.34 1 6606 山本　帆人(2) 横須賀 4:19.27
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾄ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 愛　知

2 9 7435 濱口　靖人(2) 科技刈谷 4:41.96 2 6644 渡邉　真翔(2) 東海南 4:22.49
ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 愛　知 ﾏﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 愛　知

3 2 6795 菅原　颯汰(1) 半田 4:54.42 3 6728 馬渡　翔大(2) 阿久比 4:28.62
ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

4 3 6783 永井　智也(1) 横須賀 5:03.70 4 6718 近藤　大翔(2) 大府東 4:31.34
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 愛　知 ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ 愛　知

5 4 6596 齊藤　俊也(2) 福祉大付 5:23.43 5 6614 岡田　湊吏(2) 横須賀 4:34.74
ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 愛　知 ｸﾆﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ 愛　知

6 5 6601 奥田　康介(2) 横須賀 5:26.05 6 6733 國長　竣太(2) 阿久比 4:34.79
ﾔﾏｼﾀ ｵｳｷ 愛　知 ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ 愛　知

1 6780 山下　央稀(1) 福祉大付 DNS 7 6726 加藤　楓(2) 阿久比 4:37.50
ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾏ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 愛　知

6 6782 森川　航真(1) 横須賀 DNS 8 6857 近藤　大地(1) 阿久比 4:39.37
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ 愛　知

7 6664 山本　敦暉(2) 知多翔洋 DNS
ｲｼｲ ﾋｴｲ 愛知

8 7314 石井　晃永(3) 科技刈谷 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子110mH(1.067m/9.14m)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+0.7) 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

ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 愛　知 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 愛　知

1 5 6668 北嶋　理人(2) 半田 16.64 1 6668 北嶋　理人(2) 半田 16.64 +0.7
ｶﾄｳ ｶﾅﾃﾞ 愛　知

4 6727 加藤　奏(2) 阿久比 DQ,T8

ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 愛　知

3 6694 小田　隼太朗(2) 半田東 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T8:(R168-7(b))故意にハードルを倒した



ｼﾞｭﾆｱ男子400mH(0.914m)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24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

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 愛　知

1 5 6603 杉山　晃聖(2) 横須賀 58.92
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 愛　知

2 4 6668 北嶋　理人(2) 半田 1:01.25
ｶﾈｺ ﾘｸ 愛知

3 6 7434 金子　凌空　(2) 科技刈谷 1:05.25
ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ 愛　知

4 8 6746 岡戸　柊馬(2) 半田工科 1:08.35
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 愛知

2 443 池田　翔一(1) 豊橋 DNS
ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 愛　知

3 6694 小田　隼太朗(2) 半田東 DNS
ﾐｳﾗ ｼｮｳｼﾞ 愛知

7 395 三浦　聖司(2) クラーク DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 11:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 愛　知

1 3 6606 山本　帆人(2) 横須賀 10:21.99 1 6606 山本　帆人(2) 横須賀 10:21.99

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 愛　知

2 2 6644 渡邉　真翔(2) 東海南 10:25.65 2 6644 渡邉　真翔(2) 東海南 10:25.65

ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ 愛　知 ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ 愛　知

3 6 6612 河崎　愛叶(2) 横須賀 11:29.65 3 6612 河崎　愛叶(2) 横須賀 11:29.65

ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ 愛　知 ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ 愛　知

4 4 6735 土井　隼都(2) 半田東 13:04.25 4 6735 土井　隼都(2) 半田東 13:04.25

ﾊﾅﾀﾞ ｼｵﾝ 愛　知 ﾊﾅﾀﾞ ｼｵﾝ 愛　知

5 5 6721 花田　慎温(2) 大府東 14:13.27 5 6721 花田　慎温(2) 大府東 14:13.27

ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛　知

1 6607 柴田　順平(2) 横須賀 DNS
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 愛　知

7 6670 田中　亮伍(2) 半田 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子3000mW
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 10:30 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 ｱﾂｷ 愛　知

1 1 6664 山本　敦暉(2) 知多翔洋 18:12.68



ｼﾞｭﾆｱ男子走高跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾌｶﾔ ﾕｳﾘ 愛　知

1 6719 深谷　祐琉(2) 大府東 DNS

ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子棒高跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23日 11:00 決　勝

決　勝　

ｶﾄｳ ﾕｲﾀ 愛　知

1 6736 加藤　唯汰(2) 常滑 DNS

ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子走幅跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24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

