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池田　駿大(1) 11.93 浅井　駿輝(1) 12.03 香山　勇輝(1) 12.05 笠井　弦(1) 12.08 羽田野　太智(1) 12.39 早川　壮大(1) 12.42 石川　陽ノ介(1) 12.49
春日井中部 神の倉 東郷 布袋 小坂井 有松 岡崎東海

萩田　楓斗(1) 12.42
知多八幡

山下　侑冴(2) 11.41 西垣　拓音(2) 11.54 奥村　雄也(2) 11.67 桐山　誠二郎(2) 11.73 大木　一真(2) 11.78 田原　慧人(2) 11.79 桂木　大和(2) 11.79 鈴木　一磨(2) 11.84
竜海 扇台 大府西 御幸山 石巻 六ツ美 守山西 桜井
浦野　凱瑛(3) 11.06 筒井　健人(3) 11.33 澤　孝輔(3) 11.37 都築　奨一(3) 11.38 射場 遼太(3) 11.42 宇佐美　瑛久(3) 11.46 山口　寛大(3) 11.66
豊岡 HK 福岡 松平 羽田 豊橋東陵 神の倉 知立

吉田　壮一郎(3) 11.42
扇台

早川　壮大(1) 12.42 萩田　楓斗(1) 12.43
有松 知多八幡
深瀬　京佑(3) 22.65 小松　健太郎(3) 22.82 岩竹　駿(3) 22.95 馬場　哲平(3) 22.96 萩原　拓斗(3) 23.00 林　将大(3) 23.04 長谷川　敦哉(3) 23.25 山田　創太(3) 23.33
岡崎東海 HK 冨士 青陵 田原東部 三好丘 名塚 守山西 瀬戸南山
近藤　工雅(3) 50.52 稲川　慧亮(3) 50.69 加藤　大樹(3) 51.48 木村　貴登(3) 51.88 渡邉　元貴(3) 51.90 村瀬　俊哉(3) 51.91 菅沼　玲央(3) 52.04 橋本　健司(3) 52.94
高橋 GR,HK 冨士 HK 青陵 HK 刈谷東 田原 羽田 豊橋東部 古知野
片山　宗哉(3) 1:58.62 間瀬 維温(3) 1:59.77 深津　希瑠亜(3) 2:00.59 高橋　遼将(2) 2:00.86 髙嶋　荘太(2) 2:00.99 久保　舞瞬(3) 2:01.03 坂神　賢亮(3) 2:01.22 神谷　共輝(3) 2:08.88
城北 HK 神丘 HK 末野原 柏原 弥富 高森台 豊橋南稜 矢作
松井　寛翔(1) 4:27.10 阿知和優汰(1) 4:31.80 金田　健慎(1) 4:33.04 伊藤　秀太(1) 4:33.56 植村　龍一(1) 4:33.62 平井　翼(1) 4:33.89 荒木　大誠(1) 4:34.83 古橋　希翁(1) 4:36.12
逢妻 横須賀 豊橋中部 大和南 二川 尾張旭西 上野 弥富
吉居　駿恭(2) 4:12.06 加藤　太一(2) 4:18.54 鈴木　将矢(2) 4:18.62 広井 隆寿(2) 4:19.12 本村　翔太(2) 4:19.85 浅野　龍毅(2) 4:19.94 加藤　文太(2) 4:23.15 黒宮　颯太(2) 4:25.60
田原東部 城山 逢妻 守山 知多中部 上野 西尾一色 佐屋
後藤　謙昌(3) 4:02.18 柏木　那央(3) 4:05.17 白井　勇佑(3) 4:05.67 稲山 太郎(3) 4:06.21 木口瑞貴(3) 4:06.89 安藤　圭佑(3) 4:08.98 伊藤　秀悟(3) 4:11.21 瀧沢　奏太(3) 4:12.76
翔南 HK 一宮中部 HK 田原東部 HK 神丘 HK 河和 HK 豊川東部 雁が音 冨士
鵜飼　雄矢(3) 8:53.98 小林　亮太(3) 8:55.95 三芳　源(3) 9:14.70 浅井　皓貴(3) 9:16.14 西田　太郎(3) 9:18.16 山田　奏楽(3) 9:18.58 吉原 　諒(3) 9:19.32 松本　直樹(3) 9:20.41
一宮南部 GR,HK 竜海 GR,HK 千種 八名 田原東部 甲山 神丘 名古屋一色
鈴木　大河(3) 14.13 加藤　雅大(3) 15.07 伊藤　瑞希(3) 15.20 小柳津　史也(2) 15.63 小川　純弥(3) 15.64 近藤　健樹(3) 15.65 山本　竣介(3) 15.70 望月　雅史(3) 15.78
扇台 GR,PJH,HK 吉良 高師台 石巻 豊南 古知野 天神山 高蔵寺
扇台 43.13 青陵 43.39 古知野 44.02 守山西 44.17 冨士 44.18 大口 44.31 竜海 44.60 岡崎東海 44.73
小島　秀斗(3) GR 河合　嶺我(3) GR 一柳　康太(3) 福井　啓斗(3) 大島　伊織(3) 尾張　龍希(3) 酒井　雅輝(3) 廣松　昂汰(3)
西垣　拓音(2) 小嶋　暁(3) 末富　涼介(3) 久岡　慧(3) 稲川　慧亮(3) 大島　匠(3) 山下　侑冴(2) 深見　匠馬(3)
鈴木　大河(3) 加藤　大樹(3) 橋本　健司(3) 長谷川　敦哉(3) 五十嵐　勇都(2) 鈴木　涼介(2) 小林　昂誠(3) 菊地　竜太(3)
吉田　壮一郎(3) 岩竹　駿(3) 河田　航典(3) 桂木　大和(2) 小松　健太郎(3) 福原　学斗(3) 塩谷　　響(3) 深瀬　京佑(3)
古知野 46.29 扇台 46.51 矢作 46.92 港南 47.14 武豊 47.17 浄水 47.38 冨士 47.56 御幸山 48.02
加藤　健斗(2) GR 安田　零唯(2) GR 伊藤　圭吾(2) 東山　紅空(2) 久米　晃史(2) 大浦　丞(2) 二見　海成(2) 椋尾　三太郎(2)
岡副　周平(1) 伊藤　大翔(1) 髙橋　諒(1) 安田　涼平(1) 川口　遥己(1) 稲川　貴文(1) 髙島　蒼大(1) 安達　蓮(1)
日比野　一翔(1) 丹羽　皓星(1) 久野　晴也(1) 原田　蓮也(1) 尾崎　悠陽(1) 稲吉　春瑠(1) 松永　海来(1) 藤田　湧大(1)
髙田　圭士郎(2) 稲垣　良行(2) 松本　拓斗(2) 鈴木　颯斗(2) 羽山　史恩(2) 山口　晴生(2) 小島　理希(2) 桐山　誠二郎(2)
清水　源樹(3) 1m88 森　渉馬(3) 1m85 伊藤　幹弥(3) 1m82 カルーフ　アイマン(3) 1m82 早川　颯(3) 1m79 伊藤　陸人(3) 1m79
六ツ美北 HK 東海 =HK 古知野 港南 富士松 東陽

