
第５２回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会 審判長 (トラック) 松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第５６回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第48回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 長江　鉱示

(招 集 所) 吉田　金義

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

11日 １００ｍ 安井　章泰 10.95 田中　星次 11.02 桐山　雄司 11.15 中村　洋文 11.24 瀧口　俊一 11.24 赤沼　健 11.28 太田　三暁 11.30 浅見　大輔 11.36
風:-1.7 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･小島プレス 愛･トヨタ自動車 静･東部特別支援学校 長･セイコーエプソン 岐･美濃中教 静･コジマヤ

10日 ２００ｍ 北岡　慶昭 21.52 向井　裕紀弘 21.55 田中　星次 22.15 釜谷　剛史 22.18 渡邉　孝光 22.23 牧瀬　仁祐 22.49 中村　洋文 22.55 村上　史明 22.72
風:+0.7 三･加美屋呉服店 岐･岐阜ＥＳ事業団 愛･トヨタ自動車 三･加美屋呉服店 静･Ｊ－ＭＡＸ 愛･豊田自動織機 愛･トヨタ自動車 静･新日本ホイール

11日 ４００ｍ 向井　裕紀弘 46.97 太田　和憲 48.01 嶋屋　昌芳 48.56 渡邉　孝光 48.81 村上　史明 49.49 原　伸次 50.03 内藤　卓雄 50.62
男 岐･岐阜ＥＳ事業団 岐･サンメッセ 愛･小島プレス 静･Ｊ－ＭＡＸ 静･新日本ホイール 愛･トヨタ自動車 愛･内藤鐵哉商店

11日 ８００ｍ 坂　直哉  1:57.73 原田　恵輔  1:57.96 福澤　和久  1:58.14 山内　健太郎  1:58.16 長江　定矢  1:58.85 佐々木　晃弥  1:59.56 粥川　隆弘  1:59.85 沼田　拓也  2:02.49
子 三･ＮＴＮ 愛･トヨタ紡織 愛･豊橋市役所 三･ＮＴＮ 三･ＮＴＮ 愛･トヨタ紡織 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車

10日 １５００ｍ サムエル　デュング  3:53.44 鷲見　知彦  3:54.26 尾田　賢典  3:54.57 坂　直哉  3:54.80 中川　智博  3:55.39 田口　裕弥  3:55.81 蔭谷　将良  3:56.97 森　勇基  3:57.22
ト 愛･愛知製鋼 愛･トヨタ紡織 愛･トヨタ自動車 三･ＮＴＮ 静･スズキ 愛･トヨタ紡織 三･八千代工業 静･スズキ

11日 ５０００ｍ ヒラリー　チェノンゲ 13:51.44 佐藤　秀和 14:04.52 阿宗　高弘 14:08.99 白栁　智也 14:13.97 中山　慎二郎 14:16.50 中村　泰之 14:19.28 秋山　悟志 14:20.16 小澤　信 14:24.72
ラ 愛･愛三工業 愛･トヨタ紡織 愛･愛三工業 愛･トヨタ紡織 愛･トヨタ紡織 静･スズキ 静･スズキ 愛･愛知製鋼

10日 １００００ｍ マーティン　ムクレ 28:07.89 マーチン　マサシ 28:08.56 山本　芳弘 28:54.27 浜野　健 28:54.51 北川　昌史 28:55.64 上條　記男 28:56.25 高橋　謙介 28:59.34 醍醐　大介 29:06.73
ッ 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 愛･トヨタ紡織 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 愛･愛知製鋼 愛･トヨタ自動車 三･柳河精機

11日 １１０ｍＨ 岩船　陽一 13.94 吉岡　康典 14.01 古川　裕太郎 14.02 久田　尚弥 14.24 小黒　真弥 14.30 藤城　豊 14.94 八十田　俊 15.77 田中　清貴 15.95
ク 風:-0.1 岐･サンメッセ 愛･魚初 愛･小島プレス 愛･平野工業 愛･高岡中教 愛･アスカスポーツ 愛･トヨタ自動車 静･共和レザー

10日 ４００ｍＨ 中田　和寿 52.34 内藤　卓雄 53.91 原　勇太 54.48 平田　和之 54.80 千葉　晋也 55.14 岡本　英洋 56.18 牧　康信 58.88

岐･中津高教 愛･内藤鐵哉商店 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ紡織猿投 愛･大和学園教 愛･五条高教 愛･三栄コーポレーシ
11日 ３０００ｍＳＣ 梅枝　裕吉  8:43.62 阿部　芳規  8:49.04 中川　智博  8:52.57 中田　進康  8:56.55 加藤　聡  8:59.33 武者　由幸  9:04.55 春田　真臣  9:20.04 松田　康成  9:52.40

