
種　　目 記　　録 風 ラウンド 氏　　名 所　　属

女子４００ｍR 48.62 決勝 杉山 杉山 植田 水野 静岡長田南･静岡

女子４００ｍR 48.68 決勝 馬場 森 松井 三木 長良･愛知

種　　目 記　　録 風 ラウンド 氏　　名 所　　属

男子２年１５００ｍ 4.09.59 予選 西山　令 葵　愛知

男子１１０ｍＨ 14.45 +1.3 予選 角田　涼一 豊正　愛知

男子２年１００ｍ 10.86 +1.3 決勝 日吉　克実 伊豆修善寺　静岡

男子３年１００ｍ 10.88 +0.8 決勝 手塚　康太 飛騨白川　岐阜

男子２００ｍ 22.00 -0.7 決勝 河室　裕貴 弥富　愛知

女子２年１００ｍ 12.47 -0.5 予選 松本　沙耶子 清水第四　静岡

女子１００ｍＨ 14.44 +0.6 予選 小沢　紗里花 浜松西高中　静岡

女子８００ｍ 2.11.39 決勝 木村　友香 静岡篭上　静岡

女子２年１００ｍ 12.43 +0.9 決勝 建部　カオリ 浜松湖東　静岡

女子１００ｍＨ 14.43 -0.2 決勝 小沢　紗里花 浜松西高中　静岡

女子１００ｍＨ 14.45 -0.2 決勝 谷　優奈 保見　愛知

女子１５００ｍ  4.36.49 決勝 田中　結女 富士岡　静岡

女子１５００ｍ  4.37.52 決勝 久保　彩乃 清水第一　静岡

女子４００ｍR 48.62 決勝 杉山 杉山 植田 水野 静岡長田南･静岡

女子４００ｍR 48.68 決勝 馬場 森 松井 三木 長良･愛知

女子４００ｍR 48.84 決勝 酒井 名倉 諏訪 石田 磐田竜洋･静岡
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東海中学新記録　記録一覧



主催：東海中学校体育連盟 / 三重・愛知・静岡・岐阜県教育委員会 審判長 (トラック) 山本　裕史 (投　　擲) 片田　泰郎

　　　岐阜市教育委員会 / 東海陸上競技協会 (跳　　躍) 杉山　美生 (招 集 所) 吉田　金義 平成２１年８月１１日（水）

主管：岐阜陸上競技協会 / 岐阜県中学校体育連盟 記録主任  寺町　義昭

後援：(財)岐阜県体育協会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年１００ｍ 秋江　洋志(1) 11.76 廣澤　数馬(1) 11.87 吉田　熙那(1) 11.96 中西透暉鷹(1) 11.99 井本　一峻(1) 12.09 村瀬　翔太(1) 12.13 福田　佳祐(1) 12.21 半場　稔力(1) 12.26

風:+2.1 愛　知･萩原 岐　阜･大垣東 静　岡･伊東南 三　重･天栄 三　重･木本 愛　知･城山 静　岡･清水第七 静　岡･磐田東

２年１００ｍ 日吉　克実(2) 10.86 田中　翔真(2) 11.22 井面  拓也(2) 11.43 笹岡　拓也(2) 11.45 宮﨑　恭庸(2) 11.45 藤岡　鷹羽(2) 11.50 近藤　佑哉(2) 11.55 榊間　慎也(2) 11.59

風:+1.3 静　岡･伊豆修善寺 NGR 三　重･名張北 愛　知･豊橋南部 愛　知･城山 愛　知･六ツ美北 愛　知･保見 愛　知･大府北 岐　阜･蘇原

３年１００ｍ 手塚　康太(3) 10.88 鈴木  祐太(3) 10.95 矢川　喬平(3) 11.16 黒野　脩斗(3) 11.18 佐藤　晃浩(3) 11.35 川野　直哉(3) 11.43 吉村　清和(3) 11.52 髙峰　隆彰(3) 11.63

風:+0.8 岐　阜･飛騨白川 NGR 愛　知･本郷 静　岡･富士岩松 愛　知･吉良 岐　阜･多治見 愛　知･扇台 静　岡･静岡東 愛　知･鳴海

２００ｍ 河室　裕貴(3) 22.00 諏訪　達郎(3) 22.44 宮崎　海悠(3) 22.90 長田  拓也(3) 22.91 小池　龍緯(3) 23.03 安井　大河(3) 23.20 増田圭一郎(3) 23.47 土田　智大(3) 23.54

風:-0.7 愛　知･弥富 NGR 三　重･大池 愛　知･春日井知多 愛　知･野田 三　重･城田 愛　知･東港 三　重･山手 岐　阜･島

４００ｍ 愛敬彰太郎(3) 50.74 前田　裕太(3) 51.06 小川　　建(3) 51.52 古橋　弘貴(3) 51.92 近藤　啓太(3) 52.23 伴野　侑輝(3) 52.39 栗原　和希(3) 52.78 松井　篤洋(3) 53.49

三　重･成徳 三　重･桜 静　岡･浜松南陽 静　岡･浜松神久呂 愛　知･上郷 静　岡･浜松西部 愛　知･雁が音 静　岡･掛川北

８００ｍ 兼松　哲大(3)  2:00.67 渥美　良明(3)  2:01.78 石本　卓也(3)  2:03.02 森　裕隆(3)  2:03.50 菅沼　絢斗(3)  2:05.80 立花　侑司(3)  2:06.45 前川　守(3)  2:07.61 岡田　健太(3)  2:12.46

愛　知･高針台 静　岡･静岡高松 静　岡･静岡中島 愛　知･高蔵寺 愛　知･竜南 岐　阜･羽島 三　重･伊勢港 三　重･正和

１年１５００ｍ 茂山　蓮太(1)  4:26.07 稲葉　康太(1)  4:26.49 小島　勇人(1)  4:27.92 加藤　雅仁(1)  4:33.71 鈴木　怜音(1)  4:34.58 木村　聡(1)  4:34.69 大谷　広樹(1)  4:34.80 木村　光佑(1)  4:35.43

三　重･一志 愛　知･葵 愛　知･今伊勢 静　岡･沼津金岡 岐　阜･高田 愛　知･河和 静　岡･静岡東 静　岡･静岡籠上

２年１５００ｍ 西山　令(2)  4:14.66 南　嘉紀(2)  4:18.01 中谷　建太(2)  4:18.59 渡辺　智裕(2)  4:18.98 河瀨慎一郎(2)  4:19.36 藤村　穣(2)  4:19.82 村上　ヒデキ(2)  4:20.26 永山　周輝(2)  4:20.69

愛　知･葵 静　岡･浜松舞阪 静　岡･浜松麁玉 岐　阜･大垣東 静　岡･浜松可美 岐　阜･多治見 愛　知･東浦 愛　知･東浦西部

３年１５００ｍ 木下　雅裕(3)  4:09.12 植松　悠樹(3)  4:09.82 松浦　昂広(3)  4:12.55 野中　翔太(3)  4:12.99 岡田　悠(3)  4:13.00 西山　雄介(3)  4:14.59 丹野　風亜(3)  4:14.89 西尾　文吾(3)  4:15.22

愛　知･知多八幡 静　岡･静岡長田西 静　岡･浜松北浜 静　岡･吉田 岐　阜･不破 三　重･三雲 静　岡･浜松天竜 岐　阜･阿木

３０００ｍ 金尾　圭祐(3)  8:57.82 野村　将汰(3)  9:02.09 山城　翔輝(3)  9:10.05 堀崎　裕史(3)  9:11.03 加藤　翼(3)  9:11.04 河合　晃平(3)  9:11.15 三浦　健太(3)  9:11.18 岩本　響(3)  9:16.00

愛　知･東港 静　岡･浜松麁玉 静　岡･静岡籠上 静　岡･富士 静　岡･伊東南 愛　知･下山 三　重･伊勢宮川 愛　知･矢作

１１０ｍＨ 角田　涼一(3) 14.63 杉山　昇(3) 14.81 岩田　大輝(3) 14.88 今原  貴生(3) 14.94 棚橋　正希(3) 15.09 杉坂　竜亮(3) 15.10 宮崎　滉太(3) 15.13 山本　卓(3) 15.21

風:+0.1 愛　知･豊正 岐　阜･美濃加茂東 三　重･一志 愛　知･南稜 岐　阜･大垣東 愛　知･上郷 愛　知･沓掛 三　重･南島西

低４×１００ｍ 篠目･愛　知 46.40 高田･三　重 46.86 名古屋東海･愛　知 46.88 一志･三　重 47.17 千種･愛　知 47.19 冨士･愛　知 47.19 大口･愛　知 47.21 多治見･岐　阜 48.00

   伊藤　雅明    河村　天陽    加藤　大暉    安井　拓    塚原　隆貴    正木　大地    倉知　靖治    渡辺　大祐

   村瀬　雅季    松岡　修平    岩崎　聖    中竹　秀一    伊藤　友明    渡邉　圭一郎    楠　拓也    澤田　晃一

   遠藤　侑汰    鈴木　悠介    萩野　雅斗    茂山　蓮太    石原　光源    武井　祐太    林　青駒    石井　涼太

   外山　達也    中西　淳貴    佐藤　有真    中山　大之    野村　大成    鵜飼　瞭汰    中里　快    最能　健太

４×１００ｍ 名古屋東海･愛　知 44.70 浜松天竜･静　岡 44.88 鳴海･愛　知 44.95 古知野･愛　知 45.25 同順:伊勢港･三　重 45.25 静岡城内･静　岡 45.49 富士岩松･静　岡 45.70 富士南･静　岡 46.06

   時田　遼嗣    戸塚　貴拓    近藤　司    川崎　裕介    金森　弘樹    久保田賢斗    篠原　京    山本　翼

   田中　宏昌    高橋　建人    近藤　龍一    萩原　弘樹    北村　椋汰    谷澤　健太    天野　文隆    佐野　未来

   岩田　亘平    伊藤　　誠    横井　一将    伊藤　蒼星    寺田　浩亮    伊藤　大志    井出　拓海    鈴木　翔大

   高橋　周治    鈴木龍之介    髙峰　隆彰    玉田　脩二朗    宮崎　寛隆    田島　伸悟    矢川　喬平    加藤　竜馬

走高跳 坂本　憲哉(3) 1m92 衛藤　将(3) 1m89 井戸田　峻(3) 1m83 後藤　孝平(3) 1m83 榊原　潤也(3) 1m80 宮川　甲伊(3) 1m75 松田　侑大(3) 1m75 松井　義将(3) 1m75

愛　知･奥 三　重･白子 岐　阜･東可児 静　岡･富士根南 愛　知･吉田方 愛　知･竜海 静　岡･浜松日体 岐　阜･池田

棒高跳 戸倉　広貴(3) 4m40 野田　涼平(3) 4m40 植松　倫理(3) 4m30 小林　亮太(3) 4m20 野村　太郎(3) 4m10 田中　昌平(3) 4m10 髙橋　義貴(2) 4m00 富田　啓介(3) 4m00

静　岡･袋井南 岐　阜･瑞陵 静　岡･浜松天竜 静　岡･浜松天竜 静　岡･静岡末広 三　重･南勢 静　岡･吉原第一 静　岡･新居

走幅跳 村上　了太(3)   6m68 野本　健太郎(3)   6m64 青山　耕也(3)   6m62 二宮　聡史(3)   6m51 田中　凌平(3)   6m45 岡山　真(3)   6m34 藤木　智巳(3)   6m20 梅原　壮太(3)   6m17

静　岡･菊川岳洋-1.3 愛　知･六ッ美-1.0 愛　知･森孝+1.6 愛　知･甲山+0.5 三　重･松阪中部-0.2 三　重･明和+0.1 三　重･三重大附属+1.1 静　岡･中伊豆-0.1

砲丸投 伊藤　勇吏(3)  14m62 高　ｼｮｳﾛﾝ(3)  14m52 大輪　哲也(3)  14m19 坂本　大樹(3)  13m40 白井　悠希(3)  13m34 吉田　克範(3)  13m09 三村　武司(3)  12m89 中西　啄真(3)  12m66

岐　阜･下呂 岐　阜･藍川東 静　岡･下田 三　重･一志 静　岡･湖西鷲津 静　岡･焼津大富 三　重･千代崎 三　重･厚生
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岐阜メモリアルセンター長良川競技場

第31回東海中学校総合体育大会 陸上競技大会

NTJ:東海新　ETJ:東海ﾀｲ NGR:大会新　



主催：東海中学校体育連盟 / 三重・愛知・静岡・岐阜県教育委員会 審判長 (トラック) 山本　裕史 (投　　擲) 片田　泰郎

　　　岐阜市教育委員会 / 東海陸上競技協会 (跳　　躍) 杉山　美生 (招 集 所) 吉田　金義 平成２１年８月１１日（水）

主管：岐阜陸上競技協会 / 岐阜県中学校体育連盟 記録主任  寺町　義昭

後援：(財)岐阜県体育協会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

入 賞 者 一 覧 表

岐阜メモリアルセンター長良川競技場

第31回東海中学校総合体育大会 陸上競技大会

１年１００ｍ 榎薗あすか(1) 12.94 松村　莉奈(1) 13.15 杉山　梓(1) 13.16 村越　優里奈(1) 13.17 佐川　真由(1) 13.20 西田　有沙(1) 13.28 河合　詩菜(1) 13.31 戸川佳奈子(1) 13.43

風:-0.1 岐　阜･高富 静　岡･田子浦 静　岡･東海大翔洋 愛　知･六ツ美北 静　岡･裾野富岡 三　重･五十鈴 愛　知･安祥 静　岡･町立清水

２年１００ｍ 建部　ｶｵﾘ(2) 12.43 松本沙耶子(2) 12.54 大橋　萌子(2) 12.74 杉井　晴菜(2) 12.77 田中　優梨亜(2) 12.78 中村　有里(2) 12.86 高野　文菜(2) 12.86 熊田　侑起(2) 12.96

風:+0.9 静　岡･浜松湖東 NGR 静　岡･清水第四 静　岡･焼津大富 静　岡･浜松西高中 愛　知･豊川西部 静　岡･伊豆修善寺 岐　阜･美濃加茂東 岐　阜･梅林

３年１００ｍ 古川　真瑚(3) 12.49 鈴木　海景(3) 12.50 水野　亜美(3) 12.56 大橋　瞳(3) 12.68 松浦　史奈(3) 12.74 鎌倉　葉月(3) 13.00 城内　洋香(3) 13.03 堀　琴美(3) 13.05

風:-0.1 岐　阜･美濃 静　岡･磐田第一 静　岡･静岡長田南 岐　阜･日新 三　重･八風 岐　阜･小坂 静　岡･芝川 三　重･東員第一

２００ｍ 杉山　美優(3) 25.46 佐藤　彩夏(3) 25.68 大塚陽那子(3) 25.71 名倉　彩夏(3) 25.92 伊藤千奈津(3) 26.05 萩原　加奈子(2) 26.18 田矢　愛美(3) 26.44 藤原恵里佳(3) 27.10

風:-0.5 静　岡･静岡長田南 静　岡･三島中郷 岐　阜･島 静　岡･磐田竜洋 静　岡･浜松麁玉 愛　知･高豊 三　重･亀山 三　重･大池

１年８００ｍ 松本奈菜子(1)  2:18.15 山田　日菜野(1)  2:21.01 飯田　彩乃(1)  2:21.82 西山　遥香(1)  2:25.45 伊藤　有希(1)  2:25.84 永谷　兆絵(1)  2:26.90 金尾　南実(1)  2:29.54 鷲見　梓沙(1)  2:41.58

静　岡･清水第四 愛　知･三好北 三　重･三重 三　重･三雲 静　岡･浜松麁玉 愛　知･平坂 愛　知･東港 愛　知･沓掛

８００ｍ 木村　友香(3)  2:11.39 西川　かりん(3)  2:15.94 堀　舞花(2)  2:15.99 髙木　理瑚(3)  2:17.22 太田　優紀(2)  2:18.21 服部　優亜(3)  2:19.30 大久保　紗希(2)  2:19.97 吉川　侑希(3)  2:25.07

静　岡･静岡籠上 NGR 愛　知･富貴 愛　知･祖父江 静　岡･袋井周南 静　岡･浜松浜名 愛　知･黄金 愛　知･東浦西部 愛　知･振甫

１５００ｍ 田中　結女(3)  4:36.49 久保　彩乃(2)  4:37.52 中島　葵(2)  4:38.17 古屋　佳那(3)  4:38.50 赤堀　結衣(3)  4:38.72 塩川　結(2)  4:39.06 北本　可奈子(3)  4:42.35 飯尾　美友(3)  4:45.08

静　岡･富士岡 NGR 静　岡･清水第一 NGR 静　岡･菊川西 静　岡･富士岡 静　岡･磐田城山 静　岡･富士宮第三 愛　知･犬山 三　重･一志

１００ｍＨ 小沢沙里花(3) 14.43 谷　優奈(3) 14.45 二村　有紀(2) 14.88 渡辺　里英(3) 14.89 高島　愛(3) 14.90 森本　真由(3) 14.96 伊藤　遥(2) 15.02 辻　保奈美(3) 15.20

風:-0.2 静　岡･浜松西高中 NGR 愛　知･保見 NGR 静　岡･浜松天竜 静　岡･吉原第一 岐　阜･不破 三　重･度会 岐　阜･恵那東 三　重･伊勢宮川

低４×１００ｍ 東海大翔洋･静　岡 51.58 五十鈴･三　重 51.76 三雲･三　重 51.85 豊岡･愛　知 52.15 安城南･愛　知 52.21 浜松曳馬･静　岡 52.45 吉原第三･静　岡 52.48 伊豆修善寺･静　岡 52.52

   遠藤　まな    野口　幸恵    松島沙理亜    加藤　凜    神谷　美和    飯尾　有紗    望月　頌子    柴　真央

   杉山　梓    西田　有沙    田中　杏沙    山本　梨紗    伊藤　佳奈    伊藤　真梨    渡辺ひかる    五十嵐可菜

   杉本　紋    石谷　佳穂    西山　遥香    鈴木  茉陽留    勝田　萌    吉田　菜穂    渡邉しおり    土屋　真子

   菅原奈津美    田村　佳澄    大西　莉沙    大羽　咲月    今泉　恵    飯尾　玲菜    鈴木　杏奈    中村　有里

４×１００ｍ 静岡長田南･静　岡 48.62 長良･愛　知 48.68 磐田竜洋･静　岡 48.84 浜松天竜･静　岡 49.07 浜松西高中･静　岡 49.88 島･岐　阜 50.19 千種･愛　知 50.24 伊勢宮川･三　重 50.29

   杉山　美波    馬場　桃子    酒井　菜那    鈴木　杏実    冨田　真子    井川　知佳    水野　萌香    奥野　春菜

   杉山　美優    森　佑紀那    名倉　彩夏    二村　有紀    杉井　晴菜    杉ノ下　愛    山田　晴帆    奥野　真由

   植田　晴香 NTJ    松井　香保里 NTJ    諏訪　晴海 ETJ    松林　花奈    鈴木　智美    高木真莉恵    松下　琴子    辻　保奈美

   水野　亜美 NGR    三木　麻由香 NGR    石田　夕捺 NGR    髙林　優日    小沢沙里花    大塚陽那子    早川　有香    羽根　翔子

走高跳 畠本ももこ(3) 1m64 榊原　小侑希(3) 1m64 清野　菜名(3) 1m61 秋山奈津妃(3) 1m61 松島美羽留(2) 1m61 小杉　奈央(3) 1m55 鈴木　麻莉華(3) 1m55 山根　芽衣(2) 1m50

岐　阜･中津第一 愛　知･河和 愛　知･明治 静　岡･富士岳陽 静　岡･浜松細江 静　岡･浜松積志 愛　知･岡崎南 三　重･伊勢宮川

田口　可奈子(3) 1m50

愛　知･木曾川

小井土すず美(3) 1m50

静　岡･下田稲生沢

走幅跳 浅井　真子(3)   5m54 大石真由香(3)   5m31 海野　結(3)   5m20 矢口　栞梨(3)   5m13 渡辺　美夏(2)   5m12 小寺　菜帆(3)   5m11 松林　花奈(3)   5m05 中村　光希(3)   5m05

愛　知･城北-1.0 静　岡･静岡末広-0.7 静　岡･静岡東-0.0 三　重･尾鷲-0.9 岐　阜･美濃加茂東+1.0 岐　阜･池田-0.0 静　岡･浜松天竜-1.1 岐　阜･小坂+1.7

砲丸投 佐藤　真緒(3)  14m62 堀内菜緒佳(3)  12m41 八木麻理菜(3)  12m38 宮本　如菜(2)  12m17 江利川　里帆(3)  12m02 下山　結女(3)  11m97 飯田　珠央(3)  11m87 梶原　沙也(3)  11m62

静　岡･浜松天竜 静　岡･浜松曳馬 岐　阜･緑陽 静　岡･浜松三方原 愛　知･港南 静　岡･静岡竜爪 静　岡･浜松南部 岐　阜･多治見
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NTJ:東海新　ETJ:東海ﾀｲ NGR:大会新　



第31回 東海中学校総合体育大会　陸上競技大会
主　催：東海中学校体育連盟　三重・愛知・静岡・岐阜県教育委員会
岐阜市教育委員会　東海陸上競技協会
主　管：岐阜陸上競技協会　岐阜県中学校体育連盟
後　援：(財)岐阜県体育協会

グランド・コンディション
日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所

09/08/11  9:00 晴れ 31.5 67.0 北  1.1 長良川競技場
10:00 快晴 33.0 67.0 北北東 1.2
11:00 快晴 34.0 57.0 東北東 1.9
12:00 晴れ 34.5 51.0 東  2.4
13:00 晴れ 35.0 52.0 北東 2.9
14:00 晴れ 35.0 52.0 東  2.0
15:00 晴れ 32.0 67.0 東  1.8
16:00 晴れ 31.0 66.0 南東 2.4

総務

トラック審判長

跳躍審判長

投てき審判長

招集所審判長

記録主任

山田　展也

山本　裕史

杉山　美生

片田　泰郎

寺町　義昭

吉田　金義



男子 １年  １００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 12:15
決勝                 8月11日 14:40

日本中学記録    10"67  梨本　真輝  流山南部  千葉  2008
             手)10"4   桑田　隆史  寝屋川四  大阪  1988
東海中学記録    10"77  岡部　和憲  名張北    三重　1996
　　　　　　 手)10"7   杉本　龍勇  沼津三    静岡　1985
                       杉村　文孝  三島北上  静岡  1986
大 会 記 録     11"41  鈴木　祐太  本郷　　　愛知　2007

