
第９回中部実業団陸上競技選手権大会 入賞者一覧表
兼　多治見フェスティバル 審判長 (トラック) 松岡　洋明

主催: 中部実業団陸上競技連盟 / 共催：中日新聞社 (跳　　躍) 杉山　美生

後援: 東海陸上競技協会 / 多治見市 / 多治見市教育委員会 (投　　擲) 長江　鉱示

運営協力: 岐阜陸上競技協会 記録主任 押谷　重昭 平成２０年１０月１２日(月)

協力: ミズノ株式会社 岐阜県多治見市運動公園星ヶ台競技場
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

13日 １００ｍ 田中　星次 10.58 安井　章泰 10.80 秋山　真一郎 10.99 浅見　大輔 11.04 伊藤　智 11.06 太田　三暁 11.11 玉井　翔悟 11.13 戸川　健司 11.16
トヨタ自動車 +1.4 スズキ +1.4 中央高教 +1.1 コジマヤ +1.1 トヨタ自動車 +1.1 岐阜アスリート +0.6 市岐阜商高 +1.1 岐阜アスリート +1.4

13日 ２００ｍ 田中　星次 21.66 北岡　慶昭 22.41 林　光信 22.43 村上　史明 22.54 太田　三暁 22.62 森見　貞治 22.72 原　勇太 22.76 若園　和也 22.77
トヨタ自動車 +0.4 加美屋呉服店 +0.4 加美屋呉服店 +0.4 新日本ホイール +0.4 岐阜アスリート +0.3 加美屋呉服店 +0.4 トヨタ自動車 +0.4 大垣工高 +0.4

13日 ４００ｍ 太田　和憲 47.92 村上　史明 49.06 長尾　一志 52.44 高田　雄太 53.52 土屋　貴昭 53.73 松井　拓也 53.90 伊佐地　正基 55.06 石井　将統 55.06
サンメッセ 新日本ホイール 関商工高 大垣工高 長良高 岐阜工高 関高 東濃実高

13日 ８００ｍ 沼田　拓也  1:57.97 池田　昌雄  1:59.59 稲垣　祐一  2:00.59 水流　勇樹  2:03.62 東　祐太  2:06.48 高木　祐希  2:07.08 荘加　彩貴  2:07.48 幅　裕斗  2:07.74

トヨタ自動車 内外カーボンインキ 岐阜商事 関商工高定時 美濃加茂高 美濃加茂高 美濃加茂高 関高

13日 １５００ｍ マーチン　マサシ  3:46.26 坂　直哉  3:51.05 山内　健太郎  3:57.49 泉川　拓  4:07.88 粥川　隆弘  4:09.92 佐藤　和仁  4:13.81 広江　昭太  4:14.64 石元　聡真  4:15.14

スズキ ＮＴＮ ＮＴＮ 平野工業 トヨタ自動車 美濃市役所 川崎重工 県岐阜商高

13日 ５０００ｍ ミカ　ジェル 13:43.39 ワンジュキ　ジャコブ 13:48.82 ヒラリー　チェノンゲ 13:49.33 山本　芳弘 13:50.28 中村　泰之 13:53.56 サムエル　デュング 13:54.52 白柳　智也 13:55.20 清水　大輔 13:57.77

トヨタ紡織 愛知製鋼 愛三工業 トヨタ紡織 スズキ 愛知製鋼 トヨタ紡織 スズキ

13日 １１０ｍＨ 岩船　陽一 14.15 久田　尚弥 14.37 八十田　亮 15.98 伊佐次　瞬 16.63 江口　綾 16.73 伊藤　一 25.52
風:+0.1 サンメッセ 平野工業 市岐阜商高 美濃加茂高 土岐商高 ＪＲ東海

13日 ４００ｍＨ 平田　和之 54.28 内藤　卓雄 54.97 千葉　晋也 56.00 牧　康信 58.63 山下　功祐 59.41 大野　直樹  1:02.73 迫田　泰弘  1:03.30 中島　慶大  1:05.67

トヨタ紡織猿投 内藤鐵哉商店 大和学園教 三栄コーポレーション 大垣工高 長良高 県岐阜商高 可児高

13日 ５０００ｍＷ 大坪　鷹人 22:24.99 吉原　裕司 23:09.09 木村　聡志 26:12.13 尾崎　雄大 27:37.31 山中　崇 29:09.75 川嵜　哲志 29:47.62