三･ＮＴＮ 愛･愛知製鋼 静･スズキ 愛･トーエネック 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車 三･ＮＴＮ 愛･小島プレス
10日 １００００ｍＷ 大坪　鷹人 45:13.42

愛･アルペン
10日 ４×１００ｍ 愛･小島プレス 41.13 三･加美屋呉服店 42.69 長･セイコーエプソン 43.00 愛･豊田自動織機 43.46 愛･ＪＲ東海 46.59 愛･トヨタ自動車 52.98

   森本　道範    林　光信    岩田　晃    藤澤　幸弘    矢戸　陽介    伊藤　智

   嶋屋　昌芳    森見　貞治    村上　禎之    牧瀬　仁祐    喜多　千尋    田中　星次

   古川　裕太郎    釜谷　剛史    阪　圭央    川本　圭一    川越　昭典    中村　洋文

   桐山　雄司    北岡　慶昭    赤沼　健    廣瀬　龍也    村田　祐介    原　伸次
11日 ４×４００ｍ 愛･トヨタ自動車  3:21.68 愛･豊田自動織機  3:22.17 愛･小島プレス  3:23.07 三･ＮＴＮ  3:24.75 長･セイコーエプソン  3:31.41 静･スズキ  3:40.53

   伊藤　智    川本　圭一    飯田　敦彦    山内　健太郎    岩田　晃    服部　剛志

   田中　星次    牧瀬　仁祐    嶋屋　昌芳    坂　直哉    阪　圭央    中村　泰之

   中村　洋文    斉藤　健太    桐山　雄司    長江　定矢    村上　禎之    マーチン　マサシ

   原　伸次    藤澤　幸弘    古川　裕太郎    小林　史和    赤沼　健    森　勇基
10日 走高跳 海鋒　佳輝 1m90 尾上　三知也 1m85 溝田　兼司 愛･東海鉄工 1m80 上嶋　五朗 1m80

男 岐･関商工高教 静･スズキ 井端　義樹 愛･トヨタ自動車 静･スズキ
11日 棒高跳 小野　真二 5m10 飯田　敦彦 4m40 酒井　聖史 3m80

子 静･スズキ 愛･小島プレス 愛･豊田合成
11日 走幅跳 嶋川　福太郎   7m32 下條　正紀   7m15 北野　幸徳   7m14 前田　淳司   6m84 阪　圭央   6m83 小西　直樹   6m68 安藤　公士郎   6m46 水野　和実   6m45

フ 愛･ロハスフード+0.7 長･松代高教 0.0 長･塩尻市役所+0.5 三･南島西中教+0.9 長･セイコーエプソン 0.0 愛･ロハスフード 0.0 愛･安藤はり灸院+0.4 静･スズキ+1.8
10日 三段跳 八十田　俊  14m28 中井　俊行  13m79 宮崎　隆介  13m67 近藤　旭  13m48 笠松　卓矢  13m47 美宅　正博  13m16 小谷　宗大  12m69

ィ 愛･トヨタ自動車+0.2 三･神鋼電機+0.0 愛･高木小教+0.0 愛･ジェイテクト-0.2 愛･トヨタ自動車-0.1 愛･トヨタ自動車-1.0 愛･豊田自動織機+0.0
10日 砲丸投 村川　洋平  17m23 田中　信也  13m34 村上　幸史  13m08 藤村　信之  12m93 小田井　隆幸  12m31 中村　友昭  12m23 仲　徹也  11m79 澤木　哲郎  11m22

｜ 静･スズキ 静･三島信用金庫 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 静･ジャトコ 三･三重県庁 三･加美屋呉服店 愛･ＪＦＥスチール
11日 円盤投 藤原　潤  51m51 村上　幸史  44m51 村川　洋平  40m67 飯田　敦彦  38m09 伊藤　寿逸  37m59 中村　友昭  35m59 下り藤　修大  30m92

ル 三･八千代工業 静･スズキ 静･スズキ 愛･小島プレス 三･伊藤整体院 三･三重県庁 愛･小島プレス
11日 ハンマー投 村川　洋平  51m21 宮本　昌彦  49m82 池田　明由  47m63

ド 静･スズキ 長･パワースタイル 静･ジャトコ
10日 やり投 村上　幸史  68m33 下り藤　修大  67m73 髙木　俊寿  62m19 恵濃　一繁  62m07 飯田　敦彦  58m73 花井　章宏  57m79 河井　茂  54m51 棚橋　宏  52m40

