
男子走高跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 288 真鍋 周平 愛知県 トヨタ自動車

2 293 松本 滉生 愛知県 トヨタ自動車

3 309 岡田 佑斗 愛知県 トヨタ自動車

4 125 立花 侑司 岐阜県 各務原TFC

5 193 楠美 拓也 北海道 水風会

6 387 加藤 紀一 愛知県 マキタ

7 363 平 龍彦 静岡県 沼商教

8 268 太田 蒼 静岡県 TOMORUN

9 116 道脇 大斗 愛知県 大府北中教

10 179 勝田 将 三重県 白子中学校

11 62 赤松 諒一 岐阜県 アワーズ

12 51 衛藤 昂 三重県 AGF

男子棒高跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 378 石塚 浩司 静岡県 袋井市役所

2 140 中村 郁羽 三重県 コープみえ

3 136 築地 涼平 岐阜県 ＫＹＢ

4 269 笹瀬 弘樹 静岡県 TOMORUN

5 388 竹川 倖生 静岡県 マルモト

6 292 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

1 325 瀬口 永真 愛知県 豊田自動織機

2 7 坂野 公亮 愛知県 愛教大クラブ名古屋

3 372 多家 真生 静岡県 ＢＤＰ

4 320 加藤 隆一 愛知県 豊田自動織機

5 124 宮﨑 豊 岐阜県 各務原TFC

6 198 佐々木 純 静岡県 駿河AC

7 3 小谷 謙斗 岐阜県 EARTH

8 243 横山 宇宙 三重県 デンソー大安

9 145 東 孝一 愛知県 小島プレス

10 374 増田 虎介 静岡県 ＢＤＰ

11 409 石原 圭祐 岐阜県 南小

12 129 坂本 翔太 愛知県 刈谷市役所

13 368 村上 亮太 静岡県 はまかぜAC

14 370 村上 真 静岡県 はまかぜAC

15 126 堂地 鉄平 静岡県 掛川特支学校教

16 389 濱口 隆翔 三重県 まるよし

17 196 清水 樂 静岡県 駿河AC

18 231 岡部 昌倖 三重県 TGK

19 143 岡田 崇平 愛知県 小島プレス

20 66 植村 五輪人 三重県 lse TC

21 379 望月 紳太郎 静岡県 富士市役所

22 369 村上 豪 静岡県 はまかぜAC

23 31 南 晋太郎 愛知県 健康づくり振興事業団

24 131 松原 瑞貴 岐阜県 岐阜協立大学職

25 294 渡邉 圭一郎 愛知県 トヨタ自動車

26 107 松葉 大和 三重県 エボリューション

27 383 高野 恭平 愛知県 FUJIYA

28 103 石倉 南斗 三重県 ＮＴＮ

29 115 手平 裕士 和歌山県 オークワ

男子三段跳　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 148 二宮 聡 愛知県 小島プレス

2 76 小木 康輝 静岡県 うな紀

3 305 杉浦 孝俊 愛知県 トヨタ自動車

4 310 坂本 九十九 愛知県 トヨタ自動車

5 319 根本 雄馬 愛知県 豊田自動織機

6 324 畠中 喜輝 愛知県 豊田自動織機

7 202 金子 司 長野県 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

8 357 花井 貴弘 岐阜県 ナビエース

9 185 西澤 団 三重県 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

10 200 江崎 伸 静岡県 駿河AC

11 389 濱口 隆翔 三重県 まるよし

12 175 櫻井 大幹 長野県 城南中職

13 267 鈴木 義啓 静岡県 TOMORUN

14 2 西田 彪人 岐阜県 EARTH

15 218 藤林 献明 愛知県 中京大教

16 107 松葉 大和 三重県 エボリューション

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

1 132 永野 陽希 岐阜県 岐障ＡＣ

2 348 田幡 侑一 静岡県 豊橋市役所

3 201 上原 隆伸 長野県 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

4 423 中野 太貴 三重県 ろけっと団

5 65 仲 徹也 三重県 lse TC

6 422 熊川 依吹 三重県 ろけっと団

7 428 渡部 卓広 岐阜県 ROBLE

8 172 小田井 隆幸 静岡県 ジヤトコ

9 323 今 裕太 愛知県 豊田自動織機

10 141 井豫 規人 三重県 コープみえ

11 171 對木 隆介 静岡県 下田高（定）教

12 404 石井 健史 愛知県 三菱重工名古屋

13 429 成瀬 雅哉 岐阜県 JAひだ

14 246 大坂 将央 神奈川県 東海大職

15 133 米倉 朋輝 長野県 協栄電気興業

16 425 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

1 174 坂本 達哉 愛知県 修文大高教

2 378 石塚 浩司 静岡県 袋井市役所

3 421 中川 友準 三重県 ろけっと団

4 418 長谷 直人 三重県 ろけっと団

5 150 藤垣 諒 愛知県 小島プレス

6 317 関 涼太郎 愛知県 豊田自動織機

7 173 田中 亮徳 愛知県 修文大高教

8 323 今 裕太 愛知県 豊田自動織機

9 420 下田 陸翔 三重県 ろけっと団

10 297 湯地 秀康 愛知県 トヨタ自動車

11 121 永井 宏典 愛知県 岡崎TFC

12 299 杉浦 匠 愛知県 トヨタ自動車

13 201 上原 隆伸 長野県 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

14 171 對木 隆介 静岡県 下田高（定）教

15 348 田幡 侑一 静岡県 豊橋市役所

16 230 清水 元基 三重県 TGK

17 133 米倉 朋輝 長野県 協栄電気興業

18 168 久保 博規 愛知県 JFEﾁｭｰﾋﾞｯｸ

19 197 中村 一裕 静岡県 駿河AC

20 264 大山 祐史 三重県 トータルプランニング

21 301 湯上 剛輝 愛知県 トヨタ自動車

氏名

氏名



男子ハンマー投　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 203 宮澤 憲二 長野県 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

2 414 上條 健 長野県 ライフメッセージ

3 266 西脇 博之 滋賀県 ｔｏｎｏｍｅ内装　信越

4 138 早川 泰正 岐阜県 ＫＹＢ

5 393 安藤 佑馬 愛知県 みかん山

6 348 田幡 侑一 静岡県 豊橋市役所

7 201 上原 隆伸 長野県 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

8 424 寺際 幹太 三重県 ろけっと団

9 162 丹生 将稔 三重県 ＪＲ東海

10 5 佐々木 海聖 岐阜県 R

11 158 墨 訓熙 愛知県 小林クリエイト

12 394 古旗 崇裕 愛知県 みかん山

男子やり投　　決勝

試順 ナンバー 登録陸協 チーム名

1 173 田中 亮徳 愛知県 修文大高教

2 419 片山 元気 三重県 ろけっと団

3 354 花井 章宏 愛知県 名古屋市消防局

4 311 高橋 峻也 愛知県 トヨタ自動車

5 289 蔭浦 隆博 愛知県 トヨタ自動車

6 150 藤垣 諒 愛知県 小島プレス

7 297 湯地 秀康 愛知県 トヨタ自動車

8 315 榊原 寛紀 愛知県 豊田自動織機

9 1 伊禮 悠平 岐阜県 EARTH

10 412 濱崎 康平 三重県 八木学園

11 417 荒木 崇裕 三重県 ろけっと団

12 108 新垣 暁登 長野県 ＬＭＡＣ

13 128 石山 歩 愛知県 ティラド

14 392 八木 一憲 愛知県 みかん山

15 174 坂本 達哉 愛知県 修文大高教

氏名

氏名