アルペン トヨタ自動車 三菱重工業 トヨタ自動車 大垣工高 大垣工高

13日 ４×１００ｍ トヨタ自動車A 42.37 岐阜アスリート 42.51 長良高 43.56 県岐阜商高 43.81 大垣工高 44.02 市岐阜商高 44.15 岐阜工高 45.53 大垣東高 46.14
   笠松　卓矢    戸川　健司    古田　有    三田　尚    水野　慎也    吉田　剛輝    阿原　佳紀    河合　裕亮

   八十田　俊    鈴村　卓哉    西岡　大貴    鈴木　大介    若園　和也    河田　亞洲夏    藤井　敬士    縣　優介

   伊藤　智    太田　三暁    井上　彰吾    肥後　岳樹    山下　功祐    八十田　亮    関口　仁    熊田　宇寿

   田中　星次    白木　謙吉    青木　一平    武藤　拓也    細野　翔平    辻　明寛    辻　全男    井野　雄喜

13日 走高跳 早川　周吾 2m04 杉江　浩一 2m02 溝田　兼司 1m90 安藤　公志郎 1m85 岡　良紀 1m80 安齋　凌 1m75 井戸田　滝彦 1m70
安城学園高教 加茂丘高教 東海鉄工 安藤はり灸院 関商工高 市岐阜商高 岐阜陸協

13日 棒高跳 小野　真二 5m00 末安　龍也 4m40 安田　和弘 4m30 酒井　聖史 3m80
スズキ EGR 大垣工高 県岐阜商高 豊田合成

13日 走幅跳 出口　義人   7m46 花井　貴弘   6m95 小西　直樹   6m89 下條　正紀   6m74 石原　圭祐   6m55 美宅　正博   6m40 近藤　旭   6m35 古田　有   6m20
加美屋呉服店+1.2 関商工高+1.6 ロハスフード+0.8 松代高教+1.0 県岐阜商高+0.5 トヨタ自動車+1.0 ジェイテクト+1.4 長良高+0.8

13日 三段跳 小谷　祐介  14m55 宮崎　隆介  14m36 八十田　俊  14m33 中嶋　隼也  14m27 小倉　圭祐  13m64 近藤　旭  13m53 笠松　卓矢  13m53 佐伯　拓馬  12m89
大垣体連+0.4 高木小教+0.1 トヨタ自動車+0.0 岐阜高専+0.0 大垣工高+0.1 ジェイテクト+0.6 トヨタ自動車+0.0 東濃実高+0.0

13日 一般砲丸投 村川　洋平  17m27 中村　友昭  12m95 小山　祐一郎  12m43 村上　幸史  12m43 藤村　信之  12m23
スズキ 三重県庁 サンケイハウジング スズキ トヨタ自動車

13日 高校砲丸投 山元　隼  15m60 佐橋　涼輔  13m85 土田　雄太  10m74 武藤　光志  10m32 小林　勇太  10m12 大平　将康   9m78 服部　稜   9m57 宮坂　勇輝   9m25
大垣工高 NGR 恵那南高 NGR 関商工高 市岐阜商高 岐阜高専 可児高 関商工高 関高

13日 一般円盤投 村上　幸史  45m47 村川　洋平  44m40 中村　友昭  37m97 伊藤　寿逸  36m76 梅津　昌也  35m98 北沢　剛久  35m03 本間　伸也  27m07
スズキ スズキ 三重県庁 伊藤整体院 岐阜大学 中外製薬 豊田自動織機

13日 高校円盤投 馬場　祐斗  42m34 山元　隼  42m17 佐橋　涼輔  34m05 山田　晃広  32m29 木村　優太  30m70 水野　智仁  30m59 石ケ﨑　将太  29m82 小林　勇太  29m41
関商工高 大垣工高 恵那南高 市岐阜商高 美濃加茂高 土岐商高 大垣工高 岐阜高専

13日 一般ハンマー投 久保　幸弘  61m39 久保　浩司  57m07 宮本　昌彦  51m93 村川　洋平  50m57 服部　宏輝  47m68 水谷　通章  43m89 高橋　孝幸  42m15 坂本　武志  38m96
鳥羽高教 高木工業所 パワースタイル スズキ 岐阜大学 須坂園芸高教 下高井農林高教 セイコーエプソン

13日 高校ハンマー投 武藤　光志  41m49 吉田　佑介  35m25 石ケ﨑　将太  32m36 奥田　真也  32m05 小林　勇太  26m29
市岐阜商高 大垣工高 大垣工高 関商工高 岐阜高専

