
男⼦ 100m 予選1組（-0.8）
1 11.06 Q 中⼭ 凌 (4) 愛知教育⼤
2 11.13 Q 江坂 真凛 (2) 名古屋⼯⼤
3 11.26 q 森 快晴 (1) 静岡⼤
4 11.30 安永 英⽣ (3) 愛知教育⼤
-- DNS 森本 直⽮ (3) 三重⼤

男⼦ 100m 予選2組（-0.0）
1 10.86 Q ⼭本 悠⽣ (4) 名古屋⼤
2 10.95 Q ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤
3 11.23 q 酒井 渉太 (M1) 岐⾩⼤
4 11.36 伊藤 拓哉 (1) 三重⼤
5 11.69 鈴⽊ 海⽃ (1) 静岡⼤
-- DNS 蔵 浩暉 (3) 名古屋⼤

男⼦ 100m 予選3組（-0.7）
1 10.80 Q ⿃居 ⻘⽮ (4) 名古屋⼤
2 11.00 Q 北村 祐⼈ (4) 愛知教育⼤
3 11.44 福島 啓太 (2) 名古屋⼯⼤
4 11.90 河上 優利 (1) 静岡⼤
-- DNS 深松 佳範 (M2) 岐⾩⼤
-- DNS 村松 幸耶 (M1) 岐⾩⼤

男⼦ 100m 決勝（+1.0）
1 10.74 中⼭ 凌 (4) 愛知教育⼤
2 10.75 ⿃居 ⻘⽮ (4) 名古屋⼤
3 10.86 ⼭本 悠⽣ (4) 名古屋⼤
4 10.91 北村 祐⼈ (4) 愛知教育⼤
5 11.08 江坂 真凛 (2) 名古屋⼯⼤
6 11.18 酒井 渉太 (M1) 岐⾩⼤
7 11.26 森 快晴 (1) 静岡⼤
8 11.34 ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤

男⼦ 200m 予選1組（-0.9）
1 22.65 Q 宮⽥ 優多 (4) 愛知教育⼤
2 22.71 Q ⻄川原 友輝 (2) 名古屋⼤
3 26.02 松岡 ⼤誠 (1) 静岡⼤
4 29.44 橋本 理希 (1) 名古屋⼯⼤
-- DNS 森本 直⽮ (3) 三重⼤

男⼦ 200m 予選2組（-0.6）
1 22.31 Q 福⼭ ⽃偉 (3) 愛知教育⼤
2 22.50 Q 伊藤 拓哉 (1) 三重⼤
3 23.45 q 藁科 怜也 (2) 静岡⼤



4 23.48 ⽥⼝ 雄暉 (3) 岐⾩⼤
5 25.79 橋本 ⼤季 (1) 名古屋⼯⼤
-- DNS ⽥中 遼裕 (2) 岐⾩⼤

男⼦ 200m 予選3組（-1.1）
1 22.58 Q ⽯神 夏実 (4) 静岡⼤
2 22.72 Q 髙間 聖⼤ (3) 名古屋⼤
3 23.11 q 上村 壮汰 (2) 名古屋⼤
4 24.22 萩原 碧海 (1) 名古屋⼯⼤
5 24.61 ⼭⽥ 晴⽣ (1) 岐⾩⼤

男⼦ 200m 決勝（-1.0）
1 21.95 福⼭ ⽃偉 (3) 愛知教育⼤
2 22.30 伊藤 拓哉 (1) 三重⼤
3 22.54 ⻄川原 友輝 (2) 名古屋⼤
4 22.54 ⽯神 夏実 (4) 静岡⼤
5 22.70 宮⽥ 優多 (4) 愛知教育⼤
6 22.76 上村 壮汰 (2) 名古屋⼤
7 22.82 髙間 聖⼤ (3) 名古屋⼤
8 23.50 藁科 怜也 (2) 静岡⼤

男⼦ 400m 予選1組
1 51.81 Q ⻑坂 侑⾺ (3) 愛知教育⼤
2 52.34 Q ⾼⽊ 陽 (3) 三重⼤
3 52.42 q ⻑瀬 博哉 (M1) 静岡⼤
4 54.48 岸⾕ 太志 (2) 名古屋⼯⼤
5 55.29 ⻑⾕部 ⿓輝 (1) 岐⾩⼤
-- DNS ⼭⼝ 凌司 (3) 岐⾩⼤

男⼦ 400m 予選2組
1 50.45 Q ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤
2 51.19 Q ⽯井 陽稀 (3) 名古屋⼤
3 52.76 益⽥ 隼冶 (2) 名古屋⼤
4 54.25 ⼟屋 ⿓⽮ (2) 静岡⼤
-- DNS 川本 駿⽃ (2) 静岡⼤

男⼦ 400m 予選3組
1 51.50 Q 佐々⽊ 寛太 (3) 愛知教育⼤
2 51.84 Q 藤井 康平 (3) 名古屋⼤
3 52.59 q 祖⽗江 悠⽣ (2) 岐⾩⼤
4 53.16 ⼩島 優佑 (2) 愛知教育⼤
5 54.48 井本 浩暉 (1) 名古屋⼯⼤



