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日付 種目

伊藤　弘大(1) 10.92 神　高希(3) 11.01 嘉陽　涼馬(3) 11.03 杉村　拓哉(3) 11.12 山田　佑輔(1) 11.19 種村　隼介(2) 11.22 水谷　俊貴(2) 11.31 小泉　潤(3) 11.35
愛　知・至学館大 兵　庫・中京大 岐　阜・岐阜経済大 三　重・東海学園大 愛　知・東海学園大 大　阪・岐阜経済大 愛　知・東海学園大 静　岡・中京大
矢橋　寛明(3) 10.79 児島　大樹(4) 10.86 中内　亮太(4) 10.92 山根　大貴(3) 10.93 浦井　崚自(3) 10.95 彦坂　陽平(1) 10.97 佐久間　光平(3) 11.00 窪田　駿(M2) 11.05
岐　阜・中京大 愛　知・中京大 徳　島・中京大 和歌山・岐阜経済大 三　重・中京大 愛　知・中京大 愛　知・東海学園大 静　岡・静岡大
児島　大樹(4) 21.43(-2.9) 藤本　峻介(2) 21.54(-2.9) 川端　魁人(1) 21.60(-2.9) 遠藤　侑汰(3) 21.77(-2.9) 伊藤　弘大(1) 21.87(+0.1) 井上　脩吾(4) 21.91(-1.9) 小田　直弥(3) 22.04(-1.8) 間宮　大介(2) 22.09(-2.4)
愛　知・中京大 岐　阜・岐阜経済大 三　重・中京大 愛　知・中京大 愛　知・至学館大 愛　知・至学館大 岐　阜・岐阜経済大 和歌山・中京大
田中　宏樹(4) 47.84 祖父江　巧(2) 48.14 野村　勇輝(1) 48.38 髙松　知史(3) 48.40 伊藤　壮太(1) 48.45 岡田　直也(3) 48.72 南方　斗喜(2) 49.40 岩永　知樹(2) 49.50
岐　阜・中京大 愛　知・中京大 宮　崎・中京大 和歌山・中京大 愛　知・中京大 愛　知・中京大 和歌山・岐阜経済大 岐　阜・岐阜経済大
矢野　竜佑(2) 1:55.76 久田　淳司(4) 1:57.23 佐藤　亘(2) 1:57.42 深澤　斗希也(M2) 1:57.65 青山　洸気(4) 1:58.04 佐藤　佑(4) 1:58.69 金子　正也(4) 1:58.95 中島　啓輔(3) 1:59.45
三　重・至学館大 愛　知・豊田高専 愛　知・中京大 静　岡・静岡県立大 愛　知・愛知学院大 愛　知・至学館大 静　岡・静岡大 愛　知・中部大
山本　健太(4) 14.38 谷口　祥太郎(3) 14.50 河野　凌太(3) 14.67 矢野　智大(4) 14.69 神谷　健(4) 14.76 岩瀬　累(4) 14.84 政岡　薫(2) 14.94 糸多　悠平(4) 15.06
愛　知・中京大 GR 石　川・中京大 宮　崎・中京大 愛　知・中京大 愛　知・愛知学院大 愛　知・名古屋大 愛　知・中京大 岐　阜・岐阜経済大
大澤　京介(2) 51.43 髙松　知史(3) 52.44 加藤　翔(4) 52.91 吉川　順也(3) 54.64 太田　雅文(3) 54.67 河野　将大(2) 55.11 山﨑　和生(1) 55.18 東　直輝(2) 56.05
愛　知・中京大 GR 和歌山・中京大 静　岡・常葉大 三　重・愛知大 岡　山・中京大 岐　阜・岐阜経済大 高　知・至学館大 三　重・至学館大
東海学園大学 41.21 東海学園大学B 41.98 愛知学院大学 41.98 愛知大学 42.16 常葉大学 42.20 名城大学 42.69 愛知淑徳大学 43.02 大同大学 43.11
佐久間　光平(3) 水谷　俊貴(2) 小島　安滋(1) 永井　大貴(3) 落合　壱星(1) 三摩　恭平(1) 山本　涼太(1) 都築　卓馬(1)
杉村　拓哉(3) 前畑　有輝(1) 谷川　友希(1) 粥川　景梧(2) 西島　亮哉(2) 早川　和輝(2) 山口　淳(2) 鈴木　賢太(3)
野嶋　大晃(3) 西村　一真(3) 長谷川　貴大(2) 林　時生(3) 鈴木　隆斗(3) 高瀬　光太(3) 加藤　貴之(3) 橋本　隆一(2)
山田　魁星(4) 山田　佑輔(1) 深谷　隼斗(2) 高橋　直希(3) 鈴木　遼太(3) 元尾　海渡(2) 中島　寛康(2) 高野　巧(4)
常葉大学 3:20.07 至学館大学 3:21.73 東海学園大学B 3:23.71 名古屋学院大学 3:25.47 岐阜経済大学 3:29.22 南山大学B 3:30.16 名城大学 3:30.79 中部大学 3:31.06
藤井　悠貴(1) 近藤　将崇(3) 佐藤　陸人(2) 加藤　駿(2) 前粟蔵　孝太(1) 吉田　悠人(3) 市川　航大(3) 太田　智基(3)
斉藤　ブルーノ(2) 伊藤　弘大(1) 松久　裕稀(2) 谷口　稀依也(2) 喜多　文弥(4) 片山　陽介(3) 大市　啓矢(2) 中島　啓輔(3)
加藤　翔(4) 舟橋　透志(1) 鈴木　航大(2) 髙栁　育矢(3) 石川　大介(1) 徳江　航己(1) 山守　瑠星(3) 安江　悠真(3)
三輪　徳秀(3) 伊藤　海月(2) 林　佑哉(2) 那須　広基(3) 淺野　友亮(4) 新美　秀悟(1) 阪口　日向(1) 玉木　愛稀洋(1)
水谷　來(3) 2m13 蛭子屋　雄一(3) 2m13 鈴木　雅貴(2) 2m07 太田　智基(3) 2m01 福岡　秀太(1) 2m01 河合　宏哉(2) 2m01
愛　知・中京大 福　岡・中京大 愛　知・至学館大 愛　知・中部大 愛　知・中京大 愛　知・至学館大

向田　椋哉(1) 2m01 中島　由来(1) 2m01
広　島・至学館大 東　京・中京大

戸髙　晋吾(4) 7m63(+2.3) 野本　祐成(2) 7m54(+2.6) 宮崎　琢也(4) 7m51(+1.9) 宇治　和希(4) 7m48(+2.5) 坂本　翔太(4) 7m39(+2.9) 伊藤　裕也(3) 7m31(+2.7) 高橋　来唯(1) 7m26(+3.7) 水谷　來(3) 7m26(+3.0)
宮　崎・岐阜経済大 公認7m34(+1.8) 愛　媛・岐阜経済大 公認7m16(+1.7) 長　野・中京大 香　川・岐阜経済大 公認7m39(+0.7) 愛　知・至学館大 公認7m20(+1.6) 愛　知・名古屋大 公認7m02(+1.2) 神奈川・岐阜経済大 公認7m21(+1.7) 愛　知・中京大 公認7m18(+0.8)

織田　海斗(3) 15m97(+2.9) 加藤　真生(3) 15m60(+2.2) 栄喜　匠海(4) 14m99(+2.2) 原　レノン(1) 14m95(+3.0) 増子　良平(1) 14m86(+2.6) 大枝　巧弥(4) 14m77(+2.4) 伊藤　裕也(3) 14m52(+1.3) 津曲　章太(1) 14m46(+2.1)
京　都・中京大 公認記録なし 静　岡・常葉大 公認記録なし 岐　阜・岐阜経済大 公認14m75(+1.8) 岐　阜・岐阜経済大 公認14m74(+1.6) 長　野・中京大 公認記録なし 岡　山・中京大 公認記録なし 愛　知・名古屋大 愛　知・中京大 公認記録なし

渡部　卓広(4) 14m57 水谷　友治(3) 13m72 山﨑　優太(3) 13m49 戸澤　廣哉(2) 13m46 森澤　航(1) 11m70 太田　黎生(1) 11m29 深谷　侑生(3) 10m73 塩原　雅人(3) 10m10
滋　賀・岐阜経済大 愛　知・岐阜経済大 愛　知・至学館大 愛　知・中京大 愛　知・至学館大 愛　知・至学館大 愛　知・名古屋大 静　岡・東海学園大
永井　宏典(4) 45m82 中井　康二(1) 43m45 伊髙　良介(3) 40m48 山﨑　優太(3) 36m45 中村　圭志(2) 35m13 青井　怜央(2) 34m09 岡田　賢太(3) 33m94 中山　貴登(1) 32m40
岐　阜・岐阜経済大 愛　知・中京大 三　重・岐阜経済大 愛　知・至学館大 愛　知・至学館大 愛　知・至学館大 静　岡・常葉大 愛　知・名古屋学院大
水野　佑哉(3) 70m10 藤垣　諒(4) 67m39 高須賀　稜(4) 66m06 目時　崚(1) 62m64 森　賢太郎(2) 61m90 豊田　将司(1) 61m20 堀内　遥平(2) 61m15 島　吉史(2) 57m70
岐　阜・岐阜経済大 GR 愛　知・至学館大 岐　阜・岐阜経済大 岩　手・中京大 愛　知・名城大 愛　知・東海学園大 愛　媛・中京大 沖　縄・岐阜経済大

8月6日 男子砲丸投(7.260kg)

8月6日 男子円盤投(2.000kg)

8月6日 男子やり投(800g)

8月6日 男子走高跳

8月6日 男子走幅跳

8月6日 男子三段跳

8月6日 男子400mH(0.914m)

8月6日 男子4X100mR

8月6日 男子4X400mR

8月6日 男子400m

8月6日 男子800m

8月6日
男子110mH(1.067m) 

風：-2.3

8位

8月6日
男子100m 
風：-2.7

8月6日
男子100m(2) 

風：-2.3

8月6日 男子200m
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野村　真由(4) 12.80 水野　瑛梨(2) 12.94 中内　彩虹(1) 12.94 伊藤　瑛里(4) 13.06 渡辺　優衣(M1) 13.10 森田　冴香(3) 13.17 菅嶋　悠乃(2) 13.18 志村　和香奈(2) 13.34
愛　知・至学館大 愛　知・至学館大 愛　知・東海学園大 愛　知・東海学園大 静　岡・静岡県立大 愛　知・東海学園大 愛　知・中京大 愛　知・中部大
小山　琴海(4) 12.51 加藤　桃佳(4) 12.65 伊藤　南侑(3) 12.66 臼田　菜々美(1) 12.68 大平　千夏(4) 12.84 掛川　栞(1) 12.85 大町　ゆい(2) 12.98 村上　香菜子(4) 13.05
岩　手・岐阜経済大 愛　知・至学館大 愛　知・東海学園大 愛　知・至学館大 愛　知・東海学園大 愛　知・愛知学院大 愛　知・至学館大 宮　崎・中京大
伊藤　南侑(3) 25.25(-2.8) 安藤　もも(3) 25.42(-1.8) 三田　花苗(4) 25.65(-2.8) 大平　千夏(4) 26.17(-1.3) 菅嶋　悠乃(2) 26.23(-2.8) 森田　冴香(3) 26.34(-1.8) 渡辺　優衣(M1) 26.48(-1.8) 朝日　美帆(3) 26.60(-1.3)
愛　知・東海学園大 広　島・中京大 静　岡・常葉大 愛　知・東海学園大 愛　知・中京大 愛　知・東海学園大 静　岡・静岡県立大 北海道・至学館大
安藤　もも(3) 54.95 佐藤　朋子(3) 56.96 武田　夏美(4) 56.97 大町　ゆい(2) 57.12 藤井　亜子(2) 59.30 森　久留美(4) 1:00.32 河邉　真知子(4) 1:00.38 岸野　友美(4) 1:00.86
広　島・中京大 GR 岐　阜・岐阜経済大 静　岡・常葉大 愛　知・至学館大 広　島・至学館大 静　岡・常葉大 愛　知・椙山女学園大 静　岡・常葉大
長屋　美月(1) 2:17.30 安田　侑紗(1) 2:23.47 北村　愛(1) 2:25.24 山本　郁実(2) 2:26.17 北出　美穂(3) 2:27.08 小笠原　香苗(4) 2:27.55 加藤　美桜子(2) 2:28.84 松永　茉里香(3) 2:29.07
愛　知・中京大 岐　阜・至学館大 広　島・中京大 愛　知・至学館大 愛　知・愛知学院大 愛　知・名古屋市立大 愛　知・愛知大 三　重・至学館大
内山　はるな(3) 15.23 中村　向日葵(1) 15.35 安達　萌乃(1) 15.66 蜷川　真由(1) 15.90 奥野　春菜(4) 17.08 吉田　瑠那(2) 17.83
愛　知・至学館大 沖　縄・岐阜経済大 岐　阜・岐阜経済大 愛　知・東海学園大 三　重・至学館大 岐　阜・東海学園大
長屋　美月(1) 1:00.23 鈴木　杏実(4) 1:05.04 佐々木　萌(1) 1:05.60 島田　菜央(3) 1:06.22 奥野　春菜(4) 1:06.32 山崎　恵里佳(4) 1:07.72 宮本　薫(2) 1:08.78 鈴木　萌(4) 1:08.82
愛　知・中京大 GR 静　岡・常葉大 愛　知・至学館大 三　重・中京大 三　重・至学館大 愛　知・金城学院大 福　井・中京大 愛　知・愛知学院大
愛知学院大学 50.42
鈴木　萌(4)
佐藤　圭那子(2)
掛川　栞(1)
竹下　悠香(2)
常葉大学 3:58.53 至学館大学C 4:02.31 至学館大学B 4:04.15 至学館大学D 4:06.53 至学館大学 4:07.09
武田　夏美(4) 夏目　沙奈(3) 八木　穂乃花(1) 大町　ゆい(2) 臼田　菜々美(1)
岸野　友美(4) 加藤　由樹子(2) 朝日　美帆(3) 西原　琳(2) 藤原　涼花(3)
森　久留美(4) 佐々木　萌(1) 磯村　江里(2) 淺野　紗綺(1) 大蔵　伊織(3)
三田　花苗(4) 奥野　春菜(4) 水野　瑛梨(2) 藤井　亜子(2) 内山　はるな(3)
宗包　麻里菜(4) 1m72 山崎　彩夏(4) 1m66 石原　里紗(3) 1m63 宮下　優(1) 1m63 原　侑子(1) 1m60 横井　ゆな(1) 1m55 干場　愛花(4) 1m50 深澤　花香(4) 1m50
京　都・中京大 静　岡・静岡大 岐　阜・中京大 愛　知・東海学園大 愛　知・至学館大 愛　知・至学館大 愛　知・東海学園大 静　岡・静岡大

楠　英恵(3) 1m50
香　川・至学館大

石原　薫子(4) 6m05(+1.6) 水野　舞音(2) 5m70(+1.6) 白井　真美(3) 5m66(+2.7) 糟谷　友里(1) 5m52(+0.9) 都築　沙季(1) 5m43(+2.2) 平子　侑(1) 5m42(+0.6) 平良　さき(2) 5m39(+1.6) 渡辺　美夏(4) 5m38(+2.3)
愛　知・中京大 GR 静　岡・岐阜経済大 新　潟・中京大 公認5m56(+2.0) 愛　知・中京大 愛　知・至学館大 公認記録なし 静　岡・岐阜経済大 沖　縄・岐阜経済大 岐　阜・岐阜聖徳学大 公認5m30(+1.3)

糟谷　友里(1) 12m62(+2.4) 加藤　綾菜(1) 11m98(+2.7) 梶野　香子(2) 11m71(+2.9) 平良　さき(2) 11m47(+2.0) 梶　涼夏(3) 11m33(+1.7) 川野　伶奈(1) 11m32(+4.9) 都築　沙季(1) 11m15(+4.3) 須賀　千織(2) 11m13(+2.2)
愛　知・中京大 GR 愛　知・椙山女学園大 公認11m80(+2.0) 岐　阜・岐阜経済大 公認11m35(+1.1) 沖　縄・岐阜経済大 徳　島・中京大 宮　崎・岐阜経済大 公認11m21(+1.9) 愛　知・至学館大 公認10m74(+1.6) 愛　知・至学館大 公認記録なし

公認12m42(+1.5)

丸山　夏美(4) 38m08 牧　亜香里(3) 37m89 十河　百(3) 37m43 金井　葵(3) 36m88 鶴井　美里(2) 34m84 堀内　美里(1) 34m67 冨田　瑞海(1) 31m78 手島　萌乃(1) 29m79
愛　知・至学館大 愛　知・中京大 香　川・岐阜経済大 大　阪・中京大 山　口・中京大 三　重・至学館大 香　川・岐阜経済大 愛　知・椙山女学園大
榊原　梨子(1) 44m15 安田　汀(3) 43m27 奥村　夏妃(2) 40m01 山本　樹音(1) 39m14 大坪　恵(2) 35m01 山口　葉菜(1) 31m45 尾関　祐子(1) 28m18 外山　明日夏(1) 27m45
愛　知・至学館大 岐　阜・岐阜経済大 愛　知・至学館大 愛　知・東海学園大 岐　阜・東海学園大 愛　知・愛知淑徳大 愛　知・名古屋学院大 愛　知・中部大

凡例  GR:大会記録

8月6日 女子円盤投(1.000kg)

8月6日 女子やり投(600g)

8月6日 女子走高跳

8月6日 女子走幅跳

8月6日 女子三段跳

8月6日 女子400mH(0.762m)

8月6日 女子4X100mR

8月6日 女子4X400mR

8月6日 女子400m

8月6日 女子800m

8月6日
女子100mH(0.838m) 

風：-3.6

8月6日
女子100m 
風：-4.6

8月6日
女子100m(2) 

風：-3.5

8月6日 女子200m



2017東海学生陸上競技夏季大会 【17650801】 新・タイ記録一覧表
ウェーブスタジアム刈谷 【223130】 出力時刻 2017/08/06 17:11
2017/08/06 ～ 2017/08/06

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 8月6日 大会記録 男 一般 110mH(1.067m) 決　勝 1 1 14.38 -2.3m/s 山本　健太(4) 中京大(学　連　)
2 8月6日 大会記録 男 一般 400mH(0.914m) ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 51.43 大澤　京介(2) 中京大(学　連　)
3 8月6日 大会記録 男 一般 やり投(800g) 決　勝 1 1 70m10 水野　佑哉(3) 岐阜経済大(学　連　)

4 8月6日 大会記録 女 一般 400m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 54.95 安藤　もも(3) 中京大(学　連　)
5 8月6日 大会記録 女 一般 400mH(0.762m) ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 1:00.23 長屋　美月(1) 中京大(学　連　)
6 8月6日 大会記録 女 一般 走幅跳 決　勝 1 1 6m05 +1.6m/s 石原　薫子(4) 中京大(学　連　)
7 8月6日 大会記録 女 一般 三段跳 決　勝 1 1 12m42 +1.5m/s 糟谷　友里(1) 中京大(学　連　)



