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日付 種目

児島　大樹(4) 10.65 藤本　峻介(2) 10.73 若杉　俊佑(2) 10.73 浦井　崚自(3) 10.86 石井　嵐(4) 10.86 杉村　拓哉(3) 10.88 窪田　駿(M2) 10.89
愛  知・中京大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・中京大 三  重・中京大 静  岡・静岡大 三  重・東海学園大 静  岡・静岡大
小川　拓夢(4) 21.73 川端　魁人(1) 21.94 遠藤　侑汰(3) 22.06 児島　大樹(4) 22.17 伊藤　優(M1) 22.37 中島　祐市(3) 22.38 坂﨑　功太郎(4) 22.41 木村　颯(3) 22.51
静  岡・常葉大 三  重・中京大 愛  知・中京大 愛  知・中京大 愛  知・至学館大 愛  知・名古屋市立大 静  岡・静岡大 愛  知・愛知教育大
川満　健太(3) 47.79 祖父江　巧(2) 47.82 跡見　俊明(3) 48.61 髙松　知史(3) 49.01 天野　知哉(2) 49.21 嶋田　健太郎(4) 49.23 黒田　玲央(2) 49.51 中村　瑛(M1) 49.63
沖　縄・岐阜経済大 愛  知・中京大 愛  知・愛知教育大 和歌山・中京大 愛  知・愛知教育大 愛  知・名古屋大 愛  知・至学館大 愛  知・名古屋工業大
伊藤　壮太(1) 1:53.48 木戸口　和真(4) 1:53.70 喜多　文弥(4) 1:54.44 大原　瑞貴(3) 1:54.74 西尾　文吾(M1) 1:54.77 山川　惇生(3) 1:55.10 吉田　悠人(3) 1:56.08 鈴木　太修(2) 1:56.11
愛  知・中京大 岐  阜・岐阜経済大 岐  阜・岐阜経済大 静  岡・静岡大 岐  阜・名古屋大 静  岡・静岡大 愛  知・南山大 静  岡・常葉大
川瀬　翔矢(1) 3:56.95 沖田　龍誠(1) 3:57.71 久田　淳司(4) 3:58.16 西尾　文吾(M1) 3:58.71 上村　一真(3) 3:58.87 川瀨　勝寛(2) 3:58.89 重田　真稔(3) 4:00.17 小林　宏輔(1) 4:01.05
三  重・皇學館大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・豊田高専 岐  阜・名古屋大 三  重・皇學館大 愛  知・東海学園大 愛  知・東海学園大 愛  知・愛知工業大
細澤　幸輝(5) 14:54.42 生川　智章(4) 14:54.92 岸田　裕也(M1) 14:57.84 露口　陽平(4) 15:00.64 高柳　佳怜(4) 15:01.81 國司　寛人(M2) 15:02.38 松井　駿佑(4) 15:07.33 伊藤　優汰(4) 15:08.45
三  重・三重大 三  重・愛知工業大 三  重・名古屋大 静  岡・静岡大 愛  知・中京大 静  岡・名古屋大 愛  知・愛知工業大 愛  知・至学館大
高柳　佳怜(4) 30:40.07 田中　雄也(4) 30:50.86 松井　駿佑(4) 30:55.68 塚本　亮司(2) 30:57.84 露口　陽平(4) 31:08.45 細澤　幸輝(5) 31:10.82 唐澤　研太(4) 平野　恵大(2) 31:32.18
愛  知・中京大 静  岡・皇學館大 愛  知・愛知工業大 愛  知・名古屋大 静  岡・静岡大 三  重・三重大 三  重・愛知工業大 NM 奈　良・皇學館大
山本　健太(4) 14.34 谷口　祥太郎(3) 14.47 岩瀬　累(4) 14.76 糸多　悠平(4) 14.78 矢野　智大(4) 14.80 近藤　佑樹(2) 15.01 山尾　昇也(5) 15.01 後藤　慎治(3) 15.26