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+1.4 1組

  1   4   977 廣澤　数馬(1)  大垣東    ･岐　阜    11.87 Q
ﾋﾛｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ     

  2   7   627 半場　稔力(1)  磐田東    ･静　岡    12.05 Q
ﾊﾝﾊﾞ ﾄｼｷ       

  3   6   322 伊藤　勉(1)    一宮南部  ･愛　知    12.09
ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ        

  4   5   272 浦井　崚自(1)  度会      ･三　重    12.15
ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ      

  5   2   491 岩崎　聖(1)    名古屋東海 ･愛　知    12.39
ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ       

  6   1    32 山口　将史(1)  伊勢宮川  ･三　重    12.41
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ      

  7   3   658 宮崎　和(1)    御殿場高根 ･静　岡    12.56
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ     

  8   8   993 遠藤　良典(1)  金山      ･岐　阜    12.59
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾖｼﾉﾘ    

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.3 2組

  1   5   521 秋江　洋志(1)  萩原      ･愛　知    11.88 Q
ｱｷｴ ﾋﾛｼ        

  2   4   131 井本　一峻(1)  木本      ･三　重    12.18 Q
ｲﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ      

  3   2   790 ﾏﾂﾅｶﾞ ｳｺﾞ(1)   浜松南部  ･静　岡    12.19
ﾏﾂﾅｶﾞ ｳｺﾞ      

  4   6   834 岩本　泰済(1)  富士岳陽  ･静　岡    12.25
ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ      

  5   3   948 三宅　將督(1)  岩邑      ･岐　阜    12.44
ﾐﾔｹ ﾏｻﾖｼ       

  6   7  1035 三浦　寿明(1)  坂本      ･岐　阜    12.51
ﾐｳﾗ ﾄｼｱｷ       

  7   8   153 井本　庄(1)    光風      ･三　重    12.67
ｲﾓﾄ ｼｮｳ        

  8   1   352 早川　佑太朗(1) 蟹江北    ･愛　知    12.74
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.5 3組

  1   3   197 中西透暉鷹(1)  天栄      ･三　重    11.89 Q
ﾅｶﾆｼ ﾄｷﾀｶ      

  2   5   617 吉田　熙那(1)  伊東南    ･静　岡    11.94 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾅ       

  3   8   420 村瀬　翔太(1)  城山      ･愛　知    11.97 q
ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ       

  4   1   685 福田　佳祐(1)  清水第七  ･静　岡    12.06 q
ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ      

  5   7     4 久保　将太(1)  有馬      ･三　重    12.26
ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ       

  6   6  1076 澤田　晃一(1)  多治見    ･岐　阜    12.26
ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ      

  7   4   543 渡邉　圭一郎(1) 冨士      ･愛　知    12.30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ   

  8   2  1167 丹羽　勇斗(1)  美濃加茂西 ･岐　阜    12.45
ﾆﾜ ﾊﾔﾄ         

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:+2.1

  1   5   521 秋江　洋志(1)  萩原      ･愛　知    11.76
ｱｷｴ ﾋﾛｼ        

  2   3   977 廣澤　数馬(1)  大垣東    ･岐　阜    11.87
ﾋﾛｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ     

  3   4   617 吉田　熙那(1)  伊東南    ･静　岡    11.96
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾅ       

  4   6   197 中西透暉鷹(1)  天栄      ･三　重    11.99
ﾅｶﾆｼ ﾄｷﾀｶ      

  5   7   131 井本　一峻(1)  木本      ･三　重    12.09
ｲﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ      

  6   2   420 村瀬　翔太(1)  城山      ･愛　知    12.13
ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ       

  7   1   685 福田　佳祐(1)  清水第七  ･静　岡    12.21
ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ      

  8   8   627 半場　稔力(1)  磐田東    ･静　岡    12.26
ﾊﾝﾊﾞ ﾄｼｷ       



男子 ２年  １００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 12:31
決勝                 8月11日 14:50

日本中学記録    10"67  梨本　真輝  流山南部  千葉  2008
             手)10"4   桑田　隆史  寝屋川四  大阪  1988
東海中学記録    10"77  岡部　和憲  名張北    三重　1996
　　　　　　 手)10"7   杉本　龍勇  沼津三    静岡　1985
                       杉村　文孝  三島北上  静岡  1986
大 会 記 録     11"17  牧野　功智  大垣南　　岐阜　1997

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+1.8 1組

  1   4   203 田中　翔真(2)  名張北    ･三　重    11.40 Q
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ       

  2   5   477 井面  拓也(2)  豊橋南部  ･愛　知    11.45 Q
ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ        

  3   1   336 近藤　佑哉(2)  大府北    ･愛　知    11.57 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ      

  4   3  1086 山口　翔太(2)  駄知      ･岐　阜    11.74
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ     

  5   7   904 横田　朔(2)    藍川東    ･岐　阜    11.87
ﾖｺﾀ ｻｸ         

  6   6   619 髙橋　拓也(2)  磐田神明  ･静　岡    11.88
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ       

  7   2   814 坂中　勇太(2)  浜松三方原 ･静　岡    12.06
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾀ       

  8   8    72 島岡　大貴(2)  嬉野      ･三　重    12.08
ｼﾏｵｶ ﾋﾛｷ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.1 2組

  1   5   604 日吉　克実(2)  伊豆修善寺 ･静　岡    10.99 Q
ﾋﾖｼ ｶﾂﾐ        

  2   8   419 笹岡　拓也(2)  城山      ･愛　知    11.51 Q
ｻｻｵｶ ﾀｸﾔ       

  3   4   522 金森　怜也(2)  葉栗      ･愛　知    11.76
ｶﾅﾓﾘ ﾚｲﾔ       

  4   6   998 林田　隼大(2)  岐大附属  ･岐　阜    11.83
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾔﾀ      

  5   3   165 渥美　久司(2)  白子      ･三　重    11.86
ｱﾂﾐ ﾋｻｼ        

  6   2   957 捫垣　幸斗(2)  恵那東    ･岐　阜    11.86
ﾈｼﾞｶﾞｷ ﾕｷﾄ     

  7   7    70 加藤　達哉(2)  内部      ･三　重    11.90
ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ        

  8   1   734 青木　幹将(2)  沼津第五  ･静　岡    12.07
ｱｵｷ ﾓﾄﾏｻ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:-0.3 3組

  1   7   561 宮﨑　恭庸(2)  六ツ美北  ･愛　知    11.56 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ    

  2   5  1058 榊間　慎也(2)  蘇原      ･岐　阜    11.63 Q
ｻｶｷﾏ ｼﾝﾔ       

  3   3   554 藤岡　鷹羽(2)  保見      ･愛　知    11.64 q
ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶﾊ      

  4   4   776 戸塚　貴拓(2)  浜松天竜  ･静　岡    11.81
ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ       

  5   6   215 舌古　一誠(2)  南勢      ･三　重    11.95
ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ      

  6   8   707 杉山　彼方(2)  裾野富岡  ･静　岡    12.03
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾀ      

  7   1   903 豊田　将平(2)  藍川東    ･岐　阜    12.10
ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ     

  8   2   113 川喜田剛志(2)  神戸      ･三　重    12.11
ｶﾜｷﾞﾀ ﾀｹｼ      

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:+1.3

  1   4   604 日吉　克実(2)  伊豆修善寺 ･静　岡    10.86 NGR 
ﾋﾖｼ ｶﾂﾐ        

  2   3   203 田中　翔真(2)  名張北    ･三　重    11.22
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ       

  3   5   477 井面  拓也(2)  豊橋南部  ･愛　知    11.43
ｲﾉﾓ ﾀｸﾔ        

  4   7   419 笹岡　拓也(2)  城山      ･愛　知    11.45
ｻｻｵｶ ﾀｸﾔ       

  5   6   561 宮﨑　恭庸(2)  六ツ美北  ･愛　知    11.45
ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ    

  6   1   554 藤岡　鷹羽(2)  保見      ･愛　知    11.50
ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶﾊ      

  7   2   336 近藤　佑哉(2)  大府北    ･愛　知    11.55
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ      

  8   8  1058 榊間　慎也(2)  蘇原      ･岐　阜    11.59
ｻｶｷﾏ ｼﾝﾔ       

凡例: NGR:大会新記録



男子 ３年  １００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 12:55
決勝                 8月11日 15:00

日本中学記録    10"67  梨本　真輝  流山南部  千葉  2008
             手)10"4   桑田　隆史  寝屋川四  大阪  1988
東海中学記録    10"77  岡部　和憲  名張北    三重　1996
　　　　　　 手)10"7   杉本　龍勇  沼津三    静岡　1985
                       杉村　文孝  三島北上  静岡  1986
大 会 記 録     10"94  岡部　和憲  名張北　　三重　1996

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+1.0 1組

  1   4   556 鈴木  祐太(3)  本郷      ･愛　知    10.99 Q
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ       

  2   5   829 矢川　喬平(3)  富士岩松  ･静　岡    11.05 Q
ﾔｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ     

  3   6  1075 佐藤　晃浩(3)  多治見    ･岐　阜    11.33 q
ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ       

  4   8   454 岩中　正志(3)  千種台    ･愛　知    11.37
ｲﾜﾅｶ ﾏｻｼ       

  5   2   949 金武　弘晃(3)  鶯谷      ･岐　阜    11.41
ｶﾈﾀｹ ﾋﾛｱｷ      

  6   3    73 西口　航平(3)  嬉野      ･三　重    11.45
ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ     

  7   7    24 岡咲　和歩(3)  伊勢宮川  ･三　重    11.66
ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ      

  8   1   766 津ヶ谷健太(3)  浜松庄内  ･静　岡    11.70
ﾂｶﾞﾔ  ｹﾝﾀ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+3.1 2組

  1   5  1124 手塚　康太(3)  飛騨白川  ･岐　阜    10.85 Q
ﾃﾂﾞｶ ｺｳﾀ       

  2   7   507 髙峰　隆彰(3)  鳴海      ･愛　知    11.34 Q
ﾀｶﾐﾈ ﾀｶｱｷ      

  3   3   328 川野　直哉(3)  扇台      ･愛　知    11.36 q
ｶﾜﾉ ﾅｵﾔ        

  4   6   230 木下　来星(3)  文岡      ･三　重    11.47
ｷﾉｼﾀ ﾗｲｾｲ      

  5   4   700 田島　伸悟(3)  静岡城内  ･静　岡    11.49
ﾀｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ      

  6   8   844 鈴木　翔大(3)  富士南    ･静　岡    11.60
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ    

  7   1  1157 遠山　慧(3)    緑ヶ丘    ･岐　阜    11.64
ﾄｵﾔﾏ ｻﾄﾙ       

  8   2   244 牛田　匡哉(3)  三雲      ･三　重    11.71
ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.1 3組

  1   6   371 黒野　脩斗(3)  吉良      ･愛　知    11.18 Q
ｸﾛﾉ ｼｭｳﾄ       

  2   3   660 吉村　清和(3)  静岡東    ･静　岡    11.29 Q
ﾖｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ     

  3   5    94 池村　優介(3)  亀山中部  ･三　重    11.43
ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ      

  4   4   950 宮嶋　佑(3)    鶯谷      ･岐　阜    11.45
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ       

  5   7   827 井出　拓海(3)  富士岩松  ･静　岡    11.51
ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ        

  6   2   566 加藤　恭平(3)  森孝      ･愛　知    11.55
ｶﾄｳ ｷｮｳﾍｲ      

  7   1   271 竹内　大晴(3)  和具      ･三　重    11.63
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ      

  8   8   997 波多野泰生(3)  上之保    ･岐　阜    11.95
ﾊﾀﾉ ﾀｲｷ        

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:+0.8

  1   4  1124 手塚　康太(3)  飛騨白川  ･岐　阜    10.88 NGR 
ﾃﾂﾞｶ ｺｳﾀ       

  2   5   556 鈴木  祐太(3)  本郷      ･愛　知    10.95
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ       

  3   3   829 矢川　喬平(3)  富士岩松  ･静　岡    11.16
ﾔｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ     

  4   6   371 黒野　脩斗(3)  吉良      ･愛　知    11.18
ｸﾛﾉ ｼｭｳﾄ       

  5   1  1075 佐藤　晃浩(3)  多治見    ･岐　阜    11.35
ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ       

  6   2   328 川野　直哉(3)  扇台      ･愛　知    11.43
ｶﾜﾉ ﾅｵﾔ        

  7   7   660 吉村　清和(3)  静岡東    ･静　岡    11.52
ﾖｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ     

  8   8   507 髙峰　隆彰(3)  鳴海      ･愛　知    11.63
ﾀｶﾐﾈ ﾀｶｱｷ      

凡例: NGR:大会新記録



男子 共通  ２００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 13:25
決勝                 8月11日 15:17

日本中学記録    21"36  為末　　大  五日市    広島  1993
東海中学記録    21"55  岡部　和憲  名張北    三重　1996
大 会 記 録     22"13  西畑　　匡  竜南　　　愛知　1990
             手)21"9   杉村　文孝　三島北上　静岡　1986

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.6 1組

  1   3   514 長田  拓也(3)  野田      ･愛　知    22.80 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ       

  2   6   128 小池　龍緯(3)  城田      ･三　重    22.86 Q
ｺｲｹ ﾘｭｳｲ       

  3   7   464 安井　大河(3)  東港      ･愛　知    23.01 q
ﾔｽｲ ﾀｲｶﾞ       

  4   5  1007 山木田　雅(3)  岐南      ･岐　阜    23.15
ﾔﾏｷﾀ ﾐﾔﾋﾞ      

  5   4   835 黒田　直哉(3)  富士岳陽  ･静　岡    23.19
ｸﾛﾀﾞ ﾅｵﾔ       

  6   8   845 山本　翼(3)    富士南    ･静　岡    23.27
ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ      

  7   2   176 大道　卓也(3)  高田      ･三　重    23.55
ｵｵﾐﾁ ﾀｸﾔ       

  8   1   913 佐藤　正明(3)  池田      ･岐　阜    23.99
ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.1 2組

  1   5    75 諏訪　達郎(3)  大池      ･三　重    22.36 Q
ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ        

  2   6   349 宮崎　海悠(3)  春日井知多 ･愛　知    22.76 Q
ﾐﾔｻﾞｷﾐﾕｳ       

  3   4  1039 土田　智大(3)  島        ･岐　阜    22.91 q
ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ      

  4   3   796 小川　尚(3)    浜松曳馬  ･静　岡    23.20
ｵｶﾞﾜ ﾅｵ        

  5   7   649 伊藤　大晃(3)  蒲原      ･静　岡    23.23
ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ       

  6   8  1068 吉井　啓太(3)  高富      ･岐　阜    23.45
ﾖｼｲ ｹｲﾀ        

  7   2   512 都築　佑介(3)  西尾      ･愛　知    23.70
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ      

  8   1   155 杉本　優太(3)  菰野      ･三　重    23.75
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.1 3組

  1   5   569 河室　裕貴(3)  弥富      ･愛　知    22.58 Q
ｶﾜﾑﾛ ﾕｳｷ       

  2   4   263 増田圭一郎(3)  山手      ･三　重    23.21 Q
ﾏｽﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ    

  3   3   935 佐藤　広樹(3)  伊奈波    ･岐　阜    23.25
ｻﾄｳ ﾋﾛｷ        

  4   2   722 蒔田　遼(3)    長泉      ･静　岡    23.27
ﾏｷﾀ ﾘｮｳ        

  5   1   510 横井　一将(3)  鳴海      ･愛　知    23.33
ﾖｺｲ ｶｽﾞﾏｻ      

  6   6   848 増田　成汰(3)  焼津      ･静　岡    23.51
ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ      

  7   7  1133 横関　将成(3)  不破      ･岐　阜    23.68
ﾖｺｾﾞｷ　ﾏｻﾅﾘ    

  8   8   191 河合　将志(3)  千代崎    ･三　重    23.72
ｶﾜｲ ﾏｻｼ        

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:-0.7

  1   3   569 河室　裕貴(3)  弥富      ･愛　知    22.00 NGR 
ｶﾜﾑﾛ ﾕｳｷ       

  2   6    75 諏訪　達郎(3)  大池      ･三　重    22.44
ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ        

  3   4   349 宮崎　海悠(3)  春日井知多 ･愛　知    22.90
ﾐﾔｻﾞｷﾐﾕｳ       

  4   5   514 長田  拓也(3)  野田      ･愛　知    22.91
ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ       

  5   7   128 小池　龍緯(3)  城田      ･三　重    23.03
ｺｲｹ ﾘｭｳｲ       

  6   2   464 安井　大河(3)  東港      ･愛　知    23.20
ﾔｽｲ ﾀｲｶﾞ       

  7   8   263 増田圭一郎(3)  山手      ･三　重    23.47
ﾏｽﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ    

  8   1  1039 土田　智大(3)  島        ･岐　阜    23.54
ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ      

凡例: NGR:大会新記録



男子 共通  ４００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 13:15
決勝                 8月11日 15:10

日本中学記録    48"25  柳澤　純希  七飯大中山 北海道 2006
             手)48"2   西畑　　匡  竜南　　   愛知   1990
東海中学記録    48"47  西畑　　匡  竜南　　   愛知   1990
　　　　　　 手)48"2   西畑　　匡  竜南　　   愛知   1990
大 会 記 録     49"32  石田　征大  鷲津　　　 静岡　 1991

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   5   171 愛敬彰太郎(3)  成徳      ･三　重    52.00 Q
ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ   

  2   7   767 伴野　侑輝(3)  浜松西部  ･静　岡    52.20 Q
ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｷ       

  3   6   360 近藤　啓太(3)  上郷      ･愛　知    52.41 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ      

  4   3   843 佐野　未来(3)  富士南    ･静　岡    53.64
ｻﾉ ﾐﾗｲ         

  5   2   408 伊藤  孝治(3)  小牧      ･愛　知    54.49
ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ       

  6   1   174 小下　元路(3)  創徳      ･三　重    55.15
ｺｼﾀ ｱｻﾐﾁ       

  7   8   933 神山　広久(3)  伊奈波    ･岐　阜    56.00
ｺｳﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ      

  8   4  1105 長谷川祐希(3)  日新      ･岐　阜    56.32
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   4   163 前田　裕太(3)  桜        ･三　重    51.14 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ       

  2   6   792 小川　　建(3)  浜松南陽  ･静　岡    51.68 Q
ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾙ       

  3   5   368 栗原　和希(3)  雁が音    ･愛　知    52.02 q
ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞｷ      

  4   2   745 伊藤　　周(3)  浜松可美  ･静　岡    53.00
ｲﾄｳ ｼｭｳ        

  5   8   137 岡田　智文(3)  厚生      ･三　重    53.60
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ      

  6   1   467 名倉　義貴(3)  常磐      ･愛　知    54.01
ﾅｸﾞﾗ ﾖｼｷ       

  7   7  1149 山下健太郎(3)  北稜      ･岐　阜    54.90
ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ     

  8   3   961 長野　純也(3)  大垣北    ･岐　阜    55.40
ﾅｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 3組

  1   5   744 古橋　弘貴(3)  浜松神久呂 ･静　岡    52.24 Q
ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛｷ       

  2   1   647 松井　篤洋(3)  掛川北    ･静　岡    52.98 Q
ﾏﾂｲ ｱﾂﾋﾛ       

  3   8   351 中田　竜磨(3)  香流      ･愛　知    53.72
ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾏ       

  4   3   200 東條　晃己(3)  富田      ･三　重    53.86
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ     

  5   6   963 福井　崚太(3)  大垣西部  ･岐　阜    55.29
ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ       

  6   2   996 石原　顕輔(3)  上之保    ･岐　阜    55.54
ｲｼﾊﾗ ｹﾝｽｹ      

  7   7    23 上田　晃平(3)  伊勢宮川  ･三　重    55.94
ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ      

  4   307 田口　惇嗣(3)  朝日      ･愛　知 DNS 
ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ       

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   4   171 愛敬彰太郎(3)  成徳      ･三　重    50.74

ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ   
  2   5   163 前田　裕太(3)  桜        ･三　重    51.06

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ       
  3   3   792 小川　　建(3)  浜松南陽  ･静　岡    51.52

ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾙ       
  4   6   744 古橋　弘貴(3)  浜松神久呂 ･静　岡    51.92

ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛｷ       
  5   1   360 近藤　啓太(3)  上郷      ･愛　知    52.23

ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ      
  6   7   767 伴野　侑輝(3)  浜松西部  ･静　岡    52.39

ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｷ       
  7   2   368 栗原　和希(3)  雁が音    ･愛　知    52.78

ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞｷ      
  8   8   647 松井　篤洋(3)  掛川北    ･静　岡    53.49

ﾏﾂｲ ｱﾂﾋﾛ       

凡例: DNS:欠    場



男子 共通  ８００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 10:28
決勝                 8月11日 14:25

日本中学記録  1'53"15  和田　仁志  赤穂    長野  1983
東海中学記録  1'54"02  田牧　慎也  青陵    三重　1990
大 会 記 録   1'58"51  井野  拓哉  土岐津  岐阜　2008

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   6   674 石本　卓也(3)  静岡中島  ･静　岡  2:04.69 Q
ｲｼﾓﾄ ﾀｸﾔ       

  2   5   430 兼松　哲大(3)  高針台    ･愛　知  2:05.55 Q
ｶﾈﾏﾂ ﾃﾂﾋﾛ      

  3   4   156 松岡　良樹(3)  菰野      ･三　重  2:07.28
ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ       

  4   7  1148 稲田　康希(3)  北稜      ･岐　阜  2:08.35
ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ       

  5   3  1147 渡辺　崇寛(3)  平和      ･岐　阜  2:08.87
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾋﾛ    

  6   2   656 伏見　貴史(3)  湖西鷲津  ･静　岡  2:09.57
ﾌｼﾐ ﾀｶｼ        

  7   1   395 木下　峻輔(3)  古知野    ･愛　知  2:13.23
ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝｽｹ     

  8   8   239 松永　徹(3)    松阪西    ･三　重  2:14.38
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   5   673 渥美　良明(3)  静岡高松  ･静　岡  2:01.60 Q
ｱﾂﾐ ﾖｼｱｷ       

  2   4   385 森　裕隆(3)    高蔵寺    ･愛　知  2:02.40 Q
ﾓﾘ ﾕﾀｶ         

  3   8   585 菅沼　絢斗(3)  竜南      ･愛　知  2:02.75 q
ｽｶﾞﾇﾏ ｹﾝﾄ      

  4   6  1118 立花　侑司(3)  羽島      ･岐　阜  2:05.01 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾕｳｼﾞ    

  5   1   736 鈴木　翔磨(3)  浜松麁玉  ･静　岡  2:05.07
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ      

  6   3   116 榊原　伊織(2)  神戸      ･三　重  2:06.59
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲｵﾘ     

  7   2   902 志水　智徳(3)  藍川東    ･岐　阜  2:12.36
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾉﾘ      