コンディション情報

大会総務 黒須　雅弘・稲垣　裕 トラック審判長 榊原　茂
跳躍審判長 櫻井　一美 投てき審判長 櫻井　一美

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2017/08/06 09:00 曇 32.0 64.0 南 1.8

10:00 晴 35.5 55.0 南東 1.7
11:00 晴 36.0 53.0 南 1.3
12:00 晴 35.5 51.0 南 2.4
13:00 晴 35.0 50.0 南南東 2.7
14:00 晴 34.5 57.0 南南東 2.4
15:00 晴 33.5 58.0 南 3.9
16:00 晴 33.0 61.0 南 3.5

陸上競技場
陸上競技場
陸上競技場

測定場所
陸上競技場
陸上競技場
陸上競技場
陸上競技場
陸上競技場
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男子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        10.01     桐生　祥秀(東洋大)                    2016
東海学生記録(TUR)       10.27     高橋　周治(愛知医科大)                2016 8月6日 09:30 予　選
大会記録(GR)            10.49     鈴木　祐太(中京大)                    2013 8月6日 14:10 決　勝

予　選　25組0着＋16

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 岐　阜 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 和歌山

1 3 432 矢橋　寛明(3) 中京大 10.59 q 1 7 755 山根　大貴(3) 岐阜経済大 10.85 q
ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛　知 ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 宮　崎

2 6 365 児島　大樹(4) 中京大 10.71 q 2 8 414 内村　颯太(3) 中京大 10.85
ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三　重 ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝ 静　岡

3 1 415 浦井　崚自(3) 中京大 10.71 q 3 3 991 窪田　駿(M2) 静岡大 10.92 q
ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀ 徳　島 ｶﾖｳ ﾘｮｳﾏ 岐　阜

4 5 368 中内　亮太(4) 中京大 10.84 q 4 2 743 嘉陽　涼馬(3) 岐阜経済大 10.98 q
ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 愛　知 ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 三　重

5 8 1056 彦坂　陽平(1) 中京大 10.86 q 5 1 623 杉村　拓哉(3) 東海学園大 11.01 q
ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛　知 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 愛　知

6 4 424 黒木　省悟(3) 中京大 11.03 6 6 184 高木　翔太(4) 愛知教育大 11.17
ﾜｶｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 愛　知

2 474 若杉　俊佑(2) 中京大 DNS 7 4 945 中澤　悠哉(1) 至学館大 11.23
ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾑ 静　岡 ｲｼｲ ｱﾗｼ 静　岡

7 951 小川　拓夢(4) 常葉大 DNS 5 997 石井　嵐(4) 静岡大 DNS

3組 (風:-1.6) 4組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｸﾏ ｺｳﾍｲ 愛　知 ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 静　岡

1 6 620 佐久間　光平(3) 東海学園大 10.85 q 1 8 976 西島　亮哉(2) 常葉大 11.21
ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛　知 ｵｾﾞｷ ﾀｸﾐ 岐　阜

2 2 931 伊藤　弘大(1) 至学館大 10.93 q 2 3 936 尾関　拓実(1) 至学館大 11.25
ｼﾞﾝ ｺｳｷ 兵　庫 ﾏﾂﾊｼ ｻﾈﾄ 岐　阜

3 1 426 神　高希(3) 中京大 11.00 q 3 2 792 松橋　采音斗(2) 岐阜経済大 11.27
ﾀﾈﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 大　阪 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｷ 滋　賀

4 7 782 種村　隼介(2) 岐阜経済大 11.07 q 4 7 781 髙田　裕貴(2) 岐阜経済大 11.35
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛　知 ｻﾉ ﾄﾜ 愛　知

5 8 617 山田　魁星(4) 東海学園大 11.18 5 1 941 佐野　斗和(1) 至学館大 11.61
ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾔ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛　知

6 3 1044 市橋　直也(1) 中京大 11.19 4 374 山本　健太(4) 中京大 DNS
ｱｻﾋ ﾖｼｷ 静　岡 ﾄﾀﾞｶ ｼﾝｺﾞ 宮　崎

4 1021 朝日　喜紀(2) 静岡大 DNS 5 724 戸髙　晋吾(4) 岐阜経済大 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 福　井 ｲﾜｾ ﾙｲ 愛　知

5 32 橋本　太翔(4) 名古屋大 DNS 6 19 岩瀬　累(4) 名古屋大 DNS

5組 (風:-1.6) 6組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾖﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 高　知 ｸﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 富　山

1 1 422 清遠　隆介(3) 中京大 11.20 1 4 423 倉川　鷹斗(3) 中京大 11.14
ﾎﾘﾀ ｱﾕﾑ 福　井 ｵﾁｱｲ ｲｯｾｲ 静　岡

2 7 822 堀田　歩夢(1) 岐阜経済大 11.24 2 3 1263 落合　壱星(1) 常葉大 11.19
ﾀﾁｶﾜ ﾕｳﾀ 岐　阜 ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 高　知

3 6 316 立川　裕太(3) 至学館大 11.26 3 1 419 岡村　幸哉(3) 中京大 11.22
ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 静　岡 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 福　井

4 2 626 野嶋　大晃(3) 東海学園大 11.29 4 8 155 永井　大貴(3) 愛知大 11.38
ｻｸﾗｷﾞ ﾘｭｳｺﾞ 静　岡 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 愛　知

5 3 1018 桜木　隆吾(2) 静岡大 11.41 5 7 1039 鈴木　賢太(3) 大同大 11.42
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾅﾘ 愛　知 ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ 愛　知

6 5 614 小笠原　朝成(4) 東海学園大 12.45 6 5 6 河辺　悦太郎(M1) 名古屋大 11.50
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ 愛　知 ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

4 537 中島　祐市(3) 名古屋市立大 DNS 7 2 1303 岩本　恭平(1) 名古屋学院大 11.54
ｸﾛﾀﾞ ﾚｵ 愛　知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛　知

8 335 黒田　玲央(2) 至学館大 DNS 6 33 長谷川　有希(4) 名古屋大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        10.01     桐生　祥秀(東洋大)                    2016
東海学生記録(TUR)       10.27     高橋　周治(愛知医科大)                2016 8月6日 09:30 予　選
大会記録(GR)            10.49     鈴木　祐太(中京大)                    2013 8月6日 14:10 決　勝

予　選　25組0着＋16

7組 (風:-0.8) 8組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 愛　知 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 愛　知

1 7 645 水谷　俊貴(2) 東海学園大 11.06 q 1 1 1042 橋本　隆一(2) 大同大 11.32
ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 静　岡 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛　知

2 4 425 小泉　潤(3) 中京大 11.13 q 2 6 592 伊藤　優希(3) 名城大 11.39
ﾏﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山 ﾃﾗｼﾏ ｺｳﾀ 愛　知

3 6 472 間宮　大介(2) 中京大 11.15 3 5 430 寺島　航汰(3) 中京大 11.43
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 愛　知 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛　知

4 5 308 池田　悠城(3) 至学館大 11.21 4 8 594 早川　和輝(2) 名城大 11.49
ｱﾗｷ ｶｲﾄ 大　阪 ｱｻｲ ｼｭﾝ 愛　知

5 3 733 荒木　海人(3) 岐阜経済大 11.23 5 3 287 浅井　駿(4) 至学館大 11.52
ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ 愛　知

6 1 317 立山　雄大(3) 至学館大 11.24 6 2 111 中島　豪(3) 愛知学院大 11.71
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ 福　島 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 静　岡

7 2 458 五十嵐　雅記(2) 中京大 11.26 7 7 973 鈴木　健生(2) 常葉大 11.81
ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾔ 愛　知 ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 静　岡

8 8 1160 榎本　智哉(1) 至学館大 11.43 4 68 伊ヶ崎　一哉(2) 名古屋大 DNS

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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 愛　知

1 5 613 大橋　永(4) 東海学園大 11.19 1 5 943 鈴木　良太(1) 至学館大 11.16
ﾃｲｼ ﾏｻﾄ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 静　岡

2 3 31 手石　雅人(4) 名古屋大 11.38 2 8 966 鈴木　隆斗(3) 常葉大 11.22
ｺｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞ 愛　知 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛　知

3 6 131 小島　安滋(1) 愛知学院大 11.38 3 4 616 遠山　慎一郎(4) 東海学園大 11.23
ｵｵﾐ ﾕｳｷ 愛　知 ﾜｸｲ ﾘｮｳｼﾞ 新　潟

4 7 935 大参　祐輝(1) 至学館大 11.39 4 3 475 和久井　亮二(2) 中京大 11.35
ﾄﾓｿﾞｴ ﾕｳﾔ 愛　知 ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 愛　知

5 1 830 友添　佑哉(3) 岐阜聖徳学大 11.41 5 2 56 角屋　喜基(3) 名古屋大 11.35
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 静　岡 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 愛　知

6 4 1003 中嶋　　陸(4) 静岡大 11.63 6 1 625 西村　一真(3) 東海学園大 11.37
ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 愛　知 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ 愛　知

7 2 502 岡田　渓冴(5) 豊田高専 11.74 7 6 1304 中山　嘉基(1) 名古屋学院大 11.47
ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 宮　崎 ﾑｶｲ ﾀｸﾔ 広　島

8 420 河野　凌太(3) 中京大 DNS 7 304 向井　拓也(4) 至学館大 DNS

11組 (風:-2.5) 12組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知 ﾓﾘ ﾐﾂｷ 愛　知

1 2 1290 山田　佑輔(1) 東海学園大 11.07 q 1 3 546 森　光輝(4) 南山大 11.23
ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ 愛　知 ｿｶﾞ ﾂｶｻ 愛　知

2 1 1286 前畑　有輝(1) 東海学園大 11.37 2 6 1491 曽我　司(1) 名城大 11.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 愛　知 ﾓﾄｵ ｶｲﾄ 愛　知

3 5 1330 山本　涼太(1) 愛知淑徳大 11.55 3 8 601 元尾　海渡(2) 名城大 11.63
ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｽｹ 福　井 ﾖｼｶﾜ ｾｲﾔ 三　重

4 6 818 藤澤　陽介(1) 岐阜経済大 11.59 4 5 139 吉川　晴也(3) 愛知大 11.71
ﾀｶｾ ｺｳﾀ 愛　知 ｻｲｺﾞｳ ｹｲｽｹ 静　岡

5 8 584 高瀬　光太(3) 名城大 11.60 5 7 1524 西郷　慶亮(1) 静岡大 11.74
ｶｲｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ 岐　阜

6 3 1425 海江田　拓馬(1) 名古屋市立大 11.73 6 4 357 中島　一将(4) 中京大 11.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 愛　知 ﾉｽﾞｴ ﾖｼﾅﾘ 愛　知

4 435 渡邊　麻仁(3) 中京大 DNS 1 555 野末　佳成(3) 南山大 DNS
ｻｶﾖﾘ ﾅｵﾔ 愛　知 ﾂｼﾞｵ ﾅｵﾌﾐ 福　井

7 83 酒寄　直哉(2) 名古屋大 DNS 2 318 辻尾　直史(3) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        10.01     桐生　祥秀(東洋大)                    2016
東海学生記録(TUR)       10.27     高橋　周治(愛知医科大)                2016 8月6日 09:30 予　選
大会記録(GR)            10.49     鈴木　祐太(中京大)                    2013 8月6日 14:10 決　勝

予　選　25組0着＋16

13組 (風:+0.8) 14組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 愛　知 ｲﾇｲ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

1 1 103 吉田　遥樹(3) 愛知学院大 11.36 1 3 607 乾　勝悟(3) 日本福祉大 11.39
ｸｽﾐ ｶｽﾞｼ 愛　知 ｵﾄｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 三　重

2 3 600 楠見　和志(2) 名城大 11.40 2 5 1069 音泉　翔哉(4) 中部大 11.40
ｲｿﾞｴ ｱｷﾉﾘ 愛　知 ｺｳｹﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 岐　阜

3 5 359 井添　晶文(4) 中京大 11.45 3 6 313 纐纈　健太郎(3) 至学館大 11.48
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 愛　知 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 愛　知

4 7 640 田中　雄也(2) 東海学園大 11.47 4 1 292 桂川　晃一(4) 至学館大 11.76
ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 愛　知 ﾀｲﾗ ﾅｵｷ 三　重

5 4 346 西村　望(2) 至学館大 11.56 5 4 136 泰羅　直輝(3) 愛知大 11.82
ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 愛　知 ｶﾜﾌｼﾞ ﾀｲｷ 愛　知

6 6 556 加藤　寛隆(3) 南山大 11.63 6 8 134 川藤　汰貴(3) 愛知大 11.88
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ 静　岡 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 三　重

7 8 1036 安藤　駿汰(2) 静岡大 11.79 7 7 1261 山本　有人(1) 至学館大 11.98
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 愛　知 ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 沖　縄

2 1340 佐藤　大悟(1) 愛知大 DNS 2 769 川田　純平(2) 岐阜経済大 DNS

15組 (風:-1.8) 16組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾝﾏ ｷｮｳﾍｲ 岐　阜 ﾔｽｴ ﾕｳﾏ 岐　阜

1 2 604 三摩　恭平(1) 名城大 11.59 1 2 1074 安江　悠真(3) 中部大 11.77
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 愛　知 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 愛　知

2 8 1076 中島　啓輔(3) 中部大 11.67 2 6 641 中村　圭佑(2) 東海学園大 11.81
ﾄﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 愛　知

3 3 94 外山　雄大(4) 愛知学院大 11.74 3 1 633 遠藤　光(2) 東海学園大 11.81
ﾄｷ ﾕｳﾀ 愛　知 ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 愛　知

4 7 320 土岐　優太(3) 至学館大 11.84 4 5 459 井出　拓見(2) 中京大 11.83
ﾔﾏｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛　知 ｷﾝｼﾀ ｼﾝｲﾁ 愛　知

5 5 618 山内　翼(4) 東海学園大 11.85 5 8 1373 木下　真一(1) 中部大 11.84
ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 愛　知 ｶｼﾞ ﾅｵｷ 愛　知

6 6 1163 太田　智基(3) 中部大 11.96 6 7 1329 梶　直樹(1) 愛知淑徳大 12.08
ﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ 愛　知 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 静　岡

1 112 野原　颯人(3) 愛知学院大 DNS 3 428 竹田　京輔(3) 中京大 DNS
ﾊﾔｼ ﾃｯｾｲ 愛　知 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 静　岡

4 1075 林　哲生(3) 中部大 DNS 4 1028 安田　壮太(2) 静岡大 DNS

17組 (風:+0.2) 18組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 愛　知 ｲﾉｳ ﾋﾛﾌﾐ 愛　知

1 5 1072 下林　裕貴(4) 中部大 11.54 1 4 1255 稲生　裕文(1) 至学館大 11.59
ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 三　重 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 愛　知

2 8 295 加藤　大生(4) 至学館大 11.56 2 7 663 伊東　和輝(3) 愛知県立大 11.72
ｶﾆ ﾀｲｼﾝ 岐　阜 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｽｹ 愛　知

3 1 1356 可児　泰新(1) 至学館大 11.57 3 3 160 堀内　雄介(3) 愛知大 11.73
ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 岐　阜 ｸﾜﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 愛　知

4 3 1178 伊藤　優(1) 愛知学院大 11.73 4 1 193 桑原　元(3) 愛知教育大 11.76
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 愛　知 ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜

5 4 629 宮川　新(3) 東海学園大 11.74 5 2 664 柴田　峻祐(2) 愛知県立大 11.85
ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 愛　知 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 愛　知

6 7 72 伊藤　駿一郎(2) 名古屋大 11.75 5 578 藤井　直希(3) 名城大 DNS
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛　知 ｵｶﾓﾄ ﾁｶﾔ 大　阪

7 6 636 佐藤　広幸(2) 東海学園大 11.82 6 768 岡本　周弥(2) 岐阜経済大 DNS
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛　知 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾜﾀﾙ 静　岡

2 1096 小川　浩平(4) 名古屋学院大 DNS 8 978 南園　航(2) 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        10.01     桐生　祥秀(東洋大)                    2016
東海学生記録(TUR)       10.27     高橋　周治(愛知医科大)                2016 8月6日 09:30 予　選
大会記録(GR)            10.49     鈴木　祐太(中京大)                    2013 8月6日 14:10 決　勝

予　選　25組0着＋16

19組 (風:-2.2) 20組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 静　岡 ﾆﾜ ｼｮｳﾔ 愛　知

1 8 329 伊藤　海月(2) 至学館大 11.77 1 6 1068 丹羽　祥也(M1) 中部大 11.24
ﾐﾈﾑﾗ ｱﾂｷ 静　岡 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ 愛　知

2 7 979 峯邑　淳生(2) 常葉大 11.98 2 3 1297 松本　知樹(1) 日本福祉大 11.81
ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 岐　阜 ｸｻｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　知

3 3 1177 林　利紀(1) 愛知学院大 12.07 3 8 1374 草崎　総一朗(1) 中部大 12.17
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 愛　知 ｵｵﾜｷ ﾏｻｼ 愛　知

4 2 1412 水野　佑亮(1) 南山大 12.08 4 1 516 大脇　将史(3) 名古屋工業大 12.21
ﾄｸﾋﾛ ｹﾝｼﾞ 愛　知 ｵｶﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 三　重

5 4 610 徳廣　賢司(2) 日本福祉大 12.10 5 7 118 岡本　一純(2) 愛知学院大 12.55
ｶﾐﾔ ｺｳｽｹ 愛　知 ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 富　山

6 6 570 神谷　幸佑(4) 名城大 12.17 6 4 741 金田　綾大(3) 岐阜経済大 12.59
ﾄﾘｲ ﾘｮｳﾍｲ 愛　知 ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｷ 愛　知

7 5 560 鳥井　量平(2) 南山大 12.22 2 666 小見山　大幹(3) 愛知県立大 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 愛　知 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 愛　知

1 508 中村　瑛(M1) 名古屋工業大 DNS 5 1465 中西　悠介(2) 岐阜聖徳学大 DNS

21組 (風:0.0) 22組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 愛　知 ﾊｾ ｶｽﾞｷ 愛　知

1 2 517 長谷川　孝輔(3) 名古屋工業大 11.41 1 1 522 長谷　一輝(2) 名古屋工業大 12.19
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 愛　知 ｸﾉ ｼﾝﾔ 愛　知

2 5 575 後藤　祐貴(3) 名城大 11.74 2 4 150 久野　眞弥(2) 愛知大 12.36
ｺﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛　知 ﾆｲﾐ ｼｭｳｺﾞ 愛　知

3 6 1097 小西　隆之介(4) 名古屋学院大 11.80 3 5 1411 新美　秀悟(1) 南山大 12.43
ｳｶｲ ｺｳｲﾁ 静　岡 ﾓﾘｼｹﾞ ｶｽﾞﾏ 愛　知

