
コンディション情報

大会総務 稲垣　裕 トラック審判長 伊藤　明久・岡田　武彦
跳躍審判長 木村　元彦 投てき審判長 青山　充資
招集所審判長 小椋　征弘・木全　和代

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2020/07/11 10:00 雨 26.0 92.0 南 0.1

10:30 雨 26.0 84.0 南 1.0
11:00 雨 26.0 84.0 東南東 2.0
12:00 曇 26.0 84.0 南南東 1.8
13:00 曇 27.0 84.0 南南西 2.7

2020/07/12 09:00 晴 29.0 78.0 北東 1.3
09:30 晴 28.0 85.0 北北東 1.1
10:00 晴 29.0 78.0 北西 1.9
12:00 晴 30.0 72.0 北東 0.1
13:00 晴 30.0 72.0 北北東 0.7
14:00 晴 29.0 78.0 南 1.1 競技場

測定場所
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競技場
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ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　明久・岡田　武彦

ス タ ー ト 審 判 長 小島　末廣

跳 躍 審 判 長 木村　元彦

投 て き 審 判 長 青山　充資

招 集 所 審 判 長 小椋　征弘・木全　和代

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

筒井　健人(3) 11.06(-1.6) 森　悠太(3) 11.25(-0.4) 福島　三輝(3) 11.25(-0.4) 福井　凛(3) 11.32(-0.4) 橋本　諒太(3) 11.33(-1.2) 長瀬　徹大(3) 11.38(-1.6) 花田　楓(3) 11.39(-1.6) 大島　匠(3) 11.42(-1.6)
愛　知・岡崎城西高 愛　知・知多翔洋高 愛　知・愛工大名電高 愛　知・至学館高 愛　知・菊華高 愛　知・菊華高 愛　知・山田高 愛　知・尾北高
尾張　龍希(3) 48.73 鈴木　琢斗(3) 50.08 原　康輔(3) 51.22 儀賀　海大(3) 52.59
愛　知・誠信高 愛　知・豊田大谷高 愛　知・春日井高 愛　知・刈谷高
鈴木　隆介(3) 4:02.78 鵜飼　雄矢(3) 4:03.92 土方　悠暉(3) 4:04.44 伊藤　　大和(3) 4:04.74 川口　玲央(3) 4:06.31 服部　宗馬(3) 4:06.41 加藤　広人(3) 4:07.51 久保　舞瞬(3) 4:08.44
愛　知・名経大学高蔵高 愛　知・中京大中京高 愛　知・愛工大名電高 愛　知・名経大学高蔵高 愛　知・昭和高 愛　知・津島高 愛　知・中京大中京高 愛　知・愛知高
加藤　郁斗(3) 17.79
愛　知・菊華高
岩本　壮汰(3) 57.53 打田　蒼平(3) 59.90 伊藤　和樹(3) 1:00.17 堀　匠磨(3) 1:02.84
愛　知・菊華高 愛　知・愛工大名電高 愛　知・愛産大三河高 愛　知・岡崎城西高
稲垣　敬大(3) 1m95 山下　旺祐(3) 1m90 中川　廣己(3) 1m85 小瀧　愛都(3) 1m85 伊藤　陸人(3) 1m80 大森　健瑠(3) 1m75 水野　公誠(3) 1m75 大久保　大治郎(3) 1m75
愛　知・岡崎北高 愛　知・春日井工業高 愛　知・昭和高 愛　知・豊橋東高 愛　知・豊川高 愛　知・一宮南高 愛　知・春日井工業高 愛　知・誠信高

後藤　達也(3) 1m75
愛　知・富田高

中村　斗也(3) 4m00 及川　敬貴(3) 2m80
愛　知・豊川高 愛　知・豊川高
早川　諒(3) 6m28(+2.2) 畔柳　優(3) 6m26(+1.5) 朝日　一樹(3) 6m07(+0.6)
愛　知・刈谷高 公認6m26(+1.2) 愛　知・岡崎北高 愛　知・佐屋高
外山　呂玖士(3) 12m67(+0.5) 荻野　善(3) 12m61(+0.7)
愛　知・小坂井高 愛　知・岡崎城西高
モンタド　良正(3) 11m54 鈴木　太智(3) 11m07 宮内　一星(3) 10m59 釜田　藍斗(3) 10m29
愛　知・愛知黎明高 愛　知・名古屋工学院 愛　知・一宮南高 愛　知・春日井高
菊池　竜太(3) 34m63 遠藤　宏記(3) 28m81
愛　知・岡崎商業高 愛　知・愛工大名電高
太田　成海(3) 31m16 天野　耀士(3) 31m09
愛　知・岡崎学園高 愛　知・岡崎学園高
大野　雄士(3) 54m72 深見　匠馬(3) 46m48 山中　颯太(3) 41m51 外山　直樹(3) 40m32 舟橋　拓真(3) 39m21
愛　知・名城大附高 愛　知・岡崎城西高 愛　知・美和高 愛　知・刈谷高 愛　知・昭和高
河東　妃真里(3) 12.73 小石倉　由佳(3) 12.85 山口　さくら(3) 13.06 宮成　希瞳(3) 13.14 江見　優佳(3) 13.54
愛　知・岡崎城西高 愛　知・岡崎城西高 愛　知・安城学園高 愛　知・栄徳高 愛　知・山田高
大岩　愛花(3) 58.98 勝谷　采音(3) 1:02.47 加藤　千晶(3) 1:02.99
愛　知・愛知高 愛　知・旭野高 愛　知・旭丘高
星川　茉鈴(3) 2:15.88 山田　綾菜(3) 2:31.55
愛　知・至学館高 愛　知・一宮北高
山口　郁美(3) 4:55.28 前田　友美菜(3) 5:01.31 櫻井　茉凛(3) 5:12.29 河口　綸花(3) 5:13.98 村松　七海(3) 5:15.36
愛　知・愛知黎明高 愛　知・愛知高 愛　知・至学館高 愛　知・至学館高 愛　知・岡崎城西高
黒野　唯奈(3) 16.55 内田　光(3) 16.75
愛　知・豊野高 愛　知・岡崎学園高
澤　美羽(3) 1:04.36 加藤　優奈(3) 1:10.58 成瀬　さくら(3) 1:12.48 早野　カイ(3) 1:15.13
愛　知・至学館高 愛　知・旭野高 愛　知・岡崎商業高 愛　知・修文女子高
横山　こころ(3) 1m60 椙山　奈津子(3) 1m60 石田　琴巳(3) 1m55 篠原　暖佳(3) 1m45 浅井　千奈(3) 1m40
愛　知・岡崎城西高 愛　知・至学館高 愛　知・岡崎城西高 愛　知・安城学園高 愛　知・一宮南高
篠崎　稔里(3) 3m20 岡山　千紘(3) 2m20 濵田　ちり(3) 1m80
愛　知・至学館高 愛　知・修文女子高 愛　知・修文女子高
伊藤　凛乃(3) 4m92(+1.4)
愛　知・西陵高
加藤　彩也(3) 11m84(+0.5) 中野　有(3) 10m73(+1.9) 岡田　純奈(3) 10m18(+1.2)
愛　知・岡崎城西高 愛　知・岡崎城西高 愛　知・岡崎商業高
蔵石　美南(3) 8m83
愛　知・椙山女学園高
野里　涼香(3) 33m76 中嶋　日向子(3) 31m86 北原　愛菜(3) 25m48
愛　知・至学館高 愛　知・修文女子高 愛　知・山田高
中島　摩美(3) 32m23 橋本　来美(3) 28m75 栗本　京香(3) 26m96
愛　知・一宮北高 愛　知・誠信高 愛　知・修文女子高

愛知県ジュニア記録会 
パロマ瑞穂スタジアム 
2020/07/11 ～ 2020/07/12

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

7月11日
高校男子110mH(1.067m) 

風：-0.6

7月11日 高校男子400mH(0.914m)

7月11日 高校男子走高跳

8位

7月11日 高校男子100m

7月11日 高校男子400m

7月11日 高校男子1500m

7月11日 高校男子砲丸投(6.000kg)

7月11日 高校男子円盤投(1.750kg)

7月11日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

7月11日 高校男子棒高跳

7月11日 高校男子走幅跳

7月11日 高校男子三段跳

7月11日 高校女子800m

7月11日 高校女子1500m

7月11日
高校女子100mH(0.840m) 

風：-2.0

7月11日 高校男子やり投(800g)

7月11日
高校女子100m 

風：-0.3

7月11日 高校女子400m

7月11日 高校女子走幅跳

7月11日 高校女子三段跳

7月11日 高校女子砲丸投(4.000kg)

7月11日 高校女子400mH(0.762m)

7月11日 高校女子走高跳

7月11日 高校女子棒高跳

7月11日 高校女子円盤投(1.000kg)

7月11日 高校女子やり投(600g)



ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　明久・岡田　武彦

ス タ ー ト 審 判 長 小島　末廣

跳 躍 審 判 長 木村　元彦

投 て き 審 判 長 青山　充資

招 集 所 審 判 長 小椋　征弘・木全　和代

記 録 主 任 新見　精三

日付 種目

愛知県ジュニア記録会 
パロマ瑞穂スタジアム 
2020/07/11 ～ 2020/07/12

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中山　二千翔(3) 11.22(0.0) 寺下　頼檜(3) 11.32(0.0) 猪上　詞穏(3) 11.37(0.0) 古池　功樹(3) 11.38(0.0) 戸田　源大(3) 11.44(+1.4) 川端　一弘(3) 11.48(+1.2) 小島　一桐(3) 11.52(+1.4) 栁瀬　功貴(3) 11.53(0.0)
愛　知・東浦北部中 愛　知・豊橋陸上クラブ 愛　知・東港中 愛　知・古知野中 愛　知・東浦北部中 愛　知・東海中 扇台中 愛　知・末野原中
向井　悠汰(3) 23.39 荒川　雄太(3) 23.75 渡邉　翔大(3) 24.06 浦口　泰陽(3) 24.19 加藤　正清(3) 24.31 髙田　裕二郎(3) 24.46 白崎　羚桜(3) 24.53 橘　虎太朗(3) 25.10
愛　知・安城南中 愛　知・豊明中 愛　知・豊橋陸上クラブ 愛　知・鶴城中 愛　知・神丘中 愛　知・古知野中 愛　知・矢作中 愛　知・東港中
久田　凌大(3) 50.83 竹森　斗渉(3) 51.49 永田　敦也(3) 52.61 鈴木　櫂斗(3) 54.53 田邊　光汰(3) 55.60 花田　蓮(3) 55.96 宮沢　慶一(3) 55.99 浅田　悠太(3) 56.53
愛　知・福江中 愛　知・豊橋陸上クラブ 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・古知野中 愛　知・大高中 愛　知・守山東中 愛　知・長久手北中
富田　学将(3) 2:06.60 黒野　大和(3) 2:07.42 細井　奏太郎(3) 2:09.65 石井　雄大(3) 2:10.27 二村　敦貴(3) 2:15.24 朝倉　銀椛(3) 2:18.30 曽田　翔五(3) 2:25.39
愛　知・守山東中 愛　知・愛知陸協 愛　知・矢作中 愛　知・東海中 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・愛知陸協 愛　知・愛知陸協
加藤　草太郎(3) 4:22.71 鈴木　駿介(3) 4:22.78 林　大雅(3) 4:24.21 相地　一夢(3) 4:24.37 加藤　快都(3) 4:24.45 八尋　友希(3) 4:24.67 井野　開(3) 4:24.84 熱海　琢人(3) 4:24.92
愛　知・ＴＳＭ 愛　知・愛知陸協 愛　知・愛知陸協 愛　知・六ツ美北中 愛　知・安城西中 愛　知・愛知陸協 愛　知・知立中 愛　知・六ツ美中
下田　隼人(3) 14.69(+0.6) 横山　将也(3) 14.71(+0.6) 天野　友貴(3) 15.39(+0.6) 鈴木　哉汰(3) 15.43(+0.6) 西垣　俐玖(2) 15.76(+0.6) 海老原　竜也(3) 15.83(+0.6) 馬場　悠輔(3) 16.06(+0.6) 樋田　颯真(3) 16.12(+0.7)
愛　知・愛知陸協 愛　知・名古屋北中 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・ＴＳＭ 扇台中 愛　知・平坂中 愛　知・宝神中 愛　知・愛知陸協
加藤　颯真(3) 1m76 加古　彩人(3) 1m76 高木　魁里(3) 1m76 西口　温(3) 1m71 天方　尚太(3) 1m71 永岩　智也(3) 1m71
愛　知・猿投台中 愛　知・愛知陸協 愛　知・岡崎北 愛　知・六ツ美北中 愛　知・愛知陸協 愛　知・宮田中

金子　翔太(3) 1m71 今井　海琉(3) 1m71
愛　知・愛知陸協 愛　知・愛知陸協

久世　優空(3) 3m92 時原　仁(3) 3m42 永岩　直也(3) 3m02 真島　陸(3) 3m02 大竹　琉人(3) 3m02 吉野　雄也(3) 2m82 岩原　優太(3) 2m82 マリー　アカース(3) 2m62
愛　知・大須ＡＣ 愛　知・六ツ美北中 愛　知・宮田中 愛　知・宮田中 愛　知・岡崎北 愛　知・愛知陸協 愛　知・竜南中 愛　知・前津中

