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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

２００ｍ 9/30 岩田　晃 21.54/-1.2

長野・ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ･中部

田中　星次 21.86/-1.2

愛知・トヨタ自動車･中部

矢野　和也(2) 22.21/-1.2

岐阜・大垣商高

服部　辰也 22.28/-1.2

愛知・小島プレス･中部

村上　史明 22.33/-1.5

静岡・新日本ﾎｲｰﾙ･中部

嶋屋　昌芳 22.35/-1.2

愛知・小島プレス･中部

増田　貴(2) 22.39/-2.1

岐阜・岐阜経済大

原　伸次 22.47/-1.2

愛知・トヨタ自動車･中部

４００ｍ 9/30 矢野　和也(2) 49.03

岐阜・大垣商高

長谷川　慎 49.47

愛知・トヨタ自動車･中部

高井　貴一(3) 50.06

岐阜・県岐阜商高

水野　隆貴 50.20

岐阜・麗澤瑞浪AC

岡村　隆平 50.87

愛知・ＴＢｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･中部

秋吉　佑亮(2) 51.18

岐阜・県岐阜商高

澤田　晃一(1) 51.39

岐阜・麗澤瑞浪高

荒井　慧 51.42

愛知・伊藤超短波･中部

１５００ｍ 9/30 熊岡　寛訓  3:54.26

静岡・NTN磐田･中部

坂　直哉  3:55.75

三重・ＮＴＮ桑名･中部

長江　定矢  3:55.89

三重・ＮＴＮ桑名･中部

久野　雅浩  4:00.15

三重・ＮＴＮ桑名･中部

新玉　賢治  4:00.91

静岡・NTN磐田･中部

泉川　拓  4:10.80

愛知・健康づくり事業団･中

牧井　智哉  4:14.85

愛知・三菱自動車岡崎･中部

遠藤　憲一  4:20.12

岐阜・大垣消防組合･中部

３０００ｍ 9/30 梅枝　裕吉  8:18.24

三重・ＮＴＮ･中部

舩越　大輔  8:35.27

愛知・愛三工業･中部

菊池　　敦郎  8:46.16

三重・ＮＴＮ･中部

山口　弘晃(3)  8:57.54

岐阜・長良高

洞口　拓己(2)  9:07.11

岐阜・中京高

渡邊　晴哉(2)  9:14.21

岐阜・長良高

吉川　健真(2)  9:16.40

岐阜・中京高

若井　至人(2)  9:22.14

岐阜・長良高

５０００ｍＷ 9/30 大坪　鷹人 22:24.77

愛知・アルペン･中部

野口　大輔 23:37.47

三重・明野自衛隊･中部

加藤　稔 23:58.95

愛知・オーネスト･中部

今川　智博 26:19.89

愛知・豊橋東部中教･中部

尾崎　雄大 26:56.45

愛知・トヨタ自動車･中部

内藤　佑太(2) 27:04.92

岐阜・岐南工高

木村　聡志 28:01.65

愛知・三菱重工名古屋･中部

中尾　圭 28:18.76

愛知・豊田市役所･中部

棒高跳 9/30 竹中　俊紀(2) 4m20

岐阜・大垣工高

高間　博貴(2) 3m80

岐阜・長良高

九野　卓(2) 3m50

岐阜・美濃加茂高

走幅跳 9/30 佐藤　賢一   7m34/+0.0

長野・明科高教･中部

宮﨑　　豊   7m01/+0.7

岐阜・坂下高教･中部

神麻　太祐   6m63/+0.3

静岡・共和レザー･中部

水野　貴之(3)   6m56/-0.8

岐阜・県岐阜商高

大竹　秀典(2)   6m13/-1.3

岐阜・可児高

堀　宏基(2)   6m12/-1.7

岐阜・岐南工高

島田　悠義(1)   6m05/-0.8

岐阜・岐阜工高

大鹿　佑志郎(1)  5m99/-1.6

岐阜・県岐阜商高

男子

ハンマー投

(7.260kg)

9/30 久保　浩司  58m15

愛知・熱田高定時制教･中部

丹生　将稔  48m23

三重・ＪＲ東海･中部

横井　貴臣  47m14

愛知・長久手中教･中部

小林　勇太(5)  46m68

岐阜・岐阜高専

鈴木　眞人(2)  42m19

岐阜・朝日大

神初　兼司  20m21

愛知・豊田自動織機･中部

上條　健  20m00

長野・ライフメッセージ･中

男子一
般

ハンマー投

(6.000kg)