愛  知・中京大 石　川・中京大 愛  知・名古屋大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・中京大 愛  知・愛知教育大 三  重・鈴鹿高専 静  岡・静岡大
小田　将矢(4) 50.07 真野　悠太郎(3) 50.83 深谷　隼斗(2) 52.21 大久保　直哉(4) 52.21 髙松　知史(3) 52.44 米村　竜星(3) 52.57 上野　和樹(4) 53.44
愛  知・名古屋大 愛  知・名古屋大 愛  知・愛知学院大 愛  知・中京大 和歌山・中京大 熊　本・中京大 愛  知・名古屋大
川瀨　勝寛(2) 9:10.81 植松　達也(2) 9:15.76 米本　和馬(4) 9:16.58 山下　大地(3) 9:19.21 中島　悠希(4) 9:29.84 吉田　新規(M2) 9:35.08 田中　耀介(M2) 9:36.25 福岡　崚生(1) 9:37.58
愛  知・東海学園大 愛  知・愛知工業大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・皇學館大 愛  知・皇學館大 愛  知・愛知工業大 静  岡・静岡大 愛  知・東海学園大
大嶋　悠斗(4) 43:13.19 遠藤　和也(3) 43:15.52 戸松　弘成(M2) 43:17.29 比嘉　大悟(3) 43:46.58 劒物　太一(1) 44:16.10 福澤　弘樹(3) 44:25.44 川田　敦斗(1) 44:43.63 樋渡　雄登(4) 44:54.95
三  重・中京大 長  野・名城大 愛  知・愛知教育大 沖　縄・至学館大 兵　庫・至学館大 長  野・中京大 滋　賀・中京大 三  重・愛知教育大
中京大学 39.92 岐阜経済大学 40.86 名古屋大学 41.22 至学館大学 41.28 静岡大学 41.30 皇學館大学 41.72 愛知教育大学 42.02 愛知学院大学 42.82
若杉　俊佑(2) 戸髙　晋吾(4) 岩瀬　累(4) 井上　脩吾(4) 朝日　喜紀(2) 阪口　凱海(4) 三橋　亮介(2) 中島　豪(3)
浦井　崚自(3) 小田　直弥(3) 山下　拓也(4) 伊藤　優(M1) 窪田　駿(M2) 原　啓祐(4) 近藤　佑樹(2) 谷川　友希(1)
川端　魁人(1) 岩永　知樹(2) 長谷川　有希(4) 鈴木　航樹(2) 坂﨑　功太郎(4) 才戸　雄貴(3) 鈴木　幹人(4) 小島　安滋(1)
児島　大樹(4) 藤本　峻介(2) 橋本　太翔(4) 立川　裕太(3) 石井　嵐(4) 中谷　僚汰(3) 冨山　洸二郎(3) 河合　完治(2)
中京大学 3:11.25 愛知教育大学 3:12.91 名古屋大学 3:13.31 岐阜経済大学 3:15.60 愛知学院大学 3:16.63 常葉大学 3:16.94 中部大学 3:20.97 至学館大学 3:21.63
髙松　知史(3) 天野　知哉(2) 嶋田　健太郎(4) 岩永　知樹(2) 中島　豪(3) 鈴木　晟也(4) 丹羽　祥也(M1) 柏木　光彦(2)
市橋　直也(1) 中山　聖(4) 小田　将矢(4) 川満　健太(3) 長谷川　貴大(2) 斉藤　ブルーノ(2) 中島　啓輔(3) 黒田　玲央(2)
川端　魁人(1) 出口　裕希(3) 長谷川　有希(4) 山内　佑太(1) 櫻本　貴己(2) 加藤　翔(4) 音泉　翔哉(4) 井上　脩吾(4)
祖父江　巧(2) 跡見　俊明(3) 真野　悠太郎(3) 谷崎　吉泰(3) 深谷　隼斗(2) 三輪　徳秀(3) 岡戸　祐太(2) 向井　拓也(4)
赤松　諒一(4) 2m22 水谷　來(3) 2m16 蛭子屋　雄一(3) 2m13 鈴木　雅貴(2) 2m10 大井　拓也(M2) 2m05 衛藤　将(3) 2m05 樋口　智一(2) 2m05
岐  阜・岐阜大 GR 愛  知・中京大 福　岡・中京大 愛  知・至学館大 愛  知・愛知教育大 三  重・皇學館大 愛  知・愛知教育大