市村　南翔(2) 2m62
愛　知・愛知陸協

森部　諒(3) 6m20(-0.3) 五藤　　翔(3) 6m12(-0.5) 谷口　瑶昊(3) 5m84(-0.8) 三井　楓(3) 5m83(-1.4) 古橋　航青(3) 5m81(-0.8) 岩瀬　颯汰(3) 5m80(+0.1) 松本　昂士(3) 5m78(-2.0) 水野　成皓(3) 5m48(-0.6)
愛　知・富貴中 愛　知・木曽川中 愛　知・鬼崎中 愛　知・東浦北部中 愛　知・竜北中 愛　知・岡崎北 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・東浦北部中
尾崎　凉(3) 12m52 兵藤　拓郎(3) 12m52 櫻庭　吏玖(3) 11m60 柳　勇次(3) 11m02 杉田　晶俊(3) 10m87 阿知波　宏斗(3) 10m77 長瀬　翔矢(3) 10m53 中村　俊郎(2) 10m50
愛　知・大高中 愛　知・御幸山中 愛　知・高蔵寺中 愛　知・宮田中 愛　知・大高中 愛　知・平坂中 愛　知・AC一宮Junior 愛　知・平坂中
根本　睦千(3) 33m12 木村　建太(3) 25m82 春日井　宗(3) 24m13
愛　知・愛知陸協 愛　知・当知中 愛　知・宮田中
佐藤　俐有(2) 12.11(-0.6) 岡田　翠(2) 12.67(-0.6) 眞田　あこ(2) 12.85(-0.6) 松岡　実佑(2) 12.98(-0.6) 髙津　采里(2) 13.02(-1.6) 神谷　朱里(1) 13.11(-1.6) 布谷　泉澄(3) 13.14(+0.7) 熊本　彩(3) 13.15(-0.6)
愛　知・田原陸上 愛　知・田原中 愛　知・田原陸上 愛　知・名古屋南陽中 愛　知・田原陸上 愛　知・安城JAC 愛　知・日進西中 愛　知・JACT
林　美希(3) 25.85(-0.4) 片山　心菜(3) 25.99(-0.4) 加藤　ひなた(3) 26.60(-0.4) 中澤　愛菜(3) 26.73(-0.4) 堀　朝香(2) 27.49(0.0) 合田　亜舞(3) 28.02(-0.4) 藤原　早紀(3) 28.04(-0.4) 松坂　朋香(3) 28.31(0.0)
愛　知・翔南中 愛　知・城北中 愛　知・大須ＡＣ 愛　知・尾張ランスター 愛　知・尾張旭東中 愛　知・御幸山中 愛　知・守山中 愛　知・矢作中
森　千莉(3) 2:19.68 江藤　柚葉(2) 2:19.90 菅沼　梨瑚(3) 2:20.62 野村　美結(2) 2:21.11 中島　汐菜(3) 2:22.24 林　真利愛(3) 2:22.75 川岸　芽依(2) 2:24.52 副島　佑衣(2) 2:27.16
愛　知・浄水中 愛　知・刈谷東中 愛　知・愛知陸協 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・原中 愛　知・矢田中 愛　知・愛知陸協 愛　知・竜南中
小嶋　聖來(3) 4:38.41 柴田　桃花(3) 4:38.62 中馬　蘭奈(3) 4:39.17 鈴村　愛菜(3) 4:41.43 林　彩夢(2) 4:45.63 壁谷　衿奈(3) 4:48.65 坂田　朋花(3) 4:50.74 石川　桜子(3) 4:51.71
愛　知・六ツ美北中 愛　知・弥富中 愛　知・愛知陸協 愛　知・六ツ美北中 愛　知・鶴城中 愛　知・竜海中 愛　知・平坂中 愛　知・日進西中
田島　七里香(3) 14.74(-0.5) 菊田　彩(2) 15.30(+0.3) 椎屋　怜奈(2) 15.35(+0.3) 熊谷　実華(3) 15.45(-0.5) 杉藤　葵(2) 15.64(-0.5) 小野山　静流(3) 15.90(-0.5) 松浦　紗良(3) 15.94(-0.5) 髙塚　虹百(2) 15.97(+0.3)
愛　知・ＴＳＭ 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・YRC 愛　知・AC一宮Junior 愛　知・鶴城中 愛　知・御幸山中 愛　知・岡崎南中
鰐部　茜(3) 1m56 太田　結愛(3) 1m51 杉江　優愛(3) 1m46 澤　実伶(3) 1m46 林　咲希(2) 1m46 池田　菜々(2) 1m46 大西　柚陽(2) 1m41 ツィー　ナー(3) 1m41
愛　知・知多八幡中 愛　知・ＴＳＭ 愛　知・愛知陸協 愛　知・平坂中 愛　知・古知野中 愛　知・東港中 愛　知・長久手中 愛　知・鶴城中
岡部　陽奈(2) 2m72 草野　咲蕾(2) 2m72 都築　彩花(3) 2m62 高須　柚寿(3) 2m02 田中　すいれん(3) 1m82
愛　知・ハイテクＡＣ 愛　知・鬼崎中 愛　知・鶴城中 愛　知・鶴城中 愛　知・東浦北部中

石原　咲季(3) 2m02
愛　知・東浦北部中

松村　琴都(3) 5m56(+0.8) 市川　彩乃(3) 5m31(+1.2) 渡辺　実優花(3) 5m25(+0.2) 酒井　菜胡(3) 5m16(+1.2) 寺島　慶(2) 5m12(+1.2) 武井　葉夏(3) 5m06(+0.8) 河合　くるみ(3) 5m05(-1.4) 水野　文由里(2) 4m78(+1.5)
愛　知・ＴＳＭ 愛　知・知立中 愛　知・木曽川中 愛　知・雁が音中 愛　知・汐路中 愛　知・なごや陸上 愛　知・YRC 愛　知・ＴＳＭ
平岩　里彩(2) 12m73 山田　真央(3) 12m47 佐々木　安里(3) 11m66 川村　茉凜(2) 10m38 上出　聖華(2) 10m34 古木　日菜(3) 10m20 成田　沙穂(2) 10m20 片岡　美羽(3) 10m11
愛　知・守山中 愛　知・御幸山中 愛　知・豊正中 愛　知・守山東中 愛　知・高蔵寺中 愛　知・浄水中 愛　知・桜田中 愛　知・知立中
山田　茉央(3) 25m73 小栗　由莉(3) 25m64 鷲尾　也哉子(3) 25m24 金山　未来(3) 23m83 小島　日依梨(3) 22m01 加藤　優貴(3) 21m39 山口　愛里加(3) 20m61 加藤　風花(3) 20m55
愛　知・愛知陸協 愛　知・牧の池中 愛　知・瑞穂ヶ丘中 愛　知・豊正中 愛　知・守山東中 愛　知・大口中 愛　知・神丘中 愛　知・長久手北中

凡例 

7月12日
中学男子200m 

風：-0.6

7月12日 中学男子400m

7月12日 中学男子800m

7月12日 中学男子100m

7月12日 中学男子棒高跳

7月12日 中学男子走幅跳

7月12日 中学男子砲丸投(5.000kg)

7月12日 中学男子1500m

7月12日 中学男子110mH(0.914m)

7月12日 中学男子走高跳

7月12日 中学女子800m

7月12日 中学女子1500m

7月12日 中学女子100mH(0.762m)

7月12日 中学男子円盤投(1.500kg)

7月12日 中学女子100m

7月12日 中学女子200m

7月12日 中学女子砲丸投(2.721kg)

7月12日 中学女子円盤投(1.000kg)

7月12日 中学女子走高跳

7月12日 中学女子棒高跳

7月12日 中学女子走幅跳



中学男子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+0.3)

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
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 愛　知 ﾓﾘｼﾀ ｱｵｼ 愛　知

1 7 8457 岡本　紘太朗(1) 安城JAC 12.60 1 3 11846 森下　蒼(2) JACT 12.20
ﾐｽﾞﾓﾄ ｿﾗ 愛　知 ｶﾄｳ ﾚﾝ 愛　知

2 3 11848 水元　空(1) JACT 12.71 2 4 5248 加藤　蓮(2) 瀬戸南山中 12.54
ｵﾉ ﾏﾋﾛ 愛　知 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 愛　知

3 4 8458 小野　真大(1) 安城JAC 12.84 3 5 1961 石田　凌也(2) 東海中 12.65
ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ 愛　知 ﾏﾂｲ ﾃﾝﾕｳ 愛　知

4 8 11849 森下　龍雅(1) JACT 12.92 4 2 12064 松井　天佑(1) 田原陸上 12.80
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 愛　知 ｸﾉ ﾄﾜ 愛　知

5 5 2345 松岡　佑真(1) 守山東中 13.21 5 8 8459 久野　永遠(1) 安城JAC 13.39
ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 愛　知 ﾂﾎﾞ ﾙｰﾀｰｶｲﾄ 愛　知

2 122 中村　元紀(3) AC一宮Junior DNS 6 7 2016 坪　ルーター海飛(1) 大須ＡＣ 13.39
ﾖｼｶﾜ ﾐﾁｶ 愛　知 ｵｵﾀｹ ｺｳｾｲ 愛　知

6 1938 吉川　遥和(2) ＴＳＭ DNS 6 11600 大武　滉征(2) 豊橋陸上クラブ DNS

3組 (風:+1.1) 4組 (風:+0.2)

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
ﾐﾂｲ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 AKITA Yu 愛　知

1 4 5160 三井　隆正(2) 長久手北中 12.42 1 8 1621 秋田　悠(2) 桜田中 12.16
ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 愛　知 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ 愛　知

2 7 1822 木村　海斗(2) 大須ＡＣ 12.48 2 6 8805 中川　雅希(2) 刈谷東中 12.19
ﾔﾏｳﾁ ﾀｯﾍﾟｲ 愛　知 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 愛　知

3 5 8464 山内　達平(1) 安城JAC 12.56 3 2 12082 西山　悠雅(2) 田原陸上 12.29
ﾋﾗｲｹ ﾏｺﾄ 愛　知 ｶｸﾀ ﾕｳﾔ 愛　知

4 8 51 平池　真人(2) 古知野中 12.61 4 3 115 角田　侑也(1) AC一宮Junior 12.47
ｱﾘﾏ ｺｳｷ 愛　知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 愛　知

5 6 8156 有馬　　亘紀(2) 平坂中 12.63 5 5 2394 小林　広飛(2) 豊正中 12.68
ﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛　知 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾔ 愛　知

6 3 2368 津田　拓実(2) 神丘中 12.65 6 7 52 橋本　武弥(2) 古知野中 12.69
ﾊｯﾄﾘ ﾋﾄﾔ 愛　知 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 愛　知

7 1 8462 服部　仁弥(1) 安城JAC 12.66 7 1 5096 髙橋　佑多(2) 栄中 12.81
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｾｲ ｵｶ ﾕｳﾀ 愛　知

8 2 2174 小林　駿成(2) 北陵中 12.70 8 4 1948 岡　優太(2) 汐路中 12.85

5組 (風:+0.8) 6組 (風:+0.6)

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
ｻｻ ｼｮｳｺﾞ 愛　知 ｱﾎﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知

1 7 118 佐々　翔梧(2) AC一宮Junior 11.93 1 5 1795 安保　悠介(2) 御幸山中 12.00
ｶﾏｺ ｺｳﾀﾞｲ 愛　知 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 愛　知

2 3 11607 鎌戸　煌大(2) 豊橋陸上クラブ 12.04 2 2 8044 橋本　樹(2) 岡崎北 12.00
ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ｻﾅﾀﾞ ﾖｼﾔ 愛　知

3 8 1921 神谷　流星(1) ＴＳＭ 12.11 3 1 2205 眞田　義也　(3) 日比野中 12.04
ｵﾊﾞﾀ ｺｳｷ 愛　知 ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛　知

4 2 1911 小幡　浩生(2) ＴＳＭ 12.40 4 8 48 角田　拓真(2) 古知野中 12.14
ｷﾉｼﾀ ｺｳｽｹ ｽｷﾞﾄ ﾀｶﾐﾂ 愛　知

5 6 2073 木下　航介(2) 扇台中 12.41 5 4 1962 杉戸　孝光(2) 東海中 12.34
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 愛　知 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 愛　知

6 5 95 藤澤　優汰(2) 大治中 12.42 6 3 8047 後藤　隼大(2) 岡崎北 12.45
ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ 愛　知 ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛　知

7 1 12071 早川　貫太(2) JACT 12.47 7 6 8848 古田　龍太郎(2) 雁が音中 12.50
ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞ 愛　知 ﾄﾘｲ ﾕｳﾏ 愛　知

8 4 8837 川島　孝史(2) 愛知陸協 12.85 8 7 8395 鳥居　侑眞(2) 猿投台中 12.56

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

7組 (風:0.0) 8組 (風:+0.1)

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
ﾏﾂｵ ｺｳｾｲ ﾏｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 愛　知

1 1 2063 松尾　晃成(2) 扇台中 11.88 1 7 12041 巻口　周平(1) 田原陸上 11.77
ｲﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 愛　知 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知

2 5 1984 岩野　大地(2) 守山中 12.02 2 4 84 安部　裕大(3) 大治中 11.79
ﾋﾀﾞｶ ｶｵﾝ 愛　知 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 愛　知

3 7 8291 日髙　嘉恩(2) 西尾東部中 12.08 3 8 8288 山田　凱斗(2) 西尾東部中 11.98
ﾔﾏｼﾀ ﾎｽﾞﾐ 愛　知 ｷｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛　知