4 8 1107 鵜飼　孝一(2) 名古屋学院大 11.93 4 3 611 森重　一真(2) 日本福祉大 12.61
ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 愛　知 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾊﾞ 三　重

5 3 1447 中河　正登(1) 愛知大 12.00 2 321 中村　郁羽(3) 至学館大 DNS
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 愛　知 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 愛　知

6 4 1376 林　拓実(1) 中部大 12.12 6 41 山下　拓也(4) 名古屋大 DNS
ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 岐　阜 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 鹿児島

7 7 296 加藤　拓哉(4) 至学館大 12.33 7 362 川畑　慎吾(4) 中京大 DNS

23組 (風:-2.7) 24組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 三　重 ﾀﾅｶ ﾘﾋﾄ 愛　知

1 8 1164 大原　龍太(4) 東海学園大 11.76 1 2 1307 田中　理人(1) 名古屋工業大 11.27
ｲﾅﾌｸ ﾃﾝﾏ 愛　知 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾉﾘ 愛　知

2 5 562 稲福　天馬(2) 南山大 11.88 2 6 1418 井上　茂乗(M1) 名古屋工業大 11.78
ﾊﾞﾝﾉ ｸﾆｱｷ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾐｷｵ 愛　知

3 3 141 坂野　邦晃(3) 愛知大 12.03 3 3 1407 田中　樹生(1) 南山大 12.05
ｶｻｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 静　岡 ﾊｷﾞﾉ ﾄﾓﾋｻ 愛　知

4 7 524 笠井　謙一朗(2) 名古屋工業大 12.10 4 4 149 萩野　智久(2) 愛知大 12.09
ｱｵｷ ﾀｸﾛｳ 愛　知 ﾂﾂﾞｷ ﾀｸﾏ 愛　知

5 6 1328 青木　琢郎(1) 愛知淑徳大 12.51 5 8 1448 都築　卓馬(1) 大同大 12.19
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｷ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾏ 愛　知

6 2 500 渡邉　嵩貴(2) 中京大 12.56 6 5 1327 水野　佑馬(1) 愛知淑徳大 13.22
ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛　知 ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 広　島

7 4 1254 石田　瑞樹(1) 至学館大 14.59 7 336 坂本　幸輝(2) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        10.01     桐生　祥秀(東洋大)                    2016
東海学生記録(TUR)       10.27     高橋　周治(愛知医科大)                2016 8月6日 09:30 予　選
大会記録(GR)            10.49     鈴木　祐太(中京大)                    2013 8月6日 14:10 決　勝

予　選　25組0着＋16

25組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 愛　知

1 6 1480 平井　悠喜(1) 名古屋工業大 11.60
ﾋﾛﾀ ｶﾝﾀﾞｲ 愛　知

2 2 1456 廣田　幹大(1) 愛知大 11.80
ﾓﾘｵｶ ﾀｶﾌﾐ 愛　知

3 3 1420 森岡　隆文(1) 名古屋工業大 11.81
ﾀﾏｷ ｱｷﾋﾛ 愛　知

4 5 1293 玉木　愛稀洋(1) 中部大 12.04
ｲﾄｳ ﾏｻｷ 岐　阜

5 7 703 伊藤　雅樹(4) 岐阜経済大 12.10
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 愛　知

6 4 166 田中　康介(2) 愛知大 12.56
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 愛　知

1 1541 小林　雅輝(1) 大同大 DNS

決　勝　2組

1組 (風:-2.7) 2組 (風:-2.3)

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
ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛　知 ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 岐　阜

1 4 931 伊藤　弘大(1) 至学館大 10.92 1 3 432 矢橋　寛明(3) 中京大 10.79
ｼﾞﾝ ｺｳｷ 兵　庫 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛　知

2 6 426 神　高希(3) 中京大 11.01 2 6 365 児島　大樹(4) 中京大 10.86
ｶﾖｳ ﾘｮｳﾏ 岐　阜 ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀ 徳　島

3 5 743 嘉陽　涼馬(3) 岐阜経済大 11.03 3 5 368 中内　亮太(4) 中京大 10.92
ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 三　重 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 和歌山

4 3 623 杉村　拓哉(3) 東海学園大 11.12 4 7 755 山根　大貴(3) 岐阜経済大 10.93
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知 ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三　重

5 8 1290 山田　佑輔(1) 東海学園大 11.19 5 4 415 浦井　崚自(3) 中京大 10.95
ﾀﾈﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 大　阪 ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 愛　知

6 2 782 種村　隼介(2) 岐阜経済大 11.22 6 1 1056 彦坂　陽平(1) 中京大 10.97
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 愛　知 ｻｸﾏ ｺｳﾍｲ 愛　知

7 7 645 水谷　俊貴(2) 東海学園大 11.31 7 8 620 佐久間　光平(3) 東海学園大 11.00
ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 静　岡 ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝ 静　岡

8 1 425 小泉　潤(3) 中京大 11.35 8 2 991 窪田　駿(M2) 静岡大 11.05

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        20.21     飯塚　翔太(中央大)                    2013
東海学生記録(TUR)       20.69     寺田　健人(中京大)                    2014
大会記録(GR)            21.14     平田　勝己(中京大)                    2016 8月6日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

1組 (風:-2.9) 2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
ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛　知 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛　知

1 4 365 児島　大樹(4) 中京大 21.43 1 5 931 伊藤　弘大(1) 至学館大 21.87
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜 ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾔ 愛　知

2 5 789 藤本　峻介(2) 岐阜経済大 21.54 2 4 1044 市橋　直也(1) 中京大 22.24
ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 三　重 ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛　知

3 6 1046 川端　魁人(1) 中京大 21.60 3 2 465 祖父江　巧(2) 中京大 22.27
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛　知 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 岐　阜

4 3 416 遠藤　侑汰(3) 中京大 21.77 4 1 764 岩永　知樹(2) 岐阜経済大 22.36
ﾜｶｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛　知

1 474 若杉　俊佑(2) 中京大 DNS 5 8 632 若山　弘幸(3) 東海学園大 23.10
ｻｶｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 静　岡 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛　知

2 1005 坂﨑　功太郎(4) 静岡大 DNS 3 33 長谷川　有希(4) 名古屋大 DNS
ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 和歌山 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 愛　知

7 755 山根　大貴(3) 岐阜経済大 DNS 6 617 山田　魁星(4) 東海学園大 DNS
ｸﾛﾀﾞ ﾚｵ 愛　知 ｳﾁﾑﾗ ｿｳﾀ 宮　崎

8 335 黒田　玲央(2) 至学館大 DNS 7 414 内村　颯太(3) 中京大 DNS

3組 (風:-2.4) 4組 (風:-2.1)

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
ﾏﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山 ｵｵﾊｼ ﾊﾙｶ 愛　知

1 4 472 間宮　大介(2) 中京大 22.09 1 3 613 大橋　永(4) 東海学園大 22.74
ｼﾞﾝ ｺｳｷ 兵　庫 ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ 愛　知

2 6 426 神　高希(3) 中京大 22.11 2 4 120 西尾　勇祐(2) 愛知学院大 22.91
ｱﾗｷ ｶｲﾄ 大　阪 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 愛　知

3 7 733 荒木　海人(3) 岐阜経済大 22.28 3 1 308 池田　悠城(3) 至学館大 23.07
ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 静　岡 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ 愛　知

4 5 976 西島　亮哉(2) 常葉大 22.42 4 8 129 谷川　友希(1) 愛知学院大 23.09
ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛　知 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 静　岡

5 1 594 早川　和輝(2) 名城大 22.79 5 6 1003 中嶋　　陸(4) 静岡大 23.57
ｷﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 愛　知 ｶﾜﾍﾞ ｴﾂﾀﾛｳ 愛　知

2 312 木寺　尊行(3) 至学館大 DNS 6 7 6 河辺　悦太郎(M1) 名古屋大 23.65
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛　知 ﾑｶｲ ﾀｸﾔ 広　島

3 592 伊藤　優希(3) 名城大 DNS 2 304 向井　拓也(4) 至学館大 DNS
ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 和歌山 ｲｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 静　岡

8 433 山﨑　巧巳(3) 中京大 DNS 5 68 伊ヶ崎　一哉(2) 名古屋大 DNS

5組 (風:-2.0) 6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
ｲｼﾉ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐　阜

1 7 735 石野　竜成(3) 岐阜経済大 22.48 1 3 740 小田　直弥(3) 岐阜経済大 22.04
ﾌｶﾔ ﾊﾔﾄ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 静　岡

2 5 126 深谷　隼斗(2) 愛知学院大 22.56 2 7 966 鈴木　隆斗(3) 常葉大 22.22
ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 愛　知

3 2 317 立山　雄大(3) 至学館大 22.80 3 5 1042 橋本　隆一(2) 大同大 22.59
ｵﾁｱｲ ｲｯｾｲ 静　岡 ﾓﾘ ﾐﾂｷ 愛　知

4 3 1263 落合　壱星(1) 常葉大 22.87 4 1 546 森　光輝(4) 南山大 22.73
ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 愛　知 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛　知

5 4 538 森　大和(2) 名古屋市立大 23.11 5 8 616 遠山　慎一郎(4) 東海学園大 22.85
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 静　岡

6 8 1303 岩本　恭平(1) 名古屋学院大 23.24 6 6 985 永田　淳也(4) 静岡県立大 22.86
ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 愛　知 ｲﾅﾌｸ ﾋｶﾙ 岐　阜

7 6 502 岡田　渓冴(5) 豊田高専 23.46 7 2 831 稲福　煕(2) 岐阜聖徳学大 22.94
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 愛　知 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 静　岡

1 1039 鈴木　賢太(3) 大同大 DNS 4 973 鈴木　健生(2) 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        20.21     飯塚　翔太(中央大)                    2013
東海学生記録(TUR)       20.69     寺田　健人(中京大)                    2014
大会記録(GR)            21.14     平田　勝己(中京大)                    2016 8月6日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

7組 (風:-2.0) 8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
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 愛　知 ﾀｶｾ ｺｳﾀ 愛　知

1 1 645 水谷　俊貴(2) 東海学園大 22.89 1 8 584 高瀬　光太(3) 名城大 22.82
ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 愛　知 ｿｶﾞ ﾂｶｻ 愛　知

2 6 625 西村　一真(3) 東海学園大 23.40 2 6 1491 曽我　司(1) 名城大 22.87
ｶﾜｲ ｶﾝｼﾞ 愛　知 ｴﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 新　潟

3 5 122 河合　完治(2) 愛知学院大 23.81 3 2 766 江村　翼(2) 岐阜経済大 22.99
ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ 愛　知 ｲﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛　知

4 3 98 松岡　亮汰(4) 愛知学院大 23.84 4 4 581 今枝　慎一郎(3) 名城大 23.35
ﾉｽﾞｴ ﾖｼﾅﾘ 愛　知 ﾔｽｴ ﾕｳﾏ 岐　阜

5 4 555 野末　佳成(3) 南山大 23.99 5 3 1074 安江　悠真(3) 中部大 23.55
ﾂｼﾞｵ ﾅｵﾌﾐ 福　井 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

2 318 辻尾　直史(3) 至学館大 DNS 6 5 618 山内　翼(4) 東海学園大 23.58
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ 岐　阜 ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ 愛　知

7 357 中島　一将(4) 中京大 DNS 7 1 1433 沖島　祐輝(1) 名古屋大 23.80
ﾊﾔｼ ﾃｯｾｲ 愛　知 ﾖｺﾀ ｱｷｵ 静　岡

8 1075 林　哲生(3) 中部大 DNS 7 982 横田　明夫(2) 常葉大 DNS

9組 (風:-1.9) 10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
ｵﾄｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 三　重 ﾆﾜ ｼｮｳﾔ 愛　知

1 5 1069 音泉　翔哉(4) 中部大 23.05 1 3 1068 丹羽　祥也(M1) 中部大 22.41
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 愛　知 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 静　岡

2 4 640 田中　雄也(2) 東海学園大 23.32 2 4 1104 髙栁　育矢(3) 名古屋学院大 23.09
ﾄﾓｿﾞｴ ﾕｳﾔ 愛　知 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 愛　知

3 1 830 友添　佑哉(3) 岐阜聖徳学大 23.37 3 2 641 中村　圭佑(2) 東海学園大 23.24
ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 愛　知 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 三　重

4 3 346 西村　望(2) 至学館大 23.47 4 1 295 加藤　大生(4) 至学館大 23.39
ｺｳｹﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 岐　阜 ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 愛　知

5 6 313 纐纈　健太郎(3) 至学館大 23.61 5 5 1422 香川　隼也(1) 名古屋市立大 23.56
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ 静　岡 ｺｼﾉ ﾏｻｼ 愛　知

6 7 1036 安藤　駿汰(2) 静岡大 23.78 6 6 551 越野　将志(3) 南山大 23.77
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛　知 ﾖｺｵ ﾀｹﾙ 愛　知

7 8 110 北村　弘晃(3) 愛知学院大 24.08 7 7 631 横尾　武尊(3) 東海学園大 24.13
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 愛　知 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 静　岡

2 629 宮川　新(3) 東海学園大 DNS 8 1028 安田　壮太(2) 静岡大 DNS

11組 (風:-1.0) 12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
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 愛　知 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 三　重

1 1 517 長谷川　孝輔(3) 名古屋工業大 22.93 1 5 100 野口　皓平(4) 愛知学院大 22.87
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 静　岡 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 静　岡

2 7 1260 山﨑　拓武(1) 至学館大 23.53 2 8 559 川口　稜太(2) 南山大 23.71
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 愛　知 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 岐　阜

3 6 646 村松　悠斗(2) 東海学園大 23.57 3 7 1178 伊藤　優(1) 愛知学院大 24.55
ｸﾜﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 愛　知

4 4 193 桑原　元(3) 愛知教育大 23.65 4 3 1376 林　拓実(1) 中部大 24.63
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 愛　知 ｵｶｻﾞﾜ ﾘｸ 静　岡

5 5 633 遠藤　光(2) 東海学園大 23.75 5 4 961 岡澤　理久(3) 常葉大 26.22
ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛　知 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛　知

6 3 636 佐藤　広幸(2) 東海学園大 23.92 2 1290 山田　佑輔(1) 東海学園大
ｸｻｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛　知 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 愛　知

7 2 1374 草崎　総一朗(1) 中部大 24.54 1 508 中村　瑛(M1) 名古屋工業大 DNS
ｷﾝｼﾀ ｼﾝｲﾁ 愛　知 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾜﾀﾙ 静　岡

8 1373 木下　真一(1) 中部大 DNS 6 978 南園　航(2) 常葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        20.21     飯塚　翔太(中央大)                    2013
東海学生記録(TUR)       20.69     寺田　健人(中京大)                    2014
大会記録(GR)            21.14     平田　勝己(中京大)                    2016 8月6日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14組

13組 (風:-1.0) 14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
ｵｵｽｷﾞ ｷｮｳﾍｲ 愛　知 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｺﾞ 愛　知

1 6 164 大杉　享平(2) 愛知大 22.62 1 4 291 井上　脩吾(4) 至学館大 21.91
ﾐｷ ﾖｳｽｹ 愛　知 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ 福　島

2 3 1332 三木　洋介(4) 愛知大 23.02 2 6 458 五十嵐　雅記(2) 中京大 22.62
ﾄｳﾏﾂ ｹﾝﾔ 三　重 ﾓﾄｵ ｶｲﾄ 愛　知

3 4 1284 東松　賢也(1) 東海学園大 23.23 3 2 601 元尾　海渡(2) 名城大 23.05
ﾄｷ ﾕｳﾀ 愛　知 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 愛　知

4 2 320 土岐　優太(3) 至学館大 23.81 4 5 1111 加藤　駿(2) 名古屋学院大 24.00
ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾉﾘ 愛　知 ｳｶｲ ｺｳｲﾁ 静　岡

5 1 1418 井上　茂乗(M1) 名古屋工業大 24.33 5 7 1107 鵜飼　孝一(2) 名古屋学院大 24.12
ﾌｶﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 岐　阜 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 三　重

6 7 1227 深松　佳範(1) 岐阜大 24.42 3 634 加藤　晶大(2) 東海学園大 DNS
ﾏﾂﾊｼ ｻﾈﾄ 岐　阜 ｵｵﾐ ﾕｳｷ 愛　知

5 792 松橋　采音斗(2) 岐阜経済大 DNS 8 935 大参　祐輝(1) 至学館大 DNS
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 愛　知

8 1096 小川　浩平(4) 名古屋学院大 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

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛　知

1 365 児島　大樹(4) 中京大 21.43 -2.9
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜

2 789 藤本　峻介(2) 岐阜経済大 21.54 -2.9
ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 三　重

3 1046 川端　魁人(1) 中京大 21.60 -2.9
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛　知

4 416 遠藤　侑汰(3) 中京大 21.77 -2.9
ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛　知

5 931 伊藤　弘大(1) 至学館大 21.87 +0.1
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｺﾞ 愛　知

6 291 井上　脩吾(4) 至学館大 21.91 -1.9
ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐　阜

7 740 小田　直弥(3) 岐阜経済大 22.04 -1.8
ﾏﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山

8 472 間宮　大介(2) 中京大 22.09 -2.4

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        45.03     山村　貴彦(日本大)                    2000
東海学生記録(TUR)       45.81     中野　弘幸(愛知教育大)                2012
大会記録(GR)            47.15     田中  宏樹(中京大)                    2016 8月6日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐　阜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 岐　阜

1 6 367 田中　宏樹(4) 中京大 47.84 1 6 315 近藤　将崇(3) 至学館大 50.11
ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛　知 ﾐﾜ ﾉﾘﾋﾃﾞ 静　岡

2 5 465 祖父江　巧(2) 中京大 48.14 2 5 969 三輪　徳秀(3) 常葉大 50.47
ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮　崎 ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ 愛　知

3 3 1051 野村　勇輝(1) 中京大 48.38 3 8 1258 舟橋　透志(1) 至学館大 50.53
ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 静　岡

4 4 427 髙松　知史(3) 中京大 48.40 4 1 329 伊藤　海月(2) 至学館大 50.68
ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛　知 ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 愛　知

5 7 1057 伊藤　壮太(1) 中京大 48.45 5 7 538 森　大和(2) 名古屋市立大 51.09
ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛　知 ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｼﾔｽ 高　知

6 8 418 岡田　直也(3) 中京大 48.72 6 3 747 谷崎　吉泰(3) 岐阜経済大 52.08
ｳｶｲ ｺｳﾀﾞｲ 愛　知 ｷﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 愛　知

1 579 鵜飼　浩大(3) 名城大 DNS 7 2 312 木寺　尊行(3) 至学館大 52.98
ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｶｷ 愛　知 ｶｼﾜｷﾞ ﾐﾂﾋｺ 岐　阜