男⼦ 400m 決勝
1 50.08 佐々⽊ 寛太 (3) 愛知教育⼤
2 50.57 ⽯井 陽稀 (3) 名古屋⼤
3 50.62 藤井 康平 (3) 名古屋⼤
4 51.19 ⻑坂 侑⾺ (3) 愛知教育⼤
5 53.10 祖⽗江 悠⽣ (2) 岐⾩⼤
6 53.78 ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤
7 56.06 ⾼⽊ 陽 (3) 三重⼤
-- DNS ⻑瀬 博哉 (M1) 静岡⼤

男⼦ 800m 予選1組
1 2:00.51 Q 出島 典⽃ (M2) 三重⼤
2 2:01.17 Q ⼭崎 依織 (1) 静岡⼤
3 2:01.63 q 杉⽥ ⿓輝 (3) 名古屋⼯⼤
4 2:02.04 q ⽊村 和揮 (1) 名古屋⼤
-- DNS 秋好 亮祐 (3) 愛知教育⼤

男⼦ 800m 予選2組
1 2:01.01 Q 名和 将晃 (3) 三重⼤
2 2:01.70 Q ⽊村 将成 (4) 愛知教育⼤
3 2:02.52 佐藤 遥空 (1) 静岡⼤
4 2:03.95 ⼤久保 信哉 (3) 名古屋⼤
5 2:06.25 加藤 兄野 (3) 岐⾩⼤
6 2:06.66 ⼭﨑 創太 (1) 岐⾩⼤

男⼦ 800m 予選3組
1 2:00.60 Q 安井 遥祐 (4) 名古屋⼤
2 2:01.22 Q 安藤 啓貴 (3) 愛知教育⼤
3 2:02.14 ⼭内 直也 (4) 名古屋⼯⼤
4 2:02.70 ⽥⼝ ⼤翔 (1) 静岡⼤
5 2:15.19 ⾼⽊ 陽 (3) 三重⼤

男⼦ 800m 決勝
1 1:56.42 安井 遥祐 (4) 名古屋⼤
2 1:56.49 名和 将晃 (3) 三重⼤
3 1:57.22 ⽊村 将成 (4) 愛知教育⼤
4 1:58.58 出島 典⽃ (M2) 三重⼤
5 1:59.14 安藤 啓貴 (3) 愛知教育⼤
6 1:59.76 ⽊村 和揮 (1) 名古屋⼤
7 1:59.85 ⼭崎 依織 (1) 静岡⼤
8 2:02.07 杉⽥ ⿓輝 (3) 名古屋⼯⼤

男⼦ 1500m 決勝



1 3:57.67 ⼩渕 稜央 (3) 岐⾩⼤
2 3:59.16 河﨑 憲祐 (3) 名古屋⼤
3 4:01.21 重⽥ 直賢 (4) 名古屋⼤
4 4:05.87 安井 悠⼈ (M1) 名古屋⼯⼤
5 4:05.95 都築 拓実 (2) 愛知教育⼤
6 4:14.19 阿部 祥典 (2) 名古屋⼤
7 4:15.07 ⼭内 直也 (4) 名古屋⼯⼤
8 4:15.64 ⻑屋 奏佑 (1) 岐⾩⼤
9 4:17.20 ⽥原 滉⼰ (3) 三重⼤
10 4:18.99 中村 俊介 (M1) 岐⾩⼤
11 4:19.18 原林 諒 (4) 愛知教育⼤
12 4:20.52 ⽥畑 論太郎 (M2) 静岡⼤
13 4:27.32 村上 ⽂⽃ (1) 静岡⼤
14 4:30.58 松村 良太 (2) 三重⼤
15 4:33.63 加藤 貴⼤ (2) 三重⼤
-- DNS ⼩島 悠平 (4) 愛知教育⼤
-- DNS 新宮 ⼤輝 (2) 静岡⼤

男⼦ 5000m 決勝
1 15:10.47 ⼩渕 稜央 (3) 岐⾩⼤
2 15:14.22 ⽥尻 慎之介 (2) 名古屋⼤
3 15:16.05 吉原 諒 (2) 名古屋⼤
4 15:26.57 久保 勇稀 (3) 静岡⼤
5 15:33.13 松村 公平 (2) 名古屋⼤
6 16:03.30 吉川 ⻯平 (4) 三重⼤
7 16:18.28 近藤 勇⼈ (3) 静岡⼤
8 19:12.58 ⻑⾕川 塔⿇ (1) 名古屋⼯⼤
-- DNS 中井 裕⼈ (3) 静岡⼤
-- DNS 近藤 優磨 (2) 三重⼤
-- DNS 久原 涼 (2) 岐⾩⼤

男⼦ 110mH(1.067m) 予選1組（+0.8）
1 15.34 Q 齋藤 岳 (3) 名古屋⼤
2 15.40 Q 本⽥ 基偉 (3) 岐⾩⼤
3 15.91 Q ⽵村 颯真 (M2) 三重⼤
4 16.08 q 細川 健吾 (1) 静岡⼤
5 16.23 q ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤
-- DNS 花島 育⽃ (3) 岐⾩⼤

男⼦ 110mH(1.067m) 予選2組（-0.5）
1 14.96 Q ⼭本 武 (M2) 愛知教育⼤
2 15.09 Q ⼟居 駿⽃ (3) 愛知教育⼤
3 16.24 Q 松下 陸 (M2) 名古屋⼤