
国民体育大会選手選考春季選抜競技会
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2016/04/17

ト ラ ッ ク 審 判 長 小島 末広
跳 躍 審 判 長 外山 幸男
投 て き 審 判 長 砂子間 英明
記 録 主 任 石鎚 一則

日付 種目

長田　拓也(4) 10.64 服部　辰也 11.08 鷺森　勇誠(4) 11.13 田中　星次 11.15 伊藤　優(4) 11.18 安藤 嵩敏(5) 11.19 宇野　佑輝(4) 11.22 児島　大樹(3) 11.32
法政大 小島プレス 愛学大 トヨタ自動車 至学館大 豊田高専 至学館大 中京大
安井　一樹 47.76 長谷川　慎 48.32 中野　弘幸 48.33 池谷　英敏 48.97 中村　瑛(4) 49.80 鵜飼　浩大(2) 50.00
小島プレス トヨタ自動車 名学院ク 知多教員ク 名古屋工大 名城大
竹下　航世 1:57.10
小島プレス
小久保　翔太 14.79 矢野　智大(3) 15.00 櫻井　孝明 15.14 福島　英樹(3) 15.28 福島　知樹(3) 15.69 森　泰生 15.75
愛知陸協 中京大 東海デカスロン 中京大 中京大 ＡＣ一宮
天野　裕太 51.63 真野　悠太郎(2) 52.15 神谷　健(3) 53.51 西　淳史 53.81 大内　謙吾 54.41 深谷　隼斗(1) 57.06
至学館クラブ 名大 愛学大 名学院ク トヨタ自動車 愛学大
糟谷　隆明(M1) 2m12 中島　恭佑(19) 2m06 市川　靖真 2m03 早川　周吾(32) 2m00 加藤　紀一 2m00 大井　拓也(M1) 2m00 赤井　裕明 1m95
愛知教育大 安城学園AC 中京大クラブ 安城学園AC POWER MAX 愛知教育大 愛知茗友クラ

後藤 昂(5) 2m00
豊田高専

南　晋太郎 7m37(+3.8) 加藤　光司(M2) 7m33(+5.3) 坂本　翔太(3) 7m15(+3.7) 近藤　雅哉(2) 7m09(+3.1) 渡邉　圭一郎 7m09(+3.5) 伊藤　裕也(2) 7m04(+3.2) 鈴木　力斗(1) 6m79(+3.3) 浅井　駿(3) 6m67(+1.5)
中京大クラブ 公認7m18(+1.8) 愛知教育大 公認記録なし 至学館大 公認6m89(+1.0) 愛知教育大 公認7m06(+0.9) トヨタ自動車 公認6m80(+1.9) 名大 公認6m94(+1.8) 岐経大 公認記録なし 至学館大
八木　一憲 67m35 榊原　寛紀 58m94 大野　芳幸 58m00 大浦　優汰(1) 49m41
みかん山 豊田自動織機 JR東海 中京大
堀場　廉(3) 11.00 為　悟(2) 11.11 角谷　俊弥(3) 11.17 宇佐美　隆平(3) 11.29 酒井  颯大(2) 11.32 薬野　幹人(3) 11.32 谷川　友希(3) 11.50 伊藤　弘大(3) 23.46
名古屋高 西尾高 日進西高 名古屋高 大府東高 安城学園高 名古屋大谷高 東郷高
吉津　拓歩(3) 47.85 西田　悠人(2) 48.16 橋本　磨(3) 50.16 山田　祐輔(3) 50.41 朝倉　尚也(3) 50.43 小里　渓太(3) 50.45 百崎　真司(3) 51.23
豊橋南高 岡崎高 瑞陵高 一宮高 豊橋南高 日進西高 岡崎城西
伊藤　太貴(2) 15:07.03 野上　亮祐(3) 15:28.39 石田　虎太郎(3) 15:38.98 川島　颯太(3) 15:47.30 河村　悠(2) 15:54.14
岡崎北高 中京大中京高 中京大中京高 一宮北高 豊明高
堀　健人(3) 53.64
明和高
片山　航輔(3) 4m40 井上　啓吾(3) 4m40 増田　智也(1) 4m20 瀧川　智貴(3) 4m00 鈴木　大雄(3) 4m00
岡崎城西 豊川高 中京大中京高 中京大中京高 三好高