糟谷　隆明(M2) 2m05
愛  知・愛知教育大

鈴木　康太(4) 5m50 松橋　亮太(3) 4m70 小林　俊介(4) 4m60 四津谷　孝紘(4) 4m50 中村　郁羽(3) 4m20
愛  知・中京大 青　森・中京大 三  重・近大高専 滋　賀・岐阜経済大 三  重・至学館大

中山　海晟(2) 4m20
新　潟・岐阜経済大

石倉　南斗(3) 7m59(+0.7) 戸髙　晋吾(4) 7m42(+1.0) 伊藤　裕也(3) 7m32(+0.6) 宮崎　琢也(4) 7m32(+0.2) 保坂　翔也(S1) 7m27(+2.1) 角屋　喜基(3) 7m24(+1.1) 松葉　大和(4) 7m17(+0.8) 橋本　太翔(4) 7m10(+0.6)
新　潟・岐阜経済大 宮　崎・岐阜経済大 愛  知・名古屋大 長  野・中京大 三  重・鈴鹿高専 公認7m15(+0.9) 愛  知・名古屋大 三  重・皇學館大 福　井・名古屋大
中山　昂平(M1) 15m87(+3.5) 鈴木　義啓(4) 15m36(+1.3) 保坂　翔也(S1) 15m30(+1.6) 松葉　大和(4) 15m08(+0.4) 織田　海斗(3) 15m04(+1.0) 伊藤　裕也(3) 14m86(+1.3) 加藤　真生(3) 14m84(+1.8) 梶川　凌平(2) 14m41(+1.1)
長  野・中京大 公認15m82(+1.2) 静  岡・静岡産業大 三  重・鈴鹿高専 三  重・皇學館大 京　都・中京大 愛  知・名古屋大 静  岡・常葉大 愛  知・南山大
石山　歩(3) 15m48 杉本　仁(2) 15m25 井豫　規人(2) 14m84 渡部　卓広(4) 14m84 早川　匠海(3) 14m42 成瀨　雅哉(1) 14m06 萩永　有統(4) 13m58 北野　孟(4) 13m24
京　都・中京大 滋　賀・中京大 三  重・皇學館大 滋　賀・岐阜経済大 岐  阜・中京大 岐  阜・皇學館大 岐  阜・岐阜大 静  岡・静岡大
川尻　涼介(4) 50m42 石山　歩(3) 45m78 永井　宏典(4) 43m68 中井　康二(1) 43m36 古橋　慎ノ介(5) 41m55 伊髙　良介(3) 41m09 岩野　祐希(3) 40m89 渡邉　直希(2) 38m06
滋　賀・中京大 京　都・中京大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・中京大 三  重・近大高専 三  重・岐阜経済大 愛  知・至学館大 静  岡・静岡大
東浦　貫太(3) 63m33 篠田　大貴(M1) 60m39 古旗　崇裕(3) 58m18 服部　優允(1) 57m43 佐々木　海聖(2) 54m62 桂田　瑞貴(1) 52m74 谷口　史弥(2) 49m69 安藤　佑馬(4) 45m52
三  重・中京大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・中京大 兵　庫・中京大 岐  阜・岐阜経済大 秋　田・岐阜経済大 三  重・皇學館大 愛  知・至学館大
石山　歩(3) 69m95 藤垣　諒(4) 66m46 藤原　俊也(3) 64m91 濱﨑　優紀(2) 63m29 高須賀　稜(4) 62m79 山本　拓海(2) 60m13 相澤　潤一郎(1) 59m79 森　賢太郎(2) 59m61
京　都・中京大 愛  知・至学館大 愛  知・中京大 三  重・皇學館大 岐  阜・岐阜経済大 愛  知・至学館大 埼　玉・中京大 愛  知・名城大
片山　和也(4) 7240点 平林　卓磨(4) 6529点 山本　拓朗(4) 5889点 小倉　健吾(4) 5746点 山川　嵐(2) 5349点 小川　浩平(4) 4669点 中村　駿介(3) 4279点 深松　佳範(1) 4276点
岡　山・中京大 愛  知・中京大 北海道・中京大 三  重・近大高専 三  重・至学館大 愛  知・名古屋学院大 愛  知・至学館大 岐  阜・岐阜大

男子トラックの部 中京大 129点 名古屋大 61点 岐阜経済大 58点 皇學館大/静岡大 32点 愛知教育大 30点 愛知工業大 28点 至学館大 22点
男子フィールドの部 中京大 119点 岐阜経済大 55.5点 皇學館大 25点 至学館大 21.5点 名古屋大 13点 岐阜大 10点 近大高専/鈴鹿高専 10点

男子混成の部 中京大 21点 至学館大 6点 近大高専 5点 名古屋学院大 3点 岐阜大 1点
男子総合 中京大 269点 岐阜経済大 113.5点 名古屋大 74点 皇學館大 57点 至学館大 49.5点 愛知教育大 38点 静岡大 34点 愛知工業大 28点