  8   7   265 松岡　秀典(2)  陽和      ･三　重  2:15.43
ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 3組

  1   6    19 前川　守(3)    伊勢港    ･三　重  2:05.46 Q
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ      

  2   2   173 岡田　健太(3)  正和      ･三　重  2:06.02 Q
ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ       

  3   3   350 柴田　達也(3)  香流      ･愛　知  2:06.11
ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ       

  4   8   655 滝沢　郁也(3)  湖西鷲津  ･静　岡  2:06.99
ﾀｷｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ      

  5   7   437 山内  裕斗(3)  田原      ･愛　知  2:07.60
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾄ       

  6   5  1087 小西　良輔(3)  垂井北    ･岐　阜  2:08.23
ｺﾆｼ ﾘｮｳｽｹ      

  7   4   821 西村　大暉(3)  富士      ･静　岡  2:13.80
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ      

  8   1  1177 古林　史也(3)  麗澤瑞浪  ･岐　阜  2:15.88
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ      

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7   430 兼松　哲大(3)  高針台    ･愛　知  2:00.67

ｶﾈﾏﾂ ﾃﾂﾋﾛ      
  2   3   673 渥美　良明(3)  静岡高松  ･静　岡  2:01.78

ｱﾂﾐ ﾖｼｱｷ       
  3   6   674 石本　卓也(3)  静岡中島  ･静　岡  2:03.02

ｲｼﾓﾄ ﾀｸﾔ       
  4   5   385 森　裕隆(3)    高蔵寺    ･愛　知  2:03.50

ﾓﾘ ﾕﾀｶ         
  5   1   585 菅沼　絢斗(3)  竜南      ･愛　知  2:05.80

ｽｶﾞﾇﾏ ｹﾝﾄ      
  6   2  1118 立花　侑司(3)  羽島      ･岐　阜  2:06.45

ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾕｳｼﾞ    
  7   4    19 前川　守(3)    伊勢港    ･三　重  2:07.61

ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ      
  8   8   173 岡田　健太(3)  正和      ･三　重  2:12.46

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ       
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日本中学記録  3'56"20  和田　仁志  赤穂      長野  1983
東海中学記録  3'56"43  福士優太朗  裾野深良  静岡　2005
大 会 記 録   4'15"52  西山    令  葵　　    愛知　2008

予選(2組6着)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   5    54 茂山　蓮太(1)  一志      ･三　重  4:29.74 Q
ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ      

  2   3   662 木村　光佑(1)  静岡籠上  ･静　岡  4:30.25 Q
ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ       

  3  10   387 木村　聡(1)    河和      ･愛　知  4:33.37 Q
ｷﾑﾗ ｻﾄｼ        

  4   7   602 澤　　弘平(1)  藤枝青島北 ･静　岡  4:33.37 Q
ｻﾜ ｺｳﾍｲ        

  5   2   535 瀧本　一貴(1)  富貴      ･愛　知  4:35.03 Q
ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ      

  6   6   326 小島　勇人(1)  今伊勢    ･愛　知  4:35.90 Q
ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ       

  7   9   188 中村　友哉(1)  多気      ･三　重  4:37.44
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ       

  8   1   167 北村　祥(1)    白子      ･三　重  4:37.92
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ       

  9  11   629 大塚　悠介(1)  磐田竜洋  ･静　岡  4:40.35
ｵｵﾂｶ ﾕｳｽｹ      

 10   8  1176 古林　潤也(1)  麗澤瑞浪  ･岐　阜  4:54.45
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ    

  4  1117 権藤　耀(1)    羽島      ･岐　阜 DNS 
ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ     

 12  1019 山川　惇生(1)  興文      ･岐　阜 DNS 
ﾔﾏｶﾜ ｱﾂｷ       

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   5   301 稲葉　康太(1)  葵        ･愛　知  4:36.25 Q
ｲﾅﾊﾞ ｺｳﾀ       

  2   3  1066 鈴木　怜音(1)  高田      ･岐　阜  4:36.50 Q
ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ       

  3  10   659 大谷　広樹(1)  静岡東    ･静　岡  4:38.14 Q
ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ       

  4   6   733 加藤　雅仁(1)  沼津金岡  ･静　岡  4:38.44 Q
ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ       

  5   1   305 杉原　邑実(1)  赤羽根    ･愛　知  4:38.81 Q
ｽｷﾞﾊﾗ ｸﾆﾐﾂ     

  6  12    99 下　史典(1)    亀山中部  ･三　重  4:39.51 Q
ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ        

  7   2   759 清水　唯人(1)  浜松篠原  ･静　岡  4:41.68
ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ       

  8   4   103 駒田紳太郎(1)  川越      ･三　重  4:44.40
ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ     

  9  11  1049 西村　祥紀(1)  真正      ･岐　阜  4:46.37
ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｷ       

 10   8   133 竹野成大郎(1)  楠        ･三　重  4:46.38
ﾀｹﾉ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ    

  7   971 河合　正貴(1)  大垣東    ･岐　阜 DNS 
ｶﾜｲ ﾏｻｷ        

  9   373 谷口　跳馬(1)  沓掛      ･愛　知 DNS 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ     

決勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  12    54 茂山　蓮太(1)  一志      ･三　重  4:26.07

ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ      
  2   3   301 稲葉　康太(1)  葵        ･愛　知  4:26.49

ｲﾅﾊﾞ ｺｳﾀ       
  3   2   326 小島　勇人(1)  今伊勢    ･愛　知  4:27.92

ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ       
  4   9   733 加藤　雅仁(1)  沼津金岡  ･静　岡  4:33.71

ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ       
  5  11  1066 鈴木　怜音(1)  高田      ･岐　阜  4:34.58

ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ       
  6   8   387 木村　聡(1)    河和      ･愛　知  4:34.69

ｷﾑﾗ ｻﾄｼ        
  7   5   659 大谷　広樹(1)  静岡東    ･静　岡  4:34.80

ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ       
  8   7   662 木村　光佑(1)  静岡籠上  ･静　岡  4:35.43

ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ       
  9   4   602 澤　　弘平(1)  藤枝青島北 ･静　岡  4:36.06

ｻﾜ ｺｳﾍｲ        
 10  10    99 下　史典(1)    亀山中部  ･三　重  4:36.35

ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ        
 11   6   535 瀧本　一貴(1)  富貴      ･愛　知  4:40.81

ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ      
 12   1   305 杉原　邑実(1)  赤羽根    ･愛　知  4:41.33

ｽｷﾞﾊﾗ ｸﾆﾐﾂ     

凡例: DNS:欠    場
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日本中学記録  3'56"20  和田　仁志  赤穂      長野  1983
東海中学記録  3'56"43  福士優太朗  裾野深良  静岡　2005
大 会 記 録   4'10"51  西脇　正臣  大府北    愛知　1988

予選(2組6着)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   5   302 西山　令(2)    葵        ･愛　知  4:09.59 Q NGR 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳ       

  2   6   746 河瀨慎一郎(2)  浜松可美  ･静　岡  4:21.21 Q
ｶﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ     

  3   9   425 川合  健太(2)  高豊      ･愛　知  4:21.82 Q
ｶﾜｲ ｹﾝﾀ        

  4   1   422 兵藤　佑樹(2)  末野原    ･愛　知  4:22.78 Q
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｷ     

  5  10   688 古賀　一輝(2)  清水第八  ･静　岡  4:22.82 Q
ｺｶﾞ ｶｽﾞｷ       

  6   3   978 渡辺　智裕(2)  大垣東    ･岐　阜  4:25.29 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ     

  7   4   164 後藤　大輝(2)  笹川      ･三　重  4:25.39
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ      

  8   8    87 本津　耕大(2)  尾鷲      ･三　重  4:29.65
ﾎﾝﾂ ｺｳﾀﾞｲ      

  9  11  1016 田口　雄大(2)  下呂      ･岐　阜  4:30.71
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ     

 10   2   830 古野　大和(2)  富士岡    ･静　岡  4:33.91
ﾌﾙﾉ ﾔﾏﾄ        

 11  12   102 片山康二朗(2)  川越      ･三　重  4:41.48
ｶﾀﾔﾏ　ｺｳｼﾞﾛｳ   

 12   7  1116 今井田　耀(2)  羽島      ･岐　阜  4:45.46
ｲﾏｲﾀﾞ ﾖｳ       

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   5   806 南　嘉紀　(2)  浜松舞阪  ･静　岡  4:14.32 Q
ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ        

  2   9   737 中谷　建太(2)  浜松麁玉  ･静　岡  4:17.77 Q
ﾅｶﾔ ｹﾝﾀ        

  3   4   525 永山　周輝(2)  東浦西部  ･愛　知  4:21.77 Q
ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ     

  4   8   524 村上　ヒデキ(2) 東浦      ･愛　知  4:22.80 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ      

  5   6  1078 藤村　穣(2)    多治見    ･岐　阜  4:24.07 Q
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｮｳ     

  6   3   118 杉浦　宏紀(2)  神戸      ･三　重  4:24.60 Q
ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ      

  7  12   374 寺嶋　優太(2)  沓掛      ･愛　知  4:26.39
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾀ       

  8   7   226 川戸　拓海(2)  久居      ･三　重  4:27.37
ｶﾜﾄ ﾀｸﾐ        

  9   1   601 青島　勇介(2)  藤枝青島北 ･静　岡  4:28.67
ｱｵｼﾏ ﾕｳｽｹ      

 10  10  1029 堀　晃輔(2)    境川      ･岐　阜  4:30.84
ﾎﾘ ｺｳｽｹ        

 11   2   975 豊田　岳(2)    大垣東    ･岐　阜  4:32.73
ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹﾙ       

 12  11   204 藤岡　勇樹(2)  名張北    ･三　重  4:36.76
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ      

決勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5   302 西山　令(2)    葵        ･愛　知  4:14.66

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳ       
  2   8   806 南　嘉紀　(2)  浜松舞阪  ･静　岡  4:18.01

ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ        
  3   7   737 中谷　建太(2)  浜松麁玉  ･静　岡  4:18.59

ﾅｶﾔ ｹﾝﾀ        
  4   2   978 渡辺　智裕(2)  大垣東    ･岐　阜  4:18.98

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ     
  5   4   746 河瀨慎一郎(2)  浜松可美  ･静　岡  4:19.36

ｶﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ     
  6   6  1078 藤村　穣(2)    多治見    ･岐　阜  4:19.82

ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｮｳ     
  7  11   524 村上　ヒデキ(2) 東浦      ･愛　知  4:20.26

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ      
  8   3   525 永山　周輝(2)  東浦西部  ･愛　知  4:20.69

ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ     
  9   9   688 古賀　一輝(2)  清水第八  ･静　岡  4:22.02

ｺｶﾞ ｶｽﾞｷ       
 10  12   425 川合  健太(2)  高豊      ･愛　知  4:25.01

ｶﾜｲ ｹﾝﾀ        
 11  10   118 杉浦　宏紀(2)  神戸      ･三　重  4:25.16

ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ      
 12   1   422 兵藤　佑樹(2)  末野原    ･愛　知  4:25.54

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｷ     

凡例: NGR:大会新記録
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日本中学記録  3'56"20  和田　仁志  赤穂      長野  1983
東海中学記録  3'56"43  福士優太朗  裾野深良  静岡　2005
大 会 記 録   4'08"53  山本　修平  高師台    愛知　2006

予選(2組6着)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   5   638 植松　悠樹(3)  静岡長田西 ･静　岡  4:17.64 Q
ｳｴﾏﾂ ﾕｳｷ       

  2   6   908 西尾　文吾(3)  阿木      ･岐　阜  4:17.85 Q
ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ      

  3   9   864 野中　翔太(3)  吉田      ･静　岡  4:17.94 Q
ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ       

  4   1   795 鈴木　大起(3)  浜松春野  ･静　岡  4:18.00 Q
ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ       

  5   4   563 彦坂  一成(3)  牟呂      ･愛　知  4:18.83 Q
ﾋｺｻｶ ｶｽﾞﾅﾘ     

  6   3   246 西山　雄介(3)  三雲      ･三　重  4:19.07 Q
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ      

  7  10   964 山下　翼(3)    大垣西部  ･岐　阜  4:20.98
ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ      

  8  11   228 宮本太志朗(3)  平田野    ･三　重  4:21.27
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｼﾛｳ     

  9   8   353 森　篤士(3)    神丘      ･愛　知  4:22.97
ﾓﾘ ｱﾂｼ         

 10  12   372 加藤　高徳(3)  沓掛      ･愛　知  4:23.57
ｶﾄｳ ﾀｶﾉﾘ       

 11   2  1048 江崎　巧磨(3)  真正      ･岐　阜  4:26.65
ｴｻｷ ﾀｸﾏ        

 12   7   172 岩田　壮太(3)  正和      ･三　重  4:40.11
ｲﾜﾀ ｿｳﾀ        

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   3   458 木下　雅裕(3)  知多八幡  ･愛　知  4:17.41 Q
ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ      

  2   5  1127 岡田　悠(3)    不破      ･岐　阜  4:17.79 Q
ｵｶﾀﾞ　ﾕｳ       

  3   9   960 德山　裕記(3)  大垣北    ･岐　阜  4:17.94 Q
ﾄｸﾔﾏ　ﾋﾛｷ      

  4   8   775 丹野　風亜(3)  浜松天竜  ･静　岡  4:18.02 Q
ﾀﾝﾉ ﾌｳｱ        

  5   6   227 畔柳　隼弥(3)  久居      ･三　重  4:18.15 Q
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾔ    

  6   4   748 松浦　昂広(3)  浜松北浜  ･静　岡  4:18.18 Q
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ      

  7   7   463 畑　秀磨(3)    東港      ･愛　知  4:18.33
ﾊﾀ ｼｭｳﾏ        

  8  12   828 望月　俊輔(3)  富士岩松  ･静　岡  4:20.85
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    

  9  11   501 林　正晃(3)    名古屋東海 ･愛　知  4:21.26
ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ       

 10   2    69 稲垣　達也(3)  一身田    ･三　重  4:26.14
ｲﾅｶﾞｷ　ﾀﾂﾔ     

 11   1   925 愛知　千明(3)  泉        ･岐　阜  4:29.04
ｱｲﾁ ﾁｱｷ        

 12  10   202 今西　亮太(3)  名張北    ･三　重  4:30.26
ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾀ      

決勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   7   458 木下　雅裕(3)  知多八幡  ･愛　知  4:09.12

ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ      
  2   6   638 植松　悠樹(3)  静岡長田西 ･静　岡  4:09.82

ｳｴﾏﾂ ﾕｳｷ       
  3   8   748 松浦　昂広(3)  浜松北浜  ･静　岡  4:12.55

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ      
  4  11   864 野中　翔太(3)  吉田      ･静　岡  4:12.99

ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ       
  5   1  1127 岡田　悠(3)    不破      ･岐　阜  4:13.00

ｵｶﾀﾞ　ﾕｳ       
  6   9   246 西山　雄介(3)  三雲      ･三　重  4:14.59

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ      
  7  12   775 丹野　風亜(3)  浜松天竜  ･静　岡  4:14.89

ﾀﾝﾉ ﾌｳｱ        
  8   5   908 西尾　文吾(3)  阿木      ･岐　阜  4:15.22

ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ      
  9  10   795 鈴木　大起(3)  浜松春野  ･静　岡  4:21.53

ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ       
 10   3   227 畔柳　隼弥(3)  久居      ･三　重  4:25.26

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾔ    
 11   2   960 德山　裕記(3)  大垣北    ･岐　阜  4:27.78

ﾄｸﾔﾏ　ﾋﾛｷ      
 12   4   563 彦坂  一成(3)  牟呂      ･愛　知  4:31.17

ﾋｺｻｶ ｶｽﾞﾅﾘ     



男子 共通  ３０００ｍ 決勝                 8月11日 16:20

日本中学記録  8'23"80  大住　　和  函館大川  　北海道  2005
東海中学記録  8'24"04  福士優太朗  裾野深良  　静岡　　2005
大 会 記 録   8'42"65  佐藤　悠基  町立清水南  静岡　　2001

決勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   9   462 金尾　圭祐(3)  東港      ･愛　知  8:57.82

ｶﾅｵ ｹｲｽｹ       
  2  23   738 野村　将汰(3)  浜松麁玉  ･静　岡  9:02.09

ﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀ       
  3   3   663 山城　翔輝(3)  静岡籠上  ･静　岡  9:10.05

ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳｷ      
  4  19   822 堀崎　裕史(3)  富士      ･静　岡  9:11.03

ﾎﾘｻｷ ﾕｳｼ       
  5   7   616 加藤　翼(3)    伊東南    ･静　岡  9:11.04

ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ       
  6   5   415 河合　晃平(3)  下山      ･愛　知  9:11.15

ｶﾜｲ ｺｳﾍｲ       
  7  12    31 三浦　健太(3)  伊勢宮川  ･三　重  9:11.18

ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ        
  8  21   575 岩本　響(3)    矢作      ･愛　知  9:16.00

ｲﾜﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ      
  9  17   459 早川　雅大(3)  知多八幡  ･愛　知  9:18.33

ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾋﾛ      
 10  11   739 山﨑　尚人(3)  浜松麁玉  ･静　岡  9:21.08

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ      
 11   1   545 於久　幸大(3)  扶桑      ･愛　知  9:21.64

ｵｸ ｺｳﾀﾞｲ       
 12   6   936 鈴木　大史(3)  伊奈波    ･岐　阜  9:24.01

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｼ      
 13  15   723 鈴木　隼人(3)  長泉北    ･静　岡  9:24.43

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ       
 14  13   320 野口　和真(3)  石巻      ･愛　知  9:26.46

ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ      
 15  18  1119 藤掛　晴哉(2)  羽島      ･岐　阜  9:38.05

ﾌｼﾞｶｹ ﾊﾙﾔ      
 16  22  1032 村田　裕哉(3)  境川      ･岐　阜  9:42.20

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ        
 17  16   154 坂田　昌駿(3)  菰野      ･三　重  9:43.28

ｻｶﾀ ﾏｻﾄｼ       
 18  20   132 岸田　裕也(3)  橋北      ･三　重  9:44.23

ｷｼﾀﾞ  ﾕｳﾔ      
 19   4   245 西井　拓哉(3)  三雲      ･三　重  9:46.81

ﾆｲｼ ﾀｸﾔ        
 20   8   192 松岡　秀明(3)  千代崎    ･三　重  9:50.53

ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ     
 21  10  1125 高木　俊輔(3)  蛭川      ･岐　阜  9:55.65

ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ     
 22  14  1027 井上　卓也(3)  国府      ･岐　阜 10:15.55

ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ       
 23   2  1031 宮川　貴斗(3)  境川      ･岐　阜 10:16.10

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶﾄ      
 24  24   225 岩﨑　瞭介(3)  浜島      ･三　重 10:44.78

ｲﾜｻｷ　ﾘｮｳｽｹ    



男子 共通  １１０ｍＨ 予選(3-2+2)          8月11日 13:55
決勝                 8月11日 15:37

日本中学記録  13"84  矢澤　　航  岩崎    神奈川　2006
東海中学記録  14"29  飯田　将之  弥富    愛知　　2002
大 会 記 録   14"57  木村　欣央  富士南  静岡　　1998

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.9 1組

  1   6   974 棚橋　正希(3)  大垣東    ･岐　阜    14.94 Q
ﾀﾅﾊｼ ﾏｻｷ       

  2   3   218 山本　卓(3)    南島西    ･三　重    15.10 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ      

  3   4   527 川浪　駿(3)    東山      ･愛　知    15.16
ｶﾜﾅﾐ ｼｭﾝ       

  4   5   755 飯嶋　太郎(3)  浜松湖東  ･静　岡    15.39
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾛｳ      

  5   8   409 瀬木　翔平(3)  桜井      ･愛　知    15.73
ｾｷﾞ ｼｮｳﾍｲ      

  6   1   657 横川　涼介(3)  湖西鷲津  ･静　岡    15.83
ﾖｺｶﾜ ﾘｮｳｽｹ     

  7   7   190 岡本　拓朗(3)  潮南      ･三　重    16.02
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾛｳ      

  8   2   951 小園　和希(3)  鵜沼      ･岐　阜    17.96
ｺｿﾞﾉ ｶｽﾞｷ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+1.3 2組

  1   3   553 角田　涼一(3)  豊正      ･愛　知    14.45 Q NGR 
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ     

  2   5  1168 杉山　昇(3)    美濃加茂東 ･岐　阜    14.87 Q
ｽｷﾞﾔﾏ　ﾉﾎﾞﾙ    

  3   7   511 今原  貴生(3)  南稜      ･愛　知    14.91 q
ｲﾏﾊﾗ ﾀｶｷ       

  4   6   240 森中　剛樹(3)  松阪西    ･三　重    15.73
ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ       

  5   2    57 安井　拓(2)    一志      ･三　重    15.90
ﾔｽｲ ﾀｸ         

  6   4   851 小嶋　隼也(3)  焼津大富  ･静　岡    15.94
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ      

  7   8   639 太田　　怜(3)  静岡長田西 ･静　岡    16.36
ｵｵﾀ ﾚｲ         

  8   1  1122 白石　幸治(3)  東可児    ･岐　阜    17.10
ｼﾗｲｼ ｺｳｼﾞ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.9 3組

  1   6   361 杉坂　竜亮(3)  上郷      ･愛　知    14.86 Q
ｽｷﾞｻｶ ﾘｮｳｽｹ    

  2   5    51 岩田　大輝(3)  一志      ･三　重    14.93 Q
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ       

  3   2   375 宮崎　滉太(3)  沓掛      ･愛　知    15.00 q
ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ      

  4   4  1072 江森　敢汰(3)  多治見    ･岐　阜    15.40
ｴﾓﾘ ｶﾝﾀ        

  5   7   846 小澤　　友(3)  相良      ･静　岡    15.89
ｵｻﾞﾜ ﾕｳ        

  6   1   115 近藤　星海(3)  神戸      ･三　重    15.90
ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ     

  7   8  1104 武田翔大郎(3)  日新      ･岐　阜    15.95
ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ    

  8   3   840 大沼　秀人(3)  富士南    ･静　岡    16.29
ｵｵﾇﾏ ｼｭｳﾄ      

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:+0.1

  1   3   553 角田　涼一(3)  豊正      ･愛　知    14.63
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ     

  2   6  1168 杉山　昇(3)    美濃加茂東 ･岐　阜    14.81
ｽｷﾞﾔﾏ　ﾉﾎﾞﾙ    

  3   8    51 岩田　大輝(3)  一志      ･三　重    14.88
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ       

  4   2   511 今原  貴生(3)  南稜      ･愛　知    14.94
ｲﾏﾊﾗ ﾀｶｷ       

  5   4   974 棚橋　正希(3)  大垣東    ･岐　阜    15.09
ﾀﾅﾊｼ ﾏｻｷ       

  6   5   361 杉坂　竜亮(3)  上郷      ･愛　知    15.10
ｽｷﾞｻｶ ﾘｮｳｽｹ    

  7   1   375 宮崎　滉太(3)  沓掛      ･愛　知    15.13
ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀ      

