
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
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競技場
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競技場
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



高校男子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-1.2) 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
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 愛　知 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 愛　知

1 7 2360 橋本　諒太(3) 菊華高 11.33 1 4 6154 森　悠太(3) 知多翔洋高 11.25
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 愛　知 ﾌｸｼﾏ ﾐｷ 愛　知

2 8 467 長谷川　真優(3) 一宮南高 11.46 2 5 2204 福島　三輝(3) 愛工大名電高 11.25
ｽｷﾞﾀﾆ ｲﾂﾙ 愛　知 ﾌｸｲ ﾘﾝ 愛　知

3 5 2339 杉谷　一瑠(3) 愛知高 11.55 3 3 2191 福井　凛(3) 至学館高 11.32
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｶﾞ 愛　知 ｳｴｿﾞﾉ ﾀｸﾐ 愛　知

4 3 237 小島　琉雅(3) 佐織工業高 11.80 4 2 2212 上薗　巧(3) 愛工大名電高 11.44
ﾌｸｲ ｹｲﾄ 愛　知 ｷﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 愛　知

5 4 2027 福井　啓斗(3) 春日井高 11.84 5 6 497 木村　優之介(3) 海翔高 11.46
ﾔﾏｼﾞ ﾅｵｷ 愛　知 ｱｻｲ ｼｮｳﾀ 愛　知

2 4561 山路　尚輝(3) 名古屋市工業高 DNS 7 2119 浅井　翔太(3) 名古屋高 DNS
ｶﾙｰﾌ ｱｲﾏﾝ 愛　知 ﾐﾔｹ ｷｮｳﾍｲ 愛　知

6 2123 カルーフ　アイマン(3) 名古屋高 DNS 8 4263 三宅　恭平(2) 桜台高 DNS

3組 (風:-1.6) 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

ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ 愛　知 ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ 愛　知

1 7 7610 筒井　健人(3) 岡崎城西高 11.06 1 7610 筒井　健人(3) 岡崎城西高 11.06 -1.6
ﾅｶﾞｾ ﾕｷﾋﾛ 愛　知 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 愛　知

2 2 2357 長瀬　徹大(3) 菊華高 11.38 2 6154 森　悠太(3) 知多翔洋高 11.25 -0.4
ﾊﾅﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 愛　知 ﾌｸｼﾏ ﾐｷ 愛　知

3 8 2401 花田　楓(3) 山田高 11.39 3 2204 福島　三輝(3) 愛工大名電高 11.25 -0.4
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾐ 愛　知 ﾌｸｲ ﾘﾝ 愛　知

4 6 299 大島　匠(3) 尾北高 11.42 4 2191 福井　凛(3) 至学館高 11.32 -0.4
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛　知 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 愛　知

5 5 45 飯島　粧太郎(3) 誠信高 11.43 5 2360 橋本　諒太(3) 菊華高 11.33 -1.2
ﾌｶｾ ｷｮｳｽｹ 愛　知 ﾅｶﾞｾ ﾕｷﾋﾛ 愛　知

6 4 7609 深瀬　京佑(3) 岡崎城西高 16.23 6 2357 長瀬　徹大(3) 菊華高 11.38 -1.6
ﾓﾘ ｶｲｾｲ 愛　知 ﾊﾅﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 愛　知

3 312 森　快晴(2) 尾北高 DNS 7 2401 花田　楓(3) 山田高 11.39 -1.6
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾐ 愛　知

8 299 大島　匠(3) 尾北高 11.42 -1.6

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 12:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾜﾘ ﾘｭｳｷ 愛　知

1 6 41 尾張　龍希(3) 誠信高 48.73
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 愛　知

2 7 7574 鈴木　琢斗(3) 豊田大谷高 50.08
ﾊﾗ ｺｳｽｹ 愛　知

3 5 2031 原　康輔(3) 春日井高 51.22
ｷﾞｶﾞ ﾐﾋﾛ 愛　知

4 4 7312 儀賀　海大(3) 刈谷高 52.59
ｵｵﾀｹ ﾊﾔﾄ 愛　知

8 2359 大嵩　駿人(3) 菊華高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 10:30 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