最優秀選手賞 赤松　諒一(4) 岐阜大

対校得点

11.71(+0.9)-5m48(+1.1)-9m53-1m55-55.71

19.31(-0.8)-24m07-NM-38m08-5:16.73

11.86(+0.9)-6m51(+1.6)-8m79-1m75-54.14

17.48(-0.8)-22m88-3m20-40m24-4:55.70

11.44(+2.7)-5m19(+1.4)-9m45-1m60-53.34

19.01(-0.8)-31m44-NM-45m78-5:20.00

11.93(+2.7)-5m76(+3.0)-8m50-1m70-58.19

16.45(-0.8)-20m54-NM-31m33-5:34.18

11.09(+0.9)-6m75(+1.6)-11m35-1m75-51.36

15.43(-0.8)-25m45-3m70-56m68-4:47.97

11.42(+2.7)-6m47(+0.8)-10m83-1m80-52.46

16.30(-0.9)-NM-4m00-52m73-4:50.48

11.44(+0.9)-6m64(+1.7)-8m24-1m65-55.97

15.93(-0.9)-23m50-4m00-48m62-5:02.93

5月13日 男子ハンマー投(7.260kg)

5月13日 男子やり投(800g)

11.13(+0.9)-6m48(+0.9)-12m84-1m86-50.13

15.78(-0.8)-41m60-4m40-58m87-4:42.69

5月13日
～14日

男子十種競技

5月13日 男子三段跳

5月14日 男子砲丸投(7.260kg)

5月12日 男子円盤投(2.000kg)

5月13日 男子棒高跳

5月12日 男子走幅跳

5月14日 男子4X400mR

5月14日 男子走高跳

5月14日 男子3000mSC(0.914ｍ)

5月13日 男子10000mW

5月13日 男子4X100mR

5月12日 男子10000m

5月14日
男子110mH(1.067m/9.14m)

風：-2.0

5月14日 男子400mH(0.914m/35.00m)

5月14日 男子800m

5月12日 男子1500m

5月14日 男子5000m

8位

5月13日
男子100m
風：+0.5

5月14日
男子200m
風：-1.3

5月13日 男子400m
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記 録 主 任 石鎚　一則

日付 種目 8位

第８３回東海学生陸上競技対校選手権大会 【17650101】
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2017/05/12 ～ 2017/05/14