4 3 8493 山下　誉純(2) 知立中 12.22 4 6 80 岸　龍之介(3) 古知野中 12.14
ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 愛　知 ｱﾏﾉ ｶｵﾙ 愛　知

5 8 5125 川本　凌靖(2) 日進中 12.29 5 2 8456 天野　薰(2) 愛教大附属中 12.17
ｲｲﾀﾞ ﾚﾂ 愛　知 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 愛　知

6 4 1541 飯田　烈(2) 名古屋中 12.34 6 1 1807 濱田　修伍(2) 名古屋北中 12.46
ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 愛　知 ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾗ 愛　知

7 2 37 阿部　真也(2) 弥富中 12.44 7 3 1701 清水　平(3) 神の倉中 12.60
MAEDA Kenshin 愛　知 ﾓﾘ ｺｳｾｲ 愛　知

8 6 1623 前田　健心(2) 桜田中 12.77 8 5 1537 森　弘成(3) 名古屋中 12.73

9組 (風:+1.7) 10組 (風:-0.2)

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
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｾｲ ﾊﾞﾝﾉ ﾊﾔﾄ 愛　知

1 6 2056 田中　駿成(3) 扇台中 11.82 1 6 1705 阪野　颯音(3) 神の倉中 11.84
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾔ 愛　知 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 愛　知

2 5 1577 髙橋　朔也(3) 大高中 11.87 2 4 1814 宮崎　遥士(2) 大須ＡＣ 11.98
ﾂﾙﾀ ﾊﾙﾄ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

3 3 8022 鶴田　晴斗(2) 葵中 11.89 3 7 1932 中島　悠太(1) ＴＳＭ 12.10
ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ ｳｶｲ ｴｲﾄ 愛　知

4 7 2164 林　巧真(3) 北陵中 11.94 4 3 5056 浮海　瑛人(2) 春日井東部中 12.14
ｵｵﾂﾎﾞ ｲｯﾍﾟｲ 愛　知 ATOU Taiga 愛　知

5 8 6712 大坪　一平(3) 愛知陸協 11.96 5 1 1862 阿藤　大河(3) 豊国中 12.20
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 愛　知 ﾌｸﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 愛　知

6 2 8209 石川　稜大(3) 竜北中 11.98 6 2 8750 福本　大河(3) 三好丘中 12.25
ﾂｷﾉ ｶｲｷ 愛　知 ﾔﾏﾉｸﾁ ﾙｶ 愛　知

7 4 11790 月野　カイキ(3) 二川中 12.05 7 8 2208 山之口　流河　(3) 日比野中 12.33
ﾌｼﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ 愛　知 ｶﾅﾔ ｾｲﾀ 愛　知

8 1 2366 藤野　響(3) 神丘中 12.24 8 5 1739 金谷　晴風(2) 宝神中 12.36

11組 (風:+1.4) 12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
ﾄﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 愛　知 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 愛　知

1 2 6518 戸田　源大(3) 東浦北部中 11.44 1 6 1953 川端　一弘(3) 東海中 11.48
ｺｼﾞﾏ ｲﾂｷ ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ 愛　知

2 5 2053 小島　一桐(3) 扇台中 11.52 2 2 11843 大場　万央(3) JACT 11.63
ｷｷﾂ ﾕｳｶﾞ 愛　知 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ 愛　知

3 8 1788 喜々津　侑駕(3) 御幸山中 11.55 3 7 8802 竹内　寛人(3) 刈谷東中 11.78
ﾀｶｲ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾀｹｲ ｿﾗ

4 3 6528 髙井　佑太(2) 富貴中 11.56 4 3 2058 竹居　宇宙(3) 扇台中 11.84
ｵｵﾊﾗ ﾊﾙｷ 愛　知 ｲﾜｼｹﾞ ｻﾄｼ 愛　知

5 6 100 大原　遙起(3) 尾張ランスター 11.75 5 4 12075 岩重 　聡(3) 愛知陸協 11.86
ﾖｺﾐﾁ ｼﾞｭﾝ 愛　知 ﾏｴｼﾞﾏ ｶｽﾞﾎ

6 4 8834 横道　絢(3) 愛知陸協 11.82 6 8 2060 前島　和歩(3) 扇台中 11.87
ｸﾉ ｻﾄｼ 愛　知 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 愛　知

7 1 8843 久野　聡(2) 愛知陸協 11.82 7 5 8833 松山　大輝(3) 愛知陸協 11.93
ｳｴﾀﾞ ﾏｼｭｳ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 愛　知

8 7 1954 上田　真秀(3) 東海中 12.03 8 1 5275 山本　雄斗(3) 旭中 12.18

凡例  DNS:欠場



中学男子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

13組 (風:0.0) 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

ﾅｶﾔﾏ ﾆﾁｶ 愛　知 ﾅｶﾔﾏ ﾆﾁｶ 愛　知

1 3 6517 中山　二千翔(3) 東浦北部中 11.22 1 6517 中山　二千翔(3) 東浦北部中 11.22 0.0
ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾋ 愛　知 ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾋ 愛　知

2 4 11598 寺下　頼檜(3) 豊橋陸上クラブ 11.32 2 11598 寺下　頼檜(3) 豊橋陸上クラブ 11.32 0.0
ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 愛　知 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 愛　知

3 5 1652 猪上　詞穏(3) 東港中 11.37 3 1652 猪上　詞穏(3) 東港中 11.37 0.0
ｺｲｹ ｺｳｷ 愛　知 ｺｲｹ ｺｳｷ 愛　知

4 8 77 古池　功樹(3) 古知野中 11.38 4 77 古池　功樹(3) 古知野中 11.38 0.0
ﾔﾅｾ ｺｳｷ 愛　知 ﾄﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 愛　知

5 6 8830 栁瀬　功貴(3) 末野原中 11.53 5 6518 戸田　源大(3) 東浦北部中 11.44 +1.4
ﾋﾗ ﾘｭｳｷ 愛　知 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 愛　知

6 1 1834 比良　隆樹(3) 大須ＡＣ 11.69 6 1953 川端　一弘(3) 東海中 11.48 +1.2
ﾌｶﾔ ｱﾚｼﾞ 愛　知 ｺｼﾞﾏ ｲﾂｷ

7 2 6618 深谷　新至(3) 愛知陸協 11.77 7 2053 小島　一桐(3) 扇台中 11.52 +1.4
ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 愛　知 ﾔﾅｾ ｺｳｷ 愛　知

8 7 8766 田中　颯太(3) 六ツ美中 14.79 8 8830 栁瀬　功貴(3) 末野原中 11.53 0.0

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 13:35 決　勝

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑｶｲ ﾕｳﾀ 愛　知

1 5 8806 向井　悠汰(3) 安城南中 23.39
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ 愛　知

2 7 5066 荒川　雄太(3) 豊明中 23.75
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 愛　知

3 8 11599 渡邉　翔大(3) 豊橋陸上クラブ 24.06
ｳﾗｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 愛　知

4 6 8561 浦口　泰陽(3) 鶴城中 24.19
ｶﾄｳ ﾏｻｷ 愛　知

5 3 2365 加藤　正清(3) 神丘中 24.31
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛　知

6 4 70 髙田　裕二郎(3) 古知野中 24.46
ｼﾗｻｷ ﾚｵ 愛　知

7 1 8257 白崎　羚桜(3) 矢作中 24.53
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺﾀﾛｳ 愛　知

8 2 1650 橘　虎太朗(3) 東港中 25.10



中学男子400m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 14:20 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

ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 愛　知 ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛　知

1 6 66 田邊　光汰(3) 古知野中 55.60 1 5 12046 久田　凌大(3) 福江中 50.83
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 愛　知 ﾀｹﾓﾘ ﾄﾜ 愛　知

2 5 2037 宮沢　慶一(3) 守山東中 55.99 2 4 11596 竹森　斗渉(3) 豊橋陸上クラブ 51.49
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 愛　知

3 8 5162 浅田　悠太(3) 長久手北中 56.53 3 6 1907 永田　敦也(3) ＴＳＭ 52.61
ﾊﾗ ｿｳｷ 愛　知 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 愛　知

4 4 8401 原　壮輝(3) 愛知陸協 57.53 4 3 1926 鈴木　櫂斗(3) ＴＳＭ 54.53
ﾆｼﾉ ﾖｼﾋﾛ 愛　知 ﾊﾅﾀﾞ ﾚﾝ 愛　知

5 3 1975 西野　嘉紘(3) 守山中 57.77 5 8 1576 花田　蓮(3) 大高中 55.96
ﾂﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛　知 ｵｵﾐ ﾐﾅﾄ 愛　知

6 7 2363 都築　秀弦(3) 神丘中 57.79 7 8807 大参　南斗(3) 安城南中 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

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛　知

1 12046 久田　凌大(3) 福江中 50.83
ﾀｹﾓﾘ ﾄﾜ 愛　知

2 11596 竹森　斗渉(3) 豊橋陸上クラブ 51.49
ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 愛　知

3 1907 永田　敦也(3) ＴＳＭ 52.61
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 愛　知

4 1926 鈴木　櫂斗(3) ＴＳＭ 54.53
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 愛　知

5 66 田邊　光汰(3) 古知野中 55.60
ﾊﾅﾀﾞ ﾚﾝ 愛　知

6 1576 花田　蓮(3) 大高中 55.96
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 愛　知

7 2037 宮沢　慶一(3) 守山東中 55.99
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀ 愛　知

8 5162 浅田　悠太(3) 長久手北中 56.53

凡例  DNS:欠場



中学男子800m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 13:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾐﾀﾞ ﾏﾅﾄ 愛　知

1 5 2030 富田　学将(3) 守山東中 2:06.60
ｸﾛﾉ ﾔﾏﾄ 愛　知

2 4 8842 黒野　大和(3) 愛知陸協 2:07.42
ﾎｿｲ ｿｳﾀﾛｳ 愛　知

3 8 8259 細井　奏太郎(3) 矢作中 2:09.65
ｲｼｲ ﾕｳﾀ 愛　知

4 3 1952 石井　雄大(3) 東海中 2:10.27
ﾌﾀﾑﾗ ｱﾂｷ 愛　知

5 6 1935 二村　敦貴(3) ＴＳＭ 2:15.24
ｱｻｸﾗ ｷﾞﾝｶ 愛　知

6 2 12080 朝倉　銀椛(3) 愛知陸協 2:18.30
ｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

7 7 12072 曽田　翔五(3) 愛知陸協 2:25.39



中学男子1500m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 愛　知

1 11 8693 松本　悠雅(2) 竜南中 4:44.88 1 8 203 田中　陽葵(3) 一宮中部中 4:26.79
ﾊｻﾞﾏ ﾀｲｾｲ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾄ 愛　知

2 10 2213 硲大　晴　(2) 日比野中 4:45.39 2 11 5098 水野　瑛人(3) 豊山ＪＲＣ 4:27.18
ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ 愛　知 ｼﾛﾏ ﾘｭｳｼｮｳ 愛　知

3 2 5121 鈴木　琥太郎(2) 日進中 4:46.26 3 7 8771 城間　龍奨(3) 六ツ美中 4:29.29
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 愛　知 ｶﾝﾀﾞ ｴﾂﾄ 愛　知

4 3 12059 山本　真己(2) 愛知陸協 4:46.43 4 9 8088 神田　悦士(2) 城北中 4:32.87
ﾓﾘ ﾕｳﾏ 愛　知 ｺｶﾞ ﾏｻﾔ 愛　知

5 7 46 森　悠真(2) 古知野中 4:47.05 5 2 8064 古賀　雅也(2) 岡崎東海中 4:38.45
ｳﾒｵｶ ｿﾗ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ﾚﾅﾄ 愛　知

6 1 6669 梅岡　蒼空(2) 阿久比中 4:47.20 6 5 5079 中島　漣音(2) 日進東中 4:38.71
ｲﾂﾞﾂ ﾏﾅﾄ 愛　知 ﾊﾗ ｲｯｾｲ 愛　知

7 8 91 井筒　愛翔(2) 大治中 4:47.35 7 6 125 原　一成(3) AC一宮Junior 4:39.88
ｽｽﾞｷ ﾐﾄｸ 愛　知 ｷｼ ﾘｮｳﾍｲ 愛　知

8 4 8134 鈴木　登篤(2) 西尾中 4:48.28 8 10 1996 岸　凌平(3) 鎌倉台中 4:43.44
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 愛　知

9 6 8359 熊谷　豪流(2) 末野原中 4:51.62 9 3 8477 渡邉　陽太奈(2) 愛知陸協 4:44.44
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 愛　知 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

10 9 8140 足立　龍紀(2) 幸田中 4:59.41 10 1 2178 伊藤　宏樹(2) 北陵中 4:48.32
ﾊﾈ ｻｸﾔ 愛　知 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 愛　知

5 8749 羽根　早玖哉(2) 益富中 DNS 4 8827 伊藤　奨真(2) 愛知陸協 DNS
ｼﾗｷ ｲｻﾑ 愛　知

12 5081 白木　勇(2) 日進東中 DNS

3組 4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

ﾔﾋﾛ ﾕｳｷ 愛　知 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 愛　知

1 4 8836 八尋　友希(3) 愛知陸協 4:24.67 1 4 1906 加藤　草太郎(3) ＴＳＭ 4:22.71
ｲﾉ ﾊﾙｷ 愛　知 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知