ｳｶｲ ﾕｳﾔ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 愛　知

1 7 4376 鵜飼　雄矢(3) 中京大中京高 4:03.92 1 4 4491 鈴木　隆介(3) 名経大学高蔵高 4:02.78
ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 愛　知 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ 愛　知

2 5 161 服部　宗馬(3) 津島高 4:06.41 2 2 2211 土方　悠暉(3) 愛工大名電高 4:04.44
ｸﾎﾞ ﾏｼｭﾝ 愛　知 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 愛　知

3 2 2315 久保　舞瞬(3) 愛知高 4:08.44 3 3 4463 伊藤　　大和(3) 名経大学高蔵高 4:04.74
ｺﾝﾄﾞｳ ｷｱﾗ 愛　知 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｵ 愛　知

4 4 2197 近藤　輝愛来(3) 至学館高 4:09.16 4 7 4128 川口　玲央(3) 昭和高 4:06.31
ﾅｶﾞｲ ﾚﾝ 愛　知 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 愛　知

5 1 2317 永井　蓮(3) 愛知高 4:11.59 5 5 4379 加藤　広人(3) 中京大中京高 4:07.51
ｵｵﾀｹ ｲｯﾄ 愛　知 ﾖｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 愛　知

6 6 7052 大竹　壱門(3) 安城学園高 4:11.85 6 6 2000 吉原　諒(3) 旭丘高 4:09.21
ｵﾁ ﾀｸﾄ 愛　知 ﾏｾ ｲｵﾝ 愛　知

3 4490 越智　拓登(3) 名経大学高蔵高 DNS 7 1 4378 間瀬　維温(3) 中京大中京高 4:17.71
ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾄ 愛　知

8 4466 鈴木　仁都(3) 名経大学高蔵高 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

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 愛　知

1 4491 鈴木　隆介(3) 名経大学高蔵高 4:02.78
ｳｶｲ ﾕｳﾔ 愛　知

2 4376 鵜飼　雄矢(3) 中京大中京高 4:03.92
ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ 愛　知

3 2211 土方　悠暉(3) 愛工大名電高 4:04.44
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 愛　知

4 4463 伊藤　　大和(3) 名経大学高蔵高 4:04.74
ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｵ 愛　知

5 4128 川口　玲央(3) 昭和高 4:06.31
ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 愛　知

6 161 服部　宗馬(3) 津島高 4:06.41
ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 愛　知

7 4379 加藤　広人(3) 中京大中京高 4:07.51
ｸﾎﾞ ﾏｼｭﾝ 愛　知

8 2315 久保　舞瞬(3) 愛知高 4:08.44

凡例  DNS:欠場



高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 12:50 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
ｶﾄｳ ﾌﾐﾄ 愛　知

1 6 2364 加藤　郁斗(3) 菊華高 17.79



高校男子400mH(0.914m)
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 11:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾀ 愛　知

1 5 2358 岩本　壮汰(3) 菊華高 57.53
ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾍｲ 愛　知

2 7 2208 打田　蒼平(3) 愛工大名電高 59.90
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛　知

3 4 7347 伊藤　和樹(3) 愛産大三河高 1:00.17
ﾎﾘ ﾀｸﾏ 愛　知

4 6 7605 堀　匠磨(3) 岡崎城西高 1:02.84



高校男子走高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ 愛　知 － ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

1 11 7192 稲垣　敬大(3) 岡崎北高 1m95
ﾔﾏｼﾀ ｵｳｽｹ 愛　知 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 12 2279 山下　旺祐(3) 春日井工業高 1m90
ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 愛　知 － － × ○ × ○ × × ×

3 7 4133 中川　廣己(3) 昭和高 1m85
ｺﾀｷ ﾏﾅﾄ 愛　知 － ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 9186 小瀧　愛都(3) 豊橋東高 1m85
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 愛　知 ○ ○ ○ × × ×

5 9 9057 伊藤　陸人(3) 豊川高 1m80
ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾙ 愛　知 ○ ○ × × ×

6 10 462 大森　健瑠(3) 一宮南高 1m75
ﾐｽﾞﾉ ｺｳｾｲ 愛　知 × ○ ○ × × ×

7 3 2280 水野　公誠(3) 春日井工業高 1m75
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 愛　知 ○ × ○ × × ×