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

杉山　美貴(4) 11.96 沖　佳織(M2) 12.12 加藤　桃佳(4) 12.17 松葉　みなみ(2) 12.28 伊藤　瑛里(4) 12.30 伊達　愛美(M2) 12.36 鷲見　咲江(4) 12.41 伊藤　南侑(3) 12.45
愛  知・中京大 広　島・愛知教育大 愛  知・至学館大 三  重・皇學館大 愛  知・東海学園大 京　都・中京大 愛  知・愛知教育大 愛  知・東海学園大
沖　佳織(M2) 25.21 松本　扶弥(2) 25.23 鷲見　咲江(4) 25.31 臼田　菜々美(1) 25.33 丹羽　愛利彩(4) 25.37 小山　琴海(4) 25.73 野村　真由(4) 25.75 三田　花苗(4) 25.83
広　島・愛知教育大 愛  知・愛知教育大 愛  知・愛知教育大 愛  知・至学館大 愛  知・中京大 岩  手・岐阜経済大 愛  知・至学館大 静  岡・常葉大
松本　扶弥(2) 56.71 安藤　もも(3) 57.19 武田　夏美(4) 57.23 朝日　美帆(3) 57.89 大町　ゆい(2) 57.91 佐藤　朋子(3) 57.96 加藤　由樹子(2) 58.38 浅井　茅子(4) 58.55
愛  知・愛知教育大 広　島・中京大 静  岡・常葉大 北海道・至学館大 愛  知・至学館大 岐  阜・岐阜経済大 静  岡・至学館大 愛  知・愛知教育大
塚中　彩海(4) 2:10.72 向井　智香(2) 2:10.76 高橋　郁乃(2) 2:11.40 藤井　亜子(2) 2:13.96 長屋　美月(1) 2:14.67 吉川　侑希(M1) 2:15.44 山中　今日香(2) 2:15.93 北村　愛(1) 2:22.71
岐  阜・名城大 愛  知・名城大 愛  知・中京大 広　島・至学館大 愛  知・中京大 愛  知・愛知教育大 愛  知・椙山女学園大 広　島・中京大
向井　智香(2) 4:23.17 加藤　綾華(1) 4:31.70 塚中　彩海(4) 4:35.37 豊永　香音(1) 4:41.00 山下　紗季(1) 4:42.83 木下　真由香(1) 4:46.28 平山　未来(2) 4:47.26 坂　実咲(3) 4:48.67
愛  知・名城大 GR 三  重・名城大 岐  阜・名城大 愛  知・中京大 三  重・中京学院大 愛  知・中京大 三  重・皇學館大 三  重・皇學館大
鈴木　瑞季(2) 17:00.29 德永　香子(2) 17:06.50 小森　星七(1) 17:10.28 光部　凪沙(2) 17:51.62 五藤　怜奈(4) 17:56.00 神谷　亜依(1) 17:57.59 溝口　芙月(4) 17:59.58 坂　実咲(3) 18:01.22
愛  知・名城大 長　崎・名城大 長　崎・名城大 愛  知・中京大 岐  阜・中部学院大 愛  知・東海学園大 愛  知・東海学園大 三  重・皇學館大
玉城　かんな(3) 34:28.95 赤坂　よもぎ(4) 34:33.92 松浦　佳南(3) 34:56.29 冨松　侑乃(4) 36:39.02 山田　みのり(4) 40:02.85 高見　香澄(2) 40:20.32 山田　真維(2) 40:30.55 松本　華澄(6) 40:53.46
長  野・名城大 神奈川・名城大 静  岡・名城大 愛  知・中京大 愛  知・名古屋大 兵　庫・愛知教育大 愛  知・至学館大 愛  知・名古屋市立大
小林　紗矢香(3) 13.65 藤原　涼花(3) 13.91 園原　晶(1) 14.21 大松　由季(3) 14.21 古澤　彩果(3) 14.32 中村　向日葵(1) 14.42 山本　麻湖(4) 14.49 牧　すずな(1) 14.56