2 2 8478 井野　開(3) 知立中 4:24.84 2 5 121 豊田　雄大(2) AC一宮Junior 4:24.94
ｵｾﾞｷ ｼｭｳﾀ 愛　知 ｻｻｷ ﾃﾂ 愛　知

3 1 82 尾関　柊太(2) 愛知陸協 4:30.49 3 10 1925 佐々木　哲(2) ＴＳＭ 4:25.37
ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 愛　知 ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｷ 愛　知

4 7 5115 森田　清(2) 尾張旭西中 4:30.79 4 1 1955 服部　駿貴(3) 東海中 4:26.65
ｳｽｲ ﾊﾙｷ 愛　知 ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ 愛　知

5 6 6556 臼井　春輝(2) 野間中 4:31.26 5 12 8190 辻　陽介(3) 矢作北中 4:32.07
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 愛　知 ｵﾉ ﾀｲﾖｳ 愛　知

6 10 8524 鈴木　逞太(3) 岡崎南中 4:31.66 6 11 6 小野　太陽(3) 宮田中 4:32.90
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 愛　知 ﾅｶﾞｸｻ ｼｭﾝﾀ 愛　知

7 12 8825 山上　峻汰(3) 甲山中 4:37.73 7 3 199 永草　駿太(3) 蟹江中 4:35.38
ｻﾄｳ ｷｲﾁ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛　知

8 3 6705 佐藤　輝一(3) 愛知陸協 4:38.65 8 9 12060 近藤　琳太郎(3) YRC 4:37.19
ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛　知 ｺﾔﾏ ﾚﾝ 愛　知

9 11 8841 寺本　悠二(3年) 愛知陸協 4:44.26 9 6 11 小山　蓮(3) 宮田中 4:37.66
ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ 愛　知 ﾅｶﾀﾆ ﾃﾝｾｲ 愛　知

10 9 8737 山田　来夢(3) 崇化館中 4:46.11 10 7 8822 中谷　天星(3) 愛知陸協 4:37.81
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 愛　知 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 愛　知

11 8 8583 山本　航之介(3) 竜海中 4:46.80 11 2 8476 山崎　愛翔(3) 幸田南部中 4:39.03
ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ 愛　知 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 愛　知

12 5 1790 金子　佳大(3) 御幸山中 4:48.60 12 8 12065 中村　公輔(3) 愛知陸協 4:48.92

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5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

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 愛　知

1 6 11534 鈴木　駿介(3) 愛知陸協 4:22.78 1 1906 加藤　草太郎(3) ＴＳＭ 4:22.71
ﾊﾔｼ ｵｵｶﾞ 愛　知 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 愛　知

2 2 6635 林　大雅(3) 愛知陸協 4:24.21 2 11534 鈴木　駿介(3) 愛知陸協 4:22.78
ｱｲﾁ ｶｽﾞﾑ 愛　知 ﾊﾔｼ ｵｵｶﾞ 愛　知

3 9 8760 相地　一夢(3) 六ツ美北中 4:24.37 3 6635 林　大雅(3) 愛知陸協 4:24.21
ｶﾄｳ ｶｲﾄ 愛　知 ｱｲﾁ ｶｽﾞﾑ 愛　知

4 12 8533 加藤　快都(3) 安城西中 4:24.45 4 8760 相地　一夢(3) 六ツ美北中 4:24.37
ｱﾀﾐ ﾀｸﾄ 愛　知 ｶﾄｳ ｶｲﾄ 愛　知

5 5 8767 熱海　琢人(3) 六ツ美中 4:24.92 5 8533 加藤　快都(3) 安城西中 4:24.45
ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛　知 ﾔﾋﾛ ﾕｳｷ 愛　知

6 3 1830 橋本　憲一郎(3) 大須ＡＣ 4:26.02 6 8836 八尋　友希(3) 愛知陸協 4:24.67
ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛　知 ｲﾉ ﾊﾙｷ 愛　知

7 4 6670 柴田　順平(3) 阿久比中 4:26.19 7 8478 井野　開(3) 知立中 4:24.84
ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 愛　知 ｱﾀﾐ ﾀｸﾄ 愛　知

8 7 8256 犬塚　陸斗(3) 矢作中 4:26.44 8 8767 熱海　琢人(3) 六ツ美中 4:24.92
ｷｼｶﾞﾐ ﾎﾏﾚ 愛　知

9 10 12073 岸上　誉(3) 愛知陸協 4:27.56
ｲｼﾊﾏ ｿｳｼ 愛　知

10 11 6713 石濵　創志(3) 愛知陸協 4:28.31
ﾅｶｲ ﾚﾝﾄ 愛　知

11 1 12069 仲井　蓮人(3) JACT 4:35.08
ﾊﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 愛　知

12 8 1578 畑村　侑壱(3) 大高中 4:41.96

凡例  DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.7)

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
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 ﾄｲﾀﾞ ｿｳﾏ 愛　知

1 8 8592 吉田　嶺介(3) 竜海中 16.88 1 4 12081 樋田　颯真(3) 愛知陸協 16.12
ｶﾐﾔ ﾕｳｷ 愛　知 ﾀｶｾ ｱｷﾗ 愛　知

2 6 8808 神谷　祐生(3) 安城南中 16.98 2 3 12053 高瀬　耀(3) 福江中 16.28
ﾍﾟﾆｰﾗ ｱﾝﾄﾞﾙｳ 愛　知 ｶﾐﾑﾗ ｿﾗﾑ 愛　知

3 1 8838 ペニーラ　アンドルウ(3) 愛知陸協 17.24 3 7 1920 上村　空夢(3) ＴＳＭ 16.37
ﾏﾙﾔﾏ ｿﾗ 愛　知 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 愛知

4 5 5151 丸山　空(3) 長久手北中 17.37 4 2 6626 北嶋　理人(3) 東浦中 16.55
ｻｸﾗｲ ｶｲﾄ 愛　知 ｵｷﾞﾉ ﾘｮｳ 愛　知

5 7 1924 櫻井　海人(3) ＴＳＭ 17.67 5 8 11844 荻野　凌羽(3) JACT 16.76
ｺｼﾞﾏ ｿｳﾔ 愛　知 ﾅｶﾉ ｺｳｷ 愛　知

6 4 1922 小嶋　壮陽(3) ＴＳＭ 17.85 6 1 6708 中野　航希(3) 愛知陸協 17.12
ﾊﾀﾉ ｱｵｲ 愛　知 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅﾄ 愛　知

7 2 1913 波多野　葵(2) ＴＳＭ 18.41 5 8033 森川　湊(3) 岡崎北 DNS
ﾐﾈﾀ ｼｮｳｴｲ 愛　知 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞｷ 愛　知

3 8031 嶺田　翔栄(3) 岡崎北 DNS 6 12074 石黒　万喜(3) 愛知陸協 DNS

3組 (風:+0.6) 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

ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ 愛　知 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ 愛　知

1 3 12066 下田　隼人(3) 愛知陸協 14.69 1 12066 下田　隼人(3) 愛知陸協 14.69 +0.6
ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ 愛　知 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ 愛　知

2 6 1804 横山　将也(3) 名古屋北中 14.71 2 1804 横山　将也(3) 名古屋北中 14.71 +0.6
ｱﾏﾉ ﾕｳｷ 愛　知 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ 愛　知

3 5 1905 天野　友貴(3) ＴＳＭ 15.39 3 1905 天野　友貴(3) ＴＳＭ 15.39 +0.6
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 愛　知 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 愛　知

4 8 1927 鈴木　哉汰(3) ＴＳＭ 15.43 4 1927 鈴木　哉汰(3) ＴＳＭ 15.43 +0.6
ﾆｼｶﾞｷ ﾘｸ ﾆｼｶﾞｷ ﾘｸ

5 1 2065 西垣　俐玖(2) 扇台中 15.76 5 2065 西垣　俐玖(2) 扇台中 15.76 +0.6
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 愛　知 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 愛　知

6 2 8155 海老原　竜也(3) 平坂中 15.83 6 8155 海老原　竜也(3) 平坂中 15.83 +0.6
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知

7 7 1732 馬場　悠輔(3) 宝神中 16.06 7 1732 馬場　悠輔(3) 宝神中 16.06 +0.6
ﾀｶｽ ｱﾂｼ 愛　知 ﾄｲﾀﾞ ｿｳﾏ 愛　知

8 4 8152 髙須　敦史(3) 平坂中 16.62 8 12081 樋田　颯真(3) 愛知陸協 16.12 +0.7

凡例  DNS:欠場



中学男子走高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月12日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｶﾄｳ ｿｳﾏ 愛　知 － － ○ ○ ○ × × ×

1 8 8376 加藤　颯真(3) 猿投台中 1m76
ｶｺ ｱﾔﾄ 愛　知 － － ○ ○ × ○ × × ×

2 5 6707 加古　彩人(3) 愛知陸協 1m76
ﾀｶｷﾞ ｶｲﾘ 愛　知 － － ○ ○ × × ○ × × ×

3 3 8030 高木　魁里(3) 岡崎北 1m76
ﾆｼｸﾞﾁ ﾊﾙ 愛　知 － － ○ ○ × × ×

4 1 8759 西口　温(3) 六ツ美北中 1m71
ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 愛　知 － － ○ ○ × × ×

4 2 5246 金子　翔太(3) 愛知陸協 1m71
ｱﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛　知 × ○ ○ ○ ○ × × ×

6 4 12067 天方　尚太(3) 愛知陸協 1m71
ﾅｶﾞｲﾜ ﾄﾓﾔ 愛　知 － － ○ × ○ × × ×

7 6 3 永岩　智也(3) 宮田中 1m71
ｲﾏｲ ｶｲﾙ 愛　知 ○ ○ ○ × ○ × × ×

7 18 5274 今井　海琉(3) 愛知陸協 1m71
ﾄﾐﾔﾏ ﾀﾞｲﾑ 愛　知 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

9 15 8109 冨山　ダイム(3) 西尾一色中 1m71
ﾑﾛｲ ﾘｭｳｶﾞ 愛　知 ○ ○ × ○ × × ×

10 7 12084 室井　龍我(3) 愛知陸協 1m66
ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛　知 × ○ ○ × ○ × × ×

11 12 8826 近藤　準之助(3) 甲山中 1m66
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 愛　知 × ○ ○ × × ×

12 16 1861 山口　翔(3) なごや陸上 1m61
ｷﾀ ｾﾞﾝ 愛　知 × ○ × × ×

13 10 8038 喜多　禅(3) 岡崎北 1m56
ｶﾜｶﾐ ｶｲﾄ 愛　知 × × ○ × × ×

14 14 2364 川上　魁斗(3) 神丘中 1m56
ｺﾂﾞｶ ﾚｵﾄ 愛　知 × × ○ × × ×

14 17 1588 小塚　玲皇斗(3) 当知中 1m56
ｸﾂﾅ ｼｭｳｺﾞ 愛　知 × × ×

11 11602 沓名　修吾(2) 豊橋陸上クラブ NM
ﾎﾘﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛　知 × × ×

13 8 堀場　雅大(3) 宮田中 NM
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 愛　知

9 130 松本　浩幸(3) AC一宮Junior DNS

1m56
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

1m61 1m66 1m71 1m76 1m81
記録

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子棒高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月12日 11:30 決　勝    

決　勝　

ｸｾﾞ ﾕﾗ 愛　知 － － － － － ○ ○ × ○

1 12 1823 久世　優空(3) 大須ＡＣ ○ × ○ × ○ × × × 3m92
ﾄｷﾊﾗ ｼﾞﾝ 愛　知 － － － － ○ × ○ × × ×

2 11 8758 時原　仁(3) 六ツ美北中 3m42
ﾅｶﾞｲﾜ ﾅｵﾔ 愛　知 － － ○ ○ × × ×

3 8 4 永岩　直也(3) 宮田中 3m02
ﾏｼﾞﾏ ﾘｸ 愛　知 － － ○ × × ○ × × ×

4 10 5 真島　陸(3) 宮田中 3m02
ｵｵﾀｹ ﾘｭｳﾄ 愛　知 × × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 4 8027 大竹　琉人(3) 岡崎北 3m02
ﾖｼﾉ ﾕｳﾔ 愛　知 － － × ○ × × ×

6 5 8835 吉野　雄也(3) 愛知陸協 2m82
ｲﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛　知 × ○ × ○ × ○ × × ×

7 1 8697 岩原　優太(3) 竜南中 2m82
ﾏﾘｰ ｱｶｰｽ 愛　知 ○ ○ × × ×

8 3 2085 マリー　アカース(3) 前津中 2m62
ｲﾁﾑﾗ ﾐﾅﾄ 愛　知 － ○ × × ×

8 6 6706 市村　南翔(2) 愛知陸協 2m62
ｶﾄｳ ﾊﾔﾃ 愛　知 － × ○ × × ×

10 7 78 加藤　颯(3) 古知野中 2m62
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 愛　知 － － － － － － × × ×

9 8009 谷口　海斗(2) ハイテクＡＣ NM
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾂｷ 愛　知

2 12068 下嶋　蒼月(3) JACT DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m62

記録 ｺﾒﾝﾄ
3m72 3m82 3m92 4m02

2m62 2m82 3m02 3m22 3m42 3m522m42

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月12日 13:00 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

ﾓﾘﾍﾞ ﾘｮｳ 愛　知 5m98 6m20 6m14 6m20
1 15 6527 森部　諒(3) 富貴中 +0.7 -0.3 -1.5 -0.3

ｺﾞﾄｳ ｼｮｳ 愛　知 × 6m12 5m95 6m12
2 12 149 五藤　　翔(3) 木曽川中 -0.5 -0.8 -0.5

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｺｳ 愛　知 5m66 5m72 5m84 5m84
3 14 6629 谷口　瑶昊(3) 鬼崎中 -0.5 -1.1 -0.8 -0.8