2 125 櫻本　貴己(2) 愛知学院大 DNS 8 4 331 柏木　光彦(2) 至学館大 57.59

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

ｲﾜﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 岐　阜 ﾐﾅｶﾀ ﾄｷ 和歌山

1 3 764 岩永　知樹(2) 岐阜経済大 49.50 1 4 795 南方　斗喜(2) 岐阜経済大 49.40
ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 三　重 ﾐﾈﾑﾗ ｱﾂｷ 静　岡

2 2 637 佐藤　陸人(2) 東海学園大 49.97 2 1 979 峯邑　淳生(2) 常葉大 51.07
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 岐　阜 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 岐　阜

3 5 717 坂口　潤(4) 岐阜経済大 50.49 3 7 762 石﨑　秀幸(2) 岐阜経済大 51.14
ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ 愛　知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾂｸﾞ 愛　知

4 7 644 松久　裕稀(2) 東海学園大 50.88 4 6 1357 近藤　大嗣(1) 至学館大 51.47
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知 ﾔｽｴ ﾕｳﾏ 岐　阜

5 6 85 新海　涼司(2) 名古屋大 51.33 5 5 1074 安江　悠真(3) 中部大 51.95
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾀ 沖　縄 ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ 愛　知

6 8 1159 山内　佑太(1) 岐阜経済大 51.66 6 3 96 青山　洸気(4) 愛知学院大 52.01
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｵｻﾑ 岐　阜 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 愛　知

7 1 793 松原　修(2) 岐阜経済大 51.97 7 2 646 村松　悠斗(2) 東海学園大 52.49
ｺﾀﾞﾏ ｲｷ 鹿児島 ﾄｸｴ ｺｳｷ 愛　知

4 1049 児玉　粹(1) 中京大 DNS 8 8 1408 徳江　航己(1) 南山大 53.12

5組 6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

ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 三　重 ｲﾁｶﾜ ｲﾂﾞｷ 静　岡

1 5 347 東　直輝(2) 至学館大 50.94 1 5 960 市川　稜基(3) 常葉大 50.72
ｱｻｲ ﾘｮｳ 愛　知 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 愛　知

2 4 1528 朝井　瞭(3) 名古屋市立大 51.01 2 8 1379 福田　敦大(1) 東海学園大 52.89
ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 広　島 ﾅﾐｻﾞｷ ｼｭﾝ 愛　知

3 3 949 依田　祥吾(1) 至学館大 51.13 3 2 108 浪崎　駿(3) 愛知学院大 53.63
ﾉﾑﾗ ﾀｶｷ 愛　知 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 岐　阜

4 1 1308 野村　昂生(1) 名古屋工業大 51.17 4 4 1339 青山　尚生(1) 愛知大 53.73
ﾀﾅﾊｼ ﾘｸ 岐　阜 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 愛　知

5 2 812 棚橋　陸(1) 岐阜経済大 51.43 5 7 102 太田　敦(3) 愛知学院大 53.88
ﾔﾏﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 ﾖｺﾁ ﾂﾊﾞｻ 岐　阜

6 6 588 山守　瑠星(3) 名城大 52.61 6 3 1461 横地　翼(2) 岐阜聖徳学大 53.94
ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 三　重 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 愛　知

7 8 582 市川　航大(3) 名城大 52.94 7 6 1412 水野　佑亮(1) 南山大 53.95
ﾔﾅｾ ﾕｳｷ 愛　知

8 7 1499 簗瀬　友希(1) 名城大 56.16

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        45.03     山村　貴彦(日本大)                    2000
東海学生記録(TUR)       45.81     中野　弘幸(愛知教育大)                2012
大会記録(GR)            47.15     田中  宏樹(中京大)                    2016 8月6日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8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

ｲｶﾞ ﾃﾙﾋﾄ 愛　知 ｵｵｽｷﾞ ｷｮｳﾍｲ 愛　知

1 2 163 井賀　輝仁(2) 愛知大 50.54 1 3 164 大杉　享平(2) 愛知大 50.00
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾔ 大　阪 ﾉﾊﾗ ｶﾝﾀ 岐　阜

2 3 801 渡邉　陸椰(2) 岐阜経済大 52.36 2 6 816 野原　幹汰(1) 岐阜経済大 52.76
ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 愛　知 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 愛　知

3 4 1413 加藤　望(1) 南山大 52.55 3 5 221 遠藤　聡(3) 愛知淑徳大 53.17
ﾎｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大　阪 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 岐　阜

4 5 790 細田　良太(2) 岐阜経済大 52.76 4 7 1442 平田　明宏(1) 名古屋大 55.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岡　山 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 群　馬

5 7 476 渡邉　智哉(2) 中京大 54.59 5 4 62 萩原　諒(3) 名古屋大 56.92
ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾌﾐ 愛　知 ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　知

6 8 568 小嶋　将史(4) 名城大 54.83 6 8 1342 河合　健太郎(1) 愛知大 58.34
ﾔﾏﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 北海道

6 1488 山原　光太朗(1) 名古屋大 DNS 2 1485 佐藤　康太郎(1) 名古屋大 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

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 岐　阜

1 367 田中　宏樹(4) 中京大 47.84
ｿﾌｴ ﾀｸﾐ 愛　知

2 465 祖父江　巧(2) 中京大 48.14
ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 宮　崎

3 1051 野村　勇輝(1) 中京大 48.38
ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山

4 427 髙松　知史(3) 中京大 48.40
ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛　知

5 1057 伊藤　壮太(1) 中京大 48.45
ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛　知

6 418 岡田　直也(3) 中京大 48.72
ﾐﾅｶﾀ ﾄｷ 和歌山

7 795 南方　斗喜(2) 岐阜経済大 49.40
ｲﾜﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 岐　阜

8 764 岩永　知樹(2) 岐阜経済大 49.50

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        1:45.75   川元　　奨(日本大)                    2014
東海学生記録(TUR)       1:48.62   市野  泰地(岐阜経済大)                2016
大会記録(GR)            1:52.85   山田  蒼大(中京大)                    2016 8月6日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11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

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛　知 ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 三　重

1 1 464 佐藤　亘(2) 中京大 1:57.42 1 3 349 矢野　竜佑(2) 至学館大 1:55.76
ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｷﾔ 静　岡 ﾋｻﾀﾞ ｱﾂｼ 愛　知

2 6 983 深澤　斗希也(M2) 静岡県立大 1:57.65 2 7 503 久田　淳司(4) 豊田高専 1:57.23
ｻﾄｳ ﾕｳ 愛　知 ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ 愛　知

3 8 299 佐藤　佑(4) 至学館大 1:58.69 3 4 96 青山　洸気(4) 愛知学院大 1:58.04
ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 静　岡 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 愛　知

4 4 994 金子　正也(4) 静岡大 1:58.95 4 6 1076 中島　啓輔(3) 中部大 1:59.45
ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 広　島 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 愛　知

5 7 949 依田　祥吾(1) 至学館大 2:04.36 5 5 638 鈴木　航大(2) 東海学園大 1:59.75
ｷﾄｳ ﾋﾛｱｷ 岐　阜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 愛　知

2 772 鬼頭　宏明(2) 岐阜経済大 DNS 6 8 1 遠藤　暢(4) 名古屋大 2:02.20
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 岐　阜 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　知

3 373 山田　蒼大(4) 中京大 DNS 7 2 50 木村　健太郎(3) 名古屋大 2:06.86
ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 三　重 ｼｼﾞ ﾖｼﾀｶ 愛　知

5 13 岸田　裕也(M1) 名古屋大 DNS 1 151 志治　嘉崇(2) 愛知大 DNS

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

ﾅｽ ﾋﾛｷ 愛　知 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 愛　知

1 7 1105 那須　広基(3) 名古屋学院大 1:59.87 1 8 86 塚本　亮司(2) 名古屋大 1:59.72
ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛　知 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾅﾘ 愛　知

2 4 46 岩井　宏樹(3) 名古屋大 1:59.87 2 6 552 髙橋　克成(3) 南山大 2:00.00
ﾄｶﾉ ﾀｶﾔ 静　岡 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 愛　知

3 6 59 戸叶　貴也(3) 名古屋大 2:00.52 3 2 75 小川　瑞貴(2) 名古屋大 2:01.57
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 愛　知 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 愛　知

4 3 1438 小林　篤生(1) 名古屋大 2:00.55 4 4 81 齋藤　俊介(2) 名古屋大 2:02.67
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 長　野 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞ 愛　知

5 5 36 降籏　賢人(4) 名古屋大 2:03.68 5 1 1315 児玉　一(1) 愛知学院大 2:03.43
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 三　重 ﾕｱｻ ﾄﾓﾀｶ 愛　知

6 2 1490 阪口　日向(1) 名城大 2:03.71 6 3 119 湯浅　友貴(2) 愛知学院大 2:03.45
ﾅﾐｻﾞｷ ｼｭﾝ 愛　知 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｻｸ 広　島

7 1 108 浪崎　駿(3) 愛知学院大 2:12.66 5 369 西川　晋作(4) 中京大 DNS
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岐　阜 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛　知

8 759 飯島　伸広(2) 岐阜経済大 DNS 7 541 佐藤　晃平(2) 名古屋市立大 DNS

5組 6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

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾋﾋﾞ ﾄﾓﾔ 岐　阜

1 8 290 伊藤　優汰(4) 至学館大 1:59.68 1 3 348 日比　友耶(2) 至学館大 2:03.52
ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ 愛　知

2 1 518 斎藤　弘樹(3) 名古屋工業大 2:01.00 2 6 699 鈴木　峻也(3) 愛知淑徳大 2:04.01
ｲｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛　知 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ 愛　知

3 6 18 伊神　汰一(4) 名古屋大 2:01.59 3 1 520 斉藤　好輝(3) 名古屋工業大 2:04.33
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ 愛　知 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ 愛　知

4 3 1440 中村　光志(1) 名古屋大 2:01.62 4 7 1310 谷口　唯都(1) 名古屋市立大 2:04.65
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓﾔ 愛　知 ｼｵﾐ ﾀﾂﾔ 岐　阜

5 7 342 長濱　朋哉(2) 至学館大 2:02.55 5 2 776 塩見　建也(2) 岐阜経済大 2:05.46
ｶﾊﾞｻﾜ ﾄｼﾔ 岐　阜 ｵｵｼﾞ ｱｷﾄ 愛　知

6 2 937 椛澤　俊哉(1) 至学館大 2:05.32 6 8 1410 大地　陽斗(1) 南山大 2:06.01
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 愛　知 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 愛　知

7 5 221 遠藤　聡(3) 愛知淑徳大 2:08.54 7 4 561 鈴木　皓翔(2) 南山大 2:07.46
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛　知 ﾅｶﾞｴ ｹｲﾄ 愛　知

4 4 河上　匠(3) 名古屋大 DNS 8 5 583 長江　圭徒(3) 名城大 2:07.96

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        1:45.75   川元　　奨(日本大)                    2014
東海学生記録(TUR)       1:48.62   市野  泰地(岐阜経済大)                2016
大会記録(GR)            1:52.85   山田  蒼大(中京大)                    2016 8月6日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 8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

ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛　知 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三　重

1 6 106 伊藤　諒(3) 愛知学院大 2:02.92 1 5 1441 長谷川　和紀(1) 名古屋大 2:09.23
ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 愛　知 ﾅｶｼﾏ ｲﾂｷ 愛　知

2 8 117 森本　辰徳(2) 愛知学院大 2:06.63 2 8 1405 中島　樹(1) 南山大 2:14.81
ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝ 三　重 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚｵ 三　重

3 3 1443 町田　弦(1) 名古屋大 2:06.88 3 7 665 谷口　怜央(2) 愛知県立大 2:18.52
ﾂﾈｶﾜ ｼｮｳ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾏ 愛　知

4 2 319 恒川　翔(3) 至学館大 2:07.02 4 2 1327 水野　佑馬(1) 愛知淑徳大 2:21.25
ｶﾜﾍﾞ ﾕｳﾏ 愛　知 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛　知

5 7 1436 川邊　雄真(1) 名古屋大 2:07.31 3 8 松田　克洋(2) 名古屋大 DNS
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 愛　知 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 三　重

6 1 1481 藤田　悠真(1) 名古屋工業大 2:07.87 4 925 岡田　大輝(4) 三重大 DNS
ﾖﾘﾀ ｱｷﾋﾛ 愛　知 ｿｶﾞ ｱｷﾋｻ 愛　知

7 4 606 依田　明大(3) 日本福祉大 2:08.40 6 576 曽我　晃久(3) 名城大 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾔ 静　岡

5 84 清水　貴也(2) 名古屋大 DNS

9組 10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

ﾑﾗｾ ｺｳﾕｳ 愛　知 ｼﾞﾝﾉ ｺｳﾀ 愛　知

1 2 946 村瀬　巧夕(1) 至学館大 2:01.62 1 8 300 神野　航汰(4) 至学館大 2:01.43
ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 愛　知 ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝﾀ 愛　知

2 6 938 川島　颯太(1) 至学館大 2:03.41 2 4 930 石黒　堅大(1) 至学館大 2:04.75
ｶﾉｳ ﾋﾛﾄ 愛　知 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 愛　知

3 3 1333 加納　寛人(1) 愛知大 2:03.94 3 2 309 石川　憲幸(3) 至学館大 2:07.67
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛　知 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 岐　阜

4 4 307 吉田　裕也(4) 至学館大 2:07.88 4 7 1494 北川　翔悟(1) 名城大 2:10.06
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 愛　知 ﾐﾜ ｹﾝｼﾞ 愛　知

5 8 143 望月　悠斗(3) 愛知大 2:09.78 5 5 1343 三輪　賢治(1) 愛知大 2:10.97
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲｼ 愛　知 ｲｼｺ ｼﾝﾉｽｹ 愛　知

6 7 1130 谷口　泰史(2) 愛知淑徳大 2:11.35 6 6 289 石子　紳之介(4) 至学館大 2:17.55
ﾐｳﾗ ｿｳｼ 愛　知 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 愛　知

7 5 1446 三浦　颯士(1) 愛知大 2:12.45 3 132 高橋　直希(3) 愛知大 DNS

11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

ﾂｼﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 三　重

1 3 944 辻村　駿介(1) 至学館大 2:01.34 1 349 矢野　竜佑(2) 至学館大 1:55.76
ﾏｾ ﾄﾓﾔ 愛　知 ﾋｻﾀﾞ ｱﾂｼ 愛　知

2 8 1344 間瀬　智哉(1) 愛知大 2:01.47 2 503 久田　淳司(4) 豊田高専 1:57.23
ｵｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 愛　知 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛　知

3 4 142 尾嶋　匠海(3) 愛知大 2:01.52 3 464 佐藤　亘(2) 中京大 1:57.42
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 愛　知 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｷﾔ 静　岡

4 5 325 山本　将平(3) 至学館大 2:03.75 4 983 深澤　斗希也(M2) 静岡県立大 1:57.65
ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 岐　阜 ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ 愛　知

5 2 152 三好　達也(2) 愛知大 2:08.23 5 96 青山　洸気(4) 愛知学院大 1:58.04
ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｲﾁ 愛　知 ｻﾄｳ ﾕｳ 愛　知

6 6 1449 松岡　良一(1) 大同大 2:22.23 6 299 佐藤　佑(4) 至学館大 1:58.69
ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ 愛　知 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 静　岡

7 1109 岡本　宏基(2) 名古屋学院大 DNS 7 994 金子　正也(4) 静岡大 1:58.95
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 愛　知

8 1076 中島　啓輔(3) 中部大 1:59.45

凡例  DNS:欠場



男子110mH(1.067m)
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        13.50     内藤　真人(法政大)                    2001
東海学生記録(TUR)       13.71     和戸　達哉(中京大)                    2012 8月6日 09:00 予　選
大会記録(GR)            14.45     清水　陽平(中京大)                    2015 8月6日 13:50 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-2.2) 2組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 石　川 ｶﾐﾔ ｹﾝ 愛　知

1 7 429 谷口　祥太郎(3) 中京大 14.59 q 1 6 91 神谷　健(4) 愛知学院大 15.14 q
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛　知 ｺｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞ 愛　知

2 3 374 山本　健太(4) 中京大 14.70 q 2 8 131 小島　安滋(1) 愛知学院大 15.37
ｲﾜｾ ﾙｲ 愛　知 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 長　野

3 8 19 岩瀬　累(4) 名古屋大 14.79 q 3 5 1280 三宅　浩生(1) 中京大 15.38
ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 静　岡

4 6 372 矢野　智大(4) 中京大 14.79 q 4 7 1265 藤井　悠貴(1) 常葉大 15.66
ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 宮　崎 ﾊﾔｼ ﾄｷｵ 三　重

5 4 420 河野　凌太(3) 中京大 14.99 q 5 4 133 林　時生(3) 愛知大 15.74
ﾏｻｵｶ ｶｵﾙ 愛　知 ｶﾜｲ ｶﾝｼﾞ 愛　知

6 2 471 政岡　薫(2) 中京大 15.02 q 6 2 122 河合　完治(2) 愛知学院大 16.16
ｲﾄﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 岐　阜 ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊　本

7 5 704 糸多　悠平(4) 岐阜経済大 15.10 q 3 434 米村　竜星(3) 中京大 DNS

3組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶｼﾏ ﾀｲｶﾞ 愛　知

1 7 354 中島　大我(1) 至学館大 15.32
ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｾｲ 静　岡

2 5 469 西山　大生(2) 中京大 15.62
ｽﾜ ｼｹﾞｷ 静　岡

3 4 975 諏訪　成貴(2) 常葉大 16.22
ｱｹﾞﾊﾗ ﾏｻｼ 福　井

4 3 757 揚原　雅士(2) 岐阜経済大 16.34
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 静　岡

6 980 山田　健太郎(2) 常葉大 DNS
ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛　知

8 1254 石田　瑞樹(1) 至学館大 DNS

決　勝　

(風:-2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛　知

1 6 374 山本　健太(4) 中京大 14.38 GR
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 石　川

2 3 429 谷口　祥太郎(3) 中京大 14.50
ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾀ 宮　崎

3 8 420 河野　凌太(3) 中京大 14.67
ﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛　知

4 4 372 矢野　智大(4) 中京大 14.69
ｶﾐﾔ ｹﾝ 愛　知

5 1 91 神谷　健(4) 愛知学院大 14.76
ｲﾜｾ ﾙｲ 愛　知

6 5 19 岩瀬　累(4) 名古屋大 14.84
ﾏｻｵｶ ｶｵﾙ 愛　知

7 7 471 政岡　薫(2) 中京大 14.94
ｲﾄﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 岐　阜

8 2 704 糸多　悠平(4) 岐阜経済大 15.06

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



男子400mH(0.914m)
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        47.89     為末　　大(法政大)                    2001
東海学生記録(TUR)       49.38     中村　明彦(中京大)                    2012
大会記録(GR)            52.04     西　　淳史(愛知教育大)                2010 8月6日 11:15 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

ｵｵｻﾜ ｷｮｳｽｹ 愛　知 ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 岡　山

1 8 460 大澤　京介(2) 中京大 51.43 GR 1 7 417 太田　雅文(3) 中京大 54.67
ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ 岐　阜