静･スズキ 愛･小島プレス 岐･豊田モータース 三･日本陸送 愛･小島プレス 静･名古屋市消防局 愛･新東工業 岐･中部精工

平成２０年５月１０日(土)～１１月(日)

[NNR:日本新記録 / NGR:大会新記録 / EGR:大会タイ記録 / IIR:実業団国際記録]



第５２回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会 審判長 (トラック) 松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第５６回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第48回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 長江　鉱示

(招 集 所) 吉田　金義
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日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成２０年５月１０日(土)～１１月(日)

11日 １００ｍ 三枝　夏季 12.23 水谷　敦子 12.47 五明　淑恵 12.50 吉村　美紀 愛･トヨタ自動車 12.62 伊藤　佳奈恵 12.67 山﨑　由加里 13.09 中野　友紀 13.13
風:-0.5 愛･サンクリエイト 岐･麗澤瑞浪中教 愛･小島プレス 大沼　芽生 愛･トヨタ自動車 三･三重聾教 愛･平野工業 愛･小島プレス

10日 ２００ｍ 五明　淑恵 25.28 吉村　美紀 25.31 大沼　芽生 25.32 中野　友紀 27.06
風:+0.3 愛･小島プレス 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車 愛･小島プレス

女 11日 ４００ｍ 林　加世子 61.33 森島　一美 63.76 河村　恵梨香 68.59

愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車 静･スズキ
子 11日 ８００ｍ 大澤　春香  2:18.65 桐谷　瞳  2:21.10 福原　舞  2:22.80 岸上　香織  2:25.36 山本　明日香  2:27.57 早見　真理子  2:27.72

愛･愛知電機 三･デンソー 愛･愛知電機 愛･浜島書店 静･スズキ 愛･小島プレス
ト 10日 １５００ｍ 小川　彩香  4:34.30 宮下　沙希  4:35.74 宮崎　恵  4:37.54 中村　梓  4:38.68 空山　真由美  4:45.10 大澤　春香  4:47.17 竹内　愛美  4:49.35 光田　李香  4:52.44

三･デンソー 静･ユタカ技研 静･ユタカ技研 静･ユタカ技研 愛･小島プレス 愛･愛知電機 愛･愛知電機 愛･豊田合成
ラ 11日 ５０００ｍ ｴﾊﾞﾘﾝ ﾜﾝﾎﾞｲ 15:33.71 大南　博美 15:59.41 後藤　亜由美 16:14.83 大南　敬美 16:17.15 赤川　香織 16:19.74 若松　育美 16:20.90 笹田　阿由美 16:29.30 高島　由香 16:29.98

静･ユタカ技研 愛･トヨタ車体 静･スズキ 愛･トヨタ車体 静･スズキ 三･デンソー 三･デンソー 三･デンソー
ッ 10日 １００００ｍ 松岡　範子 32:43.39 伊藤　舞 34:12.27 八木　洋子 34:25.84 坂本　亜沙美 35:18.89 竹松　美保 35:44.43

静･スズキ 三･デンソー 静･スズキ 静･ユタカ技研 静･ユタカ技研
ク 11日 １００ｍＨ 池田　久美子 13.80 武井　怜子 13.91 田村　彩湖 13.98 山﨑　由加里 14.04 中田　有紀 14.62 岸　沙耶香 14.66 松下　小織 15.21 吉原　啓子 16.64

風:-0.8 静･スズキ 岐･濃飛倉庫運輸 愛･豊田大谷高教 愛･平野工業 愛･日本保育サービス 愛･小島プレス 静･浜松市体育協会 愛･トヨタ自動車
10日 ４００ｍＨ 林　加世子 64.78 山﨑　由加里 68.52 森島　一美 71.84

愛･トヨタ自動車 愛･平野工業 愛･トヨタ自動車

10日 ５０００ｍＷ 秋葉　真弓 25:35.84 高山　奈々 27:13.88

愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車
10日 ４×１００ｍ 愛･トヨタ自動車 49.96 愛･小島プレス 51.52

   森島　一美    岸　沙耶香

   大沼　芽生    五明　淑恵

   吉村　美紀    中野　友紀

   林　加世子    大野　真由美
11日 ４×４００ｍ 愛･トヨタ自動車  4:04.87 静･スズキ  4:18.71 静･ユタカ技研  4:20.79 愛･小島プレス  4:23.50 三･デンソー  4:31.47