請井　孝充(3) 4m00
豊川高

山下　凌芽(3) 7m03(+1.7) 森下　大(3) 6m91(+2.6) 宮田 龍樹(3) 6m79(+1.3) 堀内　裕太(3) 6m77(+3.7) 大久保 光祐(3) 6m77(+1.4) 稲垣　聡(3) 6m74(+3.8) 服部 廉(3) 6m74(+1.9) 籠谷　明寛(3) 6m70(+1.4)
渥美農高 福江高 公認6m80(+1.1) 岡崎城西 愛工大名電高 公認6m63(+2.0) 岡崎城西 岡崎城西 公認6m70(-0.1) 東郷高 豊田高
白藤　聖陽(3) 58m07 岩田　朋也(3) 56m75 牧野峻大(3) 55m44 鈴木　陸斗(3) 47m95 浅見　勇登(3) 46m64 若原　圭吾(3) 44m46
安城学園高 一宮北高 名古屋大谷高 名古屋高 春日井工業高 名古屋高
星田　晃太郎(3) 56m87 筒井　悠斗(3) 53m48 八木　辰弥(3) 53m24 早川　幸冶(3) 53m21 渡部　祐矢(3) 52m28 田中　颯(2) 52m03 後藤　大輝(3) 50m74 竹内　佑輝(3) 50m68
愛産大工高 名城大附高 名古屋大谷高 成章高 渥美農高 鳴海高 天白高 豊明高
服部 匡恭(1) 11.31 中谷　竜麻(1) 11.58 森　皓平(1) 11.59 柾木　達也(3) 11.60 伊藤　彰海(1) 11.64 中谷　将麻(1) 11.68 大森　浩史(3) 11.98 神谷　翔矢(3) 11.98
中京大中京高 岡崎城西 名古屋大谷高 日進西中 名古屋高 岡崎城西 守山東中 長良中
馬場 勇一郎(3) 8:52.68 服部　凱杏(3) 8:54.00 小島 拓(1) 8:56.78 古田　拳也(3) 9:13.62 大岩　歩夢(3) 9:13.67 木村　寛太(1) 9:16.02 青山　一樹(1) 9:16.19 日比野 力哉(1) 9:17.47
上郷中 千種中 中京大中京高 大口中 東港中 愛工大名電高 中京大中京高 愛工大名電高
中野　裕仁(1) 7m15(+1.7) 神谷　翔矢(3) 6m58(+6.3) 加藤　辰昇(1) 6m52(+4.9) 中村　伊吹(1) 6m47(+2.7) 村田　響(1) 6m41(+5.7) 立松　啓太(2) 6m40(+3.5) 中村　優太(1) 6m32(+3.5) 大野　友佑(1) 6m28(+4.9)
名城大附高 長良中 公認6m39(+0.5) 名古屋大谷高 公認記録なし 瑞陵高 公認記録なし 豊川高 公認5m90(+1.7) 瑞陵高 公認5m93(+1.5) 時習館高 公認記録なし 愛工大名電高 公認6m11(+1.6)

鈴木　健太郎(1) 13m25 狩野　龍星(1) 11m66 榊原　一(1) 11m43 光岡　奨平(1) 11m22 東川　和則(3) 10m04
名古屋大谷高 安城学園高 安城学園高 安城学園高 東港中
伊藤　壮太(3) 1:58.87 樋江井　純平(3) 1:59.54 鈴木　風春(3) 1:59.55 二宮　秀(3) 2:00.17 西尾　勇佑(3) 2:00.26 宇野　佑亮(2) 2:00.36 佐藤　泰地(2) 2:00.48 石川 大介(3) 2:00.91
中京大中京高 横須賀高 岡崎城西 刈谷高 中京大中京高 岡崎城西 春日井高 岡崎城西
堀　健人(3) 14.66 吉田　潤平(1) 14.98 山本　佑紀(3) 15.05 中島　大我(3) 15.15 新川　将平(2) 15.38 金井　駿賢(2) 15.38 和田　海晴(3) 15.50 桶田　大晟(1) 15.61
明和高 滝高 鶴城丘高校 鶴城丘高校 愛工大名電高 中京大中京高 安城学園高 愛工大名電高
久保　快斗(2) 2m00 福岡　秀太(3) 1m95 松下　陸(3) 1m95 光崎　剛史(3) 1m95 大藏　祐貴(3) 1m90 岡井　大靖(2) 1m90
岡崎高 中京大中京高 知立東高 一宮南高 中京大中京高 岡崎城西