ﾐﾂｲ ｶｴﾃﾞ 愛　知 5m73 5m68 5m83 5m83
4 10 6516 三井　楓(3) 東浦北部中 -0.5 +0.7 -1.4 -1.4

ﾌﾙﾊｼ ｺｳｾｲ 愛　知 5m75 5m81 × 5m81
5 13 8208 古橋　航青(3) 竜北中 +1.6 -0.8 -0.8

ｲﾜｾ ｿｳﾀ 愛　知 5m80 5m70 5m77 5m80
6 7 8037 岩瀬　颯汰(3) 岡崎北 +0.1 +0.5 +1.6 +0.1

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ 愛　知 × 5m78 5m71 5m78
7 11 1936 松本　昂士(3) ＴＳＭ -2.0 -0.8 -2.0

ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 愛　知 5m48 × × 5m48
8 6 6515 水野　成皓(3) 東浦北部中 -0.6 -0.6

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ 愛　知 × 5m22 5m42 5m42
9 2 8556 近藤　晃由(3) 鶴城中 -1.0 +0.1 +0.1

ﾖﾅｼﾛ ｼｭｳﾄ 愛　知 × 5m31 × 5m31
10 1 12061 与那城　秀叶(2) YRC -0.7 -0.7

ﾏﾂｲ ｱｽｶ 愛　知 5m10 5m29 5m28 5m29
11 9 8847 松井　飛夏(3) 雁が音中 -0.3 -1.8 -0.1 -1.8

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼ 愛　知 5m10 5m23 × 5m23
12 4 1791 藤井　悠史(3) 御幸山中 +0.1 -2.0 -2.0

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 愛　知 5m19 × 5m11 5m19
13 8 6603 小泉　慎司(3) 知多中部中 -2.0 -1.7 -2.0

ﾖｼｶﾈ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 × 5m04 5m04 5m04
14 5 74 吉兼　龍成(3) 古知野中 -1.4 +0.6 -1.4

ｵｵﾔﾌﾞ ｿｳﾀ 愛　知

3 5278 大藪　壮太(3) 愛知陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月12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

ｵｻﾞｷ ﾘｮｳ 愛　知

1 18 1580 尾崎　凉(3) 大高中 12m52 12m51 12m11 12m52 12m52
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ 愛　知

2 19 1789 兵藤　拓郎(3) 御幸山中 12m16 × 12m52 12m52 12m52
ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｸ 愛　知

3 14 5264 櫻庭　吏玖(3) 高蔵寺中 11m60 11m58 11m17 11m60 11m60
ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｼﾞ 愛　知

4 15 10 柳　勇次(3) 宮田中 11m02 10m22 10m20 11m02 11m02
ｽｷﾞﾀ ｱｷﾄｼ 愛　知

5 16 1579 杉田　晶俊(3) 大高中 9m70 10m45 10m87 10m87 10m87
ｱﾁﾜ ﾋﾛﾄ 愛　知

6 17 8149 阿知波　宏斗(3) 平坂中 10m77 10m60 10m51 10m77 10m77
ﾅｶﾞｾ ｼｮｳﾔ 愛　知

7 13 198 長瀬　翔矢(3) AC一宮Junior 10m46 10m50 10m53 10m53 10m53
ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾛｳ 愛　知

8 12 8157 中村　俊郎(2) 平坂中 10m42 8m64 10m50 10m50 10m50
ﾌｸﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 愛　知

9 11 8213 福原　希未(3) 竜北中 9m86 10m09 10m47 10m47 10m47
ｲﾏﾐﾈ ﾕｳｽｹ 愛　知

10 9 2221 今峰　優介　(3) 日比野中 9m66 9m18 9m69 9m69 9m69
ﾋﾀﾞ ﾕｳｾｲ 愛　知

11 10 6604 肥田　悠聖(3) 知多中部中 9m58 9m53 × 9m58 9m58
ｶﾐﾔ ｼﾝｺﾞ 愛　知

12 1 1774 神谷　鎮伍(3) 田光中 9m56 9m28 9m25 9m56 9m56
ﾏﾂﾓﾄ ｶｹﾙ 愛　知

13 8 128 松本　翔琉(3) AC一宮Junior 9m19 8m00 9m01 9m19 9m19
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｺﾞ 愛　知

14 6 2092 遠藤　秀悟(3) 伊勢山中 9m04 × 8m38 9m04 9m04
ｷｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ 愛　知

15 7 1585 岸本　翔真(2) 大高中 8m96 × 8m75 8m96 8m96
ｲﾏﾑﾗ ｹｲﾔ 愛　知

16 2 1135 今村　桂也(2) 鎌倉台中 8m89 8m44 8m33 8m89 8m89
ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 愛　知

17 5 67 三宅　昇汰(3) 古知野中 8m06 8m19 8m29 8m29 8m29
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛　知

18 4 35 吉田　優斗(3) 弥富中 8m15 7m85 7m67 8m15 8m15
ｽｷﾞﾉ ﾘｮｳ 愛　知

19 3 1630 杉野　諒(3) 千鳥丘中 7m88 8m11 × 8m11 8m11



中学男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月12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

ﾈﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 愛　知

1 3 5277 根本　睦千(3) 愛知陸協 31m98 33m12 × 33m12 33m12
ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 愛　知

2 1 1594 木村　建太(3) 当知中 23m27 25m82 24m33 25m82 25m82
ｶｽｶﾞｲ ｼｭｳ 愛　知

3 2 2 春日井　宗(3) 宮田中 24m13 23m57 23m85 24m13 24m13



中学女子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+0.3)

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
ｻﾉ ﾆﾁｶ 愛　知 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾅｺ 愛　知

1 2 8398 佐野　日香(1) 安城JAC 13.77 1 3 8399 仙石　華子(2) 安城JAC 13.31
ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ 愛　知 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 愛　知

2 8 1895 村田　愛奈(1) ＴＳＭ 14.02 2 5 127 桑原　和栞(1) 尾張ランスター 13.87
ﾑﾗﾏﾂ ｱｶﾈ 愛　知 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 愛　知

3 6 11600 村松　杏音(1) 豊橋陸上クラブ 14.17 3 4 8405 松澤　由奈(1) 安城JAC 13.98
ﾐﾅｶﾐ ﾕｷﾉ 愛　知 ﾌｼﾞｼﾛ ｻｷ 愛　知

4 4 11822 皆上　　友希乃(1) 愛知陸協 14.18 4 7 11898 藤城　咲(1) 田原陸上 14.06
ｲｻｶ ﾕﾘ 愛　知 ｱｶｶﾞﾜ ﾋｻﾈ 愛　知

5 3 1877 井坂　優里(1) ＴＳＭ 14.27 5 8 8207 赤川　恭音(1) ハイテクＡＣ 14.06
ﾌｸｲ ﾐﾕ 愛　知 ﾃｼﾏ ｻｷ 愛　知

6 5 152 福井　美柔(1) AC一宮Junior 14.50 6 2 8401 手嶋　咲貴(2) 安城JAC 14.36
ﾂｼﾞｻｶ ﾘﾝ 愛　知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 愛　知

7 7 1890 辻阪　凛音(1) ＴＳＭ 14.88 6 5247 安藤　玲菜(2) 瀬戸南山中 DNS

3組 (風:+1.6) 4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
ｶﾄｳ ﾁﾅ 愛　知 ﾎｿｲ ｱﾝﾅ 愛　知

1 4 8396 加藤　千愛(2) 安城JAC 13.60 1 5 8404 細井　杏菜(1) 安城JAC 13.75
ﾓﾝﾏ ﾘﾘ 愛　知 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕ 愛　知

2 3 11899 門間　理莉(1) 田原陸上 13.94 2 6 5012 永田　未羽(2) 日進西中 14.00
ﾀﾑﾗ ｻｷｺ 愛　知 ﾖｺﾔﾏ ｻﾔｶ 愛　知

3 7 2237 田村　早樹子(2) 愛知陸協 14.00 3 3 1811 横山　清花(1) なごや陸上 14.07
ｲｼｶﾜ ﾕｽﾞｶ 愛　知 ﾄｷﾄｳ ﾋﾅ 愛　知

4 6 11593 石川　柚果(1) 豊橋陸上クラブ 14.03 4 7 8403 時任　陽菜(1) 安城JAC 14.10
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 愛　知 ｲｶﾞﾜ ﾕｲｱ 愛　知

5 8 11595 伊藤　彩莉(1) 豊橋陸上クラブ 14.19 5 4 8102 井川　夢彩(3) 西尾中 14.29
ｶﾄｳ ﾕﾗ 愛　知 ﾅｶﾞﾀ ﾙﾙｱ 愛　知

6 2 8539 加藤　ゆら(2) 安城西中 14.43 6 2 114 永田　琉々杏(2) 大治中 14.73
ｱｻﾋﾅ ｱｵｲ 愛　知 ﾆｼｵ ｴﾐ 愛　知

7 5 45 朝比奈　蒼(2) 弥富中 14.79 7 8 6612 西尾　笑実(2) 知多中部中 14.85

5組 (風:-0.4) 6組 (風:+1.6)

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
ｽｽﾞｷ ｺｺ 愛　知 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕ 愛　知

1 7 8139 鈴木　瑚々(2) 平坂中 13.44 1 3 1750 藤原　杏優(2) 御幸山中 13.41
ｲﾜﾀ ﾕｳｶ 愛　知 ﾀｹｳﾁ ﾕﾅ 愛　知

2 5 8142 岩田　祐香(2) 平坂中 13.50 2 2 79 竹内　由奈(2) 古知野中 13.61
ｺｼﾞﾏ ﾅﾅ 愛　知 ﾖﾈﾂﾞ ｳﾘ 愛　知

3 2 8057 小島　奈々(2) 岡崎東海中 13.56 3 1 8408 米津　海理(1) 安城JAC 13.85
ｵｸﾞﾘ ﾕｷﾅ 愛　知 ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅ 愛　知

4 6 5256 小栗　有希菜(2) 高蔵寺中 13.75 4 4 1706 兼田　茉奈(2) 藤森中 13.97
ｱﾂﾐ ｸﾚﾊ 愛　知 ﾓﾘ ﾅﾎ 愛　知

5 1 11897 渥美　紅芭(1) 田原陸上 13.81 5 5 72 森　那帆(2) 古知野中 14.04
ｲｼﾊﾗ ﾅﾅﾐ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 愛　知

6 3 1915 石原　七海(2) 守山中 14.03 6 8 8400 田中　優星(1) 安城JAC 14.10
ｷﾏﾀ ﾘｶ 愛　知 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｸ 愛　知

7 8 5199 木全　梨華(2) 沓掛中 14.12 7 6 8406 山岸　未來(1) 安城JAC 14.32
ｲﾉｳｴ ﾙﾅ 愛　知 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾅ

4 1899 井上　瑠波(2) 汐路中 DNS 7 1981 前田　裕菜(2) 扇台中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

7組 (風:-0.2) 8組 (風:+0.9)

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
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｽﾞﾅ 愛　知 ｸﾚｲｼ ﾊﾅ 愛　知

1 6 8393 川口　莉絆(3) 安城JAC 13.30 1 8 5072 暮石　芭南(2) 聖霊中 13.52
ｶﾜｲ ﾐｸ 愛　知 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 愛　知

2 1 11823 河合　美駒(2) 愛知陸協 13.38 2 7 6517 永井　彩花(3) 東浦北部中 13.73
ﾀｹｳﾁ ﾘｵｶ 愛　知 ｽｲｹﾝ ﾚｲﾅ 愛　知

3 5 8661 竹内　理桜華(3) 六ツ美中 13.73 3 5 1513 水軒　怜那(2) 守山西中 13.93
KAWAHARA Rin 愛　知 ｼﾐｽﾞ ｺﾄﾊ 愛　知

4 3 1563 河原　凜(3) 桜田中 13.90 4 1 5052 清水　琴羽(3) 春日井東部中 14.00
ﾅﾘﾀ ﾊﾙｶ 愛　知 ｵｵﾊｼ ｱﾕｶ 愛　知

5 2 5023 成田　遥香(2) 日進西中 13.99 5 4 1724 大橋　亜友花(3) 田光中 14.23
ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾎ 愛　知 ｻﾉ ﾕｷ 愛　知

6 4 1661 鈴木　瑞歩(2) 神の倉中 14.15 6 3 1741 佐野　友紀(3) 御幸山中 14.25
ｸﾜｺ ﾅﾅﾐ 愛　知 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｲﾅ 愛　知

7 8077 桑子　七海(3) 西尾一色中 DNS 7 2 8635 川端　愛奈(3) 三好丘中 14.28
ﾏｷﾉ ﾐｻﾄ 愛　知 ﾃﾂﾞｶ ﾐｻｷ 愛　知

8 8638 牧野　光里(3) 六ツ美北中 DNS 8 6 1599 手塚　美咲(3) 東港中 14.75

9組 (風:+1.1) 10組 (風:+0.6)