愛  知・愛知教育大 愛  知・至学館大 岐  阜・愛知教育大 広　島・愛知教育大 愛  知・中京大 沖　縄・岐阜経済大 愛  知・中京大 兵　庫・中京大
北野　有紀(4) 1:02.26 浅井　茅子(4) 1:02.33 夏目　沙奈(3) 1:02.87 長屋　美月(1) 1:03.57 鈴木　杏実(4) 1:04.80 島田　菜央(3) 1:05.58 山崎　恵里佳(4) 1:06.31 後藤　千穂(M1) 1:06.65
愛  知・愛知教育大 愛  知・愛知教育大 愛  知・至学館大 愛  知・中京大 静  岡・常葉大 三  重・中京大 愛  知・金城学院大 岐  阜・岐阜大
後藤　梨奈(1) 10:49.35 神谷　もも(2) 10:49.38 竹嶋　央后(4) 11:11.08 水谷　百花(3) 11:19.99 丹羽　菜々子(2) 12:04.17 馬込　千帆(3) 12:16.47 平下　美波(2) 12:35.38 寺澤　彩夏(4) 12:47.23
愛  知・中京大 愛  知・愛知教育大 愛  知・中京大 三  重・中京大 愛  知・至学館大 静  岡・静岡県立大 愛  知・至学館大 愛  知・愛知淑徳大
五藤　怜奈(4) 47:10.46 園田　世玲奈(3) 48:57.68 本間　汐音(1) 49:40.95 和田　菜摘(3) 49:50.88 矢来　舞香(1) 50:32.46 深水　梨保(3) 51:19.89 中川　晴子(2) 51:22.41 上田　菜花(2) 53:12.47
岐  阜・中部学院大 滋　賀・中京大 新　潟・中京大 三  重・至学館大 兵　庫・中京大 愛  知・至学館大 愛  知・名古屋大 兵　庫・至学館大
中京大学 46.96 至学館大学 47.11 東海学園大学 47.72 常葉大学 48.20 皇學館大学 48.93 愛知学院大学 49.66 三重大学 50.42 静岡大学 50.71
杉山　美貴(4) 臼田　菜々美(1) 森田　冴香(3) 渡辺　亜美(3) 山本　希羽(2) 鈴木　萌(4) 西田　圭那(2) 天羽　桜子(1)
村上　香菜子(4) 加藤　桃佳(4) 伊藤　瑛里(4) 武田　夏美(4) 中世古　祥恵(2) 佐藤　圭那子(2) 倉田　明奈(3) 西山　未萌沙(3)
伊達　愛美(M2) 野村　真由(4) 大平　千夏(4) 髙森　帆南(3) 松葉　みなみ(2) 掛川　栞(1) 中川　晴菜(2) 米澤　詩織(2)
丹羽　愛利彩(4) 大町　ゆい(2) 伊藤　南侑(3) 三田　花苗(4) 角谷　実咲歩(4) 竹下　悠香(2) 長井　彩夏(3) 藤浪　茉央(2)
愛知教育大学 3:48.83 至学館大学 3:49.63 中京大学 3:51.69 東海学園大学 3:58.47 名城大学 4:04.58 皇學館大学 4:05.36 静岡大学 4:14.63 中部大学 4:16.22
沖　佳織(M2) 加藤　由樹子(2) 安藤　もも(3) 松尾　有紗(1) 塚中　彩海(4) 古市　穂乃佳(1) 米澤　詩織(2) 志村　和香奈(2)
浅井　茅子(4) 夏目　沙奈(3) 杉山　美貴(4) 伊藤　南侑(3) 向井　智香(2) 中世古　祥恵(2) 那須野　実穂(3) 宮田　早記(2)
北野　有紀(4) 朝日　美帆(3) 長屋　美月(1) 森田　冴香(3) 早乙女　晴香(3) 角谷　実咲歩(4) 西山　未萌沙(3) 名波　早百合(3)
松本　扶弥(2) 西原　琳(2) 高橋　郁乃(2) 木下　紗由美(4) 加藤　綾華(1) 服部　愛美(1) 藤浪　茉央(2) 中野　華映(1)
宗包　麻里菜(4) 1m69 石原　里紗(3) 1m66 陶山　朋伽(2) 1m60 佐々木　里穂(4) 1m60 横井　ゆな(1) 1m55 野間　愛加(4) 1m55 中出　里央(4) 1m55
京　都・中京大 岐  阜・中京大 愛  知・椙山女学園大 兵　庫・岐阜経済大 愛  知・至学館大 三  重・皇學館大 三  重・鈴鹿高専