13日 やり投 村上　幸史  70m20 髙木　俊寿  66m24 田中　完次  55m60 河井　茂  52m64 平井　健太郎  52m22 桜井　宏和  48m41 梅田　貫史  48m25 大平　将康  46m28
スズキ 豊田モータース 日本郵便穂高 新東工業 岐阜総合学園高 土岐商高 可児高 可児高
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後援: 東海陸上競技協会 / 多治見市 / 多治見市教育委員会 (投　　擲) 長江　鉱示
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日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

13日 １００ｍ 吉村　美紀 12.27 武山　千草 12.40 桐山　智衣 12.55 古澤　薫 12.91 松本　望路 12.94 楓　紗貴 13.12 杉山　友理 13.20 野田　真由香 13.28
トヨタ自動車 -0.1 七十七銀行 -0.1 県岐阜商高 -0.1 県岐阜商高 -0.1 県岐阜商高 -0.1 土岐商高 +0.3 県岐阜商高 +1.3 市岐阜商高 +1.3

13日 ２００ｍ 吉村　美紀 25.13 山田　舞 25.42 下道　美奈 26.04 千葉　香緒里 26.51 森　美有記 26.65 楓　紗貴 26.73 熊澤　知夏 26.87 足立　純子 27.10
トヨタ自動車 +1.0 七十七銀行 +1.0 県岐阜商高 +1.0 七十七銀行 +1.0 県岐阜商高 +1.1 土岐商高 +1.0 県岐阜商高 +1.0 市岐阜商高 +1.1

13日 ４００ｍ 山田　舞 59.12 千葉　香緒里  1:00.48 土谷　清香  1:05.21 若宮　有加莉  1:05.23 水野　由起  1:06.98 井上　結理香  1:08.35 古田　祐衣  1:08.88 後藤　亜美  1:09.72

七十七銀行 七十七銀行 東濃実高 可児高 岐阜総合学園高 東濃実高 可児高 大垣東高

13日 １５００ｍ 坂井　彩奈  4:39.54 熊谷　迪恵  4:53.82 平岡　知佳  4:57.38 岡崎　沙耶  5:21.06 古田　祐衣  5:22.44 佐合　亜也奈  5:38.55 中島　摩耶  5:44.59 天池　要  6:01.31

スズキ スズキ 中京高 可児高 可児高 美濃加茂高 美濃加茂高 関高

13日 ５０００ｍ アン　カリンヂ 15:32.98 コンジツ　ティラフン 15:56.26 川嶋　雅子 15:56.60 赤川　香織 16:13.64 古賀　裕美 16:15.89 野見山　美保 16:16.56 高島　由香 16:18.32 丸毛　静香 16:26.09

ユタカ技研 NGR デンソー デンソー スズキ デンソー デンソー デンソー デンソー

13日 １００ｍＨ 山﨑　由加里 13.83 武井　怜子 14.04 桐山　智衣 14.48 中村　凪沙 16.78 中村　有希 17.13 服部　有紀 17.26 近藤　奈津美 18.92 杉本　愛 19.43
風:+1.2 平野工業 NGR 濃飛倉庫運輸 県岐阜商高 土岐商高 市岐阜商高 東濃実高 大垣東高 東濃実高

13日 ４×１００ｍ 市岐阜商高 51.82 東濃実高B 52.44 美濃加茂高 54.30 東濃実高C 54.92 東濃実高A 57.03
   安田　彩乃    石川　円喜    小森　恵衣    杉本　愛    服部　有紀
   足立　純子    吉田　知世    安田　美佳子    能田　紗以    井上　結理香
   野田　真由香    伊藤　有加    纐纈　麻葵    土谷　清香    板津　葉瑠香
   福留　美咲    土田　実久    九野　麿衣    村山　菜摘    松木　宏美

13日 走高跳 大久保　あゆ美 1m60 中山　真由美 1m45 石川　円喜 1m45
平野工業 関商工高 東濃実高

13日 走幅跳 池田　久美子   6m40 船坂　知世   5m19 村田　怜矢   5m14 土田　実久   5m10 山崎　綾子   4m81 森　美聡   4m78 纐纈　麻葵   4m77 塩見　紗世   4m74
スズキ+2.1 県岐阜商高+0.7 県岐阜商高+1.1 東濃実高+1.8 県岐阜商高+0.4 大垣東高+0.7 美濃加茂高+1.2 中津高+0.3

13日 三段跳 谷澤　陽子  11m98 森　美聡  10m74 土田　実久  10m73 杉本　愛   9m47 服部　有紀   9m01
関特別支援校教+0.7 大垣東高+2.0 東濃実高+1.0 東濃実高+1.9 東濃実高+0.3