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
ｶﾐﾔ ﾐﾅﾐ 愛　知 ｺｼﾉ ﾄﾓ 愛　知

1 8 5246 神谷　美南(3) 瀬戸南山中 13.52 1 2 2265 越野　友(2) 神丘中 13.29
ﾖｼﾐ ｺﾊﾙ 愛　知 ﾐｳﾗ ﾕｷ 愛　知

2 3 8148 吉見　心春(3) 美川中 13.55 2 7 11826 三浦　有生(1) YRC 13.46
ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ 愛　知 ﾊﾔｼ ｶﾎ 愛　知

3 1 1546 浜田　陽菜(3) 大高中 13.69 3 4 68 林　夏穂(2) 古知野中 13.60
ﾖｼﾓﾄ ﾕﾗ 愛　知 ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ 愛　知

4 7 8119 吉本　結羅(2) 富士松中 13.71 4 5 8691 橋本　清愛(2) 刈谷東中 13.66
ｵｶﾞﾜ ｺｺﾐ 愛　知 ｶﾜｲ ﾅﾂｷ 愛　知

5 6 2012 小川　心優(2) 伊勢山中 13.83 5 8 11920 河合　夏希(3) 田原陸上 13.69
ｴﾋﾞﾅ ｶﾎ 愛　知 ｻﾉ ﾕｲ 愛　知

6 5 1921 蝦名　夏帆(3) 鎌倉台中 13.83 6 1 8689 佐野　由衣(3) 刈谷東中 14.05
ｱﾘﾀ ﾓﾓﾅ 愛　知 ﾊｼﾀﾞ ｺｺ 愛　知

7 4 8728 有田　桃菜(3) 愛知陸協 13.95 7 6 2264 橋田　心々(3) 神丘中 14.19
ｷﾝﾊﾞﾗ ﾋﾅｺ 愛　知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｱ 愛　知

2 8505 金原　日菜子(3) 鶴城中 DNS 3 11909 山口　怜亜(3) YRC DNS

11組 (風:-0.4) 12組 (風:+0.7)

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
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 愛　知

1 3 8677 望月　遥(3) 常磐中 13.42 1 2 8407 山本　遥(1) 安城JAC 13.19
ｲｿﾑﾗ ｻﾄｶ 愛　知 ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾅ 愛　知

2 4 1745 磯村　怜佳(2) 御幸山中 13.46 2 3 1562 石黒　陽菜(3) 当知中 13.78
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕ 愛　知 ﾑﾗﾀ ｱﾔﾅ 愛　知

3 6 113 村松　未唯(2) 大治中 13.71 3 4 2262 村田　絢菜(3) 神丘中 13.87
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 愛　知 ｴｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 愛　知

4 8 11914 渡邉　栞夏(2) 田原中 13.77 4 5 1504 江口　七海(3) 守山西中 13.91
ﾄｷﾖｼ ﾏｵ 愛　知 ｳﾁﾀﾞ ｱﾕ 愛　知

5 1 8359 時吉　真生(3) 朝日丘中 13.95 5 6 2272 内田　愛夕(3) 港南中 13.95
ｵｵﾀ ﾅﾉﾊ ｳﾗﾓﾄ ｱｲｼｬ 愛　知

6 2 1988 太田　菜羽(2) 扇台中 13.99 6 8 5196 浦本　愛紗(3) 沓掛中 13.98
ｶﾄｳ ｻｷ 愛　知 ﾋｼﾀﾞ ﾚﾐ 愛　知

7 7 5112 加藤　小葵(3) 栄中 14.24 7 7 2261 菱田　れみ(3) 神丘中 14.03
ｲﾏｲ ﾐﾘｱ 愛　知 ﾆｼｵ ﾎﾉｶ 愛　知

5 135 今井　美莉亜(1) AC一宮Junior DNS 8 1 11913 西尾　帆乃花(3) 田原中 14.18

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

13組 (風:+0.7) 14組 (風:-1.6)

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
ﾇﾉﾔ ｲｽﾞﾐ 愛　知 ﾀｶﾂ ｻﾘ 愛　知

1 2 5001 布谷　泉澄(3) 日進西中 13.14 1 5 11895 髙津　采里(2) 田原陸上 13.02
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕｺ 愛　知 ｶﾐﾔ ｼｭﾘ 愛　知

2 3 11910 橋本　真結子(2) YRC 13.20 2 2 8397 神谷　朱里(1) 安城JAC 13.11
ｽｽﾞｷ ﾘﾎ 愛　知 ﾐﾜ ﾙｷ 愛　知

3 8 65 鈴木　里歩(3) 古知野中 13.50 3 3 5240 三輪　琉姫(1) 品野中 13.16
ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾘﾝ ﾓﾘﾀ ﾏﾉﾝ 愛　知

4 7 1979 長島　華凜(3) 扇台中 13.60 4 7 1739 森田　真暢(3) 御幸山中 13.22
ｽｷﾞｳﾗ ﾁｴ 愛　知 ｱｵﾔﾏ ﾜｶﾅ 愛　知

5 4 8660 杉浦　千恵(2) 六ツ美中 13.81 5 6 77 青山　和奏(3) 古知野中 13.39
ﾄﾐﾋﾗ ｱｶﾘ 愛　知 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 愛　知

6 6 111 富平　明香里(3) 大治中 14.04 6 4 11915 伊藤　千夏(3) 田原中 13.46
ﾁﾀﾞ ﾋﾅﾀ 愛　知 ｷｸﾁ ﾘﾝｶ 愛　知

7 1 1961 千田　日向(3) 守山東中 14.17 7 8 6 菊池　凜華(3) 宮田中 13.78
ﾐﾔﾀ ｱﾕ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ 愛　知

5 1809 宮田　愛結(2) なごや陸上 DNS 8 1 6523 渡邉　萌々(3) 東浦北部中 13.82

15組 (風:-0.6) 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

ｻﾄｳ ﾘｱ 愛　知 ｻﾄｳ ﾘｱ 愛　知

1 3 11893 佐藤　俐有(2) 田原陸上 12.11 1 11893 佐藤　俐有(2) 田原陸上 12.11 -0.6
ｵｶﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 愛　知 ｵｶﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 愛　知

2 4 11916 岡田　翠(2) 田原中 12.67 2 11916 岡田　翠(2) 田原中 12.67 -0.6
ｻﾅﾀﾞ ｱｺ 愛　知 ｻﾅﾀﾞ ｱｺ 愛　知

3 6 11894 眞田　あこ(2) 田原陸上 12.85 3 11894 眞田　あこ(2) 田原陸上 12.85 -0.6
ﾏﾂｵｶ ﾐﾕ 愛　知 ﾏﾂｵｶ ﾐﾕ 愛　知

4 5 1828 松岡　実佑(2) 名古屋南陽中 12.98 4 1828 松岡　実佑(2) 名古屋南陽中 12.98 -0.6
ｸﾏﾓﾄ ｱﾔ 愛　知 ﾀｶﾂ ｻﾘ 愛　知

5 1 11730 熊本　彩(3) JACT 13.15 5 11895 髙津　采里(2) 田原陸上 13.02 -1.6
ｽｽﾞｷ ﾆｼﾞﾊ 愛　知 ｶﾐﾔ ｼｭﾘ 愛　知

6 8 8216 鈴木　虹葉(3) 竜北中 13.40 6 8397 神谷　朱里(1) 安城JAC 13.11 -1.6
ｲｼｸﾗ ﾐﾕ 愛　知 ﾇﾉﾔ ｲｽﾞﾐ 愛　知

7 7 11919 石倉　実侑(3) 田原陸上 13.45 7 5001 布谷　泉澄(3) 日進西中 13.14 +0.7
ｽｽﾞｷ ｻｷﾊ 愛　知 ｸﾏﾓﾄ ｱﾔ 愛　知

8 2 8215 鈴木　咲葉(3) 竜北中 13.46 8 11730 熊本　彩(3) JACT 13.15 -0.6

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.4)

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
ﾎﾘ ｱｻｶ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知

1 5 5226 堀　朝香(2) 尾張旭東中 27.49 1 5 8611 林　美希(3) 翔南中 25.85
ﾏﾂｻﾞｶ ﾄﾓｶ 愛　知 ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ 愛　知

2 8 8256 松坂　朋香(3) 矢作中 28.31 2 3 8061 片山　心菜(3) 城北中 25.99
ﾔﾏﾄ ﾚｲﾅ 愛　知 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 愛　知

3 3 8189 大和　令奈(2) 矢作北中 28.45 3 6 1764 加藤　ひなた(3) 大須ＡＣ 26.60
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 愛　知 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ 愛　知

4 4 8722 佐藤　菜月(3) 末野原中 28.85 4 4 125 中澤　愛菜(3) 尾張ランスター 26.73
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 愛　知 ｺﾞｳﾀﾞ ｱﾑ 愛　知

5 7 1508 山田　汐莉(3) 守山西中 29.41 5 7 1744 合田　亜舞(3) 御幸山中 28.02
ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘﾉ 愛　知 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷ 愛　知

6 2 5263 立澤　理乃(3) 愛知陸協 29.81 6 8 1905 藤原　早紀(3) 守山中 28.04
ﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ 愛　知 ｶﾜﾗｻﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 愛　知

7 6 130 和田　美優(3) AC一宮Junior 30.59 7 2 8153 河原崎　奏(3) 美川中 28.71
ｼﾗｶﾜ ﾏｲ 愛　知

8 1 8276 白川　舞衣(3) 西尾東部中 30.00

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

ﾊﾔｼ ﾐｷ 愛　知

1 8611 林　美希(3) 翔南中 25.85 -0.4
ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ 愛　知

2 8061 片山　心菜(3) 城北中 25.99 -0.4
ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 愛　知

3 1764 加藤　ひなた(3) 大須ＡＣ 26.60 -0.4
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ 愛　知

4 125 中澤　愛菜(3) 尾張ランスター 26.73 -0.4
ﾎﾘ ｱｻｶ 愛　知

5 5226 堀　朝香(2) 尾張旭東中 27.49 0.0
ｺﾞｳﾀﾞ ｱﾑ 愛　知

6 1744 合田　亜舞(3) 御幸山中 28.02 -0.4
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷ 愛　知

7 1905 藤原　早紀(3) 守山中 28.04 -0.4
ﾏﾂｻﾞｶ ﾄﾓｶ 愛　知

8 8256 松坂　朋香(3) 矢作中 28.31 0.0



中学女子800m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｶﾐﾔ ﾐｳ 愛　知 ｻｶﾞｻｷ ﾚﾅ 愛　知

1 3 8733 神谷　美雨(2) 雁が音中 2:29.53 1 5 213 嵯峨崎　恋花(3) 稲沢AC 2:28.77
ｲｼｶﾜ ﾘｻ 愛　知 ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ 愛　知

2 5 6542 石川　莉彩(3) 武豊中 2:32.58 2 8 8192 内田　詩乃(2) 矢作北中 2:29.82
ﾅｶﾈ ｺｺﾅ 愛　知 ﾋｵｷ ﾘｱ 愛　知

3 8 8523 中根　瑚々奈(2) 竜海中 2:33.62 3 7 1773 日置　梨愛(2) 大須ＡＣ 2:31.11
ｻﾉ ﾕｲｶ 愛　知 ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ 愛　知

4 1 8109 佐野　結夏(2) 西尾中 2:34.85 4 4 62 市川　真帆(3) 古知野中 2:32.67
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ 愛　知 ｼｲﾅ ﾐﾗ 愛　知

5 4 1906 藤原　有紀(3) 守山中 2:36.72 5 6 5021 椎名　光藍(2) 日進西中 2:33.80
ｲﾄｳ ﾊﾅ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 愛　知

6 7 8419 伊藤　華(3) 知立中 2:41.69 6 2 8300 渡邉　治香(3) TSM岡崎 2:35.24
ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾅｶ ｵｶﾞﾜ ﾏｲﾊ

7 6 2074 谷本　華優(2) 北陵中 2:52.50 7 3 2062 小川　舞衣羽(3) 北陵中 2:41.59
ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ 愛　知 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾌﾐﾅ 愛　知

2 8112 岡田　栞奈(2) 西尾中 DNS 8 1 5170 本庄　史奈(2) 長久手北中 2:43.87

3組 4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

ｶﾜｷﾞｼ ﾒｲ 愛　知 ﾓﾘ ｾﾝﾘ 愛　知

1 4 11825 川岸　芽依(2) 愛知陸協 2:24.52 1 6 8697 森　千莉(3) 浄水中 2:19.68
ｿｴｼﾞﾏ ﾕｲ 愛　知 ｴﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 愛　知

2 7 8598 副島　佑衣(2) 竜南中 2:27.16 2 7 8690 江藤　柚葉(2) 刈谷東中 2:19.90
ｸﾛﾐﾔ ﾏｺ 愛　知 ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 愛　知

3 2 230 黒宮　麻瑚(2) 佐屋中 2:27.87 3 5 11912 菅沼　梨瑚(3) 愛知陸協 2:20.62
ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 愛　知 ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 愛　知

4 5 147 高橋　沙和(3) AC一宮Junior 2:29.02 4 3 1891 野村　美結(2) ＴＳＭ 2:21.11
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾅ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ｼｵﾅ 愛　知

5 3 8046 高木　晴菜(3) 岡崎東海中 2:32.06 5 2 2139 中島　汐菜(3) 原中 2:22.24
ﾏﾉ ﾓﾓﾅ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾏﾘｱ 愛　知

6 8 1997 真野　桃菜(3) 前津中 2:38.84 6 4 1938 林　真利愛(3) 矢田中 2:22.75
ﾏｻｷ ﾔﾔｺ 愛　知 ｵﾊﾗ ｽｽﾞｶ 愛　知