ｶﾐﾔ ｺｳﾀ 愛　知 5m53 × 5m55 5m55
1 6 6666 神谷　康太(2) 半田 +1.2 +0.9 +0.9

ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 愛　知 × 4m93 5m41 5m41
2 9 6686 水野　成皓(2) 大府 -0.7 0.0 0.0

ﾀｶｷﾞ ﾕｳ 愛知 5m34 5m29 5m26 5m34
3 2 7438 髙木　悠風(2) 科技刈谷 +1.5 +1.2 +1.1 +1.5

ｱﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 愛知 4m70 × 5m19 5m19
4 7 390 荒谷　綜太(2) クラーク +1.1 0.0 0.0

ﾋﾛｾ ｹﾞﾝ 愛知 5m06 － 4m48 5m06
5 4 438 廣瀬　源(3) 豊橋 +1.2 +1.4 +1.2

ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ 愛　知 4m88 － 4m96 4m96
6 1 6659 大岩　拓史(2) 知多翔洋 +1.7 +1.4 +1.4

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｷﾄ 愛　知 4m38 2m75 － 4m38
7 3 6669 杉本　瀧斗(2) 半田 +1.6 +1.2 +1.6

ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄ 愛知

5 8375 井上　貴翔(3) 科技刈谷 DNS
ﾌｶﾔ ﾕｳﾘ 愛　知

8 6719 深谷　祐琉(2) 大府東 DNS
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 愛　知

10 6691 内藤　弘海(2) 大府 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子三段跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23日 12:00 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

ﾋﾛｾ ｹﾞﾝ 愛知 10m97 11m24 11m30 11m30
1 6 438 廣瀬　源(3) 豊橋 +0.1 +0.9 +2.5 +2.5

ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ 愛　知 10m83 10m75 10m95 10m95
2 5 6659 大岩　拓史(2) 知多翔洋 +2.7 +0.8 +2.5 +2.5

ﾅｲﾄｳ ｲﾂｷ 愛　知 10m70 10m70 10m65 10m70
3 4 6641 内藤　樹輝(2) 東海南 +0.3 +0.7 +1.1 +0.3

ﾊｷｱｲ ﾀﾞｲﾁ 愛　知 × 9m15 9m54 9m54
4 1 6652 吐合　大地(2) 東海南 +2.5 +1.8 +1.8

ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ 愛　知 9m27 9m36 9m34 9m36
5 2 6640 竹本　尚史(2) 東海南 +1.2 +0.8 +2.1 +0.8

ﾀｶｷﾞ ﾕｳ 愛知

3 7438 髙木　悠風(2) 科技刈谷 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 愛　知

1 2 6628 渡辺　暖斗(2) 東海南 10m41 9m41 9m74 10m41 10m41

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 愛　知

2 7 6687 渡邊　隼(2) 大府 9m93 9m17 9m83 9m93 9m93

ｸﾗﾊｼ ﾔｸﾓ 愛　知

3 4 6624 倉橋　八雲(2) 東海樟風 6m93 7m87 7m14 7m87 7m87

ﾆｼｲ ｺｳﾀ 愛　知

4 3 6673 西井　紘多(2) 半田 6m65 6m81 6m44 6m81 6m81

ｽｽﾞｷ ﾑﾂｷ 愛知

5 5 439 鈴木　夢生(3) 豊橋 × 6m21 × 6m21 6m21

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼ 愛　知

1 6653 山田　創士(2) 東海南 DNS
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛　知

6 6745 濱島　優貴(2) 半田工科 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24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

ｽｷﾞﾀ ｱｷﾄｼ 愛　知

1 7 6658 杉田　晶俊(2) 知多翔洋 30m42 × 26m65 30m42 30m42

ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛　知

2 5 6685 内藤　凌央(2) 大府 19m53 23m71 27m46 27m46 27m46

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 愛　知

3 6 6687 渡邊　隼(2) 大府 24m90 27m18 25m33 27m18 27m18

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 愛　知

4 4 6680 鈴木　悠真(2) 半田農業 20m56 24m02 24m54 24m54 24m54

ｸﾗﾊｼ ﾔｸﾓ 愛　知

5 3 6624 倉橋　八雲(2) 東海樟風 20m45 × × 20m45 20m45

ﾆｼｲ ｺｳﾀ 愛　知

6 1 6673 西井　紘多(2) 半田 14m69 16m20 14m47 16m20 16m20

ｽｽﾞｷ ﾑﾂｷ 愛知

2 439 鈴木　夢生(3) 豊橋 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24日 12:00 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

ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛　知

1 1 6685 内藤　凌央(2) 大府 × 33m76 37m49 37m49 37m49

ｽｷﾞﾀ ｱｷﾄｼ 愛　知

2 6658 杉田　晶俊(2) 知多翔洋 × × × NM

凡例  NM:記録なし



ｼﾞｭﾆｱ男子やり投(800g)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23日 12:00 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

ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ 愛　知

1 2 6651 福井　琥太郎(2) 東海南 29m59 35m31 30m36 35m31 35m31

ﾅｶﾀｹ ｼｭﾝﾀ 愛　知

2 3 6756 中武　駿太(2) 半田工科 27m63 × 25m95 27m63 27m63

ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｷ 愛　知

3 1 6713 中園　優希(2) 大府東 × 22m51 × 22m51 22m51

ﾋﾗﾊｼ ﾊﾔﾄﾕｷ 愛　知

4 6738 平橋　隼人雪(2) 常滑 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子100m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+2.5)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 愛　知

1 3 6416 渡邉　萌々(2) 半田 13.13 1 7 6453 鈴木　里奈(2) 阿久比 13.84
ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ 愛　知 ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ 愛　知

2 6 6363 浜田　陽菜(2) 福祉大付 13.29 2 5 6408 川村　真愛(2) 東海南 13.86
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾒｲ 愛知

3 4 6431 宮本　みこ(2) 大府 13.37 3 6 8476 鈴木　萌生(3) 科技刈谷 14.04
ﾎｿﾉ ｵﾄﾒ 愛知 ﾓﾓｻｷ ﾊﾙﾅ 愛　知

4 8 17 細野　乙芽(2) 城北つばさ 13.72 4 4 6446 百﨑　遥菜(2) 大府東 14.27
ｿｶﾞ ｱﾏﾈ 愛　知 ﾆｲﾉﾐ ｱﾔｶ 愛　知

5 1 6424 曽我　天音(2) 半田農業 14.11 5 3 6417 新帯　有也香(2) 半田 14.32
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾅ 愛　知 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾉﾝ 愛知

2 6437 鈴木　ひろ渚(2) 大府 DNS 6 1 8932 今泉　花音(2) 刈谷東 14.36
ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅ 愛　知 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾐｻｷ 愛　知

5 6397 北川　和奈(2) 東海南 DNS 7 8 6442 水村　美咲(2) 半田東 14.68
ｻﾉ ﾕｲ 愛　知 ﾏｾ ｷﾕｳ 愛知

7 6444 佐野　由依(2) 大府東 DNS 2 8931 間瀬　桜翼(1) 刈谷東 DNS

3組 (風:+1.3) 4組 (風:+0.5)

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

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 愛　知 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ 愛　知

1 4 6445 富永　百香(2) 大府東 14.29 1 5 6514 吉田　柚菜(1) 阿久比 15.08
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 愛　知 ｻﾄｳ ﾘｺ 愛　知

2 5 6466 村上　紗菜(2) 半田商業 14.32 2 2 6486 佐藤　梨胡(1) 東海樟風 15.39
ｵﾁ ｷﾗﾝ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾕﾒ 愛　知

3 6 6394 越智　希蘭(2) 東海樟風 14.77 3 6 6490 林　結芽(1) 東海樟風 15.55
ｾﾂﾀ ｶﾅｴ 愛　知 ｴｻｶ ﾋｵﾘ 愛　知

4 2 6474 説田　叶恵(1) 福祉大付 14.99 4 7 6487 江坂　妃織(1) 東海樟風 16.30
ｸﾜﾊﾗ ｲｽﾞﾓ 愛　知 ﾑﾗｾ ﾊﾂﾞｷ 愛　知

5 7 6425 桑原　いずも(2) 半田農業 15.47 5 4 6491 村瀬　葉月(1) 東海樟風 16.85
ﾁﾊﾞ ﾕｱﾐ 愛　知 ｲｹﾀﾞ ｱｲｶ 愛　知

6 1 6505 千葉　夕杏実(1) 半田東 17.56 6 3 6489 池田　愛花(1) 東海樟風 17.47
ｵｵﾂ ﾘﾀ 愛　知 ｶﾜｲ ﾕﾅ 愛　知

3 6502 大津　璃多(1) 半田東 DNS 8 6513 河合　優菜(1) 阿久比 DNS
ｽｷﾞｼﾀ ﾘﾝ 愛知

8 8895 杉下　凜(1) 科技刈谷 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛　知

1 6416 渡邉　萌々(2) 半田 13.13 +0.5
ﾊﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ 愛　知