9/30 篠田　大貴(3)  48m21

岐阜・岐南工高

加藤　晃浩(3)  43m00

岐阜・岐南工高

成瀬　天誠(2)  39m98

岐阜・美濃加茂高

浅野　智哉(3)  38m29

岐阜・岐阜工高

野網　真平(2)  37m63

岐阜・大垣工高

瀧上　陽介(2)  37m42

岐阜・大垣工高

杉浦　友紀(3)  36m81

岐阜・関商工高

吉田　隼大(2)  35m08

岐阜・東濃実高

男子高
校

２００ｍ 9/30 小野　友実 25.61/-1.4

宮城・七十七銀行･東日本

山田　舞 25.69/-1.4

宮城・七十七銀行･東日本

野中　舞子(2) 25.84/-1.0

岐阜・益田清風高

山本　紗稜(4) 25.96/-1.4

岐阜・岐阜大

大賀　理加 26.09/-1.4

愛知・トヨタ自動車･中部

杉山　果奈美(1)26.22/-1.8

岐阜・済美高

古川　真瑚(3) 26.27/-1.8

岐阜・済美高

西田　紀子 26.28/-1.4

宮城・七十七銀行･東日本

４００ｍ 9/30 太田　果寿(1) 57.35

岐阜・岐阜大

西田　紀子 57.80

宮城・七十七銀行･東日本

倉澤　理絵 58.51

宮城・七十七銀行･東日本

小野　友実 58.73

宮城・七十七銀行･東日本

原田　百合絵(3) 59.88

岐阜・岐阜大

佐藤　朋子(1)  1:00.42

岐阜・美濃加茂高

坂木　花乃香  1:00.78

愛知・トヨタ自動車･中部

高橋　里沙(2)  1:01.45

岐阜・大垣商高

１５００ｍ 9/30 鈴木　沙季(4)  4:38.78

岐阜・岐阜大

伊奈　佑真(3)  4:47.34

岐阜・済美高

多田　江里  4:53.22

三重・日本陸送･中部

國枝　美貴(2)  5:08.03

岐阜・大垣商高

安田　祥乃(3)  5:10.45

岐阜・岐阜経済大

西尾　吏加(1)  5:13.53

岐阜・済美高

土屋　明穂(2)  5:14.46

岐阜・多治見高

岩下　夏依(3)  5:25.48

岐阜・済美高

５０００ｍＷ 9/30 宇佐見　紗也加 24:44.94

岐阜・岐阜盲学校教･中部

上野　侑香 25:22.63

三重・日本陸送･中部

加藤　典子 25:43.04

愛知・三菱自動車岡崎･中部

井畑　奈々 28:43.88

愛知・トヨタ自動車･中部

加藤　まこ(1) 33:44.75

岐阜・県岐阜商高

走高跳 9/30 中田　有紀 1m65

愛知・日本保育ｻｰﾋﾞｽ･中部

藤田　佳那子(1) 1m45

岐阜・済美高

石附　真奈(1) 1m45

岐阜・関商工高

走幅跳 9/30 三澤　涼子   5m73/+6.8

長野・ライフメッセージ･中

大賀　理加   5m65/+2.1

/*5愛知・トヨタ自動車･中部

渡辺　美夏(2)   5m23/+1.7

岐阜・美濃加茂高

安田　弘江   5m05/+2.2

長野・ライフメッセージ･中

西垣　友梨(2)   4m96/+1.9

岐阜・県岐阜商高

千野　澄恵(1)   4m76/+0.7

岐阜・可児高

多治見　侑香(2)  4m74/+2.4

/*4岐阜・関高

若園　茜(1)   4m66/+1.6

岐阜・県岐阜商高

ハンマー投

(4.000kg)

9/30 野田　奈央  54m88

愛知・星城大ﾘﾊﾋﾞﾘ教･中部

松田　小巻(3)  45m48

岐阜・岐阜経済大

杉山　郁香(3)  43m42

岐阜・益田清風高

柘植　緋香里(2)  23m46

岐阜・東濃実高

安田　汀(1)  15m82

岐阜・大垣商高

女子
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