  8   7   218 山本　卓(3)    南島西    ･三　重    15.21
ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ      

凡例: NGR:大会新記録



男子 低学年  ４×１００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日  9:30
決勝                 8月11日 16:36

日本中学記録  42"46  寺尾・野口・田中・鈴木  神奈川県選抜 神奈川 2003
              42"77  金内・田嶋・ 梶 ・深谷  白河第二　   福島   2004
東海中学記録  43"10  曽根・浦井・内山・笠井  三重県選抜   三重   2006
　　　　　　  43"51  石田・渡辺・羽実・河野　池田　　　   岐阜   2008
大 会 記 録   46"07  佐藤・山本・安武・平松　吉原北　　　 静岡　 1996

予選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   7 冨士             542 正木　大地(2)  ﾏｻｷ ﾀﾞｲﾁ          47.32 Q

ﾌｼﾞ              543 渡邉　圭一郎(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ   
  541 武井　祐太(1)  ﾀｹｲ ﾕｳﾀ        
  538 鵜飼　瞭汰(2)  ｳｶｲ  ﾘｮｳﾀ      

  2   6 一志              57 安井　拓(2)    ﾔｽｲ ﾀｸ            47.53 Q
ｲﾁｼ               55 中竹　秀一(1)  ﾅｶﾀｹ　ｼｭｳｲﾁ    

   54 茂山　蓮太(1)  ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ      
   56 中山　大之(2)  ﾅｶﾔﾏ　ﾀﾞｲｼ     

  3   3 千種             443 塚原　隆貴(2)  ﾂｶﾊﾗ ﾘｭｳｷ         47.56 q
ﾁｸｻ              441 伊藤　友明(1)  ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ       

  440 石原　光源(1)  ｲｼﾊﾗ ﾃﾙﾓﾄ      
  444 野村　大成(2)  ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ       

  4   5 多治見          1080 渡辺　大祐(2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ       48.08 q
ﾀｼﾞﾐ            1076 澤田　晃一(1)  ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ      

 1071 石井　涼太(1)  ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ       
 1079 最能　健太(2)  ﾓﾉｳ ｹﾝﾀ        

  5   8 磐田第一         620 浅岡　裕太(2)  ｱｻｵｶ ﾕｳﾀ          48.38
ｲﾜﾀﾀﾞｲｲﾁ         625 水戸　康允(1)  ﾐﾄ ｺｳｽｹ        

  621 井垣　登(1)    ｲｶﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ      
  623 河合　航希(2)  ｶﾜｲ ｺｳｷ        

  6   2 山手             258 小森　丈暢(2)  ｺﾓﾘ　ﾀｹﾉﾌﾞ        48.51
ﾔﾏﾃ              264 山下　真吾(1)  ﾔﾏｼﾀ　ｼﾝｺﾞ     

  259 下岡　将也(1)  ｼﾓｵｶ　ｼｮｳﾔ     
  261 高見　優太(2)  ﾀｶﾐ　ﾕｳﾀ       

  7   4 吉原第二         872 増田　夏将(2)  ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾏｻ         48.96
ﾖｼﾜﾗﾀﾞｲ2         869 桐生　拓実(1)  ｷﾘｭｳ ﾀｸﾐ       

  871 増根　啓将(1)  ﾏｼﾈ ｹｲｽｹ       
  870 佐野　裕太(2)  ｻﾉ ﾕｳﾀ         

  8   1 伊奈波           934 佐藤　大輝(2)  ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ          50.02
ｲﾅﾊﾞ             937 宮田　大輝(1)  ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲｷ       

  939 盛下　嶺(1)    ﾓﾘｼﾀ ﾚｲ        
  932 大野　隼矢(2)  ｵｵﾉ ｼｭﾝﾔ       

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 名古屋東海       493 加藤　大暉(2)  ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ          46.91 Q

ﾅｺﾞﾔﾄｳｶｲ         491 岩崎　聖(1)    ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ       
  500 萩野　雅斗(1)  ﾊｷﾞﾉ ﾏｻﾄ       
  495 佐藤　有真(2)  ｻﾄｳ ﾕｳﾏ        

  2   5 高田             177 河村　天陽(2)  ｶﾜﾑﾗ　ﾃﾝﾖｳ        47.16 Q
ﾀｶﾀﾞ             186 松岡　修平(1)  ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ     

  179 鈴木　悠介(1)  ｽｽﾞｷ　ﾕｳｽｹ     
  183 中西　淳貴(2)  ﾅｶﾆｼ　ｱﾂｷ      

  3   7 浜松南部         787 鈴木　雄大(2)  ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ        48.75
ﾊﾏﾏﾂﾅﾝﾌﾞ         790 ﾏﾂﾅｶﾞ ｳｺﾞ(1)   ﾏﾂﾅｶﾞ ｳｺﾞ      

  785 太田　雄大(1)  ｵｵﾀ ﾕｳﾀﾞｲ      
  786 鈴木　祐輝(2)  ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ       

  4   4 恵那東           954 五島　笙吾(2)  ｺﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ        49.21
ｴﾅﾋｶﾞｼ           956 永冶　拓也(1)  ﾅｶﾞﾔ ﾀｸﾔ       

  953 今井　佑治(1)  ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ       
  957 捫垣　幸斗(2)  ﾈｼﾞｶﾞｷ ﾕｷﾄ     

  5   3 浜松丸塚         811 谷川　勇介(2)  ﾀﾆｶﾜ ﾕｳｽｹ         49.29
ﾊﾏﾏﾂﾏﾙﾂﾞｶ        809 狗飼　哲平(1)  ｲﾇｶｲ ﾃｯﾍﾟｲ     

  812 山口　大地(1)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ     
  810 岩瀬　浩揮(2)  ｲﾜｾ ｺｳｷ        

  6   8 池田             915 野原　雅也(2)  ﾉﾊﾗ ﾏｻﾔ           49.43
ｲｹﾀﾞ             911 小川　遼(1)    ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ       

  921 矢橋　寛明(1)  ﾔﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ      
  909 臼井　夢時(2)  ｳｽｲ ﾕﾒﾄｷ       

  7   1 尾鷲              84 塩谷　紡未(2)  ｼｵﾀﾆ　ﾂﾑｸﾞ        49.51
ｵﾜｾ               86 中川　智貴(1)  ﾅｶｶﾞﾜ　ﾄﾓｷ     

   88 矢口　兼聖(1)  ﾔｸﾞﾁ　ｹﾝｾｲ     
   89 山口　史恩(2)  ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｵﾝ     

  2 扶桑             544 大野　準也(2)  ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ            DSQ *R1 
ﾌｿｳ              550 前川　竜輝(1)  ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳｷ      

  549 澤田　尋(1)    ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ       
  548 熊沢　拓也(2)  ｸﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾔ      

 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 篠目             410 伊藤　雅明(2)  ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ          47.07 Q

ｻｻﾒ              413 村瀬　雅季(1)  ﾑﾗｾ ﾏｻｷ        
  411 遠藤　侑汰(1)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ      
  412 外山　達也(2)  ﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ        

  2   1 大口             331 倉知　靖治(2)  ｸﾗﾁ ﾔｽﾊﾙ          47.53 Q
ｵｵｸﾞﾁ            330 楠　拓也(1)    ｸｽ ﾀｸﾔ         

  333 林　青駒(1)    ﾊﾔｼ ｾｲﾏ        
  332 中里　快(2)    ﾅｶｻﾞﾄ ｶｲ       

  3   6 静岡服織         677 栗田　陽太(2)  ｸﾘﾀ ﾖｳﾀ           48.28
ｼｽﾞｵｶﾊﾄﾘ         676 大原　瑞貴(1)  ｵｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ      

  679 谷口亜津希(1)  ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂﾞｷ     
  675 井川　大輔(2)  ｲｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ      

  4   4 伊勢宮川          27 北　遼誠(2)    ｷﾀ　ﾘｮｳﾏ          48.44
ｲｾﾐﾔｶﾞﾜ           32 山口　将史(1)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ      

   34 與田　千紘(1)  ﾖﾀﾞ　ﾁﾋﾛ       
   26 尾崎　翔大(2)  ｵｻﾞｷ　ｼｮｳﾀﾞｲ   

  5   8 厚生             144 山本　光流(2)  ﾔﾏﾓﾄ　ﾋｶﾙ         48.62
ｺｳｾｲ             143 向井　健太(1)  ﾑｶｲ　ｹﾝﾀ       

  138 小野田将也(1)  ｵﾉﾀﾞ　ﾏｻﾔ      
  141 西村　直己(2)  ﾆｼﾑﾗ　ﾅｵｷ      

  6   7 向陽            1022 岩崎　裕也(2)  ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾔ          48.73
ｺｳﾖｳ            1024 重田　洋孝(1)  ｼｹﾞﾀ ﾖｳｺｳ      

 1026 谷端　透(1)    ﾀﾆﾊﾀ ﾄｵﾙ       
 1025 清水　凌馬(2)  ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾏ      

  7   2 町立清水         714 泉田　遼介(2)  ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ      48.82
ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ        713 ｱﾊﾏﾄﾞｼｬﾐｰﾙ(1)  ｱﾊﾏﾄﾞ ｼｬﾐｰﾙ    

  716 坂田　敏明(1)  ｻｶﾀ ﾄｼｱｷ       
  717 白川龍之介(2)  ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ    

  8   3 美濃加茂        1160 久瀬　雷矢(2)  ｸｾﾞ ﾗｲﾔ           49.62
ﾐﾉｶﾓ            1163 牧野　友哉(1)  ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔ        

 1162 堀江　勇輝(1)  ﾎﾘｴ ﾕｳｷ        
 1161 高木　將希(2)  ﾀｶｷﾞ ﾏｻｷ       

決勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   6 篠目             410 伊藤　雅明(2)  ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ          46.40

ｻｻﾒ              413 村瀬　雅季(1)  ﾑﾗｾ ﾏｻｷ        
  411 遠藤　侑汰(1)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ      
  412 外山　達也(2)  ﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ        

  2   3 高田             177 河村　天陽(2)  ｶﾜﾑﾗ　ﾃﾝﾖｳ        46.86
ﾀｶﾀﾞ             186 松岡　修平(1)  ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ     

  179 鈴木　悠介(1)  ｽｽﾞｷ　ﾕｳｽｹ     
  183 中西　淳貴(2)  ﾅｶﾆｼ　ｱﾂｷ      

  3   5 名古屋東海       493 加藤　大暉(2)  ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ          46.88
ﾅｺﾞﾔﾄｳｶｲ         491 岩崎　聖(1)    ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ       

  500 萩野　雅斗(1)  ﾊｷﾞﾉ ﾏｻﾄ       
  495 佐藤　有真(2)  ｻﾄｳ ﾕｳﾏ        

  4   7 一志              57 安井　拓(2)    ﾔｽｲ ﾀｸ            47.17
ｲﾁｼ               55 中竹　秀一(1)  ﾅｶﾀｹ　ｼｭｳｲﾁ    

   54 茂山　蓮太(1)  ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ      
   56 中山　大之(2)  ﾅｶﾔﾏ　ﾀﾞｲｼ     

  5   1 千種             443 塚原　隆貴(2)  ﾂｶﾊﾗ ﾘｭｳｷ         47.19
ﾁｸｻ              441 伊藤　友明(1)  ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ       

  440 石原　光源(1)  ｲｼﾊﾗ ﾃﾙﾓﾄ      
  444 野村　大成(2)  ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ       

  6   4 冨士             542 正木　大地(2)  ﾏｻｷ ﾀﾞｲﾁ          47.19
ﾌｼﾞ              543 渡邉　圭一郎(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ   

  541 武井　祐太(1)  ﾀｹｲ ﾕｳﾀ        
  538 鵜飼　瞭汰(2)  ｳｶｲ  ﾘｮｳﾀ      

  7   8 大口             331 倉知　靖治(2)  ｸﾗﾁ ﾔｽﾊﾙ          47.21
ｵｵｸﾞﾁ            330 楠　拓也(1)    ｸｽ ﾀｸﾔ         

  333 林　青駒(1)    ﾊﾔｼ ｾｲﾏ        
  332 中里　快(2)    ﾅｶｻﾞﾄ ｶｲ       

  8   2 多治見          1080 渡辺　大祐(2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ       48.00
ﾀｼﾞﾐ            1076 澤田　晃一(1)  ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ      

 1071 石井　涼太(1)  ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ       
 1079 最能　健太(2)  ﾓﾉｳ ｹﾝﾀ        

凡例: DSQ:失    格／ *R1:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ １→２
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日本中学記録  42"46  寺尾・野口・田中・鈴木  神奈川県選抜 神奈川 2003
              42"77  金内・田嶋・ 梶 ・深谷  白河第二　   福島   2004
東海中学記録  43"10  曽根・浦井・内山・笠井  三重県選抜   三重   2006
　　　　　　  43"51  石田・渡辺・羽実・河野　池田　　　   岐阜   2008
大 会 記 録   43"85  石田・渡辺・羽実・河野　池田　　　　 岐阜　 2008

予選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 古知野           394 川崎　裕介(3)  ｶﾜｻｷ ﾕｳｽｹ         44.74 Q

ｺﾁﾉ              399 萩原　弘樹(3)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ      
  392 伊藤　蒼星(3)  ｲﾄｳ ｿｳｾｲ       
  397 玉田　脩二朗(3) ﾀﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ   

  2   5 伊勢港            13 金森　弘樹(3)  ｶﾅﾓﾘ　ﾋﾛｷ         44.76 Q
ｲｾﾐﾅﾄ             14 北村　椋汰(3)  ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ      

   16 寺田　浩亮(3)  ﾃﾗﾀﾞ　ｺｳｽｹ     
   20 宮崎　寛隆(3)  ﾐﾔｻﾞｷ　ﾋﾛﾀｶ    

  3   3 富士南           845 山本　翼(3)    ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ         45.06 q
ﾌｼﾞﾐﾅﾐ           843 佐野　未来(3)  ｻﾉ ﾐﾗｲ         

  844 鈴木　翔大(3)  ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ    
  841 加藤　竜馬(3)  ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ       

  4   7 静岡城内         698 久保田賢斗(3)  ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ          45.11 q
ｼﾞｮｳﾅｲ           701 谷澤　健太(3)  ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝﾀ      

  696 伊藤　大志(3)  ｲﾄｳ ﾀｲｼ        
  700 田島　伸悟(3)  ﾀｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ      

  5   2 萩山             520 山田　剛之(3)  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ          45.24
ﾊｷﾞﾔﾏ            516 遠藤　圭市(3)  ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ     

  518 水谷　彰吾(3)  ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ    
  519 山下　拓也(3)  ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ       

  6   1 神戸             115 近藤　星海(3)  ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ        46.07
ｶﾝﾍﾞ             120 山田　駿(2)    ﾔﾏﾀﾞ　ｼｭﾝ      

  119 深谷　有希(2)  ﾌｶﾔ　ﾕｳｷ       
  113 川喜田剛志(2)  ｶﾜｷﾞﾀ ﾀｹｼ      

  7   8 不破            1131 藤塚　公平(3)  ﾌｼﾞﾂｶ　ｺｳﾍｲ       46.69
ﾌﾜ              1133 横関　将成(3)  ﾖｺｾﾞｷ　ﾏｻﾅﾘ    

 1132 藤墳　雅人(3)  ﾌｼﾞﾂｶ　ﾏｻﾄ     
 1130 平塚　圭(3)    ﾋﾗﾂｶ ｹｲ        

  4 島              1037 小澤　和也(3)  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ            DSQ *R3 
ｼﾏ              1039 土田　智大(3)  ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ      

 1041 早瀨　征幸(3)  ﾊﾔｾ ﾏｻﾕｷ       
 1040 西口　誠治(2)  ﾆｼｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ     

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 名古屋東海       498 時田　遼嗣(3)  ﾄｷﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ        44.24 Q

ﾅｺﾞﾔﾄｳｶｲ         497 田中　宏昌(3)  ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ       
  492 岩田　亘平(3)  ｲﾜﾀ ｺｳﾍｲ       
  496 高橋　周治(3)  ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ     

  2   6 浜松天竜         776 戸塚　貴拓(2)  ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ          44.57 Q
ﾊﾏﾏﾂﾃﾝﾘｭｳ        774 高橋　建人(3)  ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ       

  769 伊藤　　誠(3)  ｲﾄｳ ﾏｺﾄ        
  773 鈴木龍之介(3)  ｽｽﾞｷ  ﾘｭｳﾉｽｹ   

  3   1 弥富             570 高橋　諒充(3)  ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾁ         45.14
ﾔﾄﾐ              572 福嶋　良成(2)  ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾅﾘ      

  574 山田　宏樹(3)  ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛｷ      
  569 河室　裕貴(3)  ｶﾜﾑﾛ ﾕｳｷ       

  4   2 伊豆修善寺       608 水口　潤哉(2)  ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ      45.44
ｲｽﾞｼｭｾﾞﾝｼﾞ       609 土屋　裕輝(2)  ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ        

  607 遠藤雄一郎(3)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ   
  604 日吉　克実(2)  ﾋﾖｼ ｶﾂﾐ        

  5   4 高田             178 国分　祐樹(3)  ｺｸﾌﾞ　ﾕｳｷ         45.47
ﾀｶﾀﾞ             184 中之宮　知樹(2) ﾅｶﾉﾐﾔ　ﾄﾓｷ     

  185 福井　康大(3)  ﾌｸｲ　ﾔｽﾋﾛ      
  176 大道　卓也(3)  ｵｵﾐﾁ ﾀｸﾔ       

  6   3 大垣東           970 小川　洋一(3)  ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ         45.91
ｵｵｶﾞｷﾋｶﾞｼ        969 大森　裕也(3)  ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾔ       

  974 棚橋　正希(3)  ﾀﾅﾊｼ ﾏｻｷ       
  977 廣澤　数馬(1)  ﾋﾛｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ     

  7   8 松阪中部         234 斉藤　諒太(3)  ｻｲﾄｳ　ﾘｮｳﾀ        46.60
ﾏﾂｻｶﾁｭｳﾌﾞ        237 濱本　悠司(2)  ﾊﾏﾓﾄ　ﾕｳｼ      

  235 白塚　裕太(3)  ｼﾗﾂｶ　ﾕｳﾀ      
  236 田中　凌平(3)  ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ      

  7 池田             912 河瀬　徳宏(2)  ｶﾜｾ　ﾉﾘﾋﾛ            DSQ *R2 
ｲｹﾀﾞ             913 佐藤　正明(3)  ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ       

  918 松井　義将(3)  ﾏﾂｲ ﾖｼﾏｻ       
  914 土橋　航(3)    ﾄﾞﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ      

 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 富士岩松         825 篠原　京(3)    ｼﾉﾊﾗ ｹｲ           44.98 Q

ﾌｼﾞｲﾜﾏﾂ          823 天野　文隆(3)  ｱﾏﾉ ﾌﾐﾀｶ       
  827 井出　拓海(3)  ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ        
  829 矢川　喬平(3)  ﾔｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ     

  2   4 鳴海             505 近藤　司(3)    ｺﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ         45.02 Q
ﾅﾙﾐ              506 近藤　龍一(3)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ    

  510 横井　一将(3)  ﾖｺｲ ｶｽﾞﾏｻ      
  507 髙峰　隆彰(3)  ﾀｶﾐﾈ ﾀｶｱｷ      

  3   8 長良             483 山田　啓太(3)  ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ          45.14
ﾅｶﾞﾗ             480 久留宮康二郎(3) ｸﾙﾐﾔ ｺｳｼﾞﾛｳ    

  479 内山　祥伍(3)  ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ     
  481 下里　功大(3)  ｼﾓｻﾄ ｺｳﾀﾞｲ     

  4   6 長森            1092 服部　真明(3)  ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｱｷ         45.67
ﾅｶﾞﾓﾘ           1095 森　建太(2)    ﾓﾘ ｹﾝﾀ         

 1091 熊田　昇一(3)  ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ     
 1094 武藤　慎吾(3)  ﾑﾄｳ ｼﾝｺﾞ       

  5   3 亀山中部          95 市川　登也(2)  ｲﾁｶﾜ　ﾄｳﾔ         45.84
ｶﾒﾔﾏﾁｭｳﾌﾞ         97 浦野　陽平(3)  ｳﾗﾉ　ﾖｳﾍｲ      

  100 豊田　隆葵(3)  ﾄﾖﾀﾞ　ﾘｭｳｷ     
   94 池村　優介(3)  ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ      

  6   7 小俣              82 矢形　幸也(3)  ﾔｶﾞﾀ　ｺｳﾔ         45.97
ｵﾊﾞﾀ              81 遍々古　和輝(3) ﾍﾞﾍﾞｺ　ｶｽﾞｷ    

   78 鈴木　智仁(2)  ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾋﾄ     
   83 山本　航平(3)  ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳﾍｲ     

  7   2 本荘            1153 松浦龍一郎(3)  ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ      46.95
ﾎﾝｼﾞｮｳ          1150 佐藤　瑠伊(2)  ｻﾄｳ　ﾙｲ        

 1155 安田　有汰(3)  ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾀ       
 1152 立石　遼(3)    ﾀﾃｲｼ ﾊﾙｶ       

  1 焼津大富         853 中島　良太(3)  ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ           DSQ *R3 
ﾔｲﾂﾞｵｵﾄﾐ         851 小嶋　隼也(3)  ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ      

  850 小野田　賢(3)  ｵﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ      
  854 林　　祐哉(3)  ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ        

決勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   4 名古屋東海       498 時田　遼嗣(3)  ﾄｷﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ        44.70

ﾅｺﾞﾔﾄｳｶｲ         497 田中　宏昌(3)  ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ       
  492 岩田　亘平(3)  ｲﾜﾀ ｺｳﾍｲ       
  496 高橋　周治(3)  ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ     

  2   6 浜松天竜         776 戸塚　貴拓(2)  ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ          44.88
ﾊﾏﾏﾂﾃﾝﾘｭｳ        774 高橋　建人(3)  ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ       

  769 伊藤　　誠(3)  ｲﾄｳ ﾏｺﾄ        
  773 鈴木龍之介(3)  ｽｽﾞｷ  ﾘｭｳﾉｽｹ   

  3   8 鳴海             505 近藤　司(3)    ｺﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ         44.95
ﾅﾙﾐ              506 近藤　龍一(3)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ    

  510 横井　一将(3)  ﾖｺｲ ｶｽﾞﾏｻ      
  507 髙峰　隆彰(3)  ﾀｶﾐﾈ ﾀｶｱｷ      

  4   3 古知野           394 川崎　裕介(3)  ｶﾜｻｷ ﾕｳｽｹ         45.25
ｺﾁﾉ              399 萩原　弘樹(3)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ      

  392 伊藤　蒼星(3)  ｲﾄｳ ｿｳｾｲ       
  397 玉田　脩二朗(3) ﾀﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ   