1 6501 正木　埜耶子(3) 亀崎中 DNS 7 8 11824 小原　　すずか(3) 愛知陸協 2:28.41
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 愛　知 ｱｻﾉ ﾊﾅ

6 5106 渡邉　亜実(3) 栄中 DNS 8 1 2058 浅野　花菜(3) 北陵中 2:46.37

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

ﾓﾘ ｾﾝﾘ 愛　知

1 8697 森　千莉(3) 浄水中 2:19.68
ｴﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 愛　知

2 8690 江藤　柚葉(2) 刈谷東中 2:19.90
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 愛　知

3 11912 菅沼　梨瑚(3) 愛知陸協 2:20.62
ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 愛　知

4 1891 野村　美結(2) ＴＳＭ 2:21.11
ﾅｶｼﾏ ｼｵﾅ 愛　知

5 2139 中島　汐菜(3) 原中 2:22.24
ﾊﾔｼ ﾏﾘｱ 愛　知

6 1938 林　真利愛(3) 矢田中 2:22.75
ｶﾜｷﾞｼ ﾒｲ 愛　知

7 11825 川岸　芽依(2) 愛知陸協 2:24.52
ｿｴｼﾞﾏ ﾕｲ 愛　知

8 8598 副島　佑衣(2) 竜南中 2:27.16

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾂﾂ ﾅﾉﾊ 愛　知 ﾌｼﾞｲ ﾈﾈ 愛　知

1 1 8730 筒　菜乃芭(2) 愛知陸協 5:12.71 1 2 8441 藤井　音寧(1) 刈谷南中 5:01.57
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐｷ 愛　知 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 愛　知

2 6 6500 榊原　奈美希(3) 亀崎中 5:14.95 2 7 1904 渕上　遥奈(3) 植田中 5:09.46
ｲｼｸﾗ ｾﾝ 愛　知 ｱｷﾀｹ ｶﾉﾝ 愛　知

3 7 39 石倉　千(3) 愛知陸協 5:18.36 3 3 8197 秋竹　奏音(2) 矢作北中 5:11.78
ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ 愛　知 ﾀｶｷﾞ ｱﾝｼﾞｭ 愛　知

4 4 5245 辻岡　杏菜(3) 瀬戸南山中 5:28.13 4 10 8524 高木　杏珠(2) 竜海中 5:13.60
ﾌﾙｲﾁ ｻﾘﾅ 愛　知 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 愛　知

5 5 8465 古市　早理奈(3) 岡崎南中 5:31.30 5 1 8417 鈴木　きょうこ(3) 知立中 5:25.94
ﾌﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 愛　知 ｶｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 愛　知

6 8 8521 二村　加寿世(3) 竜海中 5:32.12 6 4 1754 梶原　菜名(3) 名古屋北中 5:34.57
ﾆﾜ ﾋﾄﾐ 愛　知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾁ 愛　知

7 2 6608 丹羽　瞳(3) 知多中部中 5:35.80 7 6 1943 長谷川　那智(3) 矢田中 5:39.55
MAEDA Ayana 愛　知 ｶﾈｳｼﾞ ｱﾝﾘ 愛　知

8 3 1578 前田　彩名(3) 桜田中 5:40.72 8 8 1941 兼氏　杏梨(3) 矢田中 5:41.23
ﾂﾙｶﾜ ﾘﾎ 愛　知 ｳﾒﾑﾗ ﾏﾅ 愛　知

9 9 8657 靏川　莉帆(3) 六ツ美中 5:41.20 5 5127 梅村　茉那(3) 尾張旭西中 DNS
ｶﾅﾀﾞ ﾏﾔ 愛　知

9 8640 金田　茉耶(3) 六ツ美北中 DNS

3組 4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

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｱ 愛　知 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 愛　知

1 10 6557 水谷　侑愛(2) 愛知陸協 4:55.78 1 4 5000 石川　桜子(3) 日進西中 4:51.71
ｱｷﾀｹ ﾘﾉﾝ 愛　知 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲｶ 愛　知

2 5 8198 秋竹　凛音(2) 矢作北中 4:57.83 2 6 8206 都築　優衣華(2) 吉良中 4:53.10
ﾋﾔﾏ ﾊﾅ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ 愛　知

3 7 8659 火山　華(2) 六ツ美中 4:58.70 3 9 8644 渡邉　有咲(2) 六ツ美北中 4:53.53
ﾌﾙｶﾜ ﾕｱ 愛　知 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾅ 愛　知

4 2 96 古川　悠茜(3) 弥富北中 5:04.89 4 5 8648 松山　由奈(2) 六ツ美北中 4:55.09
ﾊﾙﾀ ﾊﾅ 愛　知 ｵﾀﾞ ｱｷﾎ 愛　知

5 1 11918 春田　はな(3) JACT 5:09.13 5 8 5148 織田　晃帆(2) SET PROJECT 4:55.60
ｲｼﾀﾞ ﾘｺ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 愛　知

6 3 133 石田　莉子(2) AC一宮Junior 5:10.63 6 1 5202 渡邉　凜(3) 長久手中 4:55.81
ﾀﾅｶ ｺﾊｷﾞ 愛　知 ｵｶﾀﾞ ﾅﾉﾊ 愛　知

7 6 8108 田中　小萩(3) 西尾中 5:17.39 7 2 6656 岡田　なのは(3) 阿久比中 4:57.02
ﾑﾄｳ ﾏｲｶ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 愛　知

8 9 8012 武藤　苺花(3) 葵中 5:18.82 8 7 5106 渡邉　亜実(3) 栄中 5:16.23
ｵﾀﾞ ﾀﾏｷ 愛　知 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾕ 愛　知

9 8 11907 小田　珠希(3) YRC 5:23.80 9 10 8176 本田　万結(3) 矢作北中 5:17.89
ｻｶｲ ﾚﾅ 愛　知 ﾊﾞﾊﾞ ﾂｶｻ 愛　知

4 11922 酒井　玲奈(3) ＴＴランナーズ DNS 10 3 8258 馬場　月咲(3) 矢作中 5:18.31

5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

ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 愛　知 ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 愛　知

1 1 8641 小嶋　聖來(3) 六ツ美北中 4:38.41 1 8641 小嶋　聖來(3) 六ツ美北中 4:38.41
ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 愛　知 ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 愛　知

2 8 40 柴田　桃花(3) 弥富中 4:38.62 2 40 柴田　桃花(3) 弥富中 4:38.62
ﾁｭｳﾏ ﾗﾝﾅ 愛　知 ﾁｭｳﾏ ﾗﾝﾅ 愛　知

3 6 8729 中馬　蘭奈(3) 愛知陸協 4:39.17 3 8729 中馬　蘭奈(3) 愛知陸協 4:39.17
ｽｽﾞﾑﾗ ｱｲﾅ 愛　知 ｽｽﾞﾑﾗ ｱｲﾅ 愛　知

4 4 8639 鈴村　愛菜(3) 六ツ美北中 4:41.43 4 8639 鈴村　愛菜(3) 六ツ美北中 4:41.43
ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ 愛　知 ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ 愛　知

5 3 8513 林　彩夢(2) 鶴城中 4:45.63 5 8513 林　彩夢(2) 鶴城中 4:45.63
ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ 愛　知 ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ 愛　知

6 10 8517 壁谷　衿奈(3) 竜海中 4:48.65 6 8517 壁谷　衿奈(3) 竜海中 4:48.65
ｻｶﾀ ﾄﾓｶ 愛　知 ｻｶﾀ ﾄﾓｶ 愛　知

7 9 8134 坂田　朋花(3) 平坂中 4:50.74 7 8134 坂田　朋花(3) 平坂中 4:50.74
ﾅﾂﾒ ﾕｲｶ 愛　知 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 愛　知

8 5 11908 夏目　結可(3) YRC 4:57.81 8 5000 石川　桜子(3) 日進西中 4:51.71
ｱﾏﾉ ﾊﾅﾈ 愛　知

9 2 8518 天野　花音(3) 竜海中 4:58.90
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 愛　知

10 7 8135 谷口　ひかり(2) 平坂中 5:03.75

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月12日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-0.4)

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
ﾅﾜ ﾋﾄﾐ 愛　知 ｻｲﾄｳ ﾘｵ 愛　知

1 1 8708 那波　瞳(2) 東山中 17.02 1 3 11924 齋藤　里桜(2) JACT 16.35
ﾂﾂﾞｷ ｱﾕ 愛　知 ﾅﾘﾀ ﾋﾅﾉ 愛　知

2 8 8003 都築　亜侑(3) 葵中 17.27 2 2 8013 成田　雛乃(2) 葵中 16.36
ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 愛　知 ﾊﾔﾏ ﾗｲﾗ 愛　知

3 3 5265 角田　樹里(3) 愛知陸協 17.55 3 7 215 早麻　ライラ(2) 稲沢AC 16.81
ﾄｷﾀ ﾏﾎ 愛　知 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾈﾈ 愛　知

4 2 8423 時田　真歩(3) 知立中 17.68 4 5 6677 濱島　寧々(3) 愛知陸協 16.85
ﾊｷﾞﾉ ｶｵﾙ 愛　知 ﾆｼｽﾞﾐ ｻｴ 愛　知

5 6 1725 萩野　薫(3) 田光中 17.95 5 6 6532 西住　咲重(3) 富貴中 17.26
ﾏﾂｼﾀ ﾅﾐｻ 愛　知 ｱﾍﾞ ﾆｲﾅ 愛　知

6 4 5267 松下　七海冴(2) 愛知陸協 17.98 6 4 1864 阿部　新奈(3) ＴＳＭ 17.33
ｶﾅﾓﾘ ﾋﾅ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｻﾄ 愛　知

7 5 5252 金森　比那(3) 高蔵寺中 18.06 7 1 6600 近藤　千聖(3) 知多中部中 17.69
ﾊﾔｼ ﾅﾂﾈ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾘｲﾅ 愛　知

8 7 2293 林　夏音(3) 豊正中 22.70 8 8 1536 田中　莉衣菜(3) 牧の池中 18.67

3組 (風:+0.3) 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
ｷｸﾀ ｱﾔ 愛　知 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 愛　知

1 4 1884 菊田　彩(2) ＴＳＭ 15.30 1 4 1868 田島　七里香(3) ＴＳＭ 14.74
ｼｲﾔ ﾚｲﾅ 愛　知 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｶ 愛　知

2 5 1886 椎屋　怜奈(2) ＴＳＭ 15.35 2 5 11800 熊谷　実華(3) YRC 15.45
ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ 愛　知 ｽｷﾞﾄｳ ｱｵｲ 愛　知

3 8 8466 髙塚　虹百(2) 岡崎南中 15.97 3 6 144 杉藤　葵(2) AC一宮Junior 15.64
ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾐ 愛　知 ｵﾉﾔﾏ ｼｽﾞﾙ 愛　知

4 6 1753 打田　瞳美(2) 名古屋北中 16.12 4 2 8499 小野山　静流(3) 鶴城中 15.90
ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 愛　知 ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ 愛　知

5 7 1561 鈴木　巴菜(3) 当知中 16.36 5 3 1738 松浦　紗良(3) 御幸山中 15.94
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾂﾞｷ 愛　知 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｶ 愛　知

6 1 2193 村松　美月(3) 愛知陸協 16.55 6 7 2258 大谷　遥香(3) 神丘中 16.17
ﾅｶ ｶｵﾙｺ 愛　知 ｶﾜｲ ｷﾗﾗ 愛　知

3 2030 中　薫子(3) 吉根中 DQ,T6 7 1 11902 河合　姫星(3) 福江中 16.20
ｺﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 愛　知 ｳｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛　知

2 8127 近藤　芽依(3) 平坂中 DNS 8 11921 牛田　麻琴(3) 愛知陸協 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

ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 愛　知

1 1868 田島　七里香(3) ＴＳＭ 14.74 -0.5
ｷｸﾀ ｱﾔ 愛　知

2 1884 菊田　彩(2) ＴＳＭ 15.30 +0.3
ｼｲﾔ ﾚｲﾅ 愛　知

3 1886 椎屋　怜奈(2) ＴＳＭ 15.35 +0.3
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｶ 愛　知

4 11800 熊谷　実華(3) YRC 15.45 -0.5
ｽｷﾞﾄｳ ｱｵｲ 愛　知

5 144 杉藤　葵(2) AC一宮Junior 15.64 -0.5
ｵﾉﾔﾏ ｼｽﾞﾙ 愛　知

6 8499 小野山　静流(3) 鶴城中 15.90 -0.5
ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ 愛　知

7 1738 松浦　紗良(3) 御幸山中 15.94 -0.5
ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ 愛　知

8 8466 髙塚　虹百(2) 岡崎南中 15.97 +0.3

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった



中学女子走高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月12日 13:00 決　勝    

決　勝　

ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ 愛　知 － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 5 6680 鰐部　茜(3) 知多八幡中 1m56
ｵｵﾀ ﾕｱ 愛　知 － － ○ ○ × ○ × × ×

2 11 1865 太田　結愛(3) ＴＳＭ 1m51
ｽｷﾞｴ ﾕｱ 愛　知 ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 10 6675 杉江　優愛(3) 愛知陸協 1m46
ｻﾜ ﾐﾚｲ 愛　知 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

4 12 8125 澤　実伶(3) 平坂中 1m46
ﾊﾔｼ ｻｷ 愛　知 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

5 20 69 林　咲希(2) 古知野中 1m46
ｲｹﾀﾞ ﾅﾅ 愛　知 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

