
男子走高跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 369 佐野 主学 愛知県 名古屋国税局

2 168 楠美 拓也 北海道 水風会

3 232 真鍋 周平 愛知県 トヨタ自動車

4 240 松本 滉生 愛知県 トヨタ自動車

5 286 畠中 喜輝 愛知県 豊田自動織機

6 310 平 龍彦 静岡県 沼商教

7 330 加藤 紀一 愛知県 マキタ

8 326 片平 大地 長野県 プレステージ

9 315 道脇 大斗 愛知県 東山小教

10 39 衛藤 昂 三重県 味の素ＡＧＦ

男子棒高跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 319 石塚 浩司 静岡県 袋井市役所

2 142 伊藤 拓也 長野県 サン工業

3 313 笹瀬 由樹 静岡県 浜名特支

4 118 築地 涼平 岐阜県 ＫＹＢ

5 186 笹瀬 弘樹 静岡県 チャレンジデイズ

6 353 小山 範晃 愛知県 三好特支学校教

7 120 堀江 勇輝 岐阜県 ＫＹＢ

8 112 逸見 俊太 三重県 近大高専教

9 239 山本 聖途 愛知県 トヨタ自動車

氏名

氏名



男子走幅跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 194 鈴木 雄貴 愛知県 中京大体育研究所

2 169 太田 都寿 北海道 水風会

3 301 成田 侑生 愛知県 豊橋市役所

4 103 海津 大輔 岐阜県 川崎重工ＡＣ

5 238 長末 慎之介 愛知県 トヨタ自動車

6 287 瀬口 永真 愛知県 豊田自動織機

7 248 千田 勇司 愛知県 トヨタ自動車

8 49 大庭 祐一 静岡県 アロマＹＯＵ

9 124 岡田 崇平 愛知県 小島プレス

10 332 濱口 隆翔 三重県 まるよし

11 280 加藤 隆一 愛知県 豊田自動織機

12 125 安藤 太志 愛知県 小島プレス

13 138 村上 亮太 静岡県 さわやか

14 303 花井 貴弘 岐阜県 中津川包装

15 129 東 孝一 愛知県 小島プレス

16 325 石原 圭祐 岐阜県 古川中職員

17 196 鈴木 舜也 愛知県 中部ガス

18 48 村上 真 静岡県 アロマＹＯＵ

19 173 上條 将吾 長野県 セイコーエプソン

20 320 望月 紳太郎 静岡県 富士市役所

21 355 宮﨑 豊 岐阜県 本巣松陽高教

22 241 渡邉 圭一郎 愛知県 トヨタ自動車

23 100 坂本 翔太 愛知県 刈谷市役所

24 99 堂地 鉄平 静岡県 掛川特支学校教

25 82 林 風汰 三重県 ＮＴＮ

26 195 本山 遼 佐賀県 中京大中京高教

27 106 中 宗一郎 岐阜県 ＧＳＳＣ

28 20 南 晋太郎 愛知県 健康づくり振興事業団

29 47 村上 豪 静岡県 アロマＹＯＵ

30 88 石倉 南斗 三重県 ＮＴＮ

男子三段跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 252 杉浦 孝俊 愛知県 トヨタ自動車

2 103 海津 大輔 岐阜県 川崎重工ＡＣ

3 300 金原 紀男 愛知県 豊橋市役所

4 228 鵜飼 和哉 愛知県 豊田合成

5 169 太田 都寿 北海道 水風会

6 133 二宮 聡 愛知県 小島プレス

7 233 八十田 俊 愛知県 トヨタ自動車

8 286 畠中 喜輝 愛知県 豊田自動織機

9 110 神麻 太祐 静岡県 共和レザー

10 131 山本 雄介 愛知県 小島プレス

11 278 根本 雄馬 愛知県 豊田自動織機

12 304 金子 司 長野県 長野オリンパス

13 325 石原 圭祐 岐阜県 古川中職員

14 358 佐脇 匠 岐阜県 吉城高教

15 303 花井 貴弘 岐阜県 中津川包装

16 163 西澤 団 三重県 シンフォニアテクノロジー

17 331 佐藤 賢一 長野県 松本県ヶ丘高教

18 224 櫻井 大幹 長野県 戸狩小教

19 332 濱口 隆翔 三重県 まるよし

20 226 鈴木 義啓 静岡県 ＴＯＭＯＲＵＮ

氏名

氏名



男子砲丸投　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 153 小田井 隆幸 静岡県 ジヤトコ

2 328 上原 隆伸 長野県 プロテックエンジニアリング

3 311 仲 徹也 三重県 白山高教

4 299 田幡 侑一 静岡県 豊橋市役所

5 285 今 裕太 愛知県 豊田自動織機

6 152 對木 隆介 静岡県 下田高定教

7 349 石井 健史 愛知県 三菱重工名古屋

8 362 山元 隼 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

男子円盤投　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 319 石塚 浩司 静岡県 袋井市役所

2 276 関 涼太郎 愛知県 豊田自動織機

3 245 湯地 秀康 愛知県 トヨタ自動車

4 148 久保 博規 愛知県 ＪＦＥチュービック

5 174 宮澤 利将 長野県 セイコーエプソン

6 247 杉浦 匠 愛知県 トヨタ自動車

7 152 對木 隆介 静岡県 下田高定教

8 56 稲垣 太一 三重県 伊賀つばさ学教

9 299 田幡 侑一 静岡県 豊橋市役所

10 197 小野 真弘 愛知県 中部国際空港

11 335 清水 元基 三重県 三重大職

12 222 大山 祐史 三重県 トータルプランニング

13 249 湯上 剛輝 愛知県 トヨタ自動車

男子ハンマー投　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 126 下リ藤 修大 愛知県 小島プレス

2 359 上條 健 長野県 ライフメッセージ

3 225 西脇 博之 滋賀県 ＴＯＮＯＭＥ信州豊科

4 299 田幡 侑一 静岡県 豊橋市役所

5 145 丹生 将稔 三重県 ＪＲ東海

6 170 久保 浩司 愛知県 Ｓｐｉｒｉｔｓ

7 366 篠田 大貴 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

8 136 墨 訓熙 愛知県 小林クリエイト

男子やり投　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 166 松山 承太郎 三重県 シンフォニアテクノロジー

2 200 荒木 崇裕 三重県 津市役所

3 62 矢ヶ崎 奨 長野県 上田信金

4 234 蔭浦 隆博 愛知県 トヨタ自動車

5 126 下リ藤 修大 愛知県 小島プレス

6 305 花井 章宏 愛知県 名古屋市消防局

7 245 湯地 秀康 愛知県 トヨタ自動車

8 273 榊原 寛紀 愛知県 豊田自動織機

9 199 伊禮 悠平 岐阜県 中部電力

10 356 濱崎 康平 三重県 八木学園

11 107 水野 佑哉 岐阜県 岐阜県体育協会

12 94 八木 一憲 愛知県 大府もちのき特別支援学校

氏名

氏名

氏名

氏名