2 7 427 髙松　知史(3) 中京大 52.44 2 6 770 河野　将大(2) 岐阜経済大 55.11
ｶﾄｳ ｼｮｳ 静　岡 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｷ 高　知

3 3 952 加藤　翔(4) 常葉大 52.91 3 4 948 山﨑　和生(1) 至学館大 55.18
ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 三　重 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 三　重

4 2 138 吉川　順也(3) 愛知大 54.64 4 2 347 東　直輝(2) 至学館大 56.05
ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛　知 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 愛　知

5 6 361 大久保　直哉(4) 中京大 58.91 5 3 642 林　佑哉(2) 東海学園大 57.02
ﾖﾈﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 熊　本 ｽﾜ ｼｹﾞｷ 静　岡

4 434 米村　竜星(3) 中京大 DNS 6 8 975 諏訪　成貴(2) 常葉大 58.22
ｶﾐﾔ ｹﾝ 愛　知 ﾏｻｵｶ ｶｵﾙ 愛　知

5 91 神谷　健(4) 愛知学院大 DNS 5 471 政岡　薫(2) 中京大 DNS

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

ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛　知 ﾖｺｵ ﾀｹﾙ 愛　知

1 4 507 加藤　悠基(4) 豊田高専 56.21 1 6 631 横尾　武尊(3) 東海学園大 56.36
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛　知 ﾄﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛　知

2 7 73 伊藤　佑太(2) 名古屋大 57.84 2 5 94 外山　雄大(4) 愛知学院大 1:00.78
ｵｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 愛　知 ｱﾀﾞﾁ ｾｲﾔ 岐　阜

3 5 1317 岡村　泰青(1) 愛知学院大 58.25 3 7 1430 安達　晴哉(1) 名古屋大 1:01.27
ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 三　重 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 愛　知

4 3 128 窪田　雅大(1) 愛知学院大 58.66 4 4 630 山澤　遼大(3) 東海学園大 1:01.48
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 愛　知 ｼﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛　知

5 2 563 山本　晃暉(2) 南山大 59.69 5 3 777 篠田　拓海(2) 岐阜経済大 1:02.65
ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｸﾏ 三　重 ﾀﾏｷ ｱｷﾋﾛ 愛　知

6 101 永森　拓真(4) 愛知学院大 DNS 6 8 1293 玉木　愛稀洋(1) 中部大 1:03.83
ﾅｶｵ ｶｽﾞｷ 和歌山

8 783 中尾　和貴(2) 岐阜経済大 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

ｵｵｻﾜ ｷｮｳｽｹ 愛　知 GR
1 460 大澤　京介(2) 中京大 51.43

ﾀｶﾏﾂ ｻﾄｼ 和歌山

2 427 髙松　知史(3) 中京大 52.44
ｶﾄｳ ｼｮｳ 静　岡

3 952 加藤　翔(4) 常葉大 52.91
ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 三　重

4 138 吉川　順也(3) 愛知大 54.64
ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 岡　山

5 417 太田　雅文(3) 中京大 54.67
ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ 岐　阜

6 770 河野　将大(2) 岐阜経済大 55.11
ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｷ 高　知

7 948 山﨑　和生(1) 至学館大 55.18
ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 三　重

8 347 東　直輝(2) 至学館大 56.05

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



男子4X100mR
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        38.54     畠山・川面・河合・飯塚(中央大)        2010
東海学生記録(TUR)       39.26     与那国・寺田・丹羽・田村(中京大)      2014
大会記録(GR)            39.99     平田・寺田・丹羽・松本(中京大)        2015 8月6日 16:05 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 東海学園大学 620 佐久間　光平(3) ｻｸﾏ ｺｳﾍｲ 41.21 1 7 東海学園大学B 645 水谷　俊貴(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 41.98
623 杉村　拓哉(3) ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 1286 前畑　有輝(1) ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ
626 野嶋　大晃(3) ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 625 西村　一真(3) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
617 山田　魁星(4) ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 1290 山田　佑輔(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2 7 愛知学院大学 131 小島　安滋(1) ｺｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞ 41.98 2 3 愛知大学 155 永井　大貴(3) ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 42.16
129 谷川　友希(1) ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ 146 粥川　景梧(2) ｶﾕｶﾜ ｹｲｺﾞ
121 長谷川　貴大(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 133 林　時生(3) ﾊﾔｼ ﾄｷｵ
126 深谷　隼斗(2) ﾌｶﾔ ﾊﾔﾄ 132 高橋　直希(3) ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ

3 8 常葉大学 1263 落合　壱星(1) ｵﾁｱｲ ｲｯｾｲ 42.20 3 6 名城大学 604 三摩　恭平(1) ｻﾝﾏ ｷｮｳﾍｲ 42.69
976 西島　亮哉(2) ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 594 早川　和輝(2) ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｷ
966 鈴木　隆斗(3) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 584 高瀬　光太(3) ﾀｶｾ ｺｳﾀ
967 鈴木　遼太(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 601 元尾　海渡(2) ﾓﾄｵ ｶｲﾄ

4 岐阜経済大学 DNS 4 4 愛知淑徳大学 1330 山本　涼太(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 43.02
697 山口　淳(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
218 加藤　貴之(3) ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ
219 中島　寛康(2) ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾔｽ

5 名古屋大学 DNS 5 8 大同大学 1448 都築　卓馬(1) ﾂﾂﾞｷ ﾀｸﾏ 43.11
1039 鈴木　賢太(3) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ
1042 橋本　隆一(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ
1037 高野　巧(4) ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ

6 静岡大学 DNS 6 5 愛知学院大学C 102 太田　敦(3) ｵｵﾀ ｱﾂｼ 43.84
111 中島　豪(3) ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ

1178 伊藤　優(1) ｲﾄｳ ﾏｻﾙ
114 古田　久尚(2) ﾌﾙﾀ ﾋｻﾅｵ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 41.21

2 41.98

3 41.98

4 42.16

5 42.20

6 42.69

7 43.02

8 43.11

愛知淑徳大学 山本　涼太(1) / 山口　淳(2) / 加藤　貴之(3) / 中島　寛康(2)

大同大学 都築　卓馬(1) / 鈴木　賢太(3) / 橋本　隆一(2) / 高野　巧(4)

愛知大学 永井　大貴(3) / 粥川　景梧(2) / 林　時生(3) / 高橋　直希(3)

常葉大学 落合　壱星(1) / 西島　亮哉(2) / 鈴木　隆斗(3) / 鈴木　遼太(3)

名城大学 三摩　恭平(1) / 早川　和輝(2) / 高瀬　光太(3) / 元尾　海渡(2)

東海学園大学 佐久間　光平(3) / 杉村　拓哉(3) / 野嶋　大晃(3) / 山田　魁星(4)

東海学園大学B 水谷　俊貴(2) / 前畑　有輝(1) / 西村　一真(3) / 山田　佑輔(1)

愛知学院大学 小島　安滋(1) / 谷川　友希(1) / 長谷川　貴大(2) / 深谷　隼斗(2)

凡例  DNS:欠場



男子4X400mR
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        3:03.71   小林・向井・中川・山村(日本大)        2000
東海学生記録(TUR)       3:05.57   中川・屋貝・北島・田村(中京大)        2014
大会記録(GR)            3:12.11   木戸口・小田・村山・市野(岐阜経済大)  2016 8月6日 16:20 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 常葉大学 1265 藤井　悠貴(1) ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 3:20.07 1 4 岐阜経済大学 823 前粟蔵　孝太(1) ﾏｴｱﾜｸﾗ ｺｳﾀ 3:29.22

971 斉藤　ブルーノ(2) ｻｲﾄｳ ﾌﾞﾙｰﾉ 714 喜多　文弥(4) ｷﾀ ﾌﾐﾔ
952 加藤　翔(4) ｶﾄｳ ｼｮｳ 1191 石川　大介(1) ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
969 三輪　徳秀(3) ﾐﾜ ﾉﾘﾋﾃﾞ 701 淺野　友亮(4) ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ

2 3 至学館大学 315 近藤　将崇(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 3:21.73 2 2 南山大学B 548 吉田　悠人(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 3:30.16

931 伊藤　弘大(1) ｲﾄｳ ｺｳﾀ 553 片山　陽介(3) ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ
1258 舟橋　透志(1) ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ 1408 徳江　航己(1) ﾄｸｴ ｺｳｷ
329 伊藤　海月(2) ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 1411 新美　秀悟(1) ﾆｲﾐ ｼｭｳｺﾞ

3 8 東海学園大学B 637 佐藤　陸人(2) ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 3:23.71 3 5 名城大学 582 市川　航大(3) ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 3:30.79

644 松久　裕稀(2) ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ 598 大市　啓矢(2) ｵｵｲﾁ ｹｲﾔ
638 鈴木　航大(2) ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 588 山守　瑠星(3) ﾔﾏﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ
642 林　佑哉(2) ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 1490 阪口　日向(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ

4 1 名古屋学院大学 1111 加藤　駿(2) ｶﾄｳ ｼｭﾝ 3:25.47 4 7 南山大学 1412 水野　佑亮(1) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ 3:36.39

1113 谷口　稀依也(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｲﾔ 559 川口　稜太(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ
1104 髙栁　育矢(3) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸﾔ 563 山本　晃暉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
1105 那須　広基(3) ﾅｽ ﾋﾛｷ 556 加藤　寛隆(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

5 7 中部大学 1163 太田　智基(3) ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 3:31.06 3 名城大学B DNS
1076 中島　啓輔(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
1074 安江　悠真(3) ﾔｽｴ ﾕｳﾏ
1293 玉木　愛稀洋(1) ﾀﾏｷ ｱｷﾋﾛ

6 2 東海学園大学C 1379 福田　敦大(1) ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 3:32.44 6 愛知学院大学C DNS
646 村松　悠斗(2) ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
1284 東松　賢也(1) ﾄｳﾏﾂ ｹﾝﾔ
631 横尾　武尊(3) ﾖｺｵ ﾀｹﾙ

4 愛知学院大学 DNS 8 東海学園大学 DNS

6 愛知学院大学B DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 3:20.07

2 3:21.73

3 3:23.71

4 3:25.47

5 3:29.22

6 3:30.16

7 3:30.79

8 3:31.06

名城大学 市川　航大(3) / 大市　啓矢(2) / 山守　瑠星(3) / 阪口　日向(1)

中部大学 太田　智基(3) / 中島　啓輔(3) / 安江　悠真(3) / 玉木　愛稀洋(1)

名古屋学院大学 加藤　駿(2) / 谷口　稀依也(2) / 髙栁　育矢(3) / 那須　広基(3)

岐阜経済大学 前粟蔵　孝太(1) / 喜多　文弥(4) / 石川　大介(1) / 淺野　友亮(4)

南山大学B 吉田　悠人(3) / 片山　陽介(3) / 徳江　航己(1) / 新美　秀悟(1)

常葉大学 藤井　悠貴(1) / 斉藤　ブルーノ(2) / 加藤　翔(4) / 三輪　徳秀(3)

至学館大学 近藤　将崇(3) / 伊藤　弘大(1) / 舟橋　透志(1) / 伊藤　海月(2)

東海学園大学B 佐藤　陸人(2) / 松久　裕稀(2) / 鈴木　航大(2) / 林　佑哉(2)

凡例  DNS:欠場



男子走高跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        2m32      君野　貴弘(順天堂大)                  1993
東海学生記録(TUR)       2m27      野中　　悟(中京大)                    1985
大会記録(GR)            2m20      赤松　諒一(岐阜大)                    2016 8月6日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾗｲ 愛　知 － － － － － － － －

1 32 445 水谷　來(3) 中京大 － ○ － ○ ○ － － × × × 2m13
ｴﾋﾞｽﾔ ﾕｳｲﾁ 福　岡 － － － － － － － －

2 31 440 蛭子屋　雄一(3) 中京大 － × ○ ○ ○ × × ○ × × × 2m13
ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 愛　知 － － － － － － － －

3 20 340 鈴木　雅貴(2) 至学館大 ○ ○ × × ○ × × × 2m07
ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 愛　知 － － － － － － ○ －

4 24 1163 太田　智基(3) 中部大 ○ × × × 2m01
ﾑｶｲﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 広　島 － － － － － ○ ○ －

4 25 1259 向田　椋哉(1) 至学館大 ○ － × × × 2m01
ﾌｸｵｶ ｼｭｳﾀ 愛　知 － － － － － － × ○ －

6 29 1061 福岡　秀太(1) 中京大 × ○ × × × 2m01
ｶﾜｲ ﾋﾛﾔ 愛　知 － － － － × ○ ○ × ○ －

7 13 332 河合　宏哉(2) 至学館大 × ○ × × × 2m01
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾗ 東　京 － － － － × ○ ○ ○ × ○

7 21 1282 中島　由来(1) 中京大 × ○ × × × 2m01
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 愛　知 － － － － － － － ○

9 30 398 谷口　裕哉(4) 中京大 － × × × 1m98
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾝ 大　阪 － － － － － ○ × ○ × × ○

10 26 819 藤本　結仁(1) 岐阜経済大 × × × 1m98
ﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 静　岡 － － － － ○ ○ × × ○ × × ○

11 19 1264 野田　卓広(1) 常葉大 × × × 1m98
ｲﾄｳ ﾓﾄｷ 新　潟 － － － － － ○ ○ × × ×

12 27 439 伊藤　元貴(3) 中京大 1m95
ｲﾄﾞﾀ ｶｲ 岐　阜 － － － － － × ○ × ○ × × ×

13 18 483 井戸田　魁(2) 中京大 1m95
ﾖｼｶﾜ ｱｷﾉﾘ 愛　知 － － － ○ ○ ○ × × ×

14 1 1450 吉川　輝宜(1) 大同大 1m90
ﾅｶｼﾏ ﾀｲｶﾞ 愛　知 － － － － － ○ × × ×

14 23 354 中島　大我(1) 至学館大 1m90
ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭｷﾔ 富　山 － － － － － × ○ × × ×

16 22 791 松浦　寿樹也(2) 岐阜経済大 1m90
ｸﾛｶﾜ ﾋﾛﾄ 愛　知 － － － － ○ × × ○ × × ×

17 6 1040 黒川　洋人(3) 大同大 1m90
ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 熊　本 － － － － － × × ○ － × × ×

17 28 396 佐々木　慎吾(4) 中京大 1m90
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 愛　知 － － － － × ○ × × ○ × × ×

19 7 293 加藤　駿(4) 至学館大 1m90
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾄ 愛　知 － － － － × × ○ × × ○ × × ×

20 16 599 西田　彪人(2) 名城大 1m90
ｵｸ ﾊﾔﾄ 愛　知 － － － × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

21 10 603 奥　颯人(2) 名城大 1m90
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｷ 岐　阜 － － － － ○ × × ×

22 9 303 水野　佳輝(4) 至学館大 1m85
ｶｻｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 静　岡 － － － ○ ○ × × ×

22 11 524 笠井　謙一朗(2) 名古屋工業大 1m85
ｼﾗｻﾜ ｶﾂﾉﾘ 愛　知 － － － － ○ × × ×

22 15 338 白澤　克徳(2) 至学館大 1m85
ｸｽﾐ ｹｲﾀ 新　潟 － － × ○ ○ ○ × × ×

25 8 1277 久住　恵太(1) 中京大 1m85
ﾊｯﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛　知 － － － － × × ○ × × ×

26 17 355 服田　昌浩(1) 至学館大 1m85
ｱﾘｶﾜ ﾕｳﾄ 愛　知 － － × × ○ ○ × × ○ × × ×

27 2 328 有川　雄人(2) 至学館大 1m85
ｲｸﾀ ﾕｳｷ 愛　知 － － ○ ○ × × ×

28 14 70 幾田　勇希(2) 名古屋大 1m80
ｽﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐　阜 － － × ○ × × ×

29 5 615 鷲見　駿太朗(4) 東海学園大 1m75
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｸ 静　岡 × × ×

3 825 望月　陸(1) 岐阜経済大 NM
ｶﾜｼﾏ ﾀｲｷ 岐　阜 － × × ×

4 1466 川島　大輝(1) 岐阜聖徳学大 NM
ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 高　知

12 710 大西　龍之介(4) 岐阜経済大 DNS

2m22

1m98
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m01 2m04 2m07 2m10 2m13 2m16 2m19

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m65

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
東海学生記録(TUR)       7m80      鈴木　健太郎(中京大)                  2000
東海学生記録(TUR)       7m80      松原　瑞貴(岐阜経済大)                2014
大会記録(GR)            7m63      水谷　　來(中京大)                    2016 8月6日 11:10 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

ﾄﾀﾞｶ ｼﾝｺﾞ 宮　崎 × 7m34 × 7m32 7m09 7m63 7m63
1 40 724 戸髙　晋吾(4) 岐阜経済大 +1.8 +1.7 +0.5 +2.3 +2.3

ﾉﾓﾄ ﾕｳｾｲ 愛　媛 × 7m16 7m30 × 7m43 7m54 7m54
2 30 787 野本　祐成(2) 岐阜経済大 +1.7 +2.1 +2.5 +2.6 +2.6

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長　野 7m51 × 7m42 7m50 7m40 × 7m51
3 43 400 宮崎　琢也(4) 中京大 +1.9 +1.3 +2.5 +1.3 +1.9

ｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 香　川 × 7m11 7m10 7m39 7m48 7m23 7m48
4 44 707 宇治　和希(4) 岐阜経済大 +2.3 +1.8 +0.7 +2.5 +1.6 +2.5

ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 愛　知 6m86 × 7m20 7m23 7m30 7m39 7m39
5 34 298 坂本　翔太(4) 至学館大 +2.2 +1.6 +2.5 +2.3 +2.9 +2.9

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　知 7m00 7m26 × 7m31 7m21 7m02 7m31
6 42 3 伊藤　裕也(3) 名古屋大 +1.1 +2.5 +2.7 +2.1 +1.2 +2.7

ﾀｶﾊｼ ﾗｲ 神奈川 6m84 7m14 7m21 7m16 × 7m26 7m26
7 39 810 高橋　来唯(1) 岐阜経済大 +2.7 +1.8 +1.7 +2.5 +3.7 +3.7

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾗｲ 愛　知 7m14 7m04 7m18 7m18 7m17 7m26 7m26
8 2 445 水谷　來(3) 中京大 +3.1 +2.6 +0.8 +2.0 +2.8 +3.0 +3.0

ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 高　知 × × 7m11 7m11
9 41 395 齋藤　克弥(4) 中京大 +2.2 +2.2

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡 5m49 6m83 7m09 7m09
10 37 967 鈴木　遼太(3) 常葉大 +1.9 +2.5 +1.7 +1.7

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 愛　知 6m71 6m98 7m05 7m05
11 31 1285 大久保　光祐(1) 東海学園大 +3.3 +3.0 +1.5 +1.5