   森島　一美    山本　明日香    柴原　杏梨    中野　友紀    小川　彩香

   大沼　芽生    松岡　範子    宮崎　恵    空山　真由美    桐谷　瞳

   林　加世子    坂井　彩奈    中村　梓    早見　真理子    野見山　美保

   吉村　美紀    後藤　亜由美    宮下　沙希    岸　沙耶香    高島　由香
11日 走高跳 日高　里子 1m70 中田　有紀 1m65 松下　小織 1m65 竹内　梨里 1m60 大久保　あゆ美 1m55

愛･トヨタ自動車 愛･日本保育サービス 静･浜松市体育協会 愛･豊田自動織機 愛･平野工業
女 11日 走幅跳 池田　久美子   5m76 水谷　敦子   5m55 田村　彩湖   5m53 三澤　涼子   5m44 谷澤　陽子   5m08 岸　沙耶香   4m94 吉原　啓子   4m91
子 静･スズキ+0.6 岐･麗澤瑞浪中教+2.1 愛･豊田大谷高教+0.9 長･ヤマトヤ+0.5 岐･関特別支援学校教+0.5 愛･小島プレス+1.0 愛･トヨタ自動車+2.2
フ 10日 三段跳 三澤　涼子  12m21 谷澤　陽子  11m47
ィ 長･ヤマトヤ+0.0 岐･関特別支援学校教-0.4
｜ 10日 砲丸投 宮崎　真由美  12m52 海老原　有希  11m99 大野　真由美  11m14 東　沙矢香   9m75 影山　富子   8m45
ル 愛･小島プレス 静･スズキ 愛･小島プレス 愛･トヨタ自動車 静･スズキ
ド 11日 円盤投 室伏　由佳  52m66 宮崎　真由美  41m65 影山　富子  38m00 東　沙矢香  32m52 武川　美香  31m91 梶浦　友加里  28m42

愛･ミズノ 愛･小島プレス 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 愛･豊田自動織機
11日 ハンマー投 室伏　由佳  62m05 武川　美香  52m31 梶浦　友加里  35m80 海老原　有希  30m69 影山　富子  25m71

愛･ミズノ 静･スズキ 愛･豊田自動織機 静･スズキ 静･スズキ
10日 やり投 海老原　有希  50m14 大野　真由美  42m04 伊藤　みのり  39m37 松下　小織  37m90

静･スズキ 愛･小島プレス 愛･小島プレス 静･浜松市体育協会

[NNR:日本新記録 / NGR:大会新記録 / EGR:大会タイ記録 / IIR:実業団国際記録]
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兼　第５６回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第48回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 長江　鉱示

(招 集 所) 吉田　金義

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成２０年５月１０日(土)～１１月(日)

ジュニア種目
10日 １５００ｍ 服部　剛志  3:56.31 柘植　大地  3:56.95 山内　健太郎  3:57.64 山本　和樹  3:57.94 吉田　洵  3:59.92 福井　雅也  4:06.25 平松　秀隆  4:18.03 村田　京介  4:28.53

静･スズキ 静･スズキ 三･ＮＴＮ 愛･中央発條 愛･トヨタ自動車 愛･中央発條 静･ＮＴＮ磐田 静･ＮＴＮ磐田
11日 ５０００ｍ 山本　和樹 14:42.83 服部　剛志 14:45.90 柘植　大地 14:51.24 吉田　洵 14:52.27 福井　雅也 15:05.06 平松　秀隆 16:16.25

愛･中央発條 静･スズキ 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･中央発條 静･ＮＴＮ磐田
10日 ３０００ｍ 高島　由香  9:37.32 後藤　亜由美  9:38.27 野見山　美保  9:45.35 坂井　彩奈  9:50.89 桐谷　瞳  9:51.71 空山　真由美  9:53.60 渡辺　麻美 10:04.32 早見　真理子 10:11.73

三･デンソー 静･スズキ 三･デンソー 静･スズキ 三･デンソー 愛･小島プレス 静･スズキ 愛･小島プレス

３０歳以上種目
11日 １００ｍ 吉岡　康典 11.24 戸川　健司 11.43 盛　昭夫 11.52 冨成　仁 11.73 島崎　利彦 11.85 加藤　勝 11.87 藤田　智広 11.92 広瀬　誠 17.67

風:-0.1 愛･魚初 岐･串原中教 三･デンソー 愛･豊田自動織機 岐･和良中教 岐･ＧＥテクノ 静･中部ガス 岐･ミズノテクニクス

11日 １５００ｍ 池田　昌雄  4:16.44 江藤　慎一  4:17.38 和島　慎太郎  4:18.31 松石　正勝  4:19.26 羽根　正樹  4:21.61 福山　彰  4:25.84 山南　好弘  4:32.54 佐藤　聡  4:39.55