落合 惇寛(2) 1m95 杉本　康拓(3) 1m90
名古屋西高 安城学園高

津曲　章太(3) 14m16(+0.2) 山下　凌芽(3) 14m07(+0.2) 井之上　裕介(3) 13m97(-0.6) 杉本　康拓(3) 13m91(+1.6) 大久保 光祐(3) 13m90(+0.6) 幅田　真史(2) 13m68(+1.4) 真子　健佑(3) 13m47(+0.9) 光崎　剛史(3) 13m25(+0.2)
大府高 渥美農高 鶴城丘高校 安城学園高 岡崎城西 明和高 岡崎城西 一宮南高
白藤　聖陽(3) 42m88 渡邉　尚悟(3) 36m73 北野　雄大(3) 36m66 筒井　悠斗(3) 35m96 大谷　一誠(3) 35m37 渡部　凌(3) 32m22 齋藤　寅次郎(2) 32m06 中山　貴登(3) 31m90
安城学園高 佐織工高 豊明高 名城大附高 熱田高 名古屋高 名古屋高 名古屋大谷高
加藤　久騎(3) 16.09 小川　翔平 16.19
長良中 石巻中
宮川　翔天(3) 1m70
高森台中
濱﨑　諒也(3) 6m38(+2.5) 森　葵生(3) 6m17(+3.4) 宮川　翔天(3) 5m74(+6.1)
豊岡中 公認記録なし 千種台中 公認記録なし 高森台中 公認5m57(0.0)

石田　拓真(3) 10m54 松村　拓海(3) 10m16 髙田　壮真(3) 9m80 鈴木　一帆(2) 9m53 崔　潤浩(3) 8m46 岩井　和雄(3) 8m02 小林　慶達(2) 7m28
守山東中 本郷中 吉田方中 田原中 冨士中 宮田中 高森台中
小島　一世(3) 27m78 崔　承浩(3) 27m21 兵藤　健二(3) 26m54 伊佐治　颯大(3) 24m71
冨士中 冨士中 御幸山中 冨士中

4月17日 中男円盤投(1.500kg)

4月17日 中男走高跳

4月17日 中男走幅跳

4月17日 中男砲丸投(5.000kg)

4月17日 少男共三段跳

4月17日 少男共円盤投(1.750kg)

4月17日
中男１１０ｍH(0.914m)

風：-1.8

4月17日 少男共８００ｍ

4月17日
少男共１１０ｍJH(0.991m)

風：-1.2

4月17日 少男共走高跳

4月17日 少男Ｂ３０００ｍ

4月17日 少男Ｂ走幅跳

4月17日 少男Ｂ砲丸投(5.000kg)

4月17日 少男Ａハンマー投(6.000kg)

4月17日 少男Ａやり投(800g)

4月17日
少男Ｂ1００ｍ

風：-2.8

4月17日 少男A400mH(0.914m)

4月17日 少男Ａ棒高跳

4月17日 少男Ａ走幅跳

4月17日
少男Ａ１００ｍ

風：-2.9

4月17日 少男Ａ４００ｍ

4月17日 少男Ａ５０００ｍ

4月17日 成男走高跳

4月17日 成男走幅跳

4月17日 成男やり投

4月17日 成男８００ｍ

4月17日
成男110mH(1.067m)

風：-2.3

4月17日 成男400mH(0.914m)

7位 8位

4月17日
成男１００ｍ

風：-3.0

4月17日 成男４００ｍ

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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伊藤　瑛里(3) 12.53 野村　真由(3) 12.57 加藤　桃佳(3) 12.71 大平　千夏(3) 12.71 伊藤　南侑(2) 12.85 森田　冴香(2) 13.07
東海学大 至学館大 至学館大 東海学大 東海学大 東海学大
山口　綾加(2) 12.53
至学館大
北野　有紀(3) 57.39 松本　扶弥(1) 58.06 浅井　茅子(3) 58.60 尾嵜　志帆(4) 59.98
愛知教育大 愛知教育大 愛知教育大 南山大
長屋　美月(3) 2:13.16 大原　芽衣(3) 2:13.83 井上　葉南(2) 2:14.06 豊永　香音(3) 2:15.63 神谷 亜依(3) 2:16.22 竹内　麻里子 2:16.87 三輪　ダリヤ(3) 2:19.39 成瀬　真希(3) 2:23.16
中京大中京高 岡崎城西 至学館高 愛工大名電高 岡崎城西 愛知陸協 中京大中京高 名城大
小林　紗矢香(2) 14.13 藤原　涼花(2) 14.20 古澤　彩果(2) 14.67 中田　有紀 14.88 山本　麻湖(3) 15.28
愛知教育大 至学館大 中京大 日本保育サー 中京大
菰田　梨香子(1) 1m65 榊原　至佳子(3) 1m60 大坂　美乃(2) 1m60 宮下　優(3) 1m55
安城学園高 瑞陵高 明和高 大府高