8 2 46 大久保　大治郎(3) 誠信高 1m75
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 愛　知 ○ × ○ × × ×

8 8 4315 後藤　達也(3) 富田高 1m75
ﾌﾅﾊｼ ﾘｮｳｺﾞ 愛　知 × ○ × × ×

10 6 2110 舩橋　諒伍(3) 緑丘高 1m70
ｶﾄｳ ﾔｽﾅﾘ 愛　知 × × ○ × × ×

11 1 9058 加藤　柔成(3) 豊川高 1m70
ｶﾐｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 愛　知

4 4132 上川　翔平(3) 昭和高 DNS

1m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 1m98

凡例  DNS:欠場



高校男子棒高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ 愛　知 － － － － － × ○ ○ × ○

1 2 9055 中村　斗也(3) 豊川高 × × × 4m00
ｵｲｶﾜ ﾄｼｷ 愛　知 × × ○ × × ○ × × ×

2 1 9059 及川　敬貴(3) 豊川高 2m80

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m00

記録 ｺﾒﾝﾄ
4m20

2m80 3m00 3m20 3m40 3m60 3m802m60



高校男子走幅跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11日 10:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 愛　知 6m06 6m26 6m28 6m28
1 3 7314 早川　諒(3) 刈谷高 +0.6 +1.2 +2.2 +2.2

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｳ 愛　知 × × 6m26 6m26
2 2 7190 畔柳　優(3) 岡崎北高 +1.5 +1.5

ｱｻﾋ ｶｽﾞｷ 愛　知 5m84 6m07 5m67 6m07
3 4 525 朝日　一樹(3) 佐屋高 -0.5 +0.6 +0.8 +0.6

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｻｸ 愛　知 × × ×
5 7611 安田　雄咲(3) 岡崎城西高 NM

ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ 愛　知

1 4556 藤森　颯太(3) 名古屋市工業高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子三段跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾔﾏ ﾘｸﾄ 愛　知 × 12m67 × 12m67
1 1 9006 外山　呂玖士(3) 小坂井高 +0.5 +0.5

ｵｷﾞﾉ ｾﾞﾝ 愛　知 × 12m47 12m61 12m61
2 2 7661 荻野　善(3) 岡崎城西高 +1.7 +0.7 +0.7

ｱｵﾔ ｵｳｶ 愛　知 × × ×
3 9261 青谷　旺佳(3) 桜丘高 NM

凡例  NM:記録なし



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：
記録主任：

7月11日 10:30 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

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾝﾀﾄﾞ ﾖｼﾏｻ 愛　知

1 2 261 モンタド　良正(3) 愛知黎明高 10m91 11m54 10m72 11m54 11m54
ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 愛　知

2 3 4553 鈴木　太智(3) 名古屋工学院 9m84 10m39 11m07 11m07 11m07
ﾐﾔｳﾁ ｲｯｾｲ 愛　知

3 5 470 宮内　一星(3) 一宮南高 9m24 10m59 × 10m59 10m59
ｶﾏﾀﾞ ｱｲﾄ 愛　知

4 1 2029 釜田　藍斗(3) 春日井高 10m29 10m12 × 10m29 10m29
ﾀﾃﾏﾂ ﾀﾞｲ 愛　知

4 4564 立松　大(2) 名古屋市工業高 DNS
ﾊﾗ ｲﾁｶ 愛　知

6 2276 原　維近(2) 春日井工業高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月11日 12:30 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

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｸﾁ ﾘｭｳﾀ 愛　知

1 1 7472 菊池　竜太(3) 岡崎商業高 × × 34m63 34m63 34m63
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 愛　知

2 2 2246 遠藤　宏記(3) 愛工大名電高 27m56 × 28m81 28m81 28m81
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｳｸ 愛　知

3 4558 東山　紅空(2) 名古屋市工業高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月11日 13:30 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

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ 愛　知

1 2 7524 太田　成海(3) 岡崎学園高 30m13 30m44 31m16 31m16 31m16
ｱﾏﾉ ﾖｳｼﾞ 愛　知

2 1 7514 天野　耀士(3) 岡崎学園高 × 29m06 31m09 31m09 31m09



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月11日 11:00 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