6 3 1604 池田　菜々(2) 東港中 1m46
ｵｵﾆｼ ﾕｳﾋ 愛　知 ○ ○ ○ × × ×

7 17 5216 大西　柚陽(2) 長久手中 1m41
ﾂｨｰ ﾅｰ 愛　知 ○ × ○ ○ × × ×

8 7 8508 ツィー　ナー(3) 鶴城中 1m41
ｶｽｶﾞ ﾘﾝ 愛　知 ○ ○ × ○ × × ×

9 9 1597 春日　凜(3) 東港中 1m41
ﾆｲﾉﾐ ｱﾔｶ 愛　知 ○ ○ × × ○ × × ×

10 1 1 新帯　有也香(3) 愛知陸協 1m41
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾉ 愛　知 ○ ○ × × ○ × × ×

10 4 8525 安藤　奏乃(3) 竜海中 1m41
ﾓﾘﾀ ｱｷ 愛　知 ○ ○ × × ×

12 6 66 森田　晶(3) 古知野中 1m36
ｲﾜﾀ ｽｽﾞｶ × ○ ○ × × ×

13 24 1990 岩田　涼花(2) 扇台中 1m36
ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 愛　知 × × ○ ○ × × ×

14 2 8132 井上　みのり(3) 平坂中 1m36
ｶﾉｳ ﾏﾅｶ 愛　知 ○ × ○ × × ×

15 19 8050 加能　愛香(3) 岡崎東海中 1m36
ﾂﾀﾞ ﾚﾉ 愛　知 × × ○ × × ○ × × ×

16 8 1962 津田　麗乃(3) 守山東中 1m36
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｽﾞﾅ 愛　知 ○ × × ×

17 16 82 宮﨑　なずな(2) 古知野中 1m31
ﾀﾝｹ ｵﾘﾊ 愛　知 ○ × × ×

17 18 12 丹家　織羽(3) 宮田中 1m31
ｲﾅｶﾞｷ ｿﾗ 愛　知 × ○ × × ×

19 14 8742 稲垣　空良(2) 高浜南中 1m31
ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙﾅ 愛　知 × × ○ × × ×

20 15 80 馬場　晴菜(2) 古知野中 1m31
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 愛　知 × × ×

13 10 清水　花菜(3) 宮田中 NM
ﾔﾏﾓﾄ ｲｵ 愛　知 × × ×

21 73 山本　唯央(2) 古知野中 NM
ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 愛　知 × × ×

22 2260 鈴木　穂乃花(3) 神丘中 NM
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｱ 愛　知

23 2006 浜口　永愛(3) 伊勢山中 DNS

1m31
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1m36 1m41 1m46 1m51 1m56 1m58

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子棒高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月12日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｵｶﾍﾞ ﾋﾅ 愛　知 × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × ×

1 1 8731 岡部　陽奈(2) ハイテクＡＣ 2m72
ｸｻﾉ ｻﾗ 愛　知 － － － ○ × ○ × ○ × × ×

2 7 6639 草野　咲蕾(2) 鬼崎中 2m72
ﾂﾂﾞｷ ｲﾛﾊ 愛　知 － － ○ ○ × ○ × × ×

3 5 8509 都築　彩花(3) 鶴城中 2m62
ﾀｶｽ ﾕｽﾞ 愛　知 － ○ r

4 3 8507 高須　柚寿(3) 鶴城中 2m02
ｲｼﾊﾗ ｻｷ 愛　知 ○ ○ × × ×

4 4 6520 石原　咲季(3) 東浦北部中 2m02
ﾀﾅｶ ｽｲﾚﾝ 愛　知 ○ × × ×

6 2 6524 田中　すいれん(3) 東浦北部中 1m82
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾚ 愛　知 － － － × × ×

6 8510 松本　希(3) 鶴城中 NM

1m82
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

2m02 2m22 2m42 2m62 2m72 2m82

凡例  NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月12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

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ 愛　知 × 5m56 5m51 5m56
1 14 1871 松村　琴都(3) ＴＳＭ +0.8 +0.7 +0.8

ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾉ 愛　知 5m16 5m31 × 5m31
2 12 8422 市川　彩乃(3) 知立中 -0.8 +1.2 +1.2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｶ 愛　知 × × 5m25 5m25
3 8 159 渡辺　実優花(3) 木曽川中 +0.2 +0.2

ｻｶｲ ﾅｺ 愛　知 4m89 5m16 × 5m16
4 10 8451 酒井　菜胡(3) 雁が音中 -1.4 +1.2 +1.2

ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 愛　知 4m96 5m12 4m92 5m12
5 11 1897 寺島　慶(2) 汐路中 -1.4 +1.2 -0.8 +1.2

ﾀｹｲ ﾊﾅ 愛　知 × × 5m06 5m06
6 9 1807 武井　葉夏(3) なごや陸上 +0.8 +0.8

ｶﾜｲ ｸﾙﾐ 愛　知 3m61 × 5m05 5m05
7 13 11799 河合　くるみ(3) YRC +0.4 -1.4 -1.4

ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 愛　知 4m65 4m68 4m78 4m78
8 5 1894 水野　文由里(2) ＴＳＭ +1.3 +1.9 +1.5 +1.5

ｴﾝ ﾋﾄﾐ 愛　知 4m78 4m68 4m60 4m78
9 7 1500 袁　瞳(3) 守山西中 -1.4 +0.5 +1.2 -1.4

ｻｲﾄｳ ﾊﾅ 愛　知 × 4m63 4m70 4m70
10 4 8698 齋藤　羽花(3) 浄水中 -0.1 +1.1 +1.1

ｺﾞﾄｳ ｶﾉﾝ 愛　知 × 4m59 × 4m59
11 28 11917 後藤　奏温(3) 愛知陸協 +1.3 +1.3

ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾘ 愛　知 × × 4m55 4m55
12 6 5094 岸本　侑里(2) 日進東中 +0.1 +0.1

ｸﾄﾞｳ ﾁｴ 愛　知 × 4m53 4m45 4m53
13 3 8678 工藤　千愛(3) 常磐中 +1.0 +0.4 +1.0

ｲﾄｳ ﾕｱ 愛　知 4m35 4m49 4m49 4m49
14 23 1803 伊藤　優亜(1) 愛知陸協 -1.3 +1.2 -1.5 +1.2

ﾋﾗｲﾜ ﾐﾉﾘ 愛　知 4m49 4m39 4m35 4m49
15 21 8642 平岩　穂(3) 六ツ美北中 -0.7 +2.0 +1.5 -0.7

ｺｼﾞﾏ ﾐｻｷ 愛　知 4m41 × 4m08 4m41
16 25 107 小島　美桜希(3) 大治中 +0.5 +1.3 +0.5

ｶｽﾔ ﾄﾓﾊ 愛　知 4m39 4m22 4m38 4m39
17 1 11925 糟谷　朋葉(1) 福江中 +1.1 -0.4 +1.0 +1.1

ﾀｹｳﾁ ｶﾚﾝ 愛　知 × × 4m38 4m38
18 20 6531 竹内　かれん(3) 富貴中 +0.9 +0.9

ｻｻｷ ﾏﾄﾞｶ 愛　知 4m34 × 4m33 4m34
19 16 8133 佐々木　円香(3) 平坂中 +0.7 +1.4 +0.7

SAITOU Aisa 愛　知 4m34 4m19 4m08 4m34
20 17 1814 齋藤　愛咲(3) 豊国中 -0.1 -0.5 +1.3 -0.1

ｱﾗｲ ｻﾔｶ 愛　知 × × 4m31 4m31
21 2 1805 新井　沙也加(2) なごや陸上 +0.5 +0.5

ｻｸﾗｲ ｽｲ 愛　知 × × 4m30 4m30
22 27 2263 櫻井　翠(3) 神丘中 0.0 0.0

ﾊﾏｻｷ ｱｽｶ 愛　知 × × 4m29 4m29
23 18 1973 浜崎　未来翔(2) 守山東中 +0.3 +0.3

ﾐﾖｼ ｽﾐｶ 愛　知 4m24 3m24 4m21 4m24
24 24 11926 三好　澄果(1) 福江中 -1.2 +1.0 -0.6 -1.2

ｻﾄｳ ｶﾎ 愛　知 × 4m20 4m11 4m20
25 22 1958 佐藤　果帆(3) 守山東中 +0.4 +1.3 +0.4

ｶﾏ ｶﾚﾝ 愛　知 4m02 4m08 4m17 4m17
26 19 139 釜　花恋(2) AC一宮Junior -1.7 +1.4 +1.5 +1.5

ｶﾘﾔ ﾐｻｷ 愛　知 × 4m00 × 4m00
27 26 52 苅谷　美咲(3) 古知野中 +1.1 +1.1

ｲﾜﾀ ﾏﾐ 愛　知 3m61 3m43 3m64 3m64
28 15 8504 岩田　真実(3) 鶴城中 +0.7 0.0 +0.8 +0.8



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月12日 13:00 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

ﾋﾗｲﾜ ﾘｻ 愛　知

1 17 1909 平岩　里彩(2) 守山中 11m72 12m58 12m73 12m73 12m73
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 愛　知

2 19 1742 山田　真央(3) 御幸山中 12m47 × 12m24 12m47 12m47
ｻｻｷ ｱﾝﾘ 愛　知

3 18 2292 佐々木　安里(3) 豊正中 10m39 11m36 11m66 11m66 11m66
ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘﾝ 愛　知

4 16 1969 川村　茉凜(2) 守山東中 10m34 10m38 9m49 10m38 10m38
ｶﾐﾃﾞ ｾｲｶ 愛　知

5 14 5261 上出　聖華(2) 高蔵寺中 10m34 10m09 9m22 10m34 10m34
ﾌﾙｷ ﾋﾅ 愛　知

6 13 8699 古木　日菜(3) 浄水中 10m20 9m84 9m57 10m20 10m20
NARITA Saho 愛　知

7 3 1584 成田　沙穂(2) 桜田中 10m20 9m73 8m08 10m20 10m20
ｶﾀｵｶ ﾐｳ 愛　知

8 4 8424 片岡　美羽(3) 知立中 9m22 9m61 10m11 10m11 10m11
ｲﾜﾀ ｱｶﾘ 愛　知

9 10 1878 岩田　明樺梨(2) ＴＳＭ 9m98 10m01 9m86 10m01 10m01
ｸﾘﾓﾄ ｻﾗ 愛　知

10 2 1747 栗本　彩良(2) 御幸山中 9m90 9m11 9m37 9m90 9m90
ｼﾗｲ ﾒｲ 愛　知

11 12 6676 白井　愛依(3) 愛知陸協 × 9m71 9m88 9m88 9m88
ｺﾏﾀﾞ ｱﾘｻ

12 15 2061 駒田　有咲(3) 北陵中 9m62 9m33 9m01 9m62 9m62
TAHARA Koyuki 愛　知

13 5 1576 田原　小雪(3) 桜田中 8m84 9m23 9m56 9m56 9m56
ｼﾗﾄﾘ ﾅﾅｾ 愛　知

14 8 1888 白鳥　七聖(3) ＴＳＭ 9m45 8m28 8m83 9m45 9m45
ｱｻﾉ ﾐﾂﾞｷ 愛　知

15 11 1677 淺野　美月(2) 千種台中 7m60 8m92 8m96 8m96 8m96
ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾘ 愛　知

16 6 8374 近藤　朱俐(3) 朝日丘中 8m81 8m34 8m31 8m81 8m81
ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾅﾐ 愛　知

17 1 8263 山本　帆菜美(2) 矢作中 8m29 8m70 8m11 8m70 8m70
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ

18 9 2067 近藤　柚香(3) 北陵中 8m64 7m77 8m07 8m64 8m64
ｵｵﾔ ﾅﾂﾈ 愛　知

7 8009 大矢　夏寧(3) 葵中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月12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

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 愛　知

1 11 212 山田　茉央(3) 愛知陸協 × 22m70 25m73 25m73 25m73
ｵｸﾞﾘ ﾕﾘ 愛　知

2 9 1528 小栗　由莉(3) 牧の池中 24m07 25m64 23m64 25m64 25m64
ﾜｼｵ ﾔﾔｺ 愛　知

3 10 2248 鷲尾　也哉子(3) 瑞穂ヶ丘中 25m24 24m56 24m06 25m24 25m24
ｶﾅﾔﾏ ﾐﾗｲ 愛　知

4 6 2291 金山　未来(3) 豊正中 19m74 × 23m83 23m83 23m83
ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 愛　知

5 8 1955 小島　日依梨(3) 守山東中 21m79 22m01 21m91 22m01 22m01
ｶﾄｳ ﾕｷ 愛　知

6 2 210 加藤　優貴(3) 大口中 17m52 21m39 20m94 21m39 21m39
ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｶ 愛　知

7 4 2257 山口　愛里加(3) 神丘中 18m12 16m02 20m61 20m61 20m61
ｶﾄｳ ﾌｳｶ 愛　知

8 5 5164 加藤　風花(3) 長久手北中 20m55 19m57 19m97 20m55 20m55
ｸﾘﾀ ﾘｵ 愛　知

9 7 2249 栗田　琉愛(3) 瑞穂ヶ丘中 19m06 20m27 20m38 20m38 20m38
ｷﾉｼﾀ ｱｵｲ 愛　知

10 1 1942 木下　葵(3) 矢田中 17m85 18m74 20m25 20m25 20m25
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 愛　知

11 3 17 宮下　真歩(3) 宮田中 17m04 17m60 18m37 18m37 18m37