13日 砲丸投 東　沙矢香  10m54 相良　佳乃子   9m74 加藤　早梨   9m71 天野　瑛美   9m17 粟原　真名美   9m15 伊藤　小奈   9m14 矢田　佳美   8m46 中村　萌   7m80
トヨタ自動車 市岐阜商高 市岐阜商高 県岐阜商高 市岐阜商高 市岐阜商高 土岐商高 長良高

13日 円盤投 東　沙矢香  32m77 加藤　早梨  32m35 廣瀬　成美  28m84 粟原　真名美  28m10 門井　秀佳  23m80 今井　加奈子  23m74 矢田　佳美  21m04 中舎　亜季恵  19m45
トヨタ自動車 市岐阜商高 関商工高 市岐阜商高 美濃加茂高 美濃加茂高 土岐商高 土岐商高

13日 ハンマー投 武川　美香  53m38 今井　加奈子  21m13 門井　秀佳  20m80 佐藤　万里子  13m01
スズキ 美濃加茂高 美濃加茂高 美濃加茂高

13日 やり投 杉ノ下　葵  35m99 長谷川　千恵  27m58 加藤　未央  27m57 藤田　さおり  25m89 伊藤　小奈  24m98 猪子　由記  23m76 佐藤　万里子  21m38 山根　愛未  21m34
県岐阜商高 関商工高 関高 岐阜総合学園高 市岐阜商高 可児高 美濃加茂高 岐阜聖徳学園大学

13日 小学男子 美濃加茂ジュニア 51.85 中津川ジュニア 52.18 大垣陸上 54.20 多治見ジュニア 54.58 土岐おりべ 57.96 関陸上 1:00.86
４×１００ｍ 福井　康平 茶木　広夢 権藤　耀 長江　祐樹 小木曽　光 加藤　誠梧

丹羽　勇斗 和田　優次郎 廣澤　数馬 石井　亮太 安藤　魁真 桑谷　翔太

堀江　勇輝 三浦　寿明 土屋　凱 羽田　潤平 佐藤　諒真 桑谷　慎

長谷部　弘明 三宅　將督 臼井　克晏公 澤田　晃一 野村　直希 加藤　雅也

13日 小学女子 たかとみ 55.49 美濃加茂ジュニア 55.88 大垣陸上 56.35 関陸上 58.72 中津川ジュニア 59.22 多治見ジュニア 1:01.93 稲津ジュニア 1:03.57
４×１００ｍ 渡辺　真里奈 安江　美友 加藤　沙彩 平田　千賀 今井　有咲 近田　桃香 勝股　彩加

大島　三奈 吉田　有美香 高橋　未来 乾　日向子 浅野　紗弥香 岩田　莉和 寺井　花衣

丸野　絢圭 林　佑南 福井　彩永 臼田　実莉 内木　あかり 松原　しほ理 勝股　千捺

榎園　あすか 石原　里紗 川瀬　令子 今井　清美 池田　紗奈美 青木　和 福田　結文

13日 中学男子 多治見中 47.36 岐大付属中 47.90 多治見クラブ 48.02 付知中 48.14 梅林中 48.67 藍川東中 48.76 中津川ジュニア 49.16 陶都中 50.20
４×１００ｍ 江森　敢汰 都築　章吾 左近　充翔弥 土屋　奏満 堀江　駿 鈴木　一輝 長瀬　裕希 渡邉　雅生

渡辺　大祐 林田　隼大 横山　雅俊 熊澤　惇 石神　翔舞 豊田　将平 林　祥大 水野　貴都

吉川　唯人 児玉　大地 加藤　拓哉 早川　慎二 今瀨　拓也 中川　徳俊 五島　笙吾 松村　勇汰

佐藤　晃浩 杉山　元崇 役田　寛治 熊澤　和真 篠田　隼大 柳井　厚哉 梶尾　貴史 杉本　凌

13日 中学女子 中津川ジュニア 52.85 多治見中Ａ 53.07 精華中 53.88 泉中 56.90 陶都中 58.54 付知中 58.94
４×１００ｍ 浮州　あゆみ 梶原　沙也 杉山　今日子 安田　実右 鈴木　智子 桂川　えり

田口　有紗 柴田　彩名 加藤　香織梨 鈴木　裕子 小木曽　千夏 宮田　知美

小栗　穂香 松永　悠里 都築　侑起 小池　七海 水野　里帆子 片田　明日美

小栗　かなみ 吉川　有香子 安田　琴音 土田　裕子 加藤　亜実 古田　蒔友

女
子

招
待

[ NGR:大会新記録]