原　侑子(3) 1m55
光ヶ丘女子高
宮田 歩美(2) 1m55
名古屋西高
水野　花菜(2) 1m55
中京大中京高
小笠原　早矢楓(1) 1m55
安城学園高

今泉　友里(1) 3m50 所　杏子(1) 3m30
中京大 中京大
中山　怜佳(3) 12m09(+0.6)
至学館大
大山　葵(4) 46m11
愛学大
長谷川　愛樹(2) 12.35 東　直美　(3) 12.44 山本　里奈(2) 12.49 花井　環(3) 12.58 古橋　佳奈(2) 12.64 中内　彩虹(3) 12.90 鯉江　紗衣(3) 13.05
中京大中京高 豊橋南高 岡崎城西 岡崎城西 安城学園高 日進西高 半田高
長屋　美月(3) 57.37 片山 栞里(2) 58.21 近藤　七海(2) 58.28 増山　彩音(3) 58.65 鈴木　朱音(2) 59.17 三輪　ダリヤ(3) 1:00.27
中京大中京高 岡崎城西 津島高 豊橋南高 中京大中京高 中京大中京高
酒井　美有(2) 11:20.97
中京大中京高
加藤　七海(2) 1:05.38 江頭　亜美(2) 1:05.59 鈴木　彩加(3) 1:07.41
明和高 安城学園高 名城大附高
宮川　杏奈(2) 5m71(+2.9) 吉村　月乃(2) 5m59(+1.6) 大坂　美乃(2) 5m55(+1.4) 河井　かのこ(2) 5m50(+2.8) 中川　茉子(3) 5m43(+2.6) 加藤　早紀(2) 5m42(+0.3) 明星　光(3) 5m40(-0.7) 田中　恵子(3) 5m39(+4.5)
三好高 公認5m57(+0.9) 岡崎城西 明和高 一宮高 公認5m34(+0.6) 岩倉総合高 公認5m33(+1.6) 光ヶ丘女子高 豊田高 山田高 公認記録なし

髙須　鮎香(3) 12.59 大城　珠莉(3) 12.76 生田　奈緒子(1) 12.78 井貝　沙彩(1) 12.93 天神　綾音(1) 13.08 三輪　未来(3) 13.27 渡辺　彩奈(1) 13.27 丹羽　優菜(3) 13.33
城北中 弥富中 中京大中京高 愛知高 中京大中京高 神の倉中 名東高 名塚中
山田　真梨子(1) 2:17.23 市原　和佳(1) 2:18.46 相場　里咲(1) 2:18.51 森田　柚衣(3) 2:21.33 伊藤　舞(1) 2:23.09 吉田　彩乃(3) 2:24.72
中京大中京高 千種高 豊橋南高 神丘中 刈谷高 東郷ＡＣ
駒木 遥(1) 15.74 山本　遼(1) 15.75 鈴木　綾奈(1) 16.25 秋尾 佳恵(1) 16.36 林　玲奈(1) 16.59
名古屋西高 安城学園高 時習館高 名古屋西高 名古屋西高
冨塚　日南々(1) 5m48(+3.9) 小林　はづき(1) 5m25(+4.9) 都築　陽奈(1) 5m18(+2.2) 坂本　彩音(1) 5m14(+5.7) 神取　空那(1) 5m09(+1.9) 平松　紗季(1) 5m08(+3.7) 佐藤　友香(3) 5m06(+4.2) 竹下　亜美(1) 4m83(-1.1)
中京大中京高 公認記録なし 時習館高 公認5m04(+1.6) 三好高 公認記録なし 栄徳高 公認4m98(+1.8) 安城学園高 中京大中京高 公認記録なし 栄中 公認記録なし 豊橋南高
平岩　志萌 10m70 木村　飛美(1) 10m53
守山中 至学館高
近藤　望未(2) 4:42.49 松原　亜純(3) 4:52.31 國立　華蓮(1) 4:52.66 牛田　麻結(3) 5:09.52
中京大中京高 豊山ＪＲＣ 至学館高 旭野高
髙田 彩佳(3) 3m40 吉長 日向子(3) 3m20 水上　真里(2) 3m00 中山　紗良(3) 3m00 加藤　紗佳子(2) 2m90 迫田　　渚(3) 2m90 野中　小夏(2) 2m50
岡崎城西 名古屋西高 岡崎城西 岡崎城西 豊川高 山田高 名東高

