
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
競歩審判長 伊藤　明久

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/02/26 13:30 晴 11.5 40.0 南 0.0

14:00 晴 12.8 34.0 北 0.2
15:00 晴 12.5 32.0 北 1.0

測定場所
競技場
競技場
競技場
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一般・高校男子5000mW
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：鈴木　康雄

2月26日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 5750 杉浦　陽(1) ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙ 愛　知 至学館大学 23:25.02

2 1 51060 梅本　崇弘(3) ｳﾒﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛　知 名古屋大学 23:34.98

3 5 6420 大西　敬吾(2) ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ 愛　知 知多翔洋高校 24:00.18

4 6 1250 伊藤　羽生(2) ｲﾄｳ ﾜｾｲ 愛　知 一宮西高校 24:24.73

5 4 1477 米田　研志 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 徳　島 阿南市陸協 24:49.24

6 13 3269 加藤　瑛一(1) ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ 愛　知 旭野高校 25:15.08

7 8 5301 名塩　創(2) ﾅｼｵ ｿｳ 愛　知 松蔭高校 25:28.51

8 2 2731 鳥居　拓実(2) ﾄﾘｲ ﾀｸﾐ 愛　知 旭野高校 25:30.08

9 12 7196 前原　凌(1) ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ 愛　知 愛産大三河高校 25:51.34

10 10 0 岡田　大輝(1) ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 東　京 明星学園高校 26:47.85

11 15 5474 永山　大志(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ 愛　知 豊明高校 27:08.10

12 14 1034 鈴木　達也(2) ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 愛　知 西春高校 28:06.34

13 16 5592 山下　輝朗(1) ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｱｷ 愛　知 天白高校 29:16.63

14 18 1450 宮澤　佑輔(1) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 愛　知 西春高校 29:18.56

15 22 6563 山本　敦暉(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ 愛　知 知多翔洋高校 32:00.76

16 21 841 氏田　琉至(1) ｳｼﾞﾀ ﾙｲ 愛　知 一宮高校 33:19.54

11 8516 田畑　諒介(2) ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛　知 愛産大三河高校 DQ,K2

19 1344 辻崎　莉玖(1) ﾂｼﾞｻｷ　ﾘｸ 愛　知 愛西工科高校 DQ,K2

3 54 山田　将也(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛　知 名古屋大学 DNS

7 5316 吉田　鼓太郎(2) ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 愛　知 松蔭高校 DNS

17 8212 鈴木　智宏(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知 西尾東高校 DNS

20 9901 前田　優樹(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 愛　知 渥美農業高校 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 K2:(R230-6(a)）ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰで3名以上が赤カードを出した



一般・高校男子10000mW
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：鈴木　康雄

2月26日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 47 冨田　尚希(3) ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 愛　知 名古屋大学 45:53.36

2 2 537 大島　涼賀(2) ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｶﾞ 愛　知 名古屋大学 45:54.58

3 5 5979 川添　康平 ｶﾜｿﾞｴ ｺｳﾍｲ 三　重 三重陸協 47:38.14

4 3 757 池田　尚平(3) ｲｹﾀﾞｼｮｳﾍｲ 京　都 京都大学 47:49.81

5 6 0 矢島　朋幸 ﾔｼﾞﾏ　ﾄﾓﾕｷ 茨　城 阿見ＡＣ 49:08.91

6 9 1091 辻本　始 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 奈　良 奈良陸協 59:54.99

7 10 6136 佐々　順一 ｻｻ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 三　重 三重マスターズ 1:01:21.37

1 1057 鈴木　智大(4) ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾋﾛ 愛　知 名古屋大学 DNF

7 0 上野　和雅(3) ｳｴﾉｶｽﾞﾏｻ 神奈川 東京大学 DQ,K2

8 3526 稲吉　悠多 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ 愛　知 至学館クラブ DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 K2:(R230-6(a)）ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰで3名以上が赤カードを出した



一般・高校女子5000mW
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：鈴木　康雄

2月26日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 24 4574 後藤　美咲(2) ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 愛　知 豊明高校 27:06.95

2 23 0 近藤　かえ(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｴ 岐　阜 済美高校 27:22.85

3 29 2781 塚本　帆乃花(1) ﾂｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 愛　知 旭野高校 28:11.28

4 25 4579 近藤　綾音(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 愛　知 豊明高校 29:21.64

5 27 6202 北村　優奈(1) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 愛　知 横須賀高校 29:37.55

6 28 8254 柘植　八重華(1) ﾂｹﾞ ﾔｴｶ 愛　知 安城高校 30:02.25

7 26 501 杉本　杏実(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 愛　知 一宮高校 31:11.97

8 31 4658 石黒　純羽(1) ｲｼｸﾞﾛ ｽﾐﾊ 愛　知 豊明高校 37:17.77

30 7891 杉浦　小雪(2) ｽｷﾞｳﾗ ｺﾕｷ 愛　知 安城東高校 DQ,K2

凡例  DQ:失格 K2:(R230-6(a)）ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰで3名以上が赤カードを出した



一般・高校女子10000mW
審 判 長：伊藤　明久
記録主任：鈴木　康雄

2月26日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 11 771 川勝　裕夏(3) ｶﾜｶﾂ ﾕｳｶ 滋　賀 滋賀大学 55:22.72