2 6363 浜田　陽菜(2) 福祉大付 13.29 +0.5
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 愛　知

3 6431 宮本　みこ(2) 大府 13.37 +0.5
ﾎｿﾉ ｵﾄﾒ 愛知

4 17 細野　乙芽(2) 城北つばさ 13.72 +0.5
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 愛　知

5 6453 鈴木　里奈(2) 阿久比 13.84 +2.5
ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ 愛　知

6 6408 川村　真愛(2) 東海南 13.86 +2.5
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 愛知

7 8476 鈴木　萌生(3) 科技刈谷 14.04 +2.5
ｿｶﾞ ｱﾏﾈ 愛　知

8 6424 曽我　天音(2) 半田農業 14.11 +0.5

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子200m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.7) 2組 (風:+0.8)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛　知 ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ 愛　知

1 6 6416 渡邉　萌々(2) 半田 27.70 1 2 6421 山中　風奈(2) 半田 29.58
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 愛　知 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ 愛　知

2 5 6431 宮本　みこ(2) 大府 28.20 2 6 6370 山田　衣莉(1) 福祉大付 30.28
ﾏｾ ﾘﾉﾊ 愛　知 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 愛　知

3 2 6452 間瀬　梨乃葉(2) 阿久比 31.54 3 8 6445 富永　百香(2) 大府東 31.36
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾅ 愛　知 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾔ 愛　知

3 6437 鈴木　ひろ渚(2) 大府 DNS 4 7 6501 北沢　咲夜(1) 半田東 32.80
ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅ 愛　知 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｾ 愛　知

4 6397 北川　和奈(2) 東海南 DNS 5 4 6503 川端　理世(1) 半田東 33.47
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 愛　知 ﾏｾ ﾘｵ 愛　知

7 6368 山田　果歩(1) 福祉大付 DNS 6 5 6499 間瀬　梨央(1) 半田東 35.93
ｲｽﾞﾐ ﾁｻﾄ 愛知 ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 愛　知

8 8477 泉　知里(3) 科技刈谷 DNS 3 6466 村上　紗菜(2) 半田商業 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛　知

1 6416 渡邉　萌々(2) 半田 27.70 -0.7
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ 愛　知

2 6431 宮本　みこ(2) 大府 28.20 -0.7
ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ 愛　知

3 6421 山中　風奈(2) 半田 29.58 +0.8
ﾔﾏﾀﾞ ｲﾏﾘ 愛　知

4 6370 山田　衣莉(1) 福祉大付 30.28 +0.8
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 愛　知

5 6445 富永　百香(2) 大府東 31.36 +0.8
ﾏｾ ﾘﾉﾊ 愛　知

6 6452 間瀬　梨乃葉(2) 阿久比 31.54 -0.7
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾔ 愛　知

7 6501 北沢　咲夜(1) 半田東 32.80 +0.8
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｾ 愛　知

8 6503 川端　理世(1) 半田東 33.47 +0.8

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子400m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ﾘｻ 愛　知 ｲｼｶﾜ ﾘｻ 愛　知

1 6 6378 石川　莉彩(2) 横須賀 1:01.88 1 6378 石川　莉彩(2) 横須賀 1:01.88
ｲｽﾞﾐ ﾁｻﾄ 愛知 ｲｽﾞﾐ ﾁｻﾄ 愛知

2 3 8477 泉　知里(3) 科技刈谷 1:08.12 2 8477 泉　知里(3) 科技刈谷 1:08.12
ﾐｽﾞﾑﾗ ﾐｻｷ 愛　知 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾐｻｷ 愛　知

3 5 6442 水村　美咲(2) 半田東 1:10.19 3 6442 水村　美咲(2) 半田東 1:10.19
ﾀｸﾞﾁ ｷｺ 愛知 ﾀｸﾞﾁ ｷｺ 愛知

4 7 8479 田口　貴子(2) 科技刈谷 1:10.78 4 8479 田口　貴子(2) 科技刈谷 1:10.78
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐﾙ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐﾙ 愛　知