愛･内外カーボン 静･ＮＴＮ磐田 愛･庄内ＲＣ 三･ＮＴＴ西日本東海 三･三重県庁 愛･デンソークリエイ 三･三重県庁 三･ＮＴＴ西日本東海

４０歳以上種目
11日 １５００ｍ 佐藤　和仁  4:18.63 浜地　守  4:20.78 木村　浩久  4:31.23 日面　彰一  4:32.44 田中　博之  4:41.23

岐･美濃市役所 三･ＮＴＮ三雲 三･松阪市役所 三･ＮＴＴ西日本東海 愛･庄内ＲＣ

オープン種目
11日 ５０００ｍ 宮崎　恵 16:39.36 古賀　裕美 16:43.57 小山　真子 16:45.96 八木　洋子 16:47.64 安達　歩 16:54.09

静･ユタカ技研 三･デンソー 静･スズキ 静･スズキ 静･スズキ
10日 １００００ｍ 赤川　香織 34:10.40

静･スズキ
11日 ３０００ｍＳＣ 山口　麻衣子 10:26.56 田平　彩菜 10:41.49

群･ヤマダ電機 大･ダイハツ
11日 棒高跳

招待高校
11日 ５０００ｍ 押川　裕貴 14:35.84 大池　達也 14:46.95 宮脇　千博 15:00.67 林　星夜 15:11.51 保母　隆吏 15:12.81 安西　拓弥 15:21.95 木村　成孝 15:22.61 加藤　諒 15:51.37

岐･中京 岐･中津商 岐･中京 岐･中京 岐･中京 岐･中京 岐･大垣工 岐･市岐阜商
11日 ４×１００ｍ 岐･中津商 42.57 岐･清翔 43.07 岐･県岐阜商 43.26 岐･岐山 43.61 岐･岐阜工 44.37

   水野　佑馬    足立　翔    土田　将輝    八代　洋平    西部　翔大
   和戸　達哉    小原　光力    鈴木　大介    相澤　翔    市川　貴章
   山本　智俊    瀨古　圭吾    肥後　岳樹    安達　和秀    藤井　敬士
   土井　友裕    奥村　周平    武藤　拓也    金武　俊宏    戸崎　暢介

10日 ３０００ｍ 鈴木　沙季  9:54.39 下山　真央 10:07.82 竹中　希里 10:45.33

岐･岐阜 岐･中津商 岐･斐太
11日 ４×１００ｍ 岐･県岐阜商 48.68 岐･大垣北 49.53 岐･土岐商 50.41 岐･中津商 50.69 岐･恵那 51.46 岐･斐太 52.40 岐･大垣商 52.93

   下道　美奈    和田　　眸    加藤　万理    加藤　文佳    堀　紗矢香    豊島　見鈴    上田　隆子
   熊澤　知夏    伊藤　文子    日比野　愛    早野　綾夏    山内　杏珠    小野　江理    森　友紀
   松久　朝美    中野由加里    楓　紗貴    洞田　あやめ    可知　穂奈美    和田　知穂    小野　真理恵

   松本　望路    山本　紗綾    細野　侑加    有田　樹里    古里　彩加    一戸　頌子    棚橋　裕梨

招待中学
11日 ４×１００ｍ 池田中 45.08 不破中 45.17 下呂中 46.85 藍川東中 46.90 精華中 47.46 梅林中 47.67 河合中 47.80

   石田　潤哉    横関　将成    三木 俊彰    澤山　晃也    曽賀野　純希    切手　智之    下出　雅仁
   渡邉　尚登    瀧上　明良    杉山 滉平    髙間　勇希    鈴村　陸    篠田　隼大    中谷　　英
   羽実　昂也    澤島　明良    加藤 玄基    木村　僚太    乙津　拓    各務　雄基    下出　貴仁
   河野　大志    桑原　佑太    矢嶋 智成    船戸　公博    丸　凌太    千賀　和弥    勝田　　亮

11日 ４×１００ｍ 池田中 50.40 島中 51.61 不破中 51.81 小坂中 52.00 中　山 52.47 蘇原中 52.58
   成瀬　真子    長崎　笑子    広瀬　美咲    中川　貴絵    和仁ひづる    高木　里奈
   坪井　すみか    大塚陽那子    多和田真子    木元加奈子    市川　捺恵    伊藤　　舞
   森　穂乃香    高橋　由佳    野村　　瞳    中村　光希    一戸きらら    東　　綾香
   小川　裕衣    高木真莉恵    田中　希奈    鎌倉　葉月    宮本　　葵    安積　沙耶
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