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ 愛　知

1 6 2768 大野　雄士(3) 名城大附高 52m15 53m07 54m72 54m72 54m72
ﾌｶﾐ ｼｮｳﾏ 愛　知

2 4 7620 深見　匠馬(3) 岡崎城西高 38m81 × 46m48 46m48 46m48
ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾀ 愛　知

3 3 454 山中　颯太(3) 美和高 41m51 37m16 34m90 41m51 41m51
ﾄﾔﾏ ﾅｵｷ 愛　知

4 2 7321 外山　直樹(3) 刈谷高 × 40m32 × 40m32 40m32
ﾌﾅﾊｼ ﾀｸﾏ 愛　知

5 1 4131 舟橋　拓真(3) 昭和高 × 39m21 36m88 39m21 39m21
ﾊﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 愛　知

5 258 林　信太朗(3) 愛知黎明高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



高校女子100m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 13:30 決　勝

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾋﾏﾘ 愛　知

1 5 7471 河東　妃真里(3) 岡崎城西高 12.73
ｺｲｼｸﾗ ﾕｶ 愛　知

2 2 7506 小石倉　由佳(3) 岡崎城西高 12.85
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾗ 愛　知

3 7 7129 山口　さくら(3) 安城学園高 13.06
ﾐﾔﾅﾘ ﾉｿﾞﾐ 愛　知

4 4 2256 宮成　希瞳(3) 栄徳高 13.14
ｴﾐ ﾕｳｶ 愛　知

5 6 2266 江見　優佳(3) 山田高 13.54
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾖﾘ 愛　知

1 2222 吉田　向和(3) 菊華高 DNS
ｵｵﾀ ﾓﾆｶ 愛　知

3 9047 太田　萌仁香(3) 豊川高 DNS
ｻｯｻ ｸﾙﾐ 愛　知

8 200 佐々　胡桃(2) 尾北高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子400m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 12:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｲﾜ ﾏﾅｶ 愛　知

1 7 2202 大岩　愛花(3) 愛知高 58.98
ｶﾂﾀﾆ ｱﾔﾈ 愛　知

2 4 2018 勝谷　采音(3) 旭野高 1:02.47
ｶﾄｳ ﾁｱｷ 愛　知

3 5 2004 加藤　千晶(3) 旭丘高 1:02.99
ｲｸﾞﾁ ｹｲﾄ 愛　知

6 2078 井口　恵登(3) 千種高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子800m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 12:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ 愛　知

1 4 2134 星川　茉鈴(3) 至学館高 2:15.88
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 愛　知

2 5 34 山田　綾菜(3) 一宮北高 2:31.55



高校女子1500m
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 10:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾐ 愛　知

1 2 168 山口　郁美(3) 愛知黎明高 4:55.28
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾐﾅ 愛　知

2 5 2206 前田　友美菜(3) 愛知高 5:01.31
ｻｸﾗｲ ﾏﾘﾝ 愛　知

3 4 2143 櫻井　茉凛(3) 至学館高 5:12.29
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾝｶ 愛　知

4 3 2141 河口　綸花(3) 至学館高 5:13.98
ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅﾐ 愛　知

5 8 7477 村松　七海(3) 岡崎城西高 5:15.36
ｲｹﾀﾞ ｶﾅ 愛　知

1 7476 池田　花菜(3) 岡崎城西高 DNS
ｵｵﾀ ﾏﾎ 愛　知

6 7469 太田　真帆(3) 岡崎城西高 DNS
ｲﾁｶﾜ ｾﾘﾅ 愛　知

7 4247 市川　聖莉奈(3) 中部大第一高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.840m)
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 13:05 決　勝

決　勝　

(風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾉ ﾕｲﾅ 愛　知

1 6 7107 黒野　唯奈(3) 豊野高 16.55
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾘ 愛　知

2 7 7415 内田　光(3) 岡崎学園高 16.75



高校女子400mH(0.762m)
審 判 長：伊藤　明久・岡田　武彦

記録主任：新見　精三

7月11日 11:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜ ﾐｳ 愛　知

1 4 2132 澤　美羽(3) 至学館高 1:04.36
ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 愛　知