  4   7 伊勢港            13 金森　弘樹(3)  ｶﾅﾓﾘ　ﾋﾛｷ         45.25
ｲｾﾐﾅﾄ             14 北村　椋汰(3)  ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ      

   16 寺田　浩亮(3)  ﾃﾗﾀﾞ　ｺｳｽｹ     
   20 宮崎　寛隆(3)  ﾐﾔｻﾞｷ　ﾋﾛﾀｶ    

  6   2 静岡城内         698 久保田賢斗(3)  ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ          45.49
ｼﾞｮｳﾅｲ           701 谷澤　健太(3)  ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝﾀ      

  696 伊藤　大志(3)  ｲﾄｳ ﾀｲｼ        
  700 田島　伸悟(3)  ﾀｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ      

  7   5 富士岩松         825 篠原　京(3)    ｼﾉﾊﾗ ｹｲ           45.70
ﾌｼﾞｲﾜﾏﾂ          823 天野　文隆(3)  ｱﾏﾉ ﾌﾐﾀｶ       

  827 井出　拓海(3)  ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ        
  829 矢川　喬平(3)  ﾔｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ     

  8   1 富士南           845 山本　翼(3)    ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ         46.06
ﾌｼﾞﾐﾅﾐ           843 佐野　未来(3)  ｻﾉ ﾐﾗｲ         

  844 鈴木　翔大(3)  ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ    
  841 加藤　竜馬(3)  ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ       

凡例: DSQ:失    格／ *R3:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ３→４／ *R2:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ２→３



男子 共通  走高跳 決勝                 8月11日　10:30

日本中学記録  2m10  境田　裕之  春光台    北海道　1986
東海中学記録  2m05  西島　信弘  富士岩松  静岡　　1987
大 会 記 録   2m00  西島　信弘  富士岩松  静岡　　1987
              2m00　池村　聡文　浜松曳馬  静岡    1988
              2m00  井田　丈晴  日比野　　愛知　　1988

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86 1m89 1m92 1m95 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  22  348坂本　憲哉(3)  奥        -  -  o  xo xxo o  o  xxo xxx 1m92

ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾔ       愛　知
  2 21  166衛藤　将(3)    白子      -  -  o  xo xo o  xo xxx 1m89

ｴﾄｳ ｼｮｳ        三　重
  3 24 1121井戸田　峻(3)  東可児    -  -  -  o  o  xxx 1m83

ｲﾄﾞﾀ ｼｭﾝ       岐　阜
  4 23  837後藤　孝平(3)  富士根南  -  o  o  xxo o  xxx 1m83

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ      静　岡
  5 18  578榊原　潤也(3)  吉田方    -  xo o  xxo xxx 1m80

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾔ   愛　知
  6 10  579宮川　甲伊(3)  竜海      o  o  o  xxx 1m75

ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｲ       愛　知
  7 11  793松田　侑大(3)  浜松日体  o  xo o  xxx 1m75

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ       静　岡
  8 20  918松井　義将(3)  池田      o  o  xo xxx 1m75

ﾏﾂｲ ﾖｼﾏｻ       岐　阜
  9  6  580山口　達矢(3)  竜海      o  o  xxo xxx 1m75

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ      愛　知
 10  2  325西田　圭佑(3)  犬山東部  o  o  xxx 1m70

ﾆｼﾀﾞ ｹｲｽｹ      愛　知
 10  9    5林　訓平(3)    五十鈴    o  o  xxx 1m70

ﾊﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ      三　重
 12 15  702池田　悠斗(3)  東海大翔洋 xo o  xxx 1m70

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ       静　岡
 13  1  186松岡　修平(1)  高田      o  xo xxx 1m70

ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ     三　重
 13 14  337田中　悠介(3)  大府西    o  xo xxx 1m70

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ       愛　知
 15  5  247森岡　達哉(3)  三雲      o  xxo xxx 1m70

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ       三　重
 15 17   12江頭　遼河(3)  伊勢港    -  xxo xxx 1m70

ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳｶﾞ    三　重
 17 12 1132藤墳　雅人(3)  不破      o  xxx 1m65

ﾌｼﾞﾂｶ　ﾏｻﾄ     岐　阜
 17 13  201西田　流正(3)  豊浜      o  xxx 1m65

ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ     三　重
 17 16 1030堀江　真司(3)  境川      o  xxx 1m65

ﾎﾘｴ ｼﾝｼﾞ       岐　阜
 20 19  758磯部　貴之(3)  浜松佐鳴台 xo xxx 1m65

ｲｿﾍﾞ ﾀｶﾕｷ      静　岡
  3  684瀧井　優太(3)  島田第一  xxx NM  

ﾀｷｲ ﾕｳﾀ        静　岡
  7  849岩堀　竜也(3)  焼津大富  xxx NM  

ｲﾜﾎﾘ ﾀﾂﾔ       静　岡
  8 1065渡邊　駿(3)    高鷲      xxx NM  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ      岐　阜
  4 1000森崎　秀紀(3)  岐大附属  DNS 

ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞｷ      岐　阜

凡例: NM :記録なし／ DNS:欠    場



男子 共通  棒高跳 決勝                 8月11日　10:45

日本中学記録  4m92  笹瀬　弘樹  新　居    静岡　　2004
東海中学記録  4m92  笹瀬　弘樹  新　居    静岡　　2004
大 会 記 録   4m80  笹瀬　弘樹  新　居    静岡　　2004

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 3m20 3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 記録 ｺﾒﾝﾄ
4m50

  1   6  820戸倉　広貴(3)  袋井南    -  -  -  -  -  o  -  o  -  o  4m40
ﾄｸﾗ ﾋﾛｷ        静　岡 xxx

  2  23 1050野田　涼平(3)  瑞陵      -  -  -  -  -  o  -  xo xxo o  4m40
ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ      岐　阜 xxx

  3  18  770植松　倫理(3)  浜松天竜  -  -  -  -  -  xo -  xo o  xxx 4m30
ｳｴﾏﾂ  ﾘﾝﾘ      静　岡

  4 14  772小林　亮太(3)  浜松天竜  -  -  -  -  -  xo -  o  -  xxx 4m20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ     静　岡

  5  2  671野村　太郎(3)  静岡末広  -  -  -  o  -  o  xo xxx 4m10
ﾉﾑﾗ ﾀﾛｳ        静　岡

  6 24  216田中　昌平(3)  南勢      -  -  xo o  xo o  xo xxx 4m10
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ      三　重

  7 10  865髙橋　義貴(2)  吉原第一  -  -  -  -  -  xo x- x/ 4m00
ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ       静　岡

  7 22  603富田　啓介(3)  新居      -  -  -  -  -  xo -  xxx 4m00
ﾄﾐﾀ ｹｲｽｹ       静　岡

  9 19  927小木曽優作(3)  泉        -  -  -  -  -  xxo -  xxx 4m00
ｺｷﾞｿ ﾕｳｻｸ      岐　阜

 10 21  423船橋　渓(3)    祖父江    -  -  xo xo o  xxx 3m90
ﾌﾅﾊｼ ｹｲ        愛　知

 11  9  345鈴木　康太(2)  岡崎南    -  o  o  o  xxo xxx 3m90
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ       愛　知

 12 17  398坪内　優(3)    古知野    -  -  xo xxo -  xxx 3m80
ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳ       愛　知

 13  5  457神野　圭亮(3)  知多八幡  o  o  o  xxx 3m60
ｶﾝﾉ ｹｲｽｹ       愛　知

 13 20  134森　拓也(3)    倉田山    -  -  o  xxx 3m60
ﾓﾘ ﾀｸﾔ         三　重

 15  8  255山野　健人(3)  矢渕      xo xxo o  xxx 3m60
ﾔﾏﾉ ｹﾝﾄ        三　重

 16 11 1028飯田　優輝(3)  境川      xo xo xo xxx 3m60
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ       岐　阜

 17  7 1017山内　泰輝(3)  下呂      xxo o  xxx 3m40
ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲｷ      岐　阜

 18 16   28辻村　潤(3)    伊勢宮川  o  xxo xxx 3m40
ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝ     三　重

 19  4    3石村　祥太(2)  赤目      xxo xxo xxx 3m40
ｲｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ      三　重

 20 12   18橋本　東海(3)  伊勢港    xxo xxx 3m20
ﾊｼﾓﾄ ﾄｳｶｲ      三　重

  1  346細井　祐吾(3)  岡崎南    -  xxx NM  
ﾎｿｲ ﾕｳｺﾞ       愛　知

  3  926大島　悠輔(3)  泉        -  -  xxx NM  
ｵｵｼﾏ ﾕｳｽｹ      岐　阜

 13  577高田　凌(3)    矢作北    -  -  xxx NM  
ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ       愛　知

 15 1073可知　琢朗(3)  多治見    -  -  -  xxx NM  
ｶﾁ ﾀｸﾛｳ        岐　阜

凡例: NM :記録なし



男子 共通  走幅跳 決勝                 8月11日　13:15

日本中学記録  7m32  佐々木勝利  大曲南    秋田　　1992
東海中学記録  7m15  鈴木　久嗣  竜　北    愛知　　1985
大 会 記 録   6m93  松原    奨　静岡東    静岡　　2008

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21  650村上　了太(3)  菊川岳洋    6m54   ×   ×   6m68   ×   ×   6m68

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ      静　岡 +0.2 -1.3 -1.3
  2  20  560野本　健太郎(3) 六ッ美      6m57   6m51   6m28   6m45   6m64   6m49   6m64

ﾉﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ      愛　知 -0.4 +0.0 +1.7 +0.2 -1.0 -0.0 -1.0
  3  24  565青山　耕也(3)  森孝        6m47   6m62   6m14   ×   6m46   6m54   6m62

ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ       愛　知 +0.0 +1.6 +0.8 -0.1 -1.0 +1.6
  4  12  383二宮　聡史(3)  甲山        ×   6m51   6m38   6m48   6m38   ×   6m51

ﾆﾉﾐﾔ ｻﾄｼ       愛　知 +0.5 -0.3 -0.1 -0.1 +0.5
  5  23  236田中　凌平(3)  松阪中部    6m44   6m45   6m40   6m26   ×   6m03   6m45

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ      三　重 +0.0 -0.2 -0.9 +1.6 -1.2 -0.2
  6  19  254岡山　真(3)    明和        6m22   6m24   6m04   6m27   6m34   6m25   6m34

ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ       三　重 +1.0 +1.1 +2.1 -0.0 +0.1 -0.4 +0.1
  7  15  243藤木　智巳(3)  三重大附属   6m19   6m20   ×   5m87   6m00   5m85   6m20

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ       三　重 +1.6 +1.1 -0.1 +0.5 -0.8 +1.1
  8  13  721梅原　壮太(3)  中伊豆      6m11   5m97   6m17   5m99   ×   5m99   6m17

ｳﾒﾊﾗ ｿｳﾀ       静　岡 +3.1 +0.9 -0.1 +1.2 -0.7 -0.1
  9   4  327鈴木　舜也(3)  伊良湖岬    6m14   5m96   6m15   6m15

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ      愛　知 -0.1 +0.4 -0.1 -0.1
 10  22 1015今井　優磨(3)  下呂        ×   6m08   6m11   6m11

ｲﾏｲ ﾕｳﾏ        岐　阜 +0.0 -0.6 -0.6
 11   3  242小宮圭一朗(3)  三重大附属   6m01   5m87   ×   6m01

ｺﾐﾔ　ｹｲｲﾁﾛｳ    三　重 -0.0 +2.1 -0.0
 11  11  136辻　昌享(3)    皇學館      5m87   ×   6m01   6m01

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ       三　重 +1.3 -0.9 -0.9
 13  18  930有賀　陸馬(3)  稲津        ×   ×   6m00   6m00

ｱﾘｶﾞ ﾘｸﾏ       岐　阜 -0.3 -0.3
 14   6 1174川村　祐大(3)  緑陽        5m58   5m92   5m74   5m92

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ     岐　阜 +1.6 +1.9 -0.2 +1.9
 15   2  999水野　貴之(3)  岐大附属    5m59   5m90   ×   5m90

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ      岐　阜 -1.0 +1.4 +1.4
 16   7  178国分　祐樹(3)  高田        ×   5m80   5m69   5m80

ｺｸﾌﾞ　ﾕｳｷ      三　重 +1.1 -0.0 +1.1
 17  10 1056伊藤　翔平(3)  星和        5m80   5m66   5m53   5m80

ｲﾄｳ ｼｮｳﾍｲ      岐　阜 +1.2 +0.9 +0.9 +1.2
 18   1  747稲穂　　燿(3)  浜松北浜    ×   5m71   ×   5m71

ｲﾅﾎ ｱｷﾗ        静　岡 +1.0 +1.0
 19   5  646森田　直樹(3)  御前崎浜岡   5m65   5m53   5m60   5m65

ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ        静　岡 +0.8 +0.1 -0.3 +0.8
 20   9  815鈴木　　仁(3)  浜松三方原   5m06   5m64   ×   5m64

ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ       静　岡 +0.0 +1.2 +1.2
  8  557近藤　達也(3)  前林        ×   ×   × NM  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ      愛　知
 14 1166上野　健太(3)  美濃加茂西   ×   ×   × NM  

ｳｴﾉ ｹﾝﾀ        岐　阜
 16  516遠藤　圭市(3)  萩山        ×   ×   × NM  

ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ     愛　知
 17  756山田　裕太(3)  浜松湖東    ×   ×   × NM  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ       静　岡

凡例: NM :記録なし



男子 共通  砲丸投 決勝                 8月11日　13:15

日本中学記録  16m70  鈴木　郷史  東伊豆稲取  静岡　2006
東海中学記録  16m70  鈴木　郷史  東伊豆稲取  静岡　2006
大 会 記 録   15m32  鈴木　郷史  東伊豆稲取  静岡　2006

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21 1014伊藤　勇吏(3)  下呂        ×  14m40  14m62   ×  14m51  13m98  14m62

ｲﾄｳ ﾕｳﾘ        岐　阜
  2 17  901高　ｼｮｳﾛﾝ(3)   藍川東     13m65  13m37  13m33  14m22  14m52  13m71  14m52

ｺｳ ｼｮｳﾛﾝ       岐　阜
  3 24  693大輪　哲也(3)  下田       13m53  13m92   ×  14m13  13m73  14m19  14m19

ｵｵﾜ ﾃﾂﾔ        静　岡
  4 22   53坂本　大樹(3)  一志        ×  13m04  13m02   ×  13m40  12m81  13m40

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ      三　重
  5 16  654白井　悠希(3)  湖西鷲津    ×  13m09  13m34   ×  12m77   ×  13m34

ｼﾗｲ ﾕｳｷ        静　岡
  6 20  856吉田　克範(3)  焼津大富   12m79   9m20  12m67  12m67  13m09  12m82  13m09

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ      静　岡
  7  6  193三村　武司(3)  千代崎     12m15  12m22  12m89  11m93   ×  12m09  12m89

ﾐﾑﾗ ﾀｹｼ        三　重
  8 18  140中西　啄真(3)  厚生       12m21  12m43  12m61  12m56  12m01  12m66  12m66

ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ       三　重
  9 15  388小出　拓実(3)  河和       10m24  12m35  11m74  12m35

ｺｲﾃﾞ ﾀｸﾐ       愛　知
 10 19  567山下　響平(3)  守山西     12m10  12m18  12m33  12m33

ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ     愛　知
 11 23  391天野　雄太(3)  古知野     12m10  11m75  11m25  12m10

ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ        愛　知
 12  8  797野中有布作(2)  浜松曳馬   11m96  11m95  12m07  12m07

ﾉﾅｶ ﾕｳｻｸ       静　岡
 13  2  129山口慎太朗(3)  城田       12m02  11m93   ×  12m02

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ    三　重
 14  4  628斉藤　力也(3)  磐田福田   11m98  11m69  11m43  11m98

ｻｲﾄｳ  ﾘｷﾔ      静　岡
 15 13 1126大森　弘幸(3)  古川       11m64  11m95  11m76  11m95

ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ      岐　阜
 16 14   29中村　洋介(3)  伊勢宮川    ×  11m70  11m42  11m70

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ      三　重
 17 10   80浜口　峻也(2)  小俣       10m47  11m70   ×  11m70

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ     三　重
 18 12  694佐藤　佑樹(3)  下田        ×   ×  11m63  11m63

ｻﾄｳ ﾕｳｷ        静　岡
 19  3  547河田　貴斗(3)  扶桑       10m88  11m19  10m74  11m19

ｶﾜﾀ ﾀｶﾄ        愛　知
 20 11  455濱　泰光(3)    千種台     11m02   ×  11m10  11m10

ﾊﾏ ﾔｽﾐﾂ        愛　知
 21  9 1173成戸　智哉(3)  武儀        ×  10m91  10m10  10m91

ﾅﾙﾄ ﾄﾓﾔ        岐　阜
 22  1 1074佐賀　正英(3)  多治見     10m89  10m35  10m44  10m89

ｻｶﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ      岐　阜
 23  7  306吉田　大輝(3)  浅井       10m22   9m54  10m14  10m22

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ       愛　知
  5  910遠藤　匠(3)    池田        ×   ×   × NM  

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ      岐　阜

凡例: NM :記録なし



女子 １年  １００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 12:23
決勝                 8月11日 14:45

日本中学記録    11"73  竹内　彩華  御影　　  兵庫  2005
             手)11"7   茂木　麻子  河北　　  山形  1989
東海中学記録    11"96  斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
　　　　　　 手)11"8   斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
大 会 記 録     12"73  清水　香帆　浜松積志　静岡　2006

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.9 1組

  1   2   706 杉山　梓(1)    東海大翔洋 ･静　岡    12.93 Q
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ     

  2   5   562 村越　優里奈(1) 六ツ美北  ･愛　知    12.95 Q
ﾑﾗｺｼ ﾕﾘﾅ       

  3   6   708 佐川　真由(1)  裾野富岡  ･静　岡    12.96 q
ｻｶﾞﾜ ﾏﾕ        

  4   4    10 西田　有沙(1)  五十鈴    ･三　重    13.05 q
ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ       

  5   1   417 小林　雛子(1)  城北      ･愛　知    13.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ      

  6   8    22 直江実千瑠(1)  伊勢港    ･三　重    13.59
ﾅｵｴ ﾐﾁﾙ        

  7   3   922 カリム理沙(1)  池田      ･岐　阜    13.72
ｶﾘﾑ ﾘｻ         

  8   7  1097 漆山　千春(1)  中山      ･岐　阜    13.81
ｳﾙｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.4 2組

  1   4   309 河合　詩菜(1)  安祥      ･愛　知    13.16 Q
ｶﾜｲ ｼｲﾅ        

  2   5   719 戸川佳奈子(1)  町立清水  ･静　岡    13.24 Q
ﾄｶﾞﾜ ｶﾅｺ       

  3   8   476 山口  綾加(1)  豊川西部  ･愛　知    13.29
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ      

  4   6   986 若園　茜(1)    大垣東    ･岐　阜    13.51
ﾜｶｿﾞﾉ ｱｶﾈ      

  4   7   231 川口　悠華(1)  文岡      ･三　重    13.51
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶ      

  6   1   709 植松　里夏(1)  裾野西    ･静　岡    13.55
ｳｴﾏﾂ ﾘｶ        

  7   2  1083 坂本　文香(1)  多治見    ･岐　阜    13.56
ｻｶﾓﾄ ﾌﾐｶ       

  8   3    61 太田　美穗(1)  一志      ･三　重    13.57
ｵｵﾀ ﾐﾎ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.5 3組

  1   5  1069 榎薗あすか(1)  高富      ･岐　阜    12.83 Q
ｴﾉｷｿﾞﾉ ｱｽｶ     

  2   4   712 松村　莉奈(1)  田子浦    ･静　岡    13.07 Q
ﾏﾂﾑﾗ ﾘﾅ        

  3   8   661 地下　美遥(1)  静岡安東  ･静　岡    13.31
ﾁｶ ﾐﾊﾙ         

  4   6   250 田中　杏沙(1)  三雲      ･三　重    13.36
ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ       

  5   3   504 石原　果奈(1)  成岩      ･愛　知    13.44
ｲｼﾊﾗ ｶﾅ        

  6   7   304 藤﨑　望(1)    青山      ･愛　知    13.50
ﾌｼﾞｻｷ ﾉｿﾞﾐ     

  7   1   924 横幕　栞里(1)  池田      ･岐　阜    13.74
ﾖｺﾏｸ　ｼｵﾘ      

  8   2   195 佐野智佳子(1)  千代崎    ･三　重    14.15
ｻﾉ ﾁｶｺ         

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:-0.1

  1   5  1069 榎薗あすか(1)  高富      ･岐　阜    12.94
ｴﾉｷｿﾞﾉ ｱｽｶ     

  2   7   712 松村　莉奈(1)  田子浦    ･静　岡    13.15
ﾏﾂﾑﾗ ﾘﾅ        

  3   4   706 杉山　梓(1)    東海大翔洋 ･静　岡    13.16
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ     

  4   3   562 村越　優里奈(1) 六ツ美北  ･愛　知    13.17
ﾑﾗｺｼ ﾕﾘﾅ       

  5   1   708 佐川　真由(1)  裾野富岡  ･静　岡    13.20
ｻｶﾞﾜ ﾏﾕ        

  6   2    10 西田　有沙(1)  五十鈴    ･三　重    13.28
ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ       

  7   6   309 河合　詩菜(1)  安祥      ･愛　知    13.31
ｶﾜｲ ｼｲﾅ        

  8   8   719 戸川佳奈子(1)  町立清水  ･静　岡    13.43
ﾄｶﾞﾜ ｶﾅｺ       



女子 ２年  １００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 12:42
決勝                 8月11日 14:56

日本中学記録    11"73  竹内　彩華  御影　　  兵庫  2005
             手)11"7   茂木　麻子  河北　　  山形  1989
東海中学記録    11"96  斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
　　　　　　 手)11"8   斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
大 会 記 録     12"48  小泉　　愛　小俣　　　三重　2006

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.9 1組

  1   5   757 建部　ｶｵﾘ(2)   浜松湖東  ･静　岡    12.55 Q
ﾀﾃﾍﾞ ｶｵﾘ       

  2   4   475 田中　優梨亜(2) 豊川西部  ･愛　知    12.81 Q
ﾀﾅｶ ﾕﾘｱ        

  3   3   121 岡田　麻佑(2)  神戸      ･三　重    13.09
ｵｶﾀﾞ ﾏﾕ        

  4   8   428 斎藤　夏海(2)  高橋      ･愛　知    13.23
ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ       

  5   1   692 森　久留美(2)  清水第六  ･静　岡    13.24
ﾓﾘ ｸﾙﾐ         

  6   2  1085 野村　真由(2)  多治見    ･岐　阜    13.27
ﾉﾑﾗ ﾏﾕ         

  7   6   906 塚本　眞子(2)  藍川東    ･岐　阜    13.52
ﾂｶﾓﾄ ﾏｺ        

  8   7    71 小林　愛実(2)  内部      ･三　重    13.61
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:-0.5 2組

  1   4   689 松本沙耶子(2)  清水第四  ･静　岡    12.47 Q NGR 
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ       

  2   8   614 中村　有里(2)  伊豆修善寺 ･静　岡    12.78 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ        

  3   5  1169 高野　文菜(2)  美濃加茂東 ･岐　阜    12.90 q
ﾀｶﾉ　ﾌﾐﾅ       

  4   6    90 久保　愛(2)    尾鷲      ･三　重    13.05
ｸﾎﾞ ｱｲ         

  5   7   303 石川　加奈子(2) 青山      ･愛　知    13.19
ｲｼｶﾜ ｶﾅｺ       

  6   3   581 大平　千夏(2)  竜海      ･愛　知    13.22
ｵｵﾋﾗ ﾁﾅﾂ       

  7   1   965 佐藤　彩華(2)  大垣西    ･岐　阜    13.27
ｻﾄｳ ｱﾔｶ        

  8   2   135 西岡みにい(2)  倉田山    ･三　重    13.29
ﾆｼｵｶ ﾐﾆｲ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.4 3組

  1   3   858 大橋　萌子(2)  焼津大富  ･静　岡    12.74 Q
ｵｵﾊｼ ﾓｴｺ       

  2   7   728 杉井　晴菜(2)  浜松西高中 ･静　岡    12.75 Q
ｽｷﾞｲ ﾊﾙﾅ       

  3   4  1109 熊田　侑起(2)  梅林      ･岐　阜    12.90 q
ｸﾏﾀﾞ ﾕｳｷ       

  4   6   450 早川　有香(2)  千種      ･愛　知    13.06
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ       

  5   5    36 奥野　真由(2)  伊勢宮川  ･三　重    13.17
ｵｸﾉ ﾏﾕ         

  6   2   468 成田　真彩(2)  豊明      ･愛　知    13.28
ﾅﾘﾀ ﾏｱﾔ        

  7   8   994 亀山　弥子(2)  金山      ･岐　阜    13.32
ｶﾒﾔﾏ ﾔｺ        

  8   1   252 松島沙理亜(2)  三雲      ･三　重    13.75
ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ       

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:+0.9

  1   6   757 建部　ｶｵﾘ(2)   浜松湖東  ･静　岡    12.43 NGR 
ﾀﾃﾍﾞ ｶｵﾘ       

  2   5   689 松本沙耶子(2)  清水第四  ･静　岡    12.54
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ       

  3   4   858 大橋　萌子(2)  焼津大富  ･静　岡    12.74
ｵｵﾊｼ ﾓｴｺ       

  4   3   728 杉井　晴菜(2)  浜松西高中 ･静　岡    12.77
ｽｷﾞｲ ﾊﾙﾅ       

  5   8   475 田中　優梨亜(2) 豊川西部  ･愛　知    12.78
ﾀﾅｶ ﾕﾘｱ        

  6   7   614 中村　有里(2)  伊豆修善寺 ･静　岡    12.86
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ        

  7   2  1169 高野　文菜(2)  美濃加茂東 ･岐　阜    12.86
ﾀｶﾉ　ﾌﾐﾅ       

  8   1  1109 熊田　侑起(2)  梅林      ･岐　阜    12.96
ｸﾏﾀﾞ ﾕｳｷ       

凡例: NGR:大会新記録



女子 ３年  １００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 13:05
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日本中学記録    11"73  竹内　彩華  御影　　  兵庫  2005
             手)11"7   茂木　麻子  河北　　  山形  1989
東海中学記録    11"96  斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
　　　　　　 手)11"8   斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
大 会 記 録     12"18  斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:-1.0 1組

  1   4   626 鈴木　海景(3)  磐田第一  ･静　岡    12.46 Q
ｽｽﾞｷ ﾐｶｹﾞ      

  2   5  1159 古川　真瑚(3)  美濃      ･岐　阜    12.55 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾏｺ        

  3   6   280 山本　綺美(3)  度会      ･三　重    12.96
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ        

  4   8   653 鈴木　亜美(3)  湖西      ･静　岡    13.17
ｽｽﾞｷ ｱﾐ        

  5   3   369 別府　千代美(3) 雁が音    ･愛　知    13.24
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾁﾖﾐ      

  6   1  1067 武藤みなみ(3)  高田      ･岐　阜    13.29
ﾑﾄｳ ﾐﾅﾐ        

  7   7   586 山田　めぐみ(3) 竜南      ･愛　知    13.32
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ      

  8   2   175 下井　美咲(3)  創徳      ･三　重    13.34
ｼﾓｲ　ﾐｻｷ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.7 2組

  1   5   223 松浦　史奈(3)  八風      ･三　重    12.65 Q
ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ       

  2   4  1106 大橋　瞳(3)    日新      ･岐　阜    12.69 Q
ｵｵﾊｼ ﾋﾄﾐ       

  3   3   683 城内　洋香(3)  芝川      ･静　岡    12.93 q
ｷﾉｳﾁ ﾋﾛｶ       

  4   6   452 水野　萌香(3)  千種      ･愛　知    13.10
ﾐｽﾞﾉ ﾓｴｶ       

  5   1   266 木村　香菜(3)  四日市南  ･三　重    13.28
ｷﾑﾗ　ｶﾅ        

  6   7   668 長倉　汐花(3)  静岡籠上  ･静　岡    13.31
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｵｶ      

  7   8  1120 北村美由起(3)  日枝      ･岐　阜    13.40
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ       

  8   2   513 亀井　保乃香(3) 日進東    ･愛　知    13.40
ｶﾒｲ ﾎﾉｶ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+1.0 3組

  1   6   644 水野　亜美(3)  静岡長田南 ･静　岡    12.66 Q
ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ        

  2   3   988 鎌倉　葉月(3)  小坂      ･岐　阜    12.80 Q
ｶﾏｸﾗ  ﾊﾂﾞｷ     

  3   4   198 堀　琴美(3)    東員第一  ･三　重    12.90 q
ﾎﾘ ｺﾄﾐ         

  4   1   414 孕石  梨花(3)  塩津      ･愛　知    12.93
ﾊﾗﾐｲｼ ﾘｶ       

  5   2   857 大橋　穂波(3)  焼津大富  ･静　岡    13.04
ｵｵﾊｼ ﾎﾅﾐ       

  6   5   429 鈴木　友幾(3)  高橋      ･愛　知    13.09
ｽｽﾞｷ ﾕｷ        

  7   7  1047 高木真莉恵(3)  島        ･岐　阜    13.18
ﾀｶｷﾞ ﾏﾘｴ       

  8   8   196 谷川　円香(3)  鼓ヶ浦    ･三　重    13.37
ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾏﾄﾞｶ    

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:-0.1

  1   4  1159 古川　真瑚(3)  美濃      ･岐　阜    12.49
ﾌﾙｶﾜ ﾏｺ        

  2   5   626 鈴木　海景(3)  磐田第一  ･静　岡    12.50
ｽｽﾞｷ ﾐｶｹﾞ      

  3   3   644 水野　亜美(3)  静岡長田南 ･静　岡    12.56
ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ        

  4   7  1106 大橋　瞳(3)    日新      ･岐　阜    12.68
ｵｵﾊｼ ﾋﾄﾐ       

  5   6   223 松浦　史奈(3)  八風      ･三　重    12.74
ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ       

  6   8   988 鎌倉　葉月(3)  小坂      ･岐　阜    13.00
ｶﾏｸﾗ  ﾊﾂﾞｷ     

  7   2   683 城内　洋香(3)  芝川      ･静　岡    13.03
ｷﾉｳﾁ ﾋﾛｶ       

  8   1   198 堀　琴美(3)    東員第一  ･三　重    13.05
ﾎﾘ ｺﾄﾐ         



女子 共通  ２００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 13:37
決勝                 8月11日 15:23

日本中学記録    24"46  藤田　知香  上野ヶ丘  大分  2007
             手)24"0   奥埜めぐみ  竜山　　  兵庫  1992
東海中学記録    24"84  斉藤　伸江  浜松入野  静岡　1989
　　　　　　 手)24"7   奥村　仁子  沼津大岡  静岡　1978
大 会 記 録     25"43  愛敬　麻矢  成徳　　  三重　2006

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:-1.0 1組

  1   4  1044 大塚陽那子(3)  島        ･岐　阜    25.91 Q
ｵｵﾂｶ ﾋﾅｺ       

  2   3   742 伊藤千奈津(3)  浜松麁玉  ･静　岡    25.96 Q
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ        

  3   6   426 萩原　加奈子(2) 高豊      ･愛　知    26.28 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾅｺ      

  4   5   209 伊藤　友里(3)  南郊      ･三　重    26.66
ｲﾄｳ ﾕﾘ         

  5   2   339 青山　ゆり子(3) 岡崎東海  ･愛　知    27.08
ｱｵﾔﾏ ﾕﾘｺ       

  6   7   743 滝西　凪沙(3)  浜松入野  ･静　岡    27.12
ﾀｷﾆｼ ﾅｷﾞｻ      

  7   1   130 角谷　侑香(3)  北浜      ･三　重    27.58
ｶﾄﾞﾔ　ﾕｶ       

  8   8   947 松井　遥香(3)  伊奈波    ･岐　阜    27.91
ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.1 2組

  1   2   643 杉山　美優(3)  静岡長田南 ･静　岡    25.74 Q
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾕ       

  2   6   635 名倉　彩夏(3)  磐田竜洋  ･静　岡    25.74 Q
ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ       

  3   4    76 藤原恵里佳(3)  大池      ･三　重    26.35 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ      

  4   5   453 山田　晴帆(2)  千種      ･愛　知    26.59
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾎ       

  5   1   323 足立　香澄(3)  稲沢      ･愛　知    26.79
ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾐ       

  6   8   210 金澤　凪(3)    南郊      ･三　重    27.05
ｶﾅｻﾞﾜ　ﾅｷﾞ     

  7   3  1140 田中　園絵(3)  不破      ･岐　阜    27.56
ﾀﾅｶ　ｿﾉｴ       

  8   7  1004 篠田　遥奈(3)  岐大附属  ･岐　阜    27.90
ｼﾉﾀﾞ ﾊﾙﾅ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+1.4 3組

  1   5   847 佐藤　彩夏(3)  三島中郷  ･静　岡    25.66 Q
ｻﾄｳ ｱﾔｶ        

  2   3    93 田矢　愛美(3)  亀山      ･三　重    26.29 Q
ﾀﾔ ﾏﾅﾐ         

  3   6  1059 安積　沙耶(3)  蘇原      ･岐　阜    26.38
ｱﾂﾞﾐ　ｻﾔ       

  4   7    21 亀井　衿香(3)  伊勢港    ･三　重    26.61
ｶﾒｲ ｴﾘｶ        

  5   4   438 武田  真歩(2)  田原東部  ･愛　知    26.64
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾎ        

  6   1   637 内田　志歩(3)  大富士    ･静　岡    26.74
ｳﾁﾀﾞ ｼﾎ        

  7   8   576 岡本　妃南美(3) 矢作      ･愛　知    26.90
ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾐ       

  8   2  1102 野中　舞子(2)  中山      ･岐　阜    27.60
ﾉﾅｶ ﾏｲｺ        

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:-0.5

  1   5   643 杉山　美優(3)  静岡長田南 ･静　岡    25.46
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾕ       

  2   3   847 佐藤　彩夏(3)  三島中郷  ･静　岡    25.68
ｻﾄｳ ｱﾔｶ        

  3   6  1044 大塚陽那子(3)  島        ･岐　阜    25.71
ｵｵﾂｶ ﾋﾅｺ       

  4   4   635 名倉　彩夏(3)  磐田竜洋  ･静　岡    25.92
ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ       

  5   8   742 伊藤千奈津(3)  浜松麁玉  ･静　岡    26.05
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ        

  6   1   426 萩原　加奈子(2) 高豊      ･愛　知    26.18
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾅｺ      

  7   7    93 田矢　愛美(3)  亀山      ･三　重    26.44
ﾀﾔ ﾏﾅﾐ         

  8   2    76 藤原恵里佳(3)  大池      ･三　重    27.10
ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ      



女子 １年  ８００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 10:44
決勝                 8月11日 14:30

日本中学記録  2'07"81  市川　良子  浅江      山口  1991
東海中学記録  2'08"68  鈴木亜由子  豊城      愛知　2006
大 会 記 録   2'15"29  木村　友香  静岡瀧上  静岡　2007

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   4   241 飯田　彩乃(1)  三重      ･三　重  2:23.39 Q
ｲｲﾀﾞ ｱﾔﾉ       

  2   5   379 鷲見　梓沙(1)  沓掛      ･愛　知  2:23.50 Q
ｽﾐ ｱｽﾞｻ        

  3   6   740 伊藤　有希(1)  浜松麁玉  ･静　岡  2:23.63 q
ｲﾄｳ ｱｷ         

  4   1   551 永谷　兆絵(1)  平坂      ･愛　知  2:23.67 q
ﾅｶﾞﾔ ﾁｴ        

  5   2   831 坂口　真子(1)  富士岡    ･静　岡  2:27.64
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｺ       

  6   3  1165 林　佑南(1)    美濃加茂  ･岐　阜  2:32.33
ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ        

  7   7  1107 西尾　吏加(1)  日新      ･岐　阜  2:38.42
ﾆｼｵ ﾘｶ         

  8   8    92 矢口　真菜(1)  尾鷲      ･三　重  2:39.51
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾅ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   4   559 山田　日菜野(1) 三好北    ･愛　知  2:20.85 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾉ       

  2   5   690 松本奈菜子(1)  清水第四  ･静　岡  2:21.34 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ       

  3   3   161 藤田　愛子(1)  菰野      ･三　重  2:23.81
ﾌｼﾞﾀ ｱｲｺ       

  4   8   338 寺島　彩(1)    大府南    ･愛　知  2:28.21
ﾃﾗｼﾏ ｱﾔ        

  5   7    63 庄山　実佑(1)  一志      ･三　重  2:30.66
ｼｮｳﾔﾏ ﾐﾕ       

  6   6   905 五島　汐梨(1)  藍川東    ･岐　阜  2:33.94
ｺﾞｼﾏ ｼｵﾘ       

  7   1   652 中島　萌楓(1)  菊川西    ･静　岡  2:35.59
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｶ       

  8   2   931 福田　結文(1)  稲津      ･岐　阜  2:36.79
ﾌｸﾀ ﾕｳﾐ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 3組

  1   6   251 西山　遥香(1)  三雲      ･三　重  2:24.73 Q
ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ       

  2   3   466 金尾　南実(1)  東港      ･愛　知  2:25.63 Q
ｶﾅｵ ﾐﾅﾐ        

  3   2   168 坂　実咲(1)    白子      ･三　重  2:27.02
ｻｶ ﾐｻｷ         

  4   8   741 伊藤　早希(1)  浜松麁玉  ･静　岡  2:27.30
ｲﾄｳ ｻｷ         

  5   4   817 山本　菜緒(1)  浜松三ヶ日 ･静　岡  2:29.56
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ        

  6   7   439 國分　美月(1)  丹陽      ･愛　知  2:34.91
ｺｸﾌﾞ ﾐﾂﾞｷ      

  7   1  1123 田端みずほ(1)  東山      ･岐　阜  2:37.94
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｽﾞﾎ      

  8   5   966 佐藤　美紅(1)  大垣西    ･岐　阜  2:40.10
ｻﾄｳ　ﾐｸ        

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   4   690 松本奈菜子(1)  清水第四  ･静　岡  2:18.15

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ       
  2   6   559 山田　日菜野(1) 三好北    ･愛　知  2:21.01

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾉ       
  3   5   241 飯田　彩乃(1)  三重      ･三　重  2:21.82

ｲｲﾀﾞ ｱﾔﾉ       
  4   3   251 西山　遥香(1)  三雲      ･三　重  2:25.45

ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ       
  5   1   740 伊藤　有希(1)  浜松麁玉  ･静　岡  2:25.84

ｲﾄｳ ｱｷ         
  6   2   551 永谷　兆絵(1)  平坂      ･愛　知  2:26.90

ﾅｶﾞﾔ ﾁｴ        
  7   7   466 金尾　南実(1)  東港      ･愛　知  2:29.54

ｶﾅｵ ﾐﾅﾐ        
  8   8   379 鷲見　梓沙(1)  沓掛      ･愛　知  2:41.58

ｽﾐ ｱｽﾞｻ        



女子 共通  ８００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日 10:59
決勝                 8月11日 14:35

日本中学記録  2'07"81  市川　良子  浅江      山口  1991
東海中学記録  2'08"68  鈴木亜由子  豊城      愛知　2006
大 会 記 録   2'12"49  木村　友香  静岡瀧上  静岡　2008

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   5   424 堀　舞花(2)    祖父江    ･愛　知  2:19.44 Q
ﾎﾘ ﾏｲｶ         

  2   6   794 太田　優紀(2)  浜松浜名  ･静　岡  2:20.73 Q
ｵｵﾀ ﾕｷ         

  3   1   421 吉川　侑希(3)  振甫      ･愛　知  2:20.99 q
ﾖｼｶﾜ ﾕｳｷ       

  4   2   724 古瀨　凪沙(2)  長泉北    ･静　岡  2:25.84
ﾌﾙｾ ﾅｷﾞｻ       

  5   8   268 酒井　香奈(2)  陵成      ･三　重  2:28.07
ｻｶｲ　ｶﾅ        

  6   3  1158 川島　夕奈(2)  南姫      ･岐　阜  2:28.50
ｶﾜｼﾏ　ﾕｳﾅ      

  7   7  1082 菊池早葉子(2)  多治見    ･岐　阜  2:33.58
ｷｸﾁ ｻﾖｺ        

  8   4     1 今村　宥美(3)  暁        ･三　重  2:39.87
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾐ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   5   665 木村　友香(3)  静岡籠上  ･静　岡  2:14.70 Q
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ        

  2   4   536 西川　かりん(3) 富貴      ･愛　知  2:15.76 Q
ﾆｼｶﾜ ｶﾘﾝ       

  3   8   465 伊藤　麻子(2)  東港      ･愛　知  2:24.68
ｲﾄｳ ｱｻｺ        

  4   6  1018 田口　智絵(2)  下呂      ･岐　阜  2:26.10
ﾀｸﾞﾁ ﾁｴ        

  5   3   199 向井　詩織(3)  東海      ･三　重  2:26.82
ﾑｶｲ ｼｵﾘ        

  6   1   710 高田　瑞季(3)  裾野東    ･静　岡  2:27.21
ﾀｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ      

  7   2   928 村上　綾菜(2)  泉        ･岐　阜  2:29.20
ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾅ       

  8   7   256 高見澤安珠(2)  矢渕      ･三　重  2:31.82
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ   

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 3組

  1   3   390 服部　優亜(3)  黄金      ･愛　知  2:20.60 Q
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｱ       

  2   4   819 髙木　理瑚(3)  袋井周南  ･静　岡  2:20.83 Q
ﾀｶｷﾞ ﾘｺ        

  3   7   526 大久保　紗希(2) 東浦西部  ･愛　知  2:22.50 q
ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ       

  4   6    38 久保倉実里(2)  伊勢宮川  ･三　重  2:23.33
ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ      

  5   8   863 清水　真帆(2)  由比      ･静　岡  2:23.34
ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ        

  6   5   962 成瀬　真萌(3)  大垣北    ･岐　阜  2:24.66
ﾅﾙｾ　ﾏﾎ        

  7   2   107 舘　智子(3)    川越      ･三　重  2:27.49
ﾀﾁ　ﾄﾓｺ        

  8   1  1135 内海　美砂(3)  不破      ･岐　阜  2:28.11
ｳﾁｳﾐ ﾐｻ        

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   5   665 木村　友香(3)  静岡籠上  ･静　岡  2:11.39 NGR 

ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ        
  2   6   536 西川　かりん(3) 富貴      ･愛　知  2:15.94

ﾆｼｶﾜ ｶﾘﾝ       
  3   4   424 堀　舞花(2)    祖父江    ･愛　知  2:15.99

ﾎﾘ ﾏｲｶ         
  4   8   819 髙木　理瑚(3)  袋井周南  ･静　岡  2:17.22

ﾀｶｷﾞ ﾘｺ        
  5   7   794 太田　優紀(2)  浜松浜名  ･静　岡  2:18.21

ｵｵﾀ ﾕｷ         
  6   3   390 服部　優亜(3)  黄金      ･愛　知  2:19.30

ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｱ       
  7   2   526 大久保　紗希(2) 東浦西部  ･愛　知  2:19.97

ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ       
  8   1   421 吉川　侑希(3)  振甫      ･愛　知  2:25.07

ﾖｼｶﾜ ﾕｳｷ       

凡例: NGR:大会新記録



女子 共通  １５００ｍ 予選(2-6)            8月11日 12:00
決勝                 8月11日 16:09

日本中学記録  4'21"41  宮崎　安澄  湖東      熊本  1989
東海中学記録  4'24"73  木村　友香  静岡瀧上  静岡　2008
大 会 記 録   4'37"54  中根  実来  平坂　　  愛知　2008

予選(2組6着)

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 1組

  1   3   832 田中　結女(3)  富士岡    ･静　岡  4:40.27 Q
ﾀﾅｶ ﾕﾒ         

  2  11   838 塩川　結(2)    富士宮第三 ･静　岡  4:43.95 Q
ｼｵｶﾜ ﾕｲ        

  3   7   651 中島　葵(2)    菊川西    ･静　岡  4:45.46 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ      

  4   5    59 飯尾　美友(3)  一志      ･三　重  4:45.59 Q
ｲｲｵ ﾐﾕ         

  5   6   324 北本　可奈子(3) 犬山      ･愛　知  4:45.62 Q
ｷﾀﾓﾄ ｶﾅｺ       

  6   2   582 杉浦　貴恵(3)  竜海      ･愛　知  4:45.68 Q
ｽｷﾞｳﾗ ｷｴ       

  7  10   427 松井　恵里奈(2) 高豊      ･愛　知  4:45.71
ﾏﾂｲ ｴﾘﾅ        

  8   4   943 内藤　愛(3)    伊奈波    ･岐　阜  4:55.40
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅﾐ       

  9   1   270 水谷　百花(1)  陵成      ･三　重  5:02.59
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾓｶ      

 10  12   967 竹内　志穂(3)  大垣西    ･岐　阜  5:08.94
ﾀｹｳﾁ ｼﾎ        

 11   8  1036 大蔵　玲乃(2)  坂本      ･岐　阜  5:11.18
ｵｵｸﾗ ﾚﾉ        

 12   9     2 森田梨花子(3)  暁        ･三　重  5:16.97
ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ        