5 8 6427 渡邊　笑瑠(2) 半田農業 1:13.20 5 6427 渡邊　笑瑠(2) 半田農業 1:13.20
ﾄｸﾔﾏ ﾚｲｶ 愛　知

2 6518 徳山　鈴河(1) 半田商業 DNS
ｱﾝﾗｸ ﾊﾙｶ 愛　知

4 6396 安樂　遙(2) 東海南 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子800m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 13:50 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

ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 愛　知 ｲｼｸﾞﾛ ｼﾎ 愛知

1 4 6451 武田　彩希(2) 阿久比 2:27.35 1 5 8894 石黒　志歩(1) 科技刈谷 2:49.77
ｵｵﾂﾎﾞ ｿﾗﾉ 愛　知 ｼｲﾊﾞ ｺｺｱ 愛　知

2 2 6371 大坪　天乃(2) 福祉大付 2:28.58 2 4 6482 椎葉　心彩(1) 東海樟風 2:52.46
ｶﾐﾔ ｱﾝ 愛　知 ﾀｸﾞﾁ ｷｺ 愛知

3 3 6430 神谷　杏(2) 大府 2:34.85 3 8479 田口　貴子(2) 科技刈谷 DNS
ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 愛　知 ｶﾜｷﾞｼ ﾒｲ 愛知

4 6 6422 都築　未耶美(2) 半田 2:40.71 6 239 川岸　芽依(1) 豊橋 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐﾙ 愛　知 ｻﾄｳ ｻﾅ 愛知

5 7 6427 渡邊　笑瑠(2) 半田農業 2:46.27 7 240 佐藤　沙菜(1) 豊橋 DNS
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｲ 愛　知 ｴｸﾞﾁ ﾘﾝ 愛　知

6 8 6470 榊原　亜衣(1) 横須賀 2:56.78 8 6405 江口　凛(2) 東海南 DNS
ﾆﾜ ﾋﾄﾐ 愛　知

5 6380 丹羽　瞳(2) 横須賀 DNS

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

ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 愛　知

1 6451 武田　彩希(2) 阿久比 2:27.35
ｵｵﾂﾎﾞ ｿﾗﾉ 愛　知

2 6371 大坪　天乃(2) 福祉大付 2:28.58
ｶﾐﾔ ｱﾝ 愛　知

3 6430 神谷　杏(2) 大府 2:34.85
ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 愛　知

4 6422 都築　未耶美(2) 半田 2:40.71
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐﾙ 愛　知

5 6427 渡邊　笑瑠(2) 半田農業 2:46.27
ｲｼｸﾞﾛ ｼﾎ 愛知

6 8894 石黒　志歩(1) 科技刈谷 2:49.77
ｼｲﾊﾞ ｺｺｱ 愛　知

7 6482 椎葉　心彩(1) 東海樟風 2:52.46
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｲ 愛　知

8 6470 榊原　亜衣(1) 横須賀 2:56.78

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子1500m
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ｵｵﾂﾎﾞ ｿﾗﾉ 愛　知 ｵｵﾂﾎﾞ ｿﾗﾉ 愛　知

1 2 6371 大坪　天乃(2) 福祉大付 5:00.14 1 6371 大坪　天乃(2) 福祉大付 5:00.14
ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 愛　知 ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 愛　知

2 3 6451 武田　彩希(2) 阿久比 5:00.63 2 6451 武田　彩希(2) 阿久比 5:00.63
ｶﾐﾔ ｱﾝ 愛　知 ｶﾐﾔ ｱﾝ 愛　知

3 7 6430 神谷　杏(2) 大府 5:28.51 3 6430 神谷　杏(2) 大府 5:28.51
ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 愛　知 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 愛　知

4 4 6422 都築　未耶美(2) 半田 5:30.59 4 6422 都築　未耶美(2) 半田 5:30.59
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 愛　知 ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 愛　知

5 12 6484 伊藤　かれん(1) 東海樟風 5:30.64 5 6484 伊藤　かれん(1) 東海樟風 5:30.64
ﾋｻﾀﾞ ﾘﾝｶ 愛　知 ﾋｻﾀﾞ ﾘﾝｶ 愛　知

6 5 6386 久田　凜香(2) 東海樟風 5:41.15 6 6386 久田　凜香(2) 東海樟風 5:41.15
ｴｸﾞﾁ ﾘﾝ 愛　知 ｴｸﾞﾁ ﾘﾝ 愛　知