ﾓﾄﾔﾏ ﾘｮｳ 佐　賀 6m89 6m89 7m02 7m02
12 29 389 本山　遼(M1) 中京大 +2.1 +2.4 +3.9 +3.9

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 長　野 × 6m88 6m06 6m88
13 27 1142 増子　良平(1) 中京大 +1.9 +2.4 +1.9

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥　取 × × 6m87 6m87
14 33 446 森山　大成(3) 中京大 +1.7 +1.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 愛　知 6m86 × 6m72 6m86
15 21 697 山口　淳(2) 愛知淑徳大 +2.7 +2.7 +2.7

ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 愛　知 × 6m80 6m49 6m80
16 16 1437 清原　和真(1) 名古屋大 +2.0 +1.8 +2.0

ｱｻｲ ｼｭﾝ 愛　知 6m44 6m46 6m64 6m64
17 32 287 浅井　駿(4) 至学館大 +2.6 +1.9 +1.2 +1.2

ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 三　重 6m54 × 6m47 6m54
18 10 1037 高野　巧(4) 大同大 +4.5 +2.7 +4.5

ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 愛　知 × 6m49 6m46 6m49
19 24 650 吉本　優馬(2) 東海学園大 +1.3 +2.3 +1.3

ｲﾉｳｴ ﾋｻｼ 高　知 6m46 × × 6m46
20 28 763 井上　寿(2) 岐阜経済大 +1.2 +1.2

ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 三　重 × 6m44 × 6m44
21 7 1279 長谷川　遥貴(1) 中京大 +2.7 +2.7

ﾋﾉ ﾀｶﾉﾘ 香　川 6m35 6m32 × 6m35
22 6 829 日野　隆規(4) 岐阜聖徳学大 +1.6 +2.0 +1.6

ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺﾞ 愛　知 × × 6m35 6m35
23 17 127 松下　慧五(2) 愛知学院大 +1.2 +1.2

ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 静　岡 6m10 6m08 6m08 6m10
24 13 1537 佐々木　啓人(1) 常葉大 +2.9 +4.1 +2.4 +2.9

ｵｵﾜｷ ﾏｻｼ 愛　知 6m05 × × 6m05
25 1 516 大脇　将史(3) 名古屋工業大 +2.7 +2.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｷ 愛　知 6m03 5m66 × 6m03
26 4 500 渡邉　嵩貴(2) 中京大 +1.7 +1.9 +1.7

ﾂﾙ ﾘｮｳｽｹ 宮　崎 5m47 × × 5m47
27 36 814 鶴　凌輔(1) 岐阜経済大 +1.8 +1.8

ｱｷﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛　知 × r
9 586 秋月　隼斗(3) 名城大 NM

ﾅﾙﾐﾔ ﾀｹｼ 愛　知 × × ×
18 1272 成宮　壮(1) 中京大 NM

ｽｽﾞｷ ﾘｷﾄ 愛　知 × × ×
23 780 鈴木　力斗(2) 岐阜経済大 NM

ﾖｺﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛　知 × r
25 375 横地　秀春(4) 中京大 NM

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾋﾄ 愛　知

3 726 藤本　辰仁(4) 岐阜経済大 DNS
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾄ 愛　知

5 599 西田　彪人(2) 名城大 DNS
ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 愛　知

8 1465 中西　悠介(2) 岐阜聖徳学大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        8m25      森長　正樹(日本大)                    1992
東海学生記録(TUR)       7m80      鈴木　健太郎(中京大)                  2000
東海学生記録(TUR)       7m80      松原　瑞貴(岐阜経済大)                2014
大会記録(GR)            7m63      水谷　　來(中京大)                    2016 8月6日 11:10 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

ｵｲｼ ﾉｿﾞﾑ 大　阪

11 805 尾石　望(1) 岐阜経済大 DNS
ｶﾄﾞﾀﾞﾆ ﾊﾔｾ 静　岡

12 1536 門谷　颯星(1) 常葉大 DNS
ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ 愛　知

14 294 加藤　駿汰(4) 至学館大 DNS
ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ 愛　知

15 98 松岡　亮汰(4) 愛知学院大 DNS
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ 愛　知

19 130 堀内　裕太(1) 愛知学院大 DNS
ｶﾜｲ ﾋﾛﾔ 愛　知

20 332 河合　宏哉(2) 至学館大 DNS
ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 愛　知

22 311 及川　優輝(3) 至学館大 DNS
ﾀｹｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 愛　知

26 928 竹内　飛翔(2) 至学館大 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 福　井

35 32 橋本　太翔(4) 名古屋大 DNS
ｱｿ ｱﾔﾄ 岡　山

38 481 阿曽　彩登(2) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        16m98     石川　和義(筑波大)                    2004
東海学生記録(TUR)       16m13     佐脇　　匠(愛知教育大)                2014
大会記録(GR)            15m74     中山　昂平(中京大)                    2014 8月6日 15:15 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

ｵﾘﾀ ｶｲﾄ 京　都 15m33 15m67 × 15m67 8 15m97 15m74 14m42 15m97
1 22 441 織田　海斗(3) 中京大 +4.3 +3.5 +3.5 +2.9 +3.1 +2.7 +2.9

ｶﾄｳ ﾏｵ 静　岡 × 15m50 15m59 15m59 7 × 15m60 15m33 15m60
2 23 965 加藤　真生(3) 常葉大 +3.8 +2.3 +2.3 +2.2 +3.1 +2.2

ｴｲｷ ﾀｸﾐ 岐　阜 14m19 14m94 13m83 14m94 6 14m75 14m99 14m44 14m99
3 19 708 栄喜　匠海(4) 岐阜経済大 +2.8 +5.6 +5.0 +5.6 +1.8 +2.2 +4.1 +2.2

ﾊﾗ ﾚﾉﾝ 岐　阜 14m56 14m45 14m89 14m89 5 14m74 14m95 14m52 14m95
4 17 817 原　レノン(1) 岐阜経済大 +2.6 +3.6 +3.9 +3.9 +1.6 +3.0 +3.2 +3.0

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 長　野 14m69 14m69 12m57 14m69 3 14m63 14m86 × 14m86
5 18 1142 増子　良平(1) 中京大 +2.4 +3.2 +2.8 +2.4 +2.4 +2.6 +2.6

ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡　山 × 14m77 14m60 14m77 4 × × × 14m77
6 20 391 大枝　巧弥(4) 中京大 +2.4 +3.0 +2.4 +2.4

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 愛　知 14m52 × 13m99 14m52 2 14m21 14m15 13m09 14m52
7 21 3 伊藤　裕也(3) 名古屋大 +1.3 +3.1 +1.3 +4.7 +2.5 +4.3 +1.3

ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｮｳﾀ 愛　知 14m46 13m85 × 14m46 1 13m78 × 13m13 14m46
8 12 1141 津曲　章太(1) 中京大 +2.1 +3.9 +2.1 +2.8 +3.8 +2.1

ﾄｷﾐﾂ ｼｭｳﾍｲ 高　知 14m15 × 14m40 14m40 14m40
9 9 1161 時光　修平(1) 至学館大 +2.5 +4.0 +4.0 +4.0

ﾁﾊﾞ ﾏｻｷ 静　岡 14m06 14m33 14m32 14m33 14m33
10 16 1539 千葉　正紀(1) 常葉大 +2.7 +3.3 +3.5 +3.3 +3.3

ｺｳｻﾞｷ ﾀｹｼ 愛　知 13m71 14m28 14m08 14m28 14m28
11 2 940 光崎　剛史(1) 至学館大 +4.5 +4.7 +5.2 +4.7 +4.7

ｶｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 愛　知 14m25 × 13m21 14m25 14m25
12 15 565 梶川　凌平(2) 南山大 +3.2 +2.5 +3.2 +3.2

ｳｵｳﾗ ﾕｳｷ 富　山 × 14m00 14m17 14m17 14m17
13 11 803 魚浦　勇樹(1) 岐阜経済大 +2.1 +3.6 +3.6 +3.6

ｽﾐﾔ ﾖｼｷ 愛　知 13m47 × 14m12 14m12 14m12
14 8 56 角屋　喜基(3) 名古屋大 +4.7 +2.4 +2.4 +2.4

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 愛　知 13m41 13m57 14m01 14m01 14m01
15 7 116 福嶋　佑太(2) 愛知学院大 +2.8 +4.3 +3.3 +3.3 +3.3

ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛　知 13m91 × － 13m91 13m91
16 14 64 浜島　裕亮(3) 名古屋大 +4.1 +4.1 +4.1

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 愛　知 13m30 13m76 13m78 13m78 13m78
17 10 1285 大久保　光祐(1) 東海学園大 +3.2 +3.3 +2.9 +2.9 +2.9

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 富　山 12m96 13m27 12m64 13m27 13m27
18 13 702 伊東　純也(4) 岐阜経済大 +2.5 +2.3 +3.3 +2.3 +2.3

ﾅﾙｾ ﾀｶﾌﾐ 愛　知 12m57 12m84 12m88 12m88 12m88
19 4 1424 成瀨　貴文(1) 名古屋市立大 +2.2 +4.4 +5.7 +5.7 +5.7

ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 三　重 × × ×
6 1037 高野　巧(4) 大同大 NM

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静　岡

1 967 鈴木　遼太(3) 常葉大 DNS
ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 岐　阜

3 1468 和田　祥吾(1) 岐阜聖徳学大 DNS
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾔﾄ 福　井

5 69 五十嵐　早登(2) 名古屋大 DNS
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長　野

24 388 中山　昂平(M1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        18m64     山田　壮太郎(法政大)                  2009
東海学生記録(TUR)       17m88     山本　　隼(中京大)                    2013
大会記録(GR)            14m80     中村　洋介(中京大)                    2016 8月6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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 滋　賀

1 8 732 渡部　卓広(4) 岐阜経済大 13m98 × × 13m98 × 14m57 14m51 14m57
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 愛　知

2 5 753 水谷　友治(3) 岐阜経済大 13m45 13m28 13m72 13m72 × × × 13m72
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 愛　知

3 6 324 山﨑　優太(3) 至学館大 × 12m79 13m49 13m49 × 13m07 13m36 13m49
ﾄｻﾞﾜ ｺｳﾔ 愛　知

4 7 489 戸澤　廣哉(2) 中京大 13m46 × × 13m46 × × × 13m46
ﾓﾘｻﾞﾜ ｺｳ 愛　知

5 3 947 森澤　航(1) 至学館大 10m72 9m99 10m93 10m93 11m60 11m70 11m31 11m70
ｵｵﾀ ﾚｵ 愛　知

6 4 934 太田　黎生(1) 至学館大 11m29 11m12 10m62 11m29 11m22 11m09 11m29 11m29
ﾌｶﾔ ﾕｳｷ 愛　知

7 2 65 深谷　侑生(3) 名古屋大 10m70 10m73 10m51 10m73 × × × 10m73
ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静　岡

8 1 621 塩原　雅人(3) 東海学園大 9m34 × 9m39 9m39 9m96 10m10 9m98 10m10



男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        59m21     堤　　雄司(国士館大)                  2013
東海学生記録(TUR)       54m60     湯上　剛輝(中京大)                    2015
大会記録(GR)            45m85     山形　洋平(中京大)                    2008 8月6日 13:15 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

ﾅｶﾞｲ ｺｳｽｹ 岐　阜

1 17 725 永井　宏典(4) 岐阜経済大 45m73 × 44m15 45m73 8 × 44m03 45m82 45m82
ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 愛　知

2 16 1062 中井　康二(1) 中京大 × 39m89 × 39m89 6 × × 43m45 43m45
ｲﾀｶ ﾘｮｳｽｹ 三　重

3 15 736 伊髙　良介(3) 岐阜経済大 40m48 × × 40m48 7 × × × 40m48
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 愛　知

4 12 324 山﨑　優太(3) 至学館大 35m58 35m55 32m93 35m58 5 × 35m03 36m45 36m45
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ 愛　知

5 2 343 中村　圭志(2) 至学館大 29m21 33m67 35m13 35m13 4 × 33m89 35m12 35m13
ｱｵｲ ﾚｵ 愛　知

6 13 326 青井　怜央(2) 至学館大 34m03 × 31m91 34m03 3 33m60 × 34m09 34m09
ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 静　岡

7 11 962 岡田　賢太(3) 常葉大 33m10 × 33m94 33m94 2 × 32m54 × 33m94
ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄ 愛　知

8 7 1451 中山　貴登(1) 名古屋学院大 31m93 × 32m40 32m40 1 31m29 30m43 29m19 32m40
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 長　野

9 9 1175 山本　真光人(1) 愛知学院大 31m24 × 30m45 31m24 31m24
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 静　岡

10 8 1538 鈴木　拓斗(1) 常葉大 × 29m42 29m72 29m72 29m72
ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 愛　知

11 6 647 山下　徹(2) 東海学園大 29m42 29m54 28m67 29m54 29m54
ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 愛　知

12 3 942 鈴木　陸斗(1) 至学館大 27m95 29m10 × 29m10 29m10
ｼｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 静　岡

13 5 621 塩原　雅人(3) 東海学園大 × × 26m35 26m35 26m35
ｳﾄｳ ｼｹﾞﾋﾄ 愛　知

14 4 1077 鵜藤　茂仁(3) 中部大 × × 23m19 23m19 23m19
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ 島　根

1 811 田中　亮伍(1) 岐阜経済大 × × × NM
ﾂﾊﾞｷ ﾀﾞｲｷ 愛　知

10 341 椿　大輝(2) 至学館大 × × × NM
ｲﾜﾉ ﾕｳｷ 愛　知

14 310 岩野　祐希(3) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子やり投(800g)
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        84m28     ディーン　元気(早稲田大)              2012
東海学生記録(TUR)       78m32     植　　　徹(中京大)                    1996
大会記録(GR)            69m83     水野　佑哉(岐阜経済大)                2016 8月6日 10:45 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

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ 岐　阜

1 28 754 水野　佑哉(3) 岐阜経済大 70m10 × 67m71 70m10 67m16 63m84 65m72 70m10 GR
ﾌｼﾞｶﾞｷ ﾘｮｳ 愛　知

2 25 302 藤垣　諒(4) 至学館大 60m36 62m95 65m68 65m68 × × 67m39 67m39
ﾀｶｽｶﾞ ﾘｮｳ 岐　阜

3 27 723 高須賀　稜(4) 岐阜経済大 × 59m49 61m68 61m68 61m11 × 66m06 66m06
ﾒﾄｷ ﾘｮｳ 岩　手

4 22 1054 目時　崚(1) 中京大 60m89 × 62m64 62m64 × 59m44 × 62m64
ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　知

5 23 595 森　賢太郎(2) 名城大 58m71 61m90 × 61m90 56m59 60m12 61m57 61m90
ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｼ 愛　知

6 24 1378 豊田　将司(1) 東海学園大 61m20 × 54m93 61m20 × × 58m07 61m20
ﾎﾘｳﾁ ﾖｳﾍｲ 愛　媛

7 26 490 堀内　遥平(2) 中京大 61m15 × 58m72 61m15 60m01 56m31 × 61m15
ｼﾏ ﾖｼﾋﾄ 沖　縄

8 17 778 島　吉史(2) 岐阜経済大 54m12 × 57m70 57m70 × × 57m32 57m70
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾅｵｷ 岐　阜

9 20 815 鍋島　尚樹(1) 岐阜経済大 × 54m58 56m26 56m26 56m26
ﾌﾅﾊｼ ｺｳｽｹ 三　重

10 18 1453 舟橋　宏祐(1) 名古屋学院大 × 56m21 × 56m21 56m21
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛　知

11 4 351 山本　拓海(2) 至学館大 53m73 × 52m16 53m73 53m73
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ 愛　知

12 1 532 林　和弥(2) 名古屋工業大 53m54 × 50m24 53m54 53m54
ﾜｼﾉ ﾕｳｲﾁ 愛　知

13 13 698 鷲野　祐一(2) 愛知淑徳大 49m40 48m04 45m69 49m40 49m40
ｼﾊﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 静　岡

14 16 972 柴本　恭平(2) 常葉大 × × 48m92 48m92 48m92
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 愛　知

15 2 753 水谷　友治(3) 岐阜経済大 48m43 × × 48m43 48m43
ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 岐　阜

16 14 1339 青山　尚生(1) 愛知大 48m27 × × 48m27 48m27
ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾔ 愛　知

17 15 1341 早川　幸冶(1) 愛知大 × 47m65 × 47m65 47m65
ｻｶｷﾏ ﾀｶｱｷ 愛　知

18 10 1256 榊間　隆晃(1) 至学館大 × × 46m08 46m08 46m08
ｵｶﾔｽ ﾀﾂﾔ 愛　知

19 5 1415 岡安　達也(1) 日本福祉大 45m08 43m04 45m97 45m97 45m97
ｳﾒﾀﾞ ﾀｶﾔ 岐　阜

20 12 932 梅田　孝哉(1) 至学館大 45m71 45m35 45m92 45m92 45m92
ｾﾝﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛　知

21 11 554 仙田　拓摩(3) 南山大 40m73 45m38 45m70 45m70 45m70
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛　知

22 9 1296 高橋　峻也(1) 日本福祉大 40m12 41m59 42m95 42m95 42m95
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 静　岡

23 8 980 山田　健太郎(2) 常葉大 35m78 39m59 38m59 39m59 39m59
ｵｵﾊｼ ﾕｳｾｲ 愛　知

24 6 1131 大橋　侑征(4) 愛知淑徳大 × 35m45 32m03 35m45 35m45
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 静　岡

19 1006 吉田　昇平(4) 静岡大 × × × NM
ｵｵｸﾞﾘ ﾃﾙﾓﾄ 愛　知

3 739 大栗　光源(3) 岐阜経済大 DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｮﾆｰｱﾂﾔ 静　岡

7 1026 山崎　ｼﾞｮﾆｰｱﾂﾔ(2) 静岡大 DNS
ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ 岐　阜

21 788 早川　智貴(2) 岐阜経済大 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



女子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        11.32     高橋　萌木子(平成国際大)              2009
東海学生記録(TUR)       11.43     市川　華菜(中京大)                    2011 8月6日 10:40 予　選
大会記録(GR)            11.88     天城　帆乃香(中京大)                  2016 8月6日 14:20 決　勝

予　選　6組0着＋16

1組 (風:-2.2) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 愛　知 ｵｵﾋﾗ ﾁﾅﾂ 愛　知

1 4 2126 杉山　美貴(4) 中京大 12.25 1 2 2226 大平　千夏(4) 東海学園大 12.46 q
ｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 岩　手 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅｺ 宮　崎

2 6 2255 小山　琴海(4) 岐阜経済大 12.32 q 2 3 2130 村上　香菜子(4) 中京大 12.52 q
ｶﾄｳ ﾓﾓｶ 愛　知 ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 愛　知

3 3 2077 加藤　桃佳(4) 至学館大 12.45 q 3 4 2099 大町　ゆい(2) 至学館大 12.55 q
ｲﾄｳ ﾅﾕ 愛　知 ｶｹｶﾞﾜ ｼｵﾘ 愛　知