2 6 2016 加藤　優奈(3) 旭野高 1:10.58
ﾅﾙｾ ｻｸﾗ 愛　知

3 5 7392 成瀬　さくら(3) 岡崎商業高 1:12.48
ﾊﾔﾉ ｶｲ 愛　知

4 7 230 早野　カイ(3) 修文女子高 1:15.13



高校女子走高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 愛　知 － － ○ ○ × ○ × × ×

1 5 7467 横山　こころ(3) 岡崎城西高 1m60
ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｺ 愛　知 － － ○ ○ × × ○ × × ×

2 6 2133 椙山　奈津子(3) 至学館高 1m60
ｲｼﾀﾞ ｺﾄﾐ 愛　知 － － × ○ ○ × × ×

3 4 7481 石田　琴巳(3) 岡崎城西高 1m55
ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ 愛　知 ○ × × ○ × × ×

4 1 7136 篠原　暖佳(3) 安城学園高 1m45
ｱｻｲ ｾﾝﾅ 愛　知 ○ × × ×

5 3 291 浅井　千奈(3) 一宮南高 1m40
ｼﾊﾞﾂﾁ ｶｽﾐ 愛　知 r

2 4143 柴土　香澄(2) 桜台高 NM

1m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

1m45 1m50 1m55 1m60 1m65
記録

凡例  NM:記録なし



高校女子棒高跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11日 10:30 決　勝    

決　勝　

ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 愛　知 － － － － － － － －

1 3 2139 篠崎　稔里(3) 至学館高 ○ ○ × × × 3m20
ｵｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 愛　知 － ○ ○ × × ×

2 2 228 岡山　千紘(3) 修文女子高 2m20
ﾊﾏﾀﾞ ﾁﾘ 愛　知 ○ × × ×

3 1 224 濵田　ちり(3) 修文女子高 1m80

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m90

記録 ｺﾒﾝﾄ
3m00 3m20 3m30

2m00 2m20 2m40 2m60 2m70 2m801m80



高校女子走幅跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11日 10:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾘﾝﾉ 愛　知 4m88 4m90 4m92 4m92
1 1 2234 伊藤　凛乃(3) 西陵高 +1.5 +0.8 +1.4 +1.4



高校女子三段跳
審 判 長：木村　元彦
記録主任：新見　精三

7月11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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ｻﾔ 愛　知 11m59 11m84 × 11m84
1 3 7468 加藤　彩也(3) 岡崎城西高 +1.3 +0.5 +0.5

ﾅｶﾉ ﾕｳ 愛　知 10m40 10m27 10m73 10m73
2 2 7470 中野　有(3) 岡崎城西高 +1.2 +2.0 +1.9 +1.9

ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 愛　知 × 10m09 10m18 10m18
3 1 7393 岡田　純奈(3) 岡崎商業高 +2.2 +1.2 +1.2



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：
記録主任：

7月11日 10:30 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

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗｲｼ ﾐﾅﾐ 愛　知

1 1 2101 蔵石　美南(3) 椙山女学園高 8m83 8m75 8m50 8m83 8m83



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

7月11日 11:00 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

ﾉｻﾞﾄ ｽｽﾞｶ 愛　知

1 2 2131 野里　涼香(3) 至学館高 × 33m76 × 33m76 33m76
ﾅｶｼﾏ ﾋﾅｺ 愛　知

2 3 226 中嶋　日向子(3) 修文女子高 31m86 × × 31m86 31m86
ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾅ 愛　知

3 1 2265 北原　愛菜(3) 山田高 25m48 23m95 24m29 25m48 25m48



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青山　充資
記録主任：新見　精三

7月11日 11:00 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

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ﾏﾐ 愛　知

1 3 36 中島　摩美(3) 一宮北高 29m12 32m23 31m89 32m23 32m23
ﾊｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 愛　知

2 2 31 橋本　来美(3) 誠信高 26m68 × 28m75 28m75 28m75
ｸﾘﾓﾄ ｷｮｳｶ 愛　知

3 1 229 栗本　京香(3) 修文女子高 26m96 × × 26m96 26m96
ｼﾗﾄﾘ ﾓﾓｶ 愛　知

4 4202 白鳥　百花(3) 中京大中京高 DNS

凡例  DNS:欠場