7 8 6405 江口　凛(2) 東海南 5:51.44 7 6405 江口　凛(2) 東海南 5:51.44
ｶﾝｻﾞｷ ｻｸﾗ 愛知 ｶﾝｻﾞｷ ｻｸﾗ 愛知

8 11 8478 神﨑　桜(2) 科技刈谷 7:53.31 8 8478 神﨑　桜(2) 科技刈谷 7:53.31
ﾆﾜ ﾋﾄﾐ 愛　知

1 6380 丹羽　瞳(2) 横須賀 DNS
ｵﾔｲﾂﾞ ﾁﾋﾛ 愛　知

6 6443 小柳津　千尋(2) 半田東 DNS
ｶﾜｷﾞｼ ﾒｲ 愛知

9 239 川岸　芽依(1) 豊橋 DNS
ｻﾄｳ ｻﾅ 愛知

10 240 佐藤　沙菜(1) 豊橋 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子100mH(0.838m/8.5ｍ)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月23日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.6) 2組 (風:+2.7)

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

ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ 愛　知 ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ 愛　知

1 4 6421 山中　風奈(2) 半田 17.13 1 7 6408 川村　真愛(2) 東海南 18.64
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 愛　知 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾉﾝ 愛知

2 2 6379 髙橋　芽依(2) 横須賀 17.67 2 6 8932 今泉　花音(2) 刈谷東 20.23
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 愛　知 ｻﾜ ｱﾔﾐ 愛　知

3 3 6428 齋藤　優佳(2) 大府 17.85 3 5 6426 澤　菖美(2) 半田農業 21.92
ｿｶﾞ ｱﾏﾈ 愛　知 ｸﾜﾊﾗ ｲｽﾞﾓ 愛　知

4 6 6424 曽我　天音(2) 半田農業 18.15 4 3 6425 桑原　いずも(2) 半田農業 25.82
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 愛　知 ﾀｶﾎﾞﾘ ﾕｲﾅ 愛知

5 7 6383 山本　楓珈(2) 横須賀 18.49 2 295 髙堀　結菜(1) クラーク DNS
ﾀｹｳﾁ ﾎﾅﾐ 愛　知 ﾏﾗﾊﾞﾅﾝ ｾｲﾗ 愛知

5 6415 竹内　穂南(2) 半田 DNS 4 233 マラバナン　星羅(3) 豊橋 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

ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ 愛　知

1 6421 山中　風奈(2) 半田 17.13 +2.6
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 愛　知

2 6379 髙橋　芽依(2) 横須賀 17.67 +2.6
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 愛　知

3 6428 齋藤　優佳(2) 大府 17.85 +2.6
ｿｶﾞ ｱﾏﾈ 愛　知

4 6424 曽我　天音(2) 半田農業 18.15 +2.6
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 愛　知

5 6383 山本　楓珈(2) 横須賀 18.49 +2.6
ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ 愛　知

6 6408 川村　真愛(2) 東海南 18.64 +2.7
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾉﾝ 愛知

7 8932 今泉　花音(2) 刈谷東 20.23 +2.7
ｻﾜ ｱﾔﾐ 愛　知

8 6426 澤　菖美(2) 半田農業 21.92 +2.7

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子400mH(0.762m)
審 判 長：稲垣　　裕

記録主任：中島さやか

7月24日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ﾘｻ 愛　知 ｲｼｶﾜ ﾘｻ 愛　知

1 5 6378 石川　莉彩(2) 横須賀 1:06.87 1 6378 石川　莉彩(2) 横須賀 1:06.87
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 愛　知 ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 愛　知

2 7 6428 齋藤　優佳(2) 大府 1:14.72 2 6428 齋藤　優佳(2) 大府 1:14.72
ﾀｹｳﾁ ﾎﾅﾐ 愛　知

6 6415 竹内　穂南(2) 半田 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子走高跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾆｲﾉﾐ ｱﾔｶ 愛　知 － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 4 6417 新帯　有也香(2) 半田 1m40
ﾅｶﾞｵｶ ｾﾅ 愛知

1 232 長岡　せな(4) 豊橋 DNS
ﾅｶﾓﾘ ｻｸﾗ 愛知

2 235 中森　さくら(2) 豊橋 DNS
ｺﾞﾔ ｼﾞｬｽﾐﾝ 愛知

3 241 呉屋　邪黎明(1) 豊橋 DNS
ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ 愛　知

5 6384 鰐部　茜(2) 横須賀 DNS

ｺﾒﾝﾄ
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子走幅跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23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