山﨑　彩夏(4) 1m60
静  岡・静岡大

今泉　友里(3) 3m50 髙田　彩佳(1) 3m50 原　奈津美(4) 3m30 杉山　世梨奈(2) 3m30 佐分利　真由(3) 3m30 竹内　朱里(3) 3m20
愛  知・中京大 愛  知・中京大 長  野・中京大 岐  阜・岐阜経済大 岐  阜・岐阜大 愛  知・至学館大

出口　瑞歩(1) 3m20
三  重・皇學館大

石原　薫子(4) 5m87(-0.1) 平子　侑(1) 5m66(+0.2) 天城　帆乃香(2) 5m65(-0.4) 水野　舞音(2) 5m60(+0.1) 志村　和香奈(2) 5m59(-0.4) 渡辺　美夏(4) 5m57(+0.2) 都築　沙季(1) 5m57(+0.3) 白井　真美(3) 5m43(+0.3)
愛  知・中京大 静  岡・岐阜経済大 静  岡・中京大 静  岡・岐阜経済大 愛  知・中部大 岐  阜・岐阜聖徳学大 愛  知・至学館大 新　潟・中京大
浅野　紗弥香(3) 12m36(+1.6) 糟谷　友里(1) 12m28(+2.4) 中山　怜佳(4) 12m02(-0.2) 梶野　香子(2) 11m82(+2.0) 平良　さき(2) 11m70(+2.3) 川野　伶奈(1) 11m51(+1.7) 山添　玲央菜(3) 11m41(+1.7) 丹羽　智未(2) 11m33(+1.4)
岐  阜・東海学園大 愛  知・中京大 公認12m20(+1.6) 愛  知・至学館大 岐  阜・岐阜経済大 沖　縄・岐阜経済大 公認11m56(+0.6) 宮　崎・岐阜経済大 三  重・皇學館大 愛  知・三重大
川口　叙樹(2) 13m07 増田　奈緒(1) 13m00 浦田　晏那(1) 12m05 中村　彩花(3) 11m50 早瀬　名那(3) 11m28 榊原　梨子(1) 11m20 佐藤　眞子(2) 10m92 奥村　夏妃(2) 10m43
兵　庫・中京大 静  岡・中京大 三  重・中京大 愛  知・愛知教育大 愛  知・愛知教育大 愛  知・至学館大 愛  知・至学館大 愛  知・至学館大
森川　絵美子(2) 45m54 丸山　夏美(4) 42m09 牧　亜香里(3) 41m22 堀田　葉月(1) 40m54 堀内　美里(1) 34m38 十河　百(3) 33m71 近藤　真由華(2) 32m61 成田　瑠菜(2) 30m81
新　潟・中京大 愛  知・至学館大 愛  知・中京大 熊　本・中京大 三  重・至学館大 香  川・岐阜経済大 愛  知・至学館大 愛  知・愛知教育大
田口　優(4) 51m82 大久保　祥子(3) 50m60 髙木　優子(2) 46m96 玉田　唯(1) 45m86 佐藤　眞子(2) 43m52 水野　杏香(3) 43m08 袴田　愛莉菜(1) 42m73 丸山　夏美(4) 35m72
愛  知・中京大 愛  知・中京大 広　島・中京大 京　都・岐阜経済大 愛  知・至学館大 愛  知・至学館大 静  岡・静岡産業大 愛  知・至学館大
金子　春菜(3) 50m23 田中　麻友(4) 47m09 舘林　都美(3) 46m82 中田　寛乃(2) 46m22 石本　瞳(1) 45m69 榊原　梨子(1) 41m92 奥村　夏妃(2) 41m76 安田　汀(3) 40m77
岐  阜・中京大 富　山・中京大 愛  知・至学館大 岐  阜・愛知教育大 愛  知・中京大 愛  知・至学館大 愛  知・至学館大 岐  阜・岐阜経済大
山本　麻湖(4) 4771点 飯嶌　あかり(2) 4711点 舘林　都美(3) 4458点 千野　美幸(1) 4274点 中村　彩花(3) 2968点
愛  知・中京大 三  重・中京大 愛  知・至学館大 岐  阜・中京大 愛  知・愛知教育大

女子トラックの部 中京大 116点 愛知教育大 94点 名城大 82点 至学館大 73点 東海学園大 21点 常葉大 16点 皇學館大 16点 中部学院大 12点
女子フィールドの部 中京大 138点 至学館大 51.5点 岐阜経済大 42点 愛知教育大 15点 東海学園大 8点 皇學館大 6.5点 静岡大/椙山女学園大 5.5点

女子混成の部 中京大 20点 至学館大 6点 愛知教育大 4点
女子総合 中京大 274点 至学館大 130.5点 愛知教育大 113点 名城大 82点 岐阜経済大 51点 東海学園大 29点 皇學館大 22.5点 常葉大 16点

最優秀選手賞 向井　智香(2) 名城大
凡例  GR:大会記録 DNF:途中棄権 NM:記録なし NM:写真が撮れなかったため、記録なし

17.69(+1.0)-1m40-11m54-28.38(+1.8)

4m45(+0.3)-19m89-DNF

対校得点

15.02(+1.0)-1m53-9m55-25.98(+1.8)

5m30(+1.4)-28m54-2:19.82

15.72(+1.0)-1m45-10m19-27.13(+1.8)

4m80(0.0)-48m68-2:41.19

15.74(+1.0)-1m50-8m47-26.54(+1.8)

4m80(+0.7)-26m28-2:20.70

5月13日 女子ハンマー投(4.000kg)

5月13日 女子やり投(600g)

14.35(+1.0)-1m50-9m89-26.04(+1.8)

5m53(+1.0)-32m93-2:32.32

5月13日
～14日

女子七種競技

5月14日 女子三段跳

5月14日 女子砲丸投(4.000kg)

5月12日 女子円盤投(1.000kg)

5月13日 女子棒高跳

5月12日 女子走幅跳

5月13日 女子4X100mR

5月14日 女子4X400mR

5月13日 女子走高跳

5月14日 女子400mH(0.762m/35.00m)

5月14日 女子3000mSC(0.762ｍ)

5月12日 女子10000mW

5月13日 女子5000m

5月14日 女子10000m

5月14日
女子100mH(0.838m/8.50m)

風：+0.2

5月13日 女子400m

5月14日 女子800m

5月12日 女子1500m

5月13日
女子100m
風：+1.2

5月14日
女子200m
風：-1.7