4 1 2233 伊藤　南侑(3) 東海学園大 12.50 q 4 8 2022 掛川　栞(1) 愛知学院大 12.59 q
ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛　知 ﾐｽﾞﾉ ｴﾘ 愛　知

5 7 2320 臼田　菜々美(1) 至学館大 12.51 q 5 6 2111 水野　瑛梨(2) 至学館大 12.65 q
ｲﾄｳ ｴﾘ 愛　知 ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛　知

6 2 2223 伊藤　瑛里(4) 東海学園大 12.63 q 6 7 2418 中内　彩虹(1) 東海学園大 12.76 q
ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 静　岡

7 5 2081 野村　真由(4) 至学館大 12.92 q 7 5 2337 渡辺　優衣(M1) 静岡県立大 12.79 q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 長　野

8 2274 田村　有利奈(1) 岐阜経済大 DNS

3組 (風:-2.2) 4組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾀ ｻｴｶ 愛　知 ｽｶﾞｼﾏ ﾊﾙﾉ 愛　知

1 5 2235 森田　冴香(3) 東海学園大 13.03 q 1 8 2170 菅嶋　悠乃(2) 中京大 12.96 q
ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 高　知 ｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 愛　知

2 6 2105 西原　琳(2) 至学館大 13.05 2 3 2389 志村　和香奈(2) 中部大 13.00 q
ｲﾀｶﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 岐　阜 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｶ 愛　知

3 3 2253 板垣　潤(4) 岐阜経済大 13.26 3 6 2019 竹下　悠香(2) 愛知学院大 13.26
ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾏｷ 岐　阜

4 4 2092 藤原　涼花(3) 至学館大 13.32 4 5 2514 田中　槙(1) 岐阜聖徳学大 13.41
ｱｹﾎﾞｼ ﾋｶﾙ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 静　岡

2 2368 明星　光(1) 中京大 DNS 5 4 2332 渡辺　亜美(3) 常葉大 13.47
ｵｶ ﾅﾙﾐ 愛　知 ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐　阜

7 2006 岡　愛美(4) 名古屋大 DNS 6 2 2148 岩川　奈々萌(3) 中京大 13.50
ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛　知 ﾀｶﾏ ｼｵﾐ 愛　知

8 2151 古澤　彩果(3) 中京大 DNS 7 2437 高間　汐美(1) 椙山女学園大 DNS

5組 (風:-1.4) 6組 (風:-2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 三　重 ｺｲｽﾞﾐ ｶｵﾘ 愛　知

1 8 2309 長井　彩夏(3) 三重大 13.08 1 2 2500 小泉　加緒莉(1) 名古屋市立大 13.47
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 愛　知 ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾉ 愛　知

2 6 2115 河邉　真知子(4) 椙山女学園大 13.09 2 5 2059 澤田　萌乃(2) 愛知淑徳大 13.93
ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 愛　知 ﾔﾅｾ ﾏﾕｶ 愛　知

3 4 2189 熊谷　エミリ(4) 名古屋市立大 13.42 3 7 2527 柳瀬　麻優香(1) 名城大 14.63
ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 愛　知 ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 岐　阜

4 3 2395 林　祐子(3) 名古屋学院大 13.49 4 4 2240 吉田　瑠那(2) 東海学園大 14.75
ｺﾞﾄｳ ﾁﾎ 岐　阜 ﾄﾖﾀﾞ ｱﾔﾈ 愛　知

5 7 2280 後藤　千穂(M1) 岐阜大 13.82 5 6 2069 豊田　文音(3) 金城学院大 15.05
ﾖｺｲ ﾖｼｴ 愛　知 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾐ 愛　知

6 2 2194 横井　美恵(3) 南山大 13.92 6 8 2195 福永　夏澄(3) 南山大 15.59
ﾋﾋﾞ ｱｻﾐ 愛　知 ｶﾄｳ ﾕｷｺ 静　岡

7 5 2512 日比　亜紗美(3) 岐阜聖徳学大 14.21 3 2074 加藤　由樹子(2) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        11.32     高橋　萌木子(平成国際大)              2009
東海学生記録(TUR)       11.43     市川　華菜(中京大)                    2011 8月6日 10:40 予　選
大会記録(GR)            11.88     天城　帆乃香(中京大)                  2016 8月6日 14:20 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-4.6) 2組 (風:-3.5)

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
ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 愛　知 ｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 岩　手

1 7 2081 野村　真由(4) 至学館大 12.80 1 5 2255 小山　琴海(4) 岐阜経済大 12.51
ﾐｽﾞﾉ ｴﾘ 愛　知 ｶﾄｳ ﾓﾓｶ 愛　知

2 4 2111 水野　瑛梨(2) 至学館大 12.94 2 4 2077 加藤　桃佳(4) 至学館大 12.65
ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛　知 ｲﾄｳ ﾅﾕ 愛　知

3 5 2418 中内　彩虹(1) 東海学園大 12.94 3 3 2233 伊藤　南侑(3) 東海学園大 12.66
ｲﾄｳ ｴﾘ 愛　知 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 愛　知

4 3 2223 伊藤　瑛里(4) 東海学園大 13.06 4 8 2320 臼田　菜々美(1) 至学館大 12.68
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 静　岡 ｵｵﾋﾗ ﾁﾅﾂ 愛　知

5 6 2337 渡辺　優衣(M1) 静岡県立大 13.10 5 6 2226 大平　千夏(4) 東海学園大 12.84
ﾓﾘﾀ ｻｴｶ 愛　知 ｶｹｶﾞﾜ ｼｵﾘ 愛　知

6 1 2235 森田　冴香(3) 東海学園大 13.17 6 2 2022 掛川　栞(1) 愛知学院大 12.85
ｽｶﾞｼﾏ ﾊﾙﾉ 愛　知 ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 愛　知

7 8 2170 菅嶋　悠乃(2) 中京大 13.18 7 1 2099 大町　ゆい(2) 至学館大 12.98
ｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 愛　知 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅｺ 宮　崎

8 2 2389 志村　和香奈(2) 中部大 13.34 8 7 2130 村上　香菜子(4) 中京大 13.05

凡例  DNS:欠場



女子200m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        23.15     高橋　萌木子(平成国際大)              2009
東海学生記録(TUR)       23.51     市川　華菜(中京大)                    2012
大会記録(GR)            25.06     野村　真由(至学館大)                  2015 8月6日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-2.8) 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
ｲﾄｳ ﾅﾕ 愛　知 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広　島

1 5 2233 伊藤　南侑(3) 東海学園大 25.25 1 6 2147 安藤　もも(3) 中京大 25.42
ﾐﾀ ｶﾅｴ 静　岡 ﾓﾘﾀ ｻｴｶ 愛　知

2 7 2329 三田　花苗(4) 常葉大 25.65 2 2 2235 森田　冴香(3) 東海学園大 26.34
ｽｶﾞｼﾏ ﾊﾙﾉ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 静　岡

3 3 2170 菅嶋　悠乃(2) 中京大 26.23 3 3 2337 渡辺　優衣(M1) 静岡県立大 26.48
ﾔｷﾞ ﾎﾉｶ 愛　知 ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ 愛　知

4 8 2323 八木　穂乃花(1) 至学館大 26.66 4 8 2418 中内　彩虹(1) 東海学園大 26.69
ｶﾄｳ ﾕｷｺ 静　岡 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ 愛　知

1 2074 加藤　由樹子(2) 至学館大 DNS 5 5 2092 藤原　涼花(3) 至学館大 27.00
ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ 高　知 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｶ 愛　知

2 2105 西原　琳(2) 至学館大 DNS 6 7 2019 竹下　悠香(2) 愛知学院大 27.02
ﾉﾑﾗ ﾏﾕ 愛　知 ﾀﾅｶ ﾏｷ 岐　阜

4 2081 野村　真由(4) 至学館大 DNS 7 1 2514 田中　槙(1) 岐阜聖徳学大 27.83
ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 愛　知 ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 愛　知

6 2099 大町　ゆい(2) 至学館大 DNS 4 2115 河邉　真知子(4) 椙山女学園大 DNS

3組 (風:-1.3) 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

ｵｵﾋﾗ ﾁﾅﾂ 愛　知 ｲﾄｳ ﾅﾕ 愛　知

1 3 2226 大平　千夏(4) 東海学園大 26.17 1 2233 伊藤　南侑(3) 東海学園大 25.25 -2.8
ｱｻﾋ ﾐﾎ 北海道 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広　島

2 2 2082 朝日　美帆(3) 至学館大 26.60 2 2147 安藤　もも(3) 中京大 25.42 -1.8
ﾅﾂﾒ ｻﾅ 愛　知 ﾐﾀ ｶﾅｴ 静　岡

3 5 2089 夏目　沙奈(3) 至学館大 26.93 3 2329 三田　花苗(4) 常葉大 25.65 -2.8
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｺ 愛　知 ｵｵﾋﾗ ﾁﾅﾂ 愛　知

4 4 2198 柴田　寛子(2) 南山大 27.80 4 2226 大平　千夏(4) 東海学園大 26.17 -1.3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 静　岡 ｽｶﾞｼﾏ ﾊﾙﾉ 愛　知

5 1 2332 渡辺　亜美(3) 常葉大 28.14 5 2170 菅嶋　悠乃(2) 中京大 26.23 -2.8
ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ 岐　阜 ﾓﾘﾀ ｻｴｶ 愛　知

6 2148 岩川　奈々萌(3) 中京大 DNS 6 2235 森田　冴香(3) 東海学園大 26.34 -1.8
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 愛　知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 静　岡

7 2117 宮崎　玲菜(3) 椙山女学園大 DNS 7 2337 渡辺　優衣(M1) 静岡県立大 26.48 -1.8
ｵｶ ﾅﾙﾐ 愛　知 ｱｻﾋ ﾐﾎ 北海道

8 2006 岡　愛美(4) 名古屋大 DNS 8 2082 朝日　美帆(3) 至学館大 26.60 -1.3

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        51.80     丹野　麻美(福島大)                    2005
東海学生記録(TUR)       53.64     笠島　里美(中京大)                    1996
大会記録(GR)            56.33     門奈　美和(中京女子大)                2008 8月6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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広　島 ｷｼﾉ ﾄﾓﾐ 静　岡

1 3 2147 安藤　もも(3) 中京大 54.95 GR 1 6 2325 岸野　友美(4) 常葉大 1:00.86
ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 岐　阜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 静　岡

2 5 2261 佐藤　朋子(3) 岐阜経済大 56.96 2 3 2334 小林　桃華(2) 常葉大 1:01.61
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ 静　岡 ｷｼﾉ ｼﾎ 愛　知

3 6 2328 武田　夏美(4) 常葉大 56.97 3 7 2018 岸野　志歩(2) 愛知学院大 1:02.10
ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 愛　知 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 福　井

4 4 2099 大町　ゆい(2) 至学館大 57.12 4 4 2173 宮本　薫(2) 中京大 1:02.61
ﾌｼﾞｲ ｱｺ 広　島 ﾔﾏｼﾀ ﾏｲｶ 愛　知

5 2 2110 藤井　亜子(2) 至学館大 59.30 5 8 2023 山下　舞香(3) 愛知大 1:03.73
ﾓﾘ ｸﾙﾐ 静　岡 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 愛　知

6 1 2330 森　久留美(4) 常葉大 1:00.32 2 2117 宮崎　玲菜(3) 椙山女学園大 DNS
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 愛　知 ｷﾉｼﾀ ｻﾕﾐ 愛　知

7 7 2115 河邉　真知子(4) 椙山女学園大 1:00.38 5 2228 木下　紗由美(4) 東海学園大 DNS
ｽｶﾞｼﾏ ﾊﾙﾉ 愛　知

8 2170 菅嶋　悠乃(2) 中京大 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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 広　島 GR
1 2147 安藤　もも(3) 中京大 54.95

ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 岐　阜

2 2261 佐藤　朋子(3) 岐阜経済大 56.96
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ 静　岡

3 2328 武田　夏美(4) 常葉大 56.97
ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 愛　知

4 2099 大町　ゆい(2) 至学館大 57.12
ﾌｼﾞｲ ｱｺ 広　島

5 2110 藤井　亜子(2) 至学館大 59.30
ﾓﾘ ｸﾙﾐ 静　岡

6 2330 森　久留美(4) 常葉大 1:00.32
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 愛　知

7 2115 河邉　真知子(4) 椙山女学園大 1:00.38
ｷｼﾉ ﾄﾓﾐ 静　岡

8 2325 岸野　友美(4) 常葉大 1:00.86

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子800m
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        2:02.10   西村　美樹(東京学芸大)                2003
東海学生記録(TUR)       2:05.00   佐々木　麗奈(中京大)                  2000
大会記録(GR)            2:14.42   藤井　亜子(至学館大)                  2016 8月6日 15:30 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

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛　知 ﾔﾏﾓﾄ ｲｸﾐ 愛　知

1 3 2382 長屋　美月(1) 中京大 2:17.30 1 7 2113 山本　郁実(2) 至学館大 2:26.17
ﾔｽﾀﾞ ｱﾘｻ 岐　阜 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 愛　知

2 6 2414 安田　侑紗(1) 至学館大 2:23.47 2 6 2188 小笠原　香苗(4) 名古屋市立大 2:27.55
ｷﾀﾑﾗ ｱｲ 広　島 ｶﾄｳ ﾐｵｺ 愛　知

3 5 2444 北村　愛(1) 中京大 2:25.24 3 3 2025 加藤　美桜子(2) 愛知大 2:28.84
ｷﾀﾃﾞ ﾐﾎ 愛　知 ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｱ 三　重

4 8 2016 北出　美穂(3) 愛知学院大 2:27.08 4 2 2301 扇谷　結愛(1) 皇學館大 2:29.71
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長　野 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｶ 静　岡

5 2 2463 桜井　菜緒(1) 名古屋学院大 2:31.73 5 8 2540 藤田　ゆうか(1) 名古屋女子大 2:32.96
ｶﾜｲ ﾘｺ 愛　知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 静　岡

6 7 2513 河合　季胡(1) 岐阜聖徳学大 2:37.27 6 5 2326 小林　ちひろ(4) 常葉大 2:34.49
ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｶ 愛　知 ﾖｼｵｶ ｱﾕﾐ 愛　知

4 2120 山中　今日香(2) 椙山女学園大 DNS 7 4 2490 吉岡　鮎美(3) 東海学園大 2:38.54

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

ﾏｺﾞﾒ ﾁﾎ 静　岡 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾘｶ 三　重

1 4 2339 馬込　千帆(3) 静岡県立大 2:29.82 1 8 2094 松永　茉里香(3) 至学館大 2:29.07
ﾅﾅﾐ ｻﾕﾘ 愛　知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 愛　知

2 6 2388 名波　早百合(3) 中部大 2:29.95 2 7 2112 山田　真維(2) 至学館大 2:30.23
ｲﾏｲ ﾘｶｺ 愛　知 ｲﾄｳ ﾏﾕ 三　重

3 3 2083 今井　理香子(3) 至学館大 2:30.46 3 5 2432 伊藤　麻有(1) 至学館大 2:35.09
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 愛　知 ｻｴｷ ﾎﾉｶ 三　重

4 2 2525 近藤　由理(1) 名古屋大 2:31.46 4 4 2528 佐伯　穂乃香(1) 皇學館大 2:35.48
ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅｺ 愛　知 ｸｽﾞﾔ ｴﾘ 愛　知

5 5 2469 桐山　菜奈子(1) 愛知淑徳大 2:34.63 5 3 2393 葛谷　恵利(3) 名古屋学院大 2:46.43
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 長　野 ﾏﾂｳﾗ ｱｲｺ 愛　知

6 7 2229 塩澤　華奈(4) 東海学園大 2:36.10 6 2057 松浦　藍子(2) 愛知淑徳大 DNS
ﾅｶｼﾏ ｱｲ 愛　知

7 8 2221 中島　亜衣(3) 名城大 2:38.64

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

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛　知

1 2382 長屋　美月(1) 中京大 2:17.30
ﾔｽﾀﾞ ｱﾘｻ 岐　阜

2 2414 安田　侑紗(1) 至学館大 2:23.47
ｷﾀﾑﾗ ｱｲ 広　島

3 2444 北村　愛(1) 中京大 2:25.24
ﾔﾏﾓﾄ ｲｸﾐ 愛　知

4 2113 山本　郁実(2) 至学館大 2:26.17
ｷﾀﾃﾞ ﾐﾎ 愛　知

5 2016 北出　美穂(3) 愛知学院大 2:27.08
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 愛　知

6 2188 小笠原　香苗(4) 名古屋市立大 2:27.55
ｶﾄｳ ﾐｵｺ 愛　知

7 2025 加藤　美桜子(2) 愛知大 2:28.84
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾘｶ 三　重

8 2094 松永　茉里香(3) 至学館大 2:29.07

凡例  DNS:欠場



女子100mH(0.838m)
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        13.15     紫村　仁美(早稲田大)                  2012
東海学生記録(TUR)       13.45     小林紗矢香(愛知教育大)                2017 8月6日 09:20 予　選
大会記録(GR)            14.15     中谷　ほのか(中京大)                  2013 8月6日 14:00 決　勝

予　選　1組0着＋8

1組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾜﾘ 沖　縄

1 5 2276 中村　向日葵(1) 岐阜経済大 15.04 q
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ 愛　知

2 6 2084 内山　はるな(3) 至学館大 15.14 q
ｱﾀﾞﾁ ﾓｴﾉ 岐　阜

3 3 2270 安達　萌乃(1) 岐阜経済大 15.34 q
ﾆﾅｶﾞﾜ ﾏﾕ 愛　知

4 7 2455 蜷川　真由(1) 東海学園大 15.56 q
ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 三　重

5 1 2076 奥野　春菜(4) 至学館大 16.47 q
ﾀｶﾓﾘ ﾎﾅﾐ 静　岡

6 8 2331 髙森　帆南(3) 常葉大 16.68 q
ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 岐　阜

7 2 2240 吉田　瑠那(2) 東海学園大 17.68 q
ﾌﾙｻﾞﾜ ｱﾔｶ 愛　知

4 2151 古澤　彩果(3) 中京大 DNS

決　勝　

(風:-3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ 愛　知

1 3 2084 内山　はるな(3) 至学館大 15.23
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾜﾘ 沖　縄

2 6 2276 中村　向日葵(1) 岐阜経済大 15.35
ｱﾀﾞﾁ ﾓｴﾉ 岐　阜

3 4 2270 安達　萌乃(1) 岐阜経済大 15.66
ﾆﾅｶﾞﾜ ﾏﾕ 愛　知

4 5 2455 蜷川　真由(1) 東海学園大 15.90
ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 三　重

5 7 2076 奥野　春菜(4) 至学館大 17.08
ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 岐　阜

6 2 2240 吉田　瑠那(2) 東海学園大 17.83

凡例  DNS:欠場



女子400mH(0.762m)
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        55.94     青木　沙弥佳(福島大)                  2008
東海学生記録(TUR)       57.92     佐藤　陽子(中京大)                    1985
大会記録(GR)            1:00.66   太田　果寿(岐阜大)                    2015 8月6日 11:35 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