羽根田　僚太(3) 1m85 前川　聖道(3) 1m79
朝日丘 =HK 平針

松嶋　愛太(3) 3m80 佐宗　登一(3) 3m60 水谷　翼(3) 3m60 加藤　旭敏(2) 3m40 布目　悠真(2) 3m20
六ツ美北 羽田 佐織西 豊川南部 阿久比

井石　和真(3) 3m60
宮田

安田　雄咲(3) 6m71(+1.6) 末富　涼介(3) 6m59(+1.8) 浅井　夏輝(3) 6m53(-1.0) 杉浦　天斗(3) 6m49(-0.5) 中島　海翔(2) 6m33(+1.2) 岸　祐樹(3) 6m30(-0.5) 谷　飛鳥(3) 6m18(-1.0) 坪井　晴希(3) 6m16(+0.9)
東浦北部 HK 古知野 HK 河合 高橋 大府西 長良 豊橋南稜 日比野
中川　拓真(3) 13m80 古郡　駿一(3) 12m84 加藤　隆至(3) 12m59 髙橋　諒(3) 12m36 富田　賢(3) 12m04 川崎　嵐太(3) 11m83 中野　竜太郎(3) 11m71 若林　涼雅(3) 11m53
豊橋東陵 HK 猪高 北陵 大高 豊川東部 尾張旭東 豊岡 豊橋東部
井平　匠海(3) 2272点 粟原　佑磨(2) 2200点 河登　新太(2) 2164点 高橋　梢太(3) 2105点 河登　幹太(2) 2028点 樋口　宗頼(2) 1996点 清水　祐亮(3) 1948点 田中　元基(3) 1717点
三好丘 高蔵寺 柏原 味美 柏原 守山東 石巻 六ツ美

第７１回愛知県中学校総合体育大会　陸上競技大会 【17223010】
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2017/07/27 ～ 2017/07/28

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

7月28日
3年男子100m

風：-1.2

7月28日
1年決定戦男子100m

風：+0.3

8位

7月28日
1年男子100m

風：-0.3

7月28日
2年男子100m

風：-1.1

7月28日
男子200m
風：-0.4

7月28日 男子400m

7月28日 男子800m

7月28日 1年男子1500m

7月28日 2年男子1500m

7月28日 3年男子1500m

7月28日 男子3000m

7月28日
男子110mH(0.914m)

風：+0.1

7月28日 男子4X100mR

7月28日 男子棒高跳

7月28日 男子走幅跳

7月28日 低学年男子4X100mR

7月28日 男子走高跳

7月28日 男子砲丸投(5.000kg)

16.39(-0.8)-9m92

1m64-54.81

7月27日
～28日

OP男子四種競技
17.37(0.0)-9m46

1m45-56.05

16.85(-0.8)-10m64

1m64-56.50

16.69(-0.8)-9m15

1m67-56.18

16.83(-0.8)-12m11

1m50-58.63

18.57(0.0)-7m84

1m70-1:02.07

17.17(0.0)-9m38

1m45-54.45

17.29(-0.8)-8m69

1m58-56.35
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

土居　幸愛(1) 12.74 森山　夢菜(1) 13.11 藤井　鈴奈(1) 13.13 北田　野々花(1) 13.22 中野　知咲(1) 13.32 髙木　茜里(1) 13.32 井貝  華央(1) 13.40 坂井　寿々(1) 13.42
竜海 豊橋南陽 岡崎南 岡崎北 東栄 長良 祖父江 甚目寺
倉橋　美穂(2) 12.47 大矢　琴子(2) 12.81 大城　莉夢(2) 12.89 土居　心愛(2) 12.89 岩月　遥(2) 12.94 福本　萌菜(2) 13.23 澤田　幸奈(2) 13.23 藤原　古都羽(2) 13.27
上郷 HK 春日井中部 弥富 竜海 本郷 城山 矢作 甲山
谷口　琴音(3) 12.61 岸本　優花(3) 12.84 大嶋　紗弥(3) 12.89 川端　祐奈(3) 12.93 中馬　早稀(3) 12.99 山口　さくら(3) 13.00 吉田　向和(3) 13.07 野田　愛央衣(3) 13.12
甲山 葉栗 安城北 はとり 豊橋南稜 大高 平坂 大治
竹川　綾乃(3) 25.51 濵山　瑞希(3) 25.65 大井　サラ(3) 26.24 川澄　千晶(2) 26.30 片岡　美月(3) 26.36 中西　楓夏(2) 26.37 沖　美月(2) 26.64 大岩　愛花(3) 27.02
青陵 HK 安城北 HK 名古屋国際学園 鶴城 萩原 東港 上郷 東港
田島　愛梨(1) 2:21.64 谷口　晴菜(1) 2:22.12 山川　紗季(1) 2:22.28 林　愛望(1) 2:22.39 澤田　理紗(1) 2:22.59 北村　はる(1) 2:23.05 後藤　美咲(1) 2:23.70 二村　菜津乃(1) 2:24.56
横須賀 新香山 幸田 鶴城 阿久比 野間 豊明 旭
澤　美羽(2) 2:16.07 山田  るうか(3) 2:16.28 山田　晴華(3) 2:16.49 川島　実桜(3) 2:16.52 森　乙葉(3) 2:17.40 小島　向日希(3) 2:18.00 小山　愛結(2) 2:19.75 星川　茉鈴(3) 2:20.76
長久手南 HK 葵 HK 日進西 HK 高師台 浄水 千秋 六ツ美北 大和南
太田　帆香(3) 4:42.70 渡辺　萌梨(3) 4:43.07 山田　涼雅(2) 4:43.20 永井　美希(3) 4:43.23 横田　十彩(2) 4:43.24 小谷　優佳(3) 4:43.54 児玉　綺亜羅(3) 4:44.20 猪熊　紗伎(2) 4:49.14
布袋 六ツ美北 横須賀 豊川西部 一宮中部 甲山 一宮中部 春日井中部
池田　汐李(3) 14.28 松本　佳音彩(2) 14.35 伊藤　凛乃(3) 14.54 鏡味　咲耶(3) 14.67 成田　乙葉(3) 14.80 大島　由夏(3) 14.90 齋藤　みゆに(3) 15.00 前田　明日香(3) 15.12
柏原 GR,HK 上社 GR,HK 味美 HK 知多東部 HK 桜田 =HK 小坂井 北陵 扇台
竜海 49.01 御幸山 49.46 はとり 49.93 萩山 50.19 千種台 50.34 矢作 50.37 瑞穂ヶ丘 50.42 安城北 50.42
高野　景子(3) 伊東　七穂(3) 春日　亜子(2) 權藤　千咲(2) 鶴見　里織(3) 髙木　菜摘(3) 宮林　実里(3) 田上　恵理(2)
土居　心愛(2) 小出　亜弥(3) 川端　祐奈(3) センタム　詩音(3) 柘植　美波(3) 中根　葵(2) 杉村　さくら(3) 濵山　瑞希(3)
手島　美咲(2) 竹居　明佳里(3) 伊藤　エスタ虹海(3) 髙橋　こと子(3) 二宮　凜(3) 齋藤　未来(2) 新矢　百華(3) 近藤　里保(3)
土居　幸愛(1) 須崎　心優(2) 三輪　紗穂(2) 丹羽　七奈海(3) 神田  彩名(2) 岡田　凜(3) 髙石　恵里(3) 大嶋　紗弥(3)
田原 51.94 田原東部 52.32 日進西 52.34 矢作 52.65 猪高 52.75 知多 53.20 桜井 53.24 甚目寺 53.32
森下　汐里(2) 井筒　らな(2) 枡井　琴美(2) 太田　愛美(2) 池田　朱梨(2) 東海　初音(2) 渡邊　希歩(2) 吉尾　咲希(2)
田中　愛彩(1) 菅沼　瑠璃(1) 近藤　世菜(1) 羽賀　柚月(1) 都　百花(1) 鈴木　ひな(1) 神谷　莉子(1) 坂井　寿々(1)
富田　夏帆(1) 仲井　千尋(1) 花井　瑞歩(1) 神戸　ひなた(1) 緒方　悠里(1) 増永　琳(1) 安藤　颯良(1) 宗長　舞(1)
林　きらり(2) 鈴木　捺稀(2) 小幡　胡実(2) 澤田　幸奈(2) 山本　紫乃(2) 山口　遥叶(2) 川澄　有彩(2) 島村　樹里(2)
横山　こころ(3) 1m63 渡邉　深友(3) 1m60 石田  琴巳(3) 1m60 大野　琴音(3) 1m57 松下　奈那音(3) 1m54 椙山　奈津子(3) 1m54 野村　美咲(2) 1m51 熊谷　琴美(3) 1m51
高師台 HK 朝日丘 =HK 葵 =HK 尾張旭西 豊橋東部 高針台 福岡 豊橋東部
加藤　彩也(3) 5m40(+0.3) 浅井　美和(3) 5m31(-0.1) 柴田　菜那(2) 5m28(0.0) 高橋　好波(3) 5m23(-1.0) 篠崎　稔里(3) 5m18(-1.0) 山本　紫乃(2) 5m17(+0.3) 髙石　恵里(3) 5m15(-0.2) 伊藤　日菜子(3) 5m10(+0.2)
豊川西部 城北 岩倉南部 東郷 千種 猪高 瑞穂ヶ丘 藤森
中島　彩瑛(3) 13m84 中嶋 日向子(3) 12m30 河端　藍子(3) 11m78 小河　遥花(3) 11m68 澤田　明里(3) 11m65 佐藤　綺海(3) 11m62 宮戸　保乃華(3) 11m48 太田萌仁香(3) 11m47
御幸山 HK 尾西第二 大高 北陵 守山東 大口 日比野 小坂井
池田　汐李(3) 2703点 白鳥　百花(3) 2640点 髙嵜　桃花(2) 2524点 中西　百萌佳(1) 2517点 黒野　唯奈(3) 2371点 夫馬　小百合(3) 2215点 坂井　寿々(1) 2180点 古間 莉緒(2) 2121点
柏原 HK 石尾台 HK 柏原 水無瀬 上郷 守山東 甚目寺 豊国

対抗得点 男子総合 扇台 33.5点 古知野 30点 田原東部 23点 冨士 21点 青陵 19点 竜海 17点 六ツ美北 16点 羽田 14.5点
対抗得点 女子総合 竜海 21点 御幸山 15点 横須賀 14点 安城北 14点 高師台/豊川西部 13点 葵 13点 甲山 12点

凡例  GR:大会記録 PJH:愛知中学記録 HK:標準記録突破 =HK:標準記録突破

7月28日
1年女子100m

風：-0.3

7月28日
2年女子100m

風：+0.4

7月28日
3年女子100m

風：-0.4

7月28日
女子200m
風：-1.6

7月28日 1年女子800m

7月28日 女子800m

7月28日 女子1500m

7月28日
女子100mH(0.762m)

風：-0.6

7月28日 女子4X100mR

7月28日 低学年女子4X100mR

7月28日 女子走高跳

7月28日 女子走幅跳

7月28日 女子砲丸投(2.721kg)

14.73(-1.1)-1m47

10m54-27.48(-0.4)

7月27日
～28日

OP女子四種競技
15.50(-1.1)-1m50

11m59-28.29(-0.4)

15.17(-1.1)-1m47

8m32-27.18(-0.4)

14.78(-1.1)-1m35

8m76-26.70(-0.4)

18.00(-0.3)-1m53

7m77-28.49(-0.2)

15.44(-1.1)-1m41

7m85-27.46(-0.4)

16.07(-0.3)-1m30

9m47-28.33(-0.4)

15.94(-1.1)-1m41

6m94-28.34(-0.4)