ｽｽﾞｷ ﾒｲ 愛知 × 4m45 4m54 4m54
1 12 8476 鈴木　萌生(3) 科技刈谷 +0.7 +0.6 +0.6

ｳﾁﾔﾏ ｺﾄﾐ 愛　知 3m37 3m77 4m06 4m06
2 9 6448 内山　琴心(2) 阿久比 +0.2 +1.3 -0.9 -0.9

ﾋﾛｾ ｷﾎ 愛　知 × 3m97 4m05 4m05
3 10 6429 廣瀨　稀帆(2) 大府 +1.1 +0.7 +0.7

ｴｼﾛ ｻｸﾗｺ 愛　知 3m83 3m52 3m37 3m83
4 2 6407 江城　桜子(2) 東海南 +1.0 -0.3 -1.2 +1.0

ｻﾜ ｱﾔﾐ 愛　知 3m79 3m53 3m36 3m79
5 4 6426 澤　菖美(2) 半田農業 -0.1 +0.5 -0.2 -0.1

ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 愛　知 3m71 3m68 3m09 3m71
6 3 6409 加藤　玲奈(2) 東海南 -0.2 +0.9 -1.2 -0.2

ｻﾄｳ ﾘｺ 愛　知 3m19 3m18 3m23 3m23
7 1 6486 佐藤　梨胡(1) 東海樟風 -1.4 -1.0 -0.9 -0.9

ｽｷﾞｼﾀ ﾘﾝ 愛知

5 8895 杉下　凜(1) 科技刈谷 DNS
ﾅｶﾓﾘ ｻｸﾗ 愛知

6 235 中森　さくら(2) 豊橋 DNS
ｻﾄｳ ﾕｷ 愛　知

7 6393 佐藤　有姫(2) 東海樟風 DNS
ﾀｶﾎﾞﾘ ﾕｲﾅ 愛知

8 295 髙堀　結菜(1) クラーク DNS
ｳﾏﾀﾞ ﾘﾉ 愛　知

11 6367 馬田　莉乃(2) 福祉大付 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子三段跳
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24日 12:00 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

ﾀｶﾊｼ ﾒｲ 愛　知 8m72 9m67 9m72 9m72
1 3 6379 髙橋　芽依(2) 横須賀 +1.7 +2.0 +0.4 +0.4

ｵｶﾞﾜ ﾗﾝﾉ 愛　知 8m97 9m14 9m11 9m14
2 4 6406 小川　蘭乃(2) 東海南 +0.4 +1.4 +1.3 +1.4

ﾋﾛｾ ｷﾎ 愛　知 8m58 × 8m80 8m80
3 5 6429 廣瀨　稀帆(2) 大府 -0.2 +1.2 +1.2

ﾀｶﾊﾀ ｱﾔﾅ 愛　知 × 8m32 × 8m32
4 1 6447 髙畑　朱夏(2) 大府東 +0.5 +0.5

ﾓﾓｻｷ ﾊﾙﾅ 愛　知 × 8m08 8m23 8m23
5 2 6446 百﨑　遥菜(2) 大府東 -0.3 +1.3 +1.3

ｳﾏﾀﾞ ﾘﾉ 愛　知

6 6367 馬田　莉乃(2) 福祉大付 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23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

ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 愛　知

1 1 6383 山本　楓珈(2) 横須賀 6m93 7m15 7m08 7m15 7m15

ｺﾞﾔ ｼﾞｬｽﾐﾝ 愛知

2 241 呉屋　邪黎明(1) 豊橋 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月24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

ﾅｶﾞｵｶ ｾﾅ 愛知

1 232 長岡　せな(4) 豊橋 DNS

凡例  DNS:欠場



ｼﾞｭﾆｱ女子やり投(600g)
審 判 長：名倉喜三郎

記録主任：中島さやか

7月23日 12:00 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

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾐ 愛　知

1 3 6403 長谷川　叶美(2) 東海南 32m66 32m16 30m86 32m66 32m66

ﾀｶﾊﾀ ｱﾔﾅ 愛　知

2 2 6447 髙畑　朱夏(2) 大府東 22m94 24m23 23m96 24m23 24m23

ﾖｼﾓﾄ ｳﾐ 愛　知

1 6387 吉本　湖(2) 東海樟風 × × × NM

凡例  NM:記録なし