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
 2組

  1   6   833 古屋　佳那(3)  富士岡    ･静　岡  4:45.72 Q
ﾌﾙﾔ ｶﾅ         

  2   2   618 赤堀　結衣(3)  磐田城山  ･静　岡  4:48.82 Q
ｱｶﾎﾘ ﾕｲ        

  3   8    60 岩出　玲亜(3)  一志      ･三　重  4:50.77 Q
ｲﾜﾃﾞ ﾚｲｱ       

  4  10   686 久保　彩乃(2)  清水第一  ･静　岡  4:51.10 Q
ｸﾎﾞ ｱﾔﾉ        

  5   9   528 稲垣　朱乃(3)  東山      ･愛　知  4:52.55 Q
ｲﾅｶﾞｷ ｱｹﾉ      

  6   5   523 高橋　季香(3)  葉栗      ･愛　知  4:53.17 Q
ﾀｶﾊｼ ｷｶ        

  7   1   364 坂本　弥佐都(3) 上郷      ･愛　知  4:56.15
ｻｶﾓﾄ ﾐｻﾄ       

  8   4   267 石井　梨香(2)  陵成      ･三　重  5:02.43
ｲｼｲ ﾘｶ         

  9  12   170 岩瀬　翔子(2)  崇広      ･三　重  5:03.00
ｲﾜｾ ｼｮｳｺ       

 10   3  1020 山川みなみ(3)  興文      ･岐　阜  5:07.14
ﾔﾏｶﾜ ﾐﾅﾐ       

 11   7  1115 塚中　彩海(2)  萩原南    ･岐　阜  5:07.68
ﾂｶﾅｶ ｱﾔﾐ       

 12  11  1108 安田　実希(2)  日新      ･岐　阜  5:20.61
ﾔｽﾀﾞ ﾐｷ        

決勝

順位ORD.No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  12   832 田中　結女(3)  富士岡    ･静　岡  4:36.49 NGR 

ﾀﾅｶ ﾕﾒ         
  2  11   686 久保　彩乃(2)  清水第一  ･静　岡  4:37.52 NGR 

ｸﾎﾞ ｱﾔﾉ        
  3   5   651 中島　葵(2)    菊川西    ･静　岡  4:38.17

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ      
  4   4   833 古屋　佳那(3)  富士岡    ･静　岡  4:38.50

ﾌﾙﾔ ｶﾅ         
  5   9   618 赤堀　結衣(3)  磐田城山  ･静　岡  4:38.72

ｱｶﾎﾘ ﾕｲ        
  6  10   838 塩川　結(2)    富士宮第三 ･静　岡  4:39.06

ｼｵｶﾜ ﾕｲ        
  7   6   324 北本　可奈子(3) 犬山      ･愛　知  4:42.35

ｷﾀﾓﾄ ｶﾅｺ       
  8   8    59 飯尾　美友(3)  一志      ･三　重  4:45.08

ｲｲｵ ﾐﾕ         
  9   7   582 杉浦　貴恵(3)  竜海      ･愛　知  4:49.29

ｽｷﾞｳﾗ ｷｴ       
 10   3   528 稲垣　朱乃(3)  東山      ･愛　知  4:50.78

ｲﾅｶﾞｷ ｱｹﾉ      
 11   1   523 高橋　季香(3)  葉栗      ･愛　知  4:54.51

ﾀｶﾊｼ ｷｶ        
 12   2    60 岩出　玲亜(3)  一志      ･三　重  4:57.71

ｲﾜﾃﾞ ﾚｲｱ       

凡例: NGR:大会新記録



女子 共通  １００ｍＨ 予選(3-2+2)          8月11日 14:08
決勝                 8月11日 15:30

日本中学記録  13"77  上田　　繭  住吉第一  大阪　2008
東海中学記録  14"08  小林　実央  磐田向陽  静岡　2004
大 会 記 録   14"51  中川　綾菜  伊勢港　  三重　2006
　　　　　 手)14"2   黒木　陽子  白子　　  三重　1983

予選(3組2着+2)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+2.4 1組

  1   4   555 谷　優奈(3)    保見      ･愛　知    14.37 Q
ﾀﾆ ﾕｳﾅ         

  2   5   866 渡辺　里英(3)  吉原第一  ･静　岡    14.74 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ       

  3   7    42 辻　保奈美(3)  伊勢宮川  ･三　重    14.89 q
ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ        

  4   6   907 西村　由衣(3)  藍川東    ･岐　阜    14.95
ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ        

  5   3   110 山田　梨央(2)  川越      ･三　重    15.10
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ        

  6   8   486 馬場　桃子(3)  長良      ･愛　知    15.30
ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓｺ       

  7   1   720 高須　啓睦(3)  常葉菊川  ･静　岡    15.35
ﾀｶｽ ｱｷﾎ        

  8   2  1064 間宮　里菜(3)  蘇原      ･岐　阜    15.44
ﾏﾐﾔ　ﾘﾅ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.4 2組

  1   4   783 二村　有紀(2)  浜松天竜  ･静　岡    14.87 Q
ﾆﾑﾗ ﾕｳｷ        

  2   5  1139 高島　愛(3)    不破      ･岐　阜    15.11 Q
ﾀｶｼﾏ ｱｲ        

  3   3   418 坂田　実佳(3)  城北      ･愛　知    15.11
ｻｶﾀ ﾐｶ         

  4   8   648 渡邉　実歩(3)  掛川西    ･静　岡    15.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ       

  5   2    74 竹村　若奈(3)  嬉野      ･三　重    15.30
ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ       

  6   7   584 古賀上　麻里(3) 竜神      ･愛　知    15.67
ｺｶﾞｳｴ ﾏﾘ       

  7   1  1088 木下　依子(3)  苗木      ･岐　阜    15.92
ｷﾉｼﾀ ｲｺ        

  6    35 奥野　春菜(2)  伊勢宮川  ･三　重 DNS 
ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
風:+0.6 3組

  1   3   726 小沢沙里花(3)  浜松西高中 ･静　岡    14.44 Q NGR 
ｵｻﾞﾜ ｻﾘｶ       

  2   5   278 森本　真由(3)  度会      ･三　重    14.82 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ        

  3   4   958 伊藤　遥(2)    恵那東    ･岐　阜    14.94 q
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ        

  4   7   735 河合　夏奈(3)  浜松浜北北 ･静　岡    15.11
ｶﾜｲ  ｶﾅ        

  5   6   384 齊藤　早希(3)  甲山      ･愛　知    15.50
ｻｲﾄｳ ｻｷ        

  6   2   460 平手　佑佳(3)  知多八幡  ･愛　知    15.60
ﾋﾗﾃ ﾕｶ         

  7   8  1170 日比野有依(2)  美濃加茂東 ･岐　阜    15.72
ﾋﾋﾞﾉ　ﾕｲ       

  1   238 小山　綾香(3)  松阪中部  ･三　重       DSQ *T8 
ｺﾔﾏ　ｱﾔｶ       

決勝

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ
風:-0.2

  1   3   726 小沢沙里花(3)  浜松西高中 ･静　岡    14.43 NGR 
ｵｻﾞﾜ ｻﾘｶ       

  2   6   555 谷　優奈(3)    保見      ･愛　知    14.45 NGR 
ﾀﾆ ﾕｳﾅ         

  3   4   783 二村　有紀(2)  浜松天竜  ･静　岡    14.88
ﾆﾑﾗ ﾕｳｷ        

  4   5   866 渡辺　里英(3)  吉原第一  ･静　岡    14.89
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ       

  5   8  1139 高島　愛(3)    不破      ･岐　阜    14.90
ﾀｶｼﾏ ｱｲ        

  6   7   278 森本　真由(3)  度会      ･三　重    14.96
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ        

  7   1   958 伊藤　遥(2)    恵那東    ･岐　阜    15.02
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ        

  8   2    42 辻　保奈美(3)  伊勢宮川  ･三　重    15.20
ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ        

凡例: DNS:欠    場／ NGR:大会新記録／ DSQ:失    格／ *T8:故意にﾊｰﾄﾞﾙ を倒した



女子 低学年  ４×１００ｍ 予選(3-2+2)          8月11日  9:42
決勝                 8月11日 16:38

日本中学記録  47"73  後藤・山本・山本・熊田  埼玉県選抜  　埼玉　1987
              47"86  猪股・城島・笹川・滝瀬  常磐　　　  　埼玉  1983
東海中学記録  48"84  武蔵・坪井・高山・小川  池田　　　  　岐阜  2008
　　　　 　手)48"4   高橋・内田・藤田・宮崎　雄踏　　　  　静岡  1990
大 会 記 録   51"03  黒川・小沢・冨田・伊藤　浜松西中等部  静岡　2007

予選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 東海大翔洋       703 遠藤　まな(2)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ          52.20 Q

ｼｮｳﾖｳ            706 杉山　梓(1)    ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ     
  705 杉本　紋(1)    ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ       
  704 菅原奈津美(2)  ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ      

  2   6 三雲             252 松島沙理亜(2)  ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ          52.58 Q
ﾐｸﾓ              250 田中　杏沙(1)  ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ       

  251 西山　遥香(1)  ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ       
  249 大西　莉沙(2)  ｵｵﾆｼ　ﾘｻ       

  3   8 浜松篠原         765 尾藤美寿希(2)  ﾋﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ         53.57
ﾊﾏﾏﾂｼﾉﾊﾗ         764 中村優萌香(1)  ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ       

  760 鈴木　千晶(1)  ｽｽﾞｷ ﾁｱｷ       
  761 鈴木　菜子(2)  ｽｽﾞｷ ﾅｺ        

  4   7 沓掛             382 山本　麻湖(2)  ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ           53.65
ｸﾂｶｹ             378 近江　彩乃(1)  ｵｳﾐ ｱﾔﾉ        

  377 遠藤　彩恵(1)  ｴﾝﾄﾞｳ ｻｴ       
  380 成田　美玖(2)  ﾅﾘﾀ ﾐｸ         

  5   1 萩原南          1110 江間　風音(2)  ｴﾏ ｶｻﾈ            54.10
ﾊｷﾞﾜﾗﾐﾅﾐ        1111 葛西志乃美(1)  ｶｻｲ ｼﾉﾐ        

 1114 髙橋菜奈子(1)  ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ       
 1112 勝野ひかり(2)  ｶﾂﾉ ﾋｶﾘ        

  6   3 神丘             356 小林　春来(2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾗ         54.75
ｶﾐｵｶ             355 栗原　美紗(1)  ｸﾘﾊﾗ ﾐｻ        

  354 大熊　夏季(1)  ｵｵｸﾏ ﾅﾂｷ       
  358 明瀬　優香(2)  ﾐﾖｾ ﾕｶ         

  7   5 不破            1142 中嶋麻利花(2)  ﾅｶｼﾏ　ﾏﾘｶ         55.04
ﾌﾜ              1134 石神　栞(1)    ｲｼｶﾞﾐ　ｼｵﾘ     

 1144 矢木野有香(1)  ﾔｷﾞﾉ　ﾕｳｶ      
 1138 髙木　星里(2)  ﾀｶｷﾞ　ｱｶﾘ      

  8   2 一志              67 三浦　文奈(2)  ﾐｳﾗ　ﾌﾐﾅ          55.52
ｲﾁｼ               61 太田　美穗(1)  ｵｵﾀ ﾐﾎ         

   68 村上　映里(1)  ﾑﾗｶﾐ　ｴﾘ       
   62 岡本　梨奈(2)  ｵｶﾓﾄ　ﾘﾅ       

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 五十鈴            11 野口　幸恵(2)  ﾉｸﾞﾁ　ﾕｷｴ         52.68 Q

ｲｽｽﾞ              10 西田　有沙(1)  ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ       
    6 石谷　佳穂(1)  ｲｼﾀﾆ　ｶﾎ       
    9 田村　佳澄(2)  ﾀﾑﾗ　ｶｽﾐ       

  2   7 浜松曳馬         798 飯尾　有紗(2)  ｲｲｵ ｱﾘｻ           53.16 Q
ﾊﾏﾏﾂﾋｸﾏ          800 伊藤　真梨(1)  ｲﾄｳ ﾏﾘ         

  804 吉田　菜穂(1)  ﾖｼﾀﾞ ﾅﾎ        
  799 飯尾　玲菜(2)  ｲｲｵ ﾚｲﾅ        

  3   3 伊豆修善寺       612 柴　真央(2)    ｼﾊﾞ ﾏｵ            53.23 q
ｲｽﾞｼｭｾﾞﾝｼﾞ       611 五十嵐可菜(1)  ｲｶﾞﾗｼ ｶﾅ       

  615 土屋　真子(1)  ﾂﾁﾔ ﾏｺ         
  614 中村　有里(2)  ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ        

  4   6 安城南           318 神谷　美和(2)  ｶﾐﾔ ﾐﾜ            53.29 q
ｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐ        314 伊藤　佳奈(1)  ｲﾄｳ ｶﾅ         

  317 勝田　萌(1)    ｶﾂﾀ ﾓｴ         
  315 今泉　恵(2)    ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾒｸﾞﾐ    

  5   4 大垣東           985 向山　紗綾(2)  ﾑｶｲﾔﾏ ｻｱﾔ         53.35
ｵｵｶﾞｷﾋｶﾞｼ        986 若園　茜(1)    ﾜｶｿﾞﾉ ｱｶﾈ      

  979 河瀬　真央(1)  ｶﾜｾ　ﾏｵ        
  981 坂井田　葵(2)  ｻｶｲﾀﾞ ｱｵｲ      

  6   2 滝               434 南　里佳子(2)  ﾐﾅﾐ ﾘｶｺ           54.02
ﾀｷ               436 吉田　有美香(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐｶ       

  432 畑佐　実咲(1)  ﾊﾀｻ ﾐｻｷ        
  435 山本　華子(2)  ﾔﾏﾓﾄ ｶｺ        

  7   8 精華            1054 日置江真理子(2) ﾋｷｴ ﾏﾘｺ           54.84
ｾｲｶ             1052 後藤　佑季(1)  ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ       

 1051 加藤　結芽(1)  ｶﾄｳ ﾕﾒ         
 1055 馬渕紗耶加(2)  ﾏﾌﾞﾁ　ｻﾔｶ      

  8   1 菰野             157 伊藤　彩香(2)  ｲﾄｳ　ｱﾔｶ          55.50
ｺﾓﾉ              162 矢田　もこ(1)  ﾔﾀﾞ　ﾓｺ        

  160 柴田　莉沙(1)  ｼﾊﾞﾀ　ﾘｻ       
  159 佐藤　佳奈(2)  ｻﾄｳ　ｶﾅ        

 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 豊岡             471 加藤　凜(2)    ｶﾄｳ ﾘﾝ            52.88 Q

ﾄﾖｵｶ             474 山本　梨紗(1)  ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ        
  472 鈴木  茉陽留(1) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾙ       
  470 大羽　咲月(2)  ｵｵﾊﾞ ｻﾂｷ       

  2   6 吉原第三         876 望月　頌子(2)  ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺ        53.40 Q
ﾖｼﾜﾗﾀﾞｲ3         878 渡辺ひかる(1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ      

  877 渡邉しおり(1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ      
  875 鈴木　杏奈(2)  ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ       

  3   8 厚生             146 井澤　侑里(2)  ｲｻﾞﾜ　ﾕｳﾘ         53.79
ｺｳｾｲ             151 迫本　紘奈(1)  ﾊｻﾓﾄ　ﾋﾛﾅ      

  152 山村　琴音(1)  ﾔﾏﾑﾗ　ｺﾄﾈ      
  148 塩崎　真奈美(2) ｼｵｻﾞｷ　ﾏﾅﾐ     

  4   4 伊勢宮川          41 作野　沙世湖(2) ｻｸﾉ　ｻﾖｺ          53.96
ｲｾﾐﾔｶﾞﾜ           49 山本　栞菜(1)  ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾝﾅ      

   37 奥村　ひかり(1) ｵｸﾑﾗ　ﾋｶﾘ      
   47 山根　芽衣(2)  ﾔﾏﾈ ﾒｲ         

  5   2 浜松北浜         752 増井あかり(2)  ﾏｽｲ ｱｶﾘ           54.20
ﾊﾏﾏﾂｷﾀﾊﾏ         749 掛井　真子(1)  ｶｹｲ ﾏｺ         

  750 名倉　郁乃(1)  ﾅｸﾞﾗ ｲｸﾉ       
  751 袴田　結衣(2)  ﾊｶﾏﾀ ﾕｲ        

  6   3 中山            1102 野中　舞子(2)  ﾉﾅｶ ﾏｲｺ           54.24
ﾅｶﾔﾏ            1097 漆山　千春(1)  ｳﾙｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ      

 1096 岩川奈々萌(1)  ｲﾜｶﾜ ﾅﾅﾎ       
 1099 杉山　友里(2)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘ       

  7   7 岐南            1011 平野　文菜(2)  ﾋﾗﾉ ｱﾔﾅ           54.74
ｷﾞﾅﾝ            1013 松原　凪(1)    ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｷﾞ      

 1009 中村　光里(1)  ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ       
 1010 西村　早紀(2)  ﾆｼﾑﾗ ｻｷ        

  8   1 安祥             312 藤田　織江(2)  ﾌｼﾞﾀ ｵﾘｴ          55.08
ｱﾝｼｮｳ            309 河合　詩菜(1)  ｶﾜｲ ｼｲﾅ        

  308 岩瀬　明穂(1)  ｲﾜｾ ｱｷﾎ        
  310 佐藤　咲希(2)  ｻﾄｳ ｻｷ         

決勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   4 東海大翔洋       703 遠藤　まな(2)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ          51.58

ｼｮｳﾖｳ            706 杉山　梓(1)    ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ     
  705 杉本　紋(1)    ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ       
  704 菅原奈津美(2)  ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ      

  2   5 五十鈴            11 野口　幸恵(2)  ﾉｸﾞﾁ　ﾕｷｴ         51.76
ｲｽｽﾞ              10 西田　有沙(1)  ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ       

    6 石谷　佳穂(1)  ｲｼﾀﾆ　ｶﾎ       
    9 田村　佳澄(2)  ﾀﾑﾗ　ｶｽﾐ       

  3   3 三雲             252 松島沙理亜(2)  ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ          51.85
ﾐｸﾓ              250 田中　杏沙(1)  ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ       

  251 西山　遥香(1)  ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ       
  249 大西　莉沙(2)  ｵｵﾆｼ　ﾘｻ       

  4   6 豊岡             471 加藤　凜(2)    ｶﾄｳ ﾘﾝ            52.15
ﾄﾖｵｶ             474 山本　梨紗(1)  ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ        

  472 鈴木  茉陽留(1) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾙ       
  470 大羽　咲月(2)  ｵｵﾊﾞ ｻﾂｷ       

  5   2 安城南           318 神谷　美和(2)  ｶﾐﾔ ﾐﾜ            52.21
ｱﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐ        314 伊藤　佳奈(1)  ｲﾄｳ ｶﾅ         

  317 勝田　萌(1)    ｶﾂﾀ ﾓｴ         
  315 今泉　恵(2)    ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾒｸﾞﾐ    

  6   7 浜松曳馬         798 飯尾　有紗(2)  ｲｲｵ ｱﾘｻ           52.45
ﾊﾏﾏﾂﾋｸﾏ          800 伊藤　真梨(1)  ｲﾄｳ ﾏﾘ         

  804 吉田　菜穂(1)  ﾖｼﾀﾞ ﾅﾎ        
  799 飯尾　玲菜(2)  ｲｲｵ ﾚｲﾅ        

  7   8 吉原第三         876 望月　頌子(2)  ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺ        52.48
ﾖｼﾜﾗﾀﾞｲ3         878 渡辺ひかる(1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ      

  877 渡邉しおり(1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ      
  875 鈴木　杏奈(2)  ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ       

  8   1 伊豆修善寺       612 柴　真央(2)    ｼﾊﾞ ﾏｵ            52.52
ｲｽﾞｼｭｾﾞﾝｼﾞ       611 五十嵐可菜(1)  ｲｶﾞﾗｼ ｶﾅ       

  615 土屋　真子(1)  ﾂﾁﾔ ﾏｺ         
  614 中村　有里(2)  ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ        
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日本中学記録  47"73  後藤・山本・山本・熊田  埼玉県選抜  埼玉　1987
              47"86  猪股・城島・笹川・滝瀬  常磐　　　  埼玉  1983
東海中学記録  48"84  武蔵・坪井・高山・小川  池田　　　  岐阜  2008
　　　　 　手)48"4   高橋・内田・藤田・宮崎　雄踏　　　  静岡  1990
大 会 記 録   48"98  武蔵・坪井・高山・小川　池田　　　　岐阜　2008

予選(3組2着+2)
 1組

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   3 浜松天竜         780 鈴木　杏実(2)  ｽｽﾞｷ ｱﾐ           49.71 Q

ﾊﾏﾏﾂﾃﾝﾘｭｳ        783 二村　有紀(2)  ﾆﾑﾗ ﾕｳｷ        
  784 松林　花奈(3)  ﾏﾂﾊﾞﾔｼ  ｶﾅ     
  781 髙林　優日(3)  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ     

  2   7 浜松西高中       731 冨田　真子(3)  ﾄﾐﾀ ﾏｺ            50.52 Q
ﾆｼｺｳﾁｭｳ          728 杉井　晴菜(2)  ｽｷﾞｲ ﾊﾙﾅ       

  729 鈴木　智美(1)  ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ       
  726 小沢沙里花(3)  ｵｻﾞﾜ ｻﾘｶ       

  3   5 伊勢宮川          35 奥野　春菜(2)  ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ           50.58 q
ｲｾﾐﾔｶﾞﾜ           36 奥野　真由(2)  ｵｸﾉ ﾏﾕ         

   42 辻　保奈美(3)  ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ        
   44 羽根　翔子(3)  ﾊﾈ　ｼｮｳｺ       

  4   6 千種             452 水野　萌香(3)  ﾐｽﾞﾉ ﾓｴｶ          50.62 q
ﾁｸｻ              453 山田　晴帆(2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾎ       

  451 松下　琴子(3)  ﾏﾂｼﾀ ｺﾄｺ       
  450 早川　有香(2)  ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ       

  5   4 小坂             990 庄村　愛美(3)  ｼｮｳﾑﾗ ﾏﾅﾐ         50.76
ｵｻｶ              987 大江利華子(2)  ｵｵｴ ﾘｶｺ        

  991 中村　光希(3)  ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ       
  988 鎌倉　葉月(3)  ｶﾏｸﾗ  ﾊﾂﾞｷ     

  6   1 川越             104 伊藤　芹佳(3)  ｲﾄｳ　ｾﾘｶ          51.89
ｶﾜｺﾞｴ            110 山田　梨央(2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ        

  109 林　絵美里(3)  ﾊﾔｼ　ｴﾐﾘ       
  105 仮屋　美佑(3)  ｶﾘﾔ　ﾐﾕ        

  7   2 上郷             366 平松　稚夕麗(3) ﾋﾗﾏﾂ ﾁﾕﾘ          52.06
ｶﾐｺﾞｳ            363 酒井　瞳味(3)  ｻｶｲ ﾋﾄﾐ        

  365 中山　怜佳(2)  ﾅｶﾔﾏ ﾚｲｶ       
  367 武藤　美沙季(3) ﾑﾄｳ ﾐｻｷ        

  8   8 伊奈波           946 原　望(3)      ﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ           52.30
ｲﾅﾊﾞ             947 松井　遥香(3)  ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ        

  944 野口　舞香(3)  ﾉｸﾞﾁ ﾏｲｶ       
  945 早戸　美紅(3)  ﾊﾔﾄ ﾐｸ         

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 長良             484 大場　桃香(2)  ｵｵﾊﾞ ﾓﾓｶ          49.25 Q

ﾅｶﾞﾗ             489 森　佑紀那(3)  ﾓﾘ ﾕｷﾅ         
  487 松井　香保里(3) ﾏﾂｲ ｶﾎﾘ        
  488 三木　麻由香(3) ﾐｷ ﾏﾕｶ         

  2   6 静岡長田南       642 杉山　美波(2)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ         49.40 Q
ｵｻﾀﾞﾐﾅﾐ          643 杉山　美優(3)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾕ       

  640 植田　晴香(3)  ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ       
  644 水野　亜美(3)  ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ        

  3   4 南郊             214 山本　佳歩(3)  ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ           50.83
ﾅﾝｺｳ             209 伊藤　友里(3)  ｲﾄｳ ﾕﾘ         

  212 松田　桃子(3)  ﾏﾂﾀﾞ　ﾓﾓｺ      
  210 金澤　凪(3)    ｶﾅｻﾞﾜ　ﾅｷﾞ     

  4   8 八風             224 吉田　有芽(2)  ﾖｼﾀﾞ　ﾕﾒ          51.02
ﾊｯﾌﾟｳ            221 田中　沙耶(3)  ﾀﾅｶ　ｻﾔ        

  220 佐藤　希栄(3)  ｻﾄｳ　ｷｴ        
  223 松浦　史奈(3)  ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ       

  5   1 古知野           401 伊藤　比奈子(3) ｲﾄｳ ﾋﾅｺ           51.75
ｺﾁﾉ              407 松井　志保(3)  ﾏﾂｲ ｼﾎ         

  403 小池　紗有美(1) ｺｲｹ ｻﾕﾐ        
  405 林　采花(2)    ﾊﾔｼ ｱﾔｶ        

  6   3 不破            1143 水野萌仁香(3)  ﾐｽﾞﾉ　ﾓﾆｶ         52.46
ﾌﾜ              1139 高島　愛(3)    ﾀｶｼﾏ ｱｲ        

 1146 渡辺　奏(3)    ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾅ      
 1140 田中　園絵(3)  ﾀﾅｶ　ｿﾉｴ       

  7   7 蘇原            1063 堀　愛理(3)    ﾎﾘ　ｱｲﾘ           52.67
ｿﾊﾗ             1059 安積　沙耶(3)  ｱﾂﾞﾐ　ｻﾔ       

 1064 間宮　里菜(3)  ﾏﾐﾔ　ﾘﾅ        
 1060 伊奈　佑真(3)  ｲﾅ　ﾕﾏ         

  2 焼津大富         860 曽根江里菜(3)  ｿﾈ ｴﾘﾅ               DSQ *R3 
ﾔｲﾂﾞｵｵﾄﾐ         857 大橋　穂波(3)  ｵｵﾊｼ ﾎﾅﾐ       

  858 大橋　萌子(2)  ｵｵﾊｼ ﾓｴｺ       
  862 村田　有里(2)  ﾑﾗﾀ ﾕﾘ         

 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 磐田竜洋         631 木野　由佳(3)  ｷﾉ ﾕｶ             50.11 Q

ｲﾜﾀﾘｭｳﾖｳ         635 名倉　彩夏(3)  ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ       
  634 諏訪　晴海(3)  ｽﾜ ﾊﾙﾐ         
  630 石田　夕捺(3)  ｲｼﾀﾞ ﾕﾅ        

  2   6 島              1042 井川　知佳(3)  ｲｶﾜ ﾁｶ            50.58 Q
ｼﾏ              1046 杉ノ下　愛(3)  ｽｷﾞﾉｼﾀ ﾒｸﾞﾐ    

 1047 高木真莉恵(3)  ﾀｶｷﾞ ﾏﾘｴ       
 1044 大塚陽那子(3)  ｵｵﾂｶ ﾋﾅｺ       

  3   1 静岡籠上         668 長倉　汐花(3)  ﾅｶﾞｸﾗ ｼｵｶ         51.14
ｼｽﾞｵｶｶｺﾞｳｴ       664 市川　春華(2)  ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｶ       

  666 澤田　千夏(3)  ｻﾜﾀﾞ ﾁｶ        
  669 安本　伊吹(3)  ﾔｽﾓﾄ ｲﾌﾞｷ      

  4   4 東山             531 神谷　紗穂(3)  ｶﾐﾔ ｻﾎ            51.33
ﾋｶﾞｼﾔﾏ           534 德田　彩夏(2)  ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｶ       

  533 酒井　美緒(2)  ｻｶｲ ﾐｵ         
  532 河合　絢(3)    ｶﾜｲ ｱﾔ         

  5   7 神戸             126 徳田　涼葉(2)  ﾄｸﾀﾞ　ｽｽﾞﾊ        51.41
ｶﾝﾍﾞ             121 岡田　麻佑(2)  ｵｶﾀﾞ ﾏﾕ        

  125 杉本　未夢(3)  ｽｷﾞﾓﾄ　ﾐﾕ      
  127 中筋　彩夏(2)  ﾅｶｽｼﾞ　ｱﾔｶ     

  6   3 度会             277 林　実季(2)    ﾊﾔｼ　ﾐｷ           51.55
ﾜﾀﾗｲ             280 山本　綺美(3)  ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ        

  279 矢野　こころ(3) ﾔﾉ　ｺｺﾛ        
  278 森本　真由(3)  ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ        

  7   8 岡崎東海         342 北川　絢菜(3)  ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ         51.63
ｵｶｻﾞｷﾄｳｶｲ        341 神薗　奈苗(2)  ｶﾐｿﾞﾉ ﾅﾅｴ      

  344 彦坂　優佳里(2) ﾋｺｻｶ ﾕｶﾘ       
  339 青山　ゆり子(3) ｱｵﾔﾏ ﾕﾘｺ       

  8   2 岐大附属        1001 後藤沙友里(2)  ｺﾞﾄｳ ｻﾕﾘ          53.45
ｷﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸ       1006 山川　美紀(3)  ﾔﾏｶﾜ ﾐｷ        

 1003 猿橋　桃子(2)  ｻﾙﾊｼ ﾓﾓｺ       
 1004 篠田　遥奈(3)  ｼﾉﾀﾞ ﾊﾙﾅ       

決勝

順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1   3 静岡長田南       642 杉山　美波(2)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ         48.62 NTJ NGR 

ｵｻﾀﾞﾐﾅﾐ          643 杉山　美優(3)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾕ       
  640 植田　晴香(3)  ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ       
  644 水野　亜美(3)  ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ        

  2   4 長良             486 馬場　桃子(3)  ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓｺ          48.68 NTJ NGR 
ﾅｶﾞﾗ             489 森　佑紀那(3)  ﾓﾘ ﾕｷﾅ         

  487 松井　香保里(3) ﾏﾂｲ ｶﾎﾘ        
  488 三木　麻由香(3) ﾐｷ ﾏﾕｶ         

  3   5 磐田竜洋         632 酒井　菜那(3)  ｻｶｲ ﾅﾅ            48.84 ETJ NGR 
ｲﾜﾀﾘｭｳﾖｳ         635 名倉　彩夏(3)  ﾅｸﾞﾗ ｱﾔｶ       

  634 諏訪　晴海(3)  ｽﾜ ﾊﾙﾐ         
  630 石田　夕捺(3)  ｲｼﾀﾞ ﾕﾅ        

  4   6 浜松天竜         780 鈴木　杏実(2)  ｽｽﾞｷ ｱﾐ           49.07
ﾊﾏﾏﾂﾃﾝﾘｭｳ        783 二村　有紀(2)  ﾆﾑﾗ ﾕｳｷ        

  784 松林　花奈(3)  ﾏﾂﾊﾞﾔｼ  ｶﾅ     
  781 髙林　優日(3)  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ     

  5   7 浜松西高中       731 冨田　真子(3)  ﾄﾐﾀ ﾏｺ            49.88
ﾆｼｺｳﾁｭｳ          728 杉井　晴菜(2)  ｽｷﾞｲ ﾊﾙﾅ       

  729 鈴木　智美(1)  ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ       
  726 小沢沙里花(3)  ｵｻﾞﾜ ｻﾘｶ       

  6   8 島              1042 井川　知佳(3)  ｲｶﾜ ﾁｶ            50.19
ｼﾏ              1046 杉ノ下　愛(3)  ｽｷﾞﾉｼﾀ ﾒｸﾞﾐ    

 1047 高木真莉恵(3)  ﾀｶｷﾞ ﾏﾘｴ       
 1044 大塚陽那子(3)  ｵｵﾂｶ ﾋﾅｺ       

  7   2 千種             452 水野　萌香(3)  ﾐｽﾞﾉ ﾓｴｶ          50.24
ﾁｸｻ              453 山田　晴帆(2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾎ       

  451 松下　琴子(3)  ﾏﾂｼﾀ ｺﾄｺ       
  450 早川　有香(2)  ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ       

  8   1 伊勢宮川          35 奥野　春菜(2)  ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ           50.29
ｲｾﾐﾔｶﾞﾜ           36 奥野　真由(2)  ｵｸﾉ ﾏﾕ         

   42 辻　保奈美(3)  ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ        
   44 羽根　翔子(3)  ﾊﾈ　ｼｮｳｺ       

凡例: DSQ:失    格／ *R3:ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ ３→４／ NTJ:東海中学新記録／ NGR:大会新記録／ ETJ:東海中学タイ記録



女子 共通  走高跳 決勝                 8月11日　13:15

日本中学記録  1m87  佐藤　　恵  木戸　    新潟　1981
東海中学記録  1m73  今泉　美紀  三谷　　  愛知　1990
        　　　1m73  今井　美希  平針　　  愛知　1990
              1m73　松下　小織　浜松曳馬  静岡  1998
大 会 記 録   1m70  兵藤　典子  静岡観山　静岡　1982

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64 1m67 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  24 1089畠本ももこ(3)  中津第一  -  -  o  o  o  o  o  xxx 1m64

ﾊﾀﾓﾄ ﾓﾓｺ       岐　阜
  2 22  389榊原　小侑希(3) 河和      -  xo o  o  xxo xo o  xxx 1m64

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺﾕｷ     愛　知
  3 18  564清野　菜名(3)  明治      o  o  xo xo xxo o  xxx 1m61

ｾｲﾉ ﾅﾅ         愛　知
  4 23  836秋山奈津妃(3)  富士岳陽  o  o  o  o  o  xo xxx 1m61

ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ       静　岡
  5 19  805松島美羽留(2)  浜松細江  o  o  xo o  o  xo xxx 1m61

ﾏﾂｼﾏ ﾐﾊﾙ       静　岡
  6  3  768小杉　奈央(3)  浜松積志  -  o  o  o  xxx 1m55

ｺｽｷﾞ ﾅｵ        静　岡
  7 14  347鈴木　麻莉華(3) 岡崎南    o  xxo o  o  xxx 1m55

ｽｽﾞｷ ﾏﾘｶ       愛　知
  8  5   47山根　芽衣(2)  伊勢宮川  -  -  o  xxx 1m50

ﾔﾏﾈ ﾒｲ         三　重
  8  6  370田口　可奈子(3) 木曾川    o  o  o  xxx 1m50

ﾀｸﾞﾁ ｶﾅｺ       愛　知
  8  7  695小井土すず美(3) 下田稲生沢 o  o  o  xxx 1m50

ｺｲﾄﾞ ｽｽﾞﾐ      静　岡
 11 10  537杉浦　澄美(2)  福岡      o  xo o  xxx 1m50

ｽｷﾞｳﾗ ｷﾖﾐ      愛　知
 12  2  321長瀬　珠美(3)  一宮南部  o  o  xo xxx 1m50

ﾅｶﾞｾ ﾀﾏﾐ       愛　知
 13 11  687岡田　千春(2)  清水第七  -  xo xo xxx 1m50

ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ       静　岡
 14 21  207中島　晶子(3)  名張北    o  xo xxo xxx 1m50

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ      三　重
 15 15  711堤　桃花(3)    鷹岡      xo xo xxo xxx 1m50

ﾂﾂﾐ ﾓﾓｶ        静　岡
 15 20 1057石原　香織(3)  関桜ヶ丘  xo xo xxo xxx 1m50

ｲｼﾊﾗ ｶｵﾘ       岐　阜
 17 16  929安田　実右(3)  泉        -  o  xxx 1m45

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｳ       岐　阜
 18  9  269鳥山　夏海(2)  陵成      xo o  xxx 1m45

ﾄﾘﾔﾏ ﾅﾂﾐ       三　重
 18 12 1033奥村　麻未(3)  境川      xo o  xxx 1m45

ｵｸﾑﾗ ﾏﾐ        岐　阜
 20  1  206田中千明日(3)  名張北    xo xxo xxx 1m45

ﾀﾅｶ ﾁｱｷ        三　重
 21 17  217東海　里香(3)  南勢      o  xxx 1m40

ﾄｳｶｲ ﾘｶ        三　重
 22  8 1138髙木　星里(2)  不破      xxo xxx 1m40

ﾀｶｷﾞ　ｱｶﾘ      岐　阜
 22 13  253大東はるか(3)  御薗      xxo xxx 1m40

ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾙｶ     三　重
  4 1034木本　紗蘭(3)  境川      xxx NM  

ｷﾓﾄ ｻﾗﾝ        岐　阜

凡例: NM :記録なし



女子 共通  走幅跳 決勝                 8月11日　10:30

日本中学記録  6m19  池田久美子  酒田三  山形　1995
東海中学記録  5m87  鈴木　瑞笑  東山　  愛知　1992
大 会 記 録   5m83  塚本　典江　北星　  静岡　1993

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21  416浅井　真子(3)  城北        5m26   5m26   5m11   5m09   5m50   5m54   5m54

ｱｻｲ ﾏｺ         愛　知 -0.5 -0.5 -0.8 -0.5 -1.1 -1.0 -1.0
  2  10  672大石真由香(3)  静岡末広    ×   5m20   5m18   5m10   5m31   ×   5m31

ｵｵｲｼ ﾏﾕｶ       静　岡 +0.5 -2.1 -0.6 -0.7 -0.7
  3  14  681海野　結(3)    静岡東      4m93   ×   5m18   5m20   ×   5m01   5m20

ｳﾝﾉ ﾕｲ         静　岡 -0.2 +0.1 -0.0 -1.1 -0.0
  4  24   91矢口　栞梨(3)  尾鷲        ×   5m05   ×   5m13   4m92   4m88   5m13

ﾔｸﾞﾁ ｼｵﾘ       三　重 -1.1 -0.9 -1.5 -0.5 -0.9
  5  15 1171渡辺　美夏(2)  美濃加茂東   5m12   ×   ×   4m92   5m00   ×   5m12

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ       岐　阜 +1.0 -0.4 -0.4 +1.0
  6   7  923小寺　菜帆(3)  池田        5m06   ×   5m01   4m94   5m11   5m01   5m11

ｺﾃﾗ ﾅﾎ         岐　阜 -2.3 -1.2 -0.4 -0.0 -0.4 -0.0
  7  18  784松林　花奈(3)  浜松天竜    5m00   ×   5m05   ×   ×   ×   5m05

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ  ｶﾅ     静　岡 +0.3 -1.1 -1.1
  8  19  991中村　光希(3)  小坂        4m48   5m05   4m28   －   －   －   5m05

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ       岐　阜 +0.5 +1.7 -0.0 +1.7
  9  17  363酒井　瞳味(3)  上郷        4m84   ×   5m04   5m04

ｻｶｲ ﾋﾄﾐ        愛　知 -1.6 +0.0 +0.0
 10  20   66丸山　美沙(3)  一志        4m83   4m91   4m98   4m98

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻ        三　重 -0.4 -1.8 +0.1 +0.1
 11   4  169吉田　香織(3)  白子        4m96   4m96   4m93   4m96

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ       三　重 -0.6 -1.3 -0.1 -0.6
 12  11 1053都築　侑起(3)  精華        ×   ×   4m96   4m96

ﾂﾂﾞｷ ﾕｷ        岐　阜 -0.9 -0.9
 13  23  959安藤　千紗(3)  江並        4m85   4m86   4m94   4m94

ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｻ       岐　阜 +1.5 -0.0 -0.5 -0.5
 14   6  807鈴木　佑実(3)  浜松舞阪    4m20   4m92   ×   4m92

ｽｽﾞｷ ﾕﾐ        静　岡 +0.1 -1.2 -1.2
 15  16  214山本　佳歩(3)  南郊        4m71   4m91   ×   4m91

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ        三　重 -0.4 -0.8 -0.8
 16   2  691加福　紗彩(3)  清水第六    ×   ×   4m88   4m88

ｶﾌｸ ｻｱﾔ        静　岡 -0.0 -0.0
 17  22  818天野　那海(2)  浜松雄踏    ×   ×   4m82   4m82

ｱﾏﾉ ﾅﾐ         静　岡 -0.7 -0.7
 18  13  568菅原　美里(3)  守山西      4m75   4m79   4m79   4m79

ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ      愛　知 -0.9 -1.0 -1.4 -1.0
 19  12  205佐藤　彩(3)    名張北      4m56   4m40   4m71   4m71

ｻﾄｳ ｱﾔ         三　重 -0.0 -0.7 -0.1 -0.1
 20   8  150中村　恵理(3)  厚生        ×   4m69   ×   4m69

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ        三　重 -0.0 -0.0
 21   5  402倉地　礼華(3)  古知野      4m50   4m45   4m65   4m65

ｸﾗﾁ ｱﾔｶ        愛　知 -0.6 +0.2 +1.0 +1.0
 22   1  558藁科　麗夏(3)  宮田        4m39   4m15   4m61   4m61

ﾜﾗｼﾅ ﾚｲｶ       愛　知 -0.3 -0.9 -1.2 -1.2
 23   3 1156森田　裕美(3)  松倉        ×   4m41   4m40   4m41

ﾓﾘﾀ　ﾕﾐ        岐　阜 -1.8 -0.8 -1.8
  9  583久野　優樺(2)  竜神      DNS 

ｸﾉ  ﾕｳｶ        愛　知

凡例: DNS:欠    場



女子 共通  砲丸投 決勝                 8月11日　10:30

日本中学記録  16m41  鈴木　梨枝  宮の原  栃木　2005
東海中学記録  16m04  鈴木　　文  天竜　  静岡　1982
大 会 記 録   15m46  鈴木　　文  天竜　  静岡　1982

決勝

順位試順No. 氏　名 所　属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1  21  779佐藤　真緒(3)  浜松天竜   14m62  14m52  13m52  14m35  14m55  14m35  14m62

ｻﾄｳ ﾏｵ         静　岡
  2 13  803堀内菜緒佳(3)  浜松曳馬   11m55  11m58  12m22  12m25  11m57  12m41  12m41

ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｶ       静　岡
  3 14 1175八木麻理菜(3)  緑陽       12m05  11m41  12m38  12m14  11m88  12m19  12m38

ﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ        岐　阜
  4 17  816宮本　如菜(2)  浜松三方原  11m62  11m66  11m76  10m42  11m73  12m17  12m17

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾅ       静　岡
  5 24  386江利川　里帆(3) 港南       12m02  11m53  11m46  10m91  11m32  11m67  12m02

ｴﾘｶﾜ ﾘﾎ        愛　知
  6  9  682下山　結女(3)  静岡竜爪   11m97  11m42  11m54  11m69  11m62  11m71  11m97

ｼﾓﾔﾏ ﾕﾒ        静　岡
  7  1  791飯田　珠央(3)  浜松南部   11m74  11m64  10m96  11m71  11m68  11m87  11m87

ｲｲﾀﾞ ﾐｵ        静　岡
  8 18 1081梶原　沙也(3)  多治見     11m62  10m04  10m85  10m93  10m52  10m92  11m62

ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾔ       岐　阜
  9  5  633末次　里穂(2)  磐田竜洋    ×  11m58  11m19  11m58

ｽｴﾂｸ ﾞﾘﾎ       静　岡
 10 23  213守田　りえ(3)  南郊       11m03  11m09  11m51  11m51

ﾓﾘﾀ ﾘｴ         三　重
 11  4  335社本　詩織(3)  大口       10m89  10m68  11m40  11m40

ｼｬﾓﾄ ｼｵﾘ       愛　知
 12 15  189中川　由貴(2)  多度       11m03  10m45  11m25  11m25

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷ       三　重
 13 10 1084島村　美緒(2)  多治見     10m96  11m02  11m09  11m09

ｼﾏﾑﾗ ﾐｵ        岐　阜
 14  2  984牧野　真里(3)  大垣東      9m85  10m76  11m04  11m04

ﾏｷﾉ ﾏﾘ         岐　阜
 15 19  257玉置　萌波(3)  矢渕       10m26  11m04  10m38  11m04

ﾀﾏｷ ﾓﾅﾐ        三　重
 16 20  456岡　千波(2)    知多知多   10m73  10m94   9m87  10m94

ｵｶ ﾁﾅﾐ         愛　知
 17  8  552兵藤　純佳(3)  平坂       10m41  10m87   8m99  10m87

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾔｶ     愛　知
 18  7  147小山　愛理(2)  厚生       10m36  10m86   ×  10m86

ｺﾔﾏ ｱｲﾘ        三　重
 19 11  194荻野　恵都(3)  千代崎      ×  10m51  10m75  10m75

ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ       三　重
 20 12  461岡田　はるな(2) 鶴城       10m66  10m21   ×  10m66

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ       愛　知
 21  3  229森本　亜美(3)  二見        ×   ×  10m40  10m40

ﾓﾘﾓﾄ　ｱﾐ       三　重
 22 22  995杉山　郁香(3)  金山        ×  10m30   ×  10m30

ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔｶ      岐　阜
 23  6 1172門屋町咲穂(3)  三輪        9m75   ×   9m96   9m96

ｶﾄﾞﾔﾏﾁ ｻｷﾎ     岐　阜
 24 16  400安藤　かすみ(2) 古知野      9m56   9m32   ×   9m56

ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ      愛　知