石川　奈奈(3) 2m50
名東高
三上 かな子(2) 2m50
名古屋西高

加藤　綾菜(3) 11m61(+1.4) 榊原　弥生(3) 11m00(+0.5) 稲熊　詩帆(3) 10m94(-0.5) 水野　花菜(2) 10m90(+0.1) 三輪　真梨乃(3) 10m85(+2.1) 小畑　杏奈(3) 10m81(+1.7) 宮田 歩美(2) 10m80(-1.1) 宮下　優(3) 10m80(+1.6)
椙山女学園高 鶴城丘高校 瑞陵高 中京大中京高 一宮南高 公認10m68(+0.3) 豊川高 名古屋西高 大府高
川口　紅音(3) 39m39 小原　桃華(2) 34m38 山浦　あみか(3) 33m97 金子　明奈(3) 31m47
津島高 名古屋大谷高 安城学園高 安城学園高
熊崎　菜奈子(2) 45m20 石本　瞳(3) 44m49 近藤　沙南(2) 43m93 榊原 梨子(3) 43m73 山本　樹音(3) 41m46 裁　芽生(3) 39m01 近藤　智湖(3) 38m08 山浦　あみか(3) 37m05
名古屋大谷高 名古屋大谷高 安城学園高 名古屋大谷高 豊橋南高 半田商高 名東高 安城学園高
平野　有咲(3) 15.90(-1.5) 細田　蒼葉(3) 15.95(-1.5) 大谷　采未(3) 16.34(-1.5) 大島　由夏(2) 16.65(-1.5) 江國　怜奈(3) 16.67(-3.7) 金井　智穂(3) 16.82(-3.7) 嵐　春菜(2) 17.63(-3.7) 松本　七海(3) 17.76(-3.7)
長良中 守山東中 田原中 小坂井中 吉田方中 長良中 宮田中 本郷中
亀井　希未香(3) 1m45 森　栞奈(3) 1m40
大府西中 御幸山中
前田　あすか(2) 4m95(+3.3) 瀬木　和佳奈(3) 4m71(+0.9) 岡本　唯(2) 4m64(+1.4) 岩田　彩楽(3) 4m63(+7.2) 村田　侑菜 4m60(+2.6) 高橋　好波(2) 4m57(+6.9) 牧野　杏(3) 4m54(+3.9) 野村  友愛(3) 4m45(+5.3)
ＡＣ一宮 公認記録なし 羽田中 高森台中 守山東中 公認記録なし 石巻中 公認記録なし 東郷ＡＣ 公認記録なし 久方中 公認記録なし 冨士中 公認記録なし

清水　菜々子(3) 12m38 田中　美有(3) 11m38 山中　優華(3) 10m53 森　香菜子(3) 9m89 岩室　紗花(3) 9m69 岩田　やえの(2) 9m63 澤田　明里(2) 9m38 増子　凜香(3) 8m54
長良中 守山東中 千種台中 守山東中 御幸山中 守山東中 守山東中 守山東中

※成女ハンマー投は参加者なし

4月17日 中女砲丸投(2.721kg)

4月17日 中女１００ｍH(0.762m/8.0m)

4月17日 中女走高跳

4月17日 中女走幅跳

4月17日 少女共三段跳

4月17日 少女共円盤投(1.000kg)

4月17日 少女共やり投(600g)

4月17日 少女Ｂ砲丸投(4.000kg)

4月17日 少女共１５００ｍ

4月17日 少女共棒高跳

4月17日 少女Ｂ８００ｍ

4月17日
少女

B100mYH(0.762m/8.5m)
風：-0.8

4月17日 少女Ｂ走幅跳

4月17日 少女A400mH(0.762m)

4月17日 少女Ａ走幅跳

4月17日
少女Ｂ１００ｍ

風：-1.5

4月17日
少女Ａ１００ｍ

風：-1.1

4月17日 少女Ａ４００ｍ

4月17日 少女Ａ３０００ｍ

4月17日 成女棒高跳

4月17日 成女三段跳

4月17日 成女やり投(600g)

4月17日 成女８００ｍ

4月17日
成女100mH(0.838m)

風：-0.5

4月17日 成女走高跳

7位 8位

4月17日
成女１００ｍ

風：-1.5

4月17日 成女４００ｍ

1位 2位 3位 4位 5位 6位