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛　知 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 愛　知

1 4 2382 長屋　美月(1) 中京大 1:00.23 GR 1 2 2070 山崎　恵里佳(4) 金城学院大 1:07.72
ｽｽﾞｷ ｱﾐ 静　岡 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 福　井

2 3 2327 鈴木　杏実(4) 常葉大 1:05.04 2 6 2173 宮本　薫(2) 中京大 1:08.78
ｻｻｷ ﾓｴ 愛　知 ｲｿﾑﾗ ｴﾘ 愛　知

3 2 2412 佐々木　萌(1) 至学館大 1:05.60 3 3 2073 磯村　江里(2) 至学館大 1:08.89
ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三　重 ﾐﾔﾀ ｻｷ 岐　阜

4 6 2149 島田　菜央(3) 中京大 1:06.22 4 4 2390 宮田　早記(2) 中部大 1:09.44
ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 三　重 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 岐　阜

5 1 2076 奥野　春菜(4) 至学館大 1:06.32 5 5 2279 齊藤　慧子(2) 岐阜聖徳学大 1:09.56
ｽｽﾞｷ ﾓｴ 愛　知 ｱｻﾉ ｻｷ 愛　知

6 7 2015 鈴木　萌(4) 愛知学院大 1:08.82 6 7 2431 淺野　紗綺(1) 至学館大 1:15.44
ｺﾞﾄｳ ﾁﾎ 岐　阜 ｲﾏｲｶﾘ ﾏﾐ 愛　知

7 5 2280 後藤　千穂(M1) 岐阜大 1:11.45 1 2017 今碇　真未(2) 愛知学院大 DNF
ﾀｶﾓﾘ ﾎﾅﾐ 静　岡 ﾅｶﾉ ﾊﾅｴ 愛　知

8 2331 髙森　帆南(3) 常葉大 DNS 8 2458 中野　華映(1) 中部大 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

ﾅｶﾞﾔ ﾐﾂｷ 愛　知 GR
1 2382 長屋　美月(1) 中京大 1:00.23

ｽｽﾞｷ ｱﾐ 静　岡

2 2327 鈴木　杏実(4) 常葉大 1:05.04
ｻｻｷ ﾓｴ 愛　知

3 2412 佐々木　萌(1) 至学館大 1:05.60
ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 三　重

4 2149 島田　菜央(3) 中京大 1:06.22
ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 三　重

5 2076 奥野　春菜(4) 至学館大 1:06.32
ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 愛　知

6 2070 山崎　恵里佳(4) 金城学院大 1:07.72
ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 福　井

7 2173 宮本　薫(2) 中京大 1:08.78
ｽｽﾞｷ ﾓｴ 愛　知

8 2015 鈴木　萌(4) 愛知学院大 1:08.82

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子4X100mR
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        44.80     長島・栗本・松田・渡辺(福島大)        2006
東海学生記録(TUR)       45.45     加藤・門奈・仲田・今井(至学館大)      2010
大会記録(GR)            46.58     樫山・野村・藤原・山口(至学館大)      2016 8月6日 16:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

1 3 愛知学院大学 2015 鈴木　萌(4) ｽｽﾞｷ ﾓｴ 50.42
2021 佐藤　圭那子(2) ｻﾄｳ ｶﾅｺ
2022 掛川　栞(1) ｶｹｶﾞﾜ ｼｵﾘ
2019 竹下　悠香(2) ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｶ

4 東海学園大学 2235 森田　冴香(3) ﾓﾘﾀ ｻｴｶ DNS
2223 伊藤　瑛里(4) ｲﾄｳ ｴﾘ
2226 大平　千夏(4) ｵｵﾋﾗ ﾁﾅﾂ
2233 伊藤　南侑(3) ｲﾄｳ ﾅﾕ

5 至学館大学 2320 臼田　菜々美(1) ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ DNS
2077 加藤　桃佳(4) ｶﾄｳ ﾓﾓｶ
2111 水野　瑛梨(2) ﾐｽﾞﾉ ｴﾘ
2099 大町　ゆい(2) ｵｵﾏﾁ ﾕｲ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 50.42愛知学院大学 鈴木　萌(4) / 佐藤　圭那子(2) / 掛川　栞(1) / 竹下　悠香(2)

凡例  DNS:欠場



女子4X400mR
審 判 長：榊原　茂

記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        3:34.70   渡辺・丹野・青木・金田一(福島大)      2007
東海学生記録(TUR)       3:39.47   齋藤・伊達・竹内・市川(中京大)        2012
大会記録(GR)            3:49.71   朝日・樫山・望月・山田(至学館大)      2015 8月6日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

1 3 常葉大学 2328 武田　夏美(4) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ 3:58.53

2325 岸野　友美(4) ｷｼﾉ ﾄﾓﾐ
2330 森　久留美(4) ﾓﾘ ｸﾙﾐ
2329 三田　花苗(4) ﾐﾀ ｶﾅｴ

2 8 至学館大学C 2089 夏目　沙奈(3) ﾅﾂﾒ ｻﾅ 4:02.31

2074 加藤　由樹子(2) ｶﾄｳ ﾕｷｺ
2412 佐々木　萌(1) ｻｻｷ ﾓｴ
2076 奥野　春菜(4) ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ

3 7 至学館大学B 2323 八木　穂乃花(1) ﾔｷﾞ ﾎﾉｶ 4:04.15

2082 朝日　美帆(3) ｱｻﾋ ﾐﾎ
2073 磯村　江里(2) ｲｿﾑﾗ ｴﾘ
2111 水野　瑛梨(2) ﾐｽﾞﾉ ｴﾘ

4 6 至学館大学D 2099 大町　ゆい(2) ｵｵﾏﾁ ﾕｲ 4:06.53

2105 西原　琳(2) ﾆｼﾊﾗ ﾘﾝ
2431 淺野　紗綺(1) ｱｻﾉ ｻｷ
2110 藤井　亜子(2) ﾌｼﾞｲ ｱｺ

5 2 至学館大学 2320 臼田　菜々美(1) ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 4:07.09

2092 藤原　涼花(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ
2085 大蔵　伊織(3) ｵｵｸﾗ ｲｵﾘ
2084 内山　はるな(3) ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾅ

4 東海学園大学 DNS

5 椙山女学園大学 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 3:58.53

2 4:02.31

3 4:04.15

4 4:06.53

5 4:07.09

至学館大学D 大町　ゆい(2) / 西原　琳(2) / 淺野　紗綺(1) / 藤井　亜子(2)

至学館大学 臼田　菜々美(1) / 藤原　涼花(3) / 大蔵　伊織(3) / 内山　はるな(3)

常葉大学 武田　夏美(4) / 岸野　友美(4) / 森　久留美(4) / 三田　花苗(4)

至学館大学C 夏目　沙奈(3) / 加藤　由樹子(2) / 佐々木　萌(1) / 奥野　春菜(4)

至学館大学B 八木　穂乃花(1) / 朝日　美帆(3) / 磯村　江里(2) / 水野　瑛梨(2)

凡例  DNS:欠場



女子走高跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        1m95      佐藤　　恵(福岡大)                    1987
東海学生記録(TUR)       1m93      今井　美希(中京女子大)                1997
大会記録(GR)            1m76      石井　ゆりこ(至学館大)                2014 8月6日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾑﾈｶﾈ ﾏﾘﾅ 京　都 － － － － ○ ○ × ○ ○

1 10 2139 宗包　麻里菜(4) 中京大 × × × 1m72
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 静　岡 － － － － ○ × × ○ × × ×

2 8 2343 山崎　彩夏(4) 静岡大 1m66
ｲｼﾊﾗ ﾘｻ 岐　阜 － － － ○ ○ × × ×

3 9 2156 石原　里紗(3) 中京大 1m63
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｶ 愛　知 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

4 5 2419 宮下　優(1) 東海学園大 1m63
ﾊﾗ ﾕｳｺ 愛　知 － ○ ○ ○ × × ×

5 7 2413 原　侑子(1) 至学館大 1m60
ﾖｺｲ ﾕﾅ 愛　知 － ○ ○ × × ×

6 6 2324 横井　ゆな(1) 至学館大 1m55
ﾎｼﾊﾞ ｱｲｶ 愛　知 ○ ○ × × ×

7 2 2230 干場　愛花(4) 東海学園大 1m50
ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 静　岡 ○ × ○ × × ×

8 3 2344 深澤　花香(4) 静岡大 1m50
ｸｽﾉｷ ﾊﾅｴ 香　川 － × ○ × × ×

8 4 2086 楠　英恵(3) 至学館大 1m50
ｲﾀｸﾗ ｻﾅ 愛　知 × × ○ × × ×

10 1 2488 板倉　左奈(1) 中部大 1m45

1m72
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m75

1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45



女子走幅跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        6m78      池田　久美子(福島大)                  2001
東海学生記録(TUR)       6m41      山下　博子(中京大)                    1972
大会記録(GR)            5m85      石原　薫子(中京大)                    2016 8月6日 09:15 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

ｲｼﾊﾗ ｶｵﾙｺ 愛　知 × 5m90 × 6m05 × × 6m05
1 19 2137 石原　薫子(4) 中京大 +1.7 +1.6 +1.6 GR

ﾐｽﾞﾉ ﾏﾉﾝ 静　岡 × × 5m70 × × × 5m70
2 14 2269 水野　舞音(2) 岐阜経済大 +1.6 +1.6

ｼﾗｲ ﾏﾐ 新　潟 5m48 5m66 × 5m42 × 5m56 5m66
3 15 2161 白井　真美(3) 中京大 +3.2 +2.7 -0.4 +2.0 +2.7

ｶｽﾔ ﾕﾘ 愛　知 × 5m25 5m40 5m24 5m38 5m52 5m52
4 1 2377 糟谷　友里(1) 中京大 +2.4 +1.1 +0.6 +0.7 +0.9 +0.9

ﾂﾂﾞｷ ｻｷ 愛　知 × 5m35 × 5m20 5m43 × 5m43
5 10 2114 都築　沙季(1) 至学館大 +2.2 +2.5 +2.2 +2.2

ﾋﾗｺ ﾕｳ 静　岡 × × 5m42 × × × 5m42
6 17 2277 平子　侑(1) 岐阜経済大 +0.6 +0.6

ﾀｲﾗ ｻｷ 沖　縄 5m09 5m39 5m11 5m20 r 5m39
7 11 2267 平良　さき(2) 岐阜経済大 +1.9 +1.6 0.0 +1.4 +1.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 岐　阜 5m38 5m30 5m29 5m38 5m31 5m31 5m38
8 16 2278 渡辺　美夏(4) 岐阜聖徳学大 +2.3 +1.3 +1.9 +2.6 +2.4 +2.7 +2.3

ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾄｴ 三　重 5m10 5m15 5m31 5m31
9 8 2433 中崎　仁絵(1) 至学館大 +2.2 +1.9 +1.3 +1.3

ｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 愛　知 5m18 5m30 5m12 5m30
10 13 2389 志村　和香奈(2) 中部大 +2.0 +1.1 -0.4 +1.1

ｶﾜﾉ ﾚｲﾅ 宮　崎 5m10 5m02 5m29 5m29
11 9 2271 川野　伶奈(1) 岐阜経済大 +2.8 +2.3 +2.0 +2.0

ｽｶﾞ ﾁｵﾘ 愛　知 5m27 5m06 5m12 5m27
12 5 2104 須賀　千織(2) 至学館大 +1.3 +1.3 +0.2 +1.3

ｻﾄｳ ｱﾘｻ 大　阪 5m01 × × 5m01
13 4 2125 佐藤　有沙(4) 中京大 +0.6 +0.6

ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 愛　知 4m77 × × 4m77
14 2 2227 河口　朋美(4) 東海学園大 +1.4 +1.4

ﾀｶﾞ ﾐｺﾄ 愛　知 × × 4m59 4m59
15 3 2480 多賀　みこと(1) 椙山女学園大 +1.1 +1.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 高　知 × × ×
6 2259 渡邊　楓(4) 岐阜経済大 NM

ｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 静　岡

7 2435 須田　遥日(1) 常葉大 DNS
ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 愛　知

12 2109 早川　有香(2) 至学館大 DNS
ｱｹﾎﾞｼ ﾋｶﾙ 愛　知

18 2368 明星　光(1) 中京大 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



女子三段跳
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        13m69     花岡　麻帆(順天堂大)                  1998
東海学生記録(TUR)       13m13     安田　紀子(中京大)                    1995
大会記録(GR)            12m07     鈴木　佑実(至学館大)                  2014 8月6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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｽﾔ ﾕﾘ 愛　知 × 12m62 12m42 × 12m54 11m63 12m62
1 11 2377 糟谷　友里(1) 中京大 +2.4 +1.5 +4.1 +4.9 +2.4 GR

ｶﾄｳ ｱﾔﾅ 愛　知 11m94 11m98 11m75 11m72 11m80 11m73 11m98
2 6 2479 加藤　綾菜(1) 椙山女学園大 +4.5 +2.7 +3.4 +0.2 +2.0 +1.9 +2.7

ｶｼﾞﾉ ｶｺ 岐　阜 × 11m71 × 11m15 11m35 11m43 11m71
3 9 2265 梶野　香子(2) 岐阜経済大 +2.9 +3.2 +1.1 +3.7 +2.9

ﾀｲﾗ ｻｷ 沖　縄 11m21 11m43 11m39 11m47 11m21 10m98 11m47
4 7 2267 平良　さき(2) 岐阜経済大 +2.9 +3.1 +2.0 +2.0 +1.6 +3.6 +2.0

ｶｼﾞ ｽｽﾞｶ 徳　島 × 11m09 11m33 11m08 11m05 11m15 11m33
5 3 2158 梶　涼夏(3) 中京大 +3.8 +1.7 +1.2 +2.5 +3.5 +1.7

ｶﾜﾉ ﾚｲﾅ 宮　崎 11m32 11m21 × 11m21 11m19 11m25 11m32
6 8 2271 川野　伶奈(1) 岐阜経済大 +4.9 +2.7 +1.9 +3.4 +3.0 +4.9

ﾂﾂﾞｷ ｻｷ 愛　知 11m15 10m37 10m69 10m74 × × 11m15
7 5 2114 都築　沙季(1) 至学館大 +4.3 +1.6 +3.0 +1.6 +4.3

ｽｶﾞ ﾁｵﾘ 愛　知 × 11m13 × 10m90 × × 11m13
8 4 2104 須賀　千織(2) 至学館大 +2.2 +2.2 +2.2

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｶ 愛　知 10m85 10m85 10m57 10m85
9 1 2419 宮下　優(1) 東海学園大 +2.2 +0.8 +2.3 +0.8

ｽｽﾞｷ ﾓｴ 愛　知

2 2319 鈴木　萌(2) 至学館大 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ 愛　知

10 2080 中山　怜佳(4) 至学館大 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        54m90     室伏　由佳(中京大)                    1998
東海学生記録(TUR)       54m90     室伏　由佳(中京大)                    1998
大会記録(GR)            43m21     山本　実果(中京大)                    2016 8月6日 15:15 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

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂﾐ 愛　知

1 12 2072 丸山　夏美(4) 至学館大 38m08 × × 38m08 × × × 38m08
ﾏｷ ｱｶﾘ 愛　知

2 10 2167 牧　亜香里(3) 中京大 37m89 × × 37m89 × × × 37m89
ｿｺﾞｳ ﾓﾓ 香　川

3 7 2262 十河　百(3) 岐阜経済大 35m39 37m43 × 37m43 × × × 37m43
ｶﾅｲ ｱｵｲ 大　阪

4 11 2165 金井　葵(3) 中京大 × × 36m88 36m88 × × × 36m88
ﾂﾙｲ ﾐｻﾄ 山　口

5 8 2181 鶴井　美里(2) 中京大 32m54 × 34m84 34m84 × × × 34m84
ﾎﾘｳﾁ ﾐｻﾄ 三　重

6 9 2322 堀内　美里(1) 至学館大 33m88 × 33m88 33m88 × × 34m67 34m67
ﾄﾐﾀ ﾀﾏﾐ 香　川

7 5 2275 冨田　瑞海(1) 岐阜経済大 31m78 × × 31m78 31m10 × × 31m78
ﾃｼﾏ ﾓｴﾉ 愛　知

8 4 2482 手島　萌乃(1) 椙山女学園大 29m45 29m79 × 29m79 × × × 29m79
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕｶ 愛　知

9 6 2102 近藤　真由華(2) 至学館大 23m29 29m61 × 29m61 29m61
ｶﾜﾁ ｹｲｺ 愛　知

10 3 2007 河内　慶子(4) 名古屋大 24m86 28m52 × 28m52 28m52
ﾄﾔﾏ ｱｽｶ 愛　知

11 2 2457 外山　明日夏(1) 中部大 23m45 × × 23m45 23m45
ｻﾄｳ ﾏｺ 愛　知

1 2103 佐藤　眞子(2) 至学館大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子やり投(600g)
審 判 長：櫻井　一美
記録主任：久米　孝延

日本学生記録(CR)        61m38     北口　榛花(日本大)                    2016
東海学生記録(TUR)       56m31     瀧川　寛子(中京大)                    2017
大会記録(GR)            52m54     中島　美穂(中京大)                    2016 8月6日 09:15 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

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｺ 愛　知

1 9 2321 榊原　梨子(1) 至学館大 40m21 41m94 42m43 42m43 41m68 43m74 44m15 44m15
ﾔｽﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 岐　阜

2 8 2263 安田　汀(3) 岐阜経済大 40m87 40m25 41m78 41m78 39m04 38m43 43m27 43m27
ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｷ 愛　知

3 2 2100 奥村　夏妃(2) 至学館大 39m42 40m01 38m68 40m01 × 38m83 39m61 40m01
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾈ 愛　知

4 7 2456 山本　樹音(1) 東海学園大 36m09 38m06 34m34 38m06 34m49 39m14 31m58 39m14
ｵｵﾂﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ 岐　阜

5 6 2237 大坪　恵(2) 東海学園大 27m34 31m49 34m63 34m63 30m45 34m83 35m01 35m01
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 愛　知

6 4 2470 山口　葉菜(1) 愛知淑徳大 31m45 28m80 28m57 31m45 29m52 30m27 28m75 31m45
ｵｾﾞｷ ﾕｳｺ 愛　知

7 1 2462 尾関　祐子(1) 名古屋学院大 26m21 27m41 28m18 28m18 28m08 × × 28m18
ﾄﾔﾏ ｱｽｶ 愛　知

8 3 2457 外山　明日夏(1) 中部大 27m27 × 27m16 27m27 27m45 24m90 25m67 27m45
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 愛　知

10 2088 舘林　都美(3) 至学館大 × × × NM
ｲｿｶﾞｲ ﾓﾓｺ 愛　知

5 2001 磯貝　萌々子(2) 名古屋大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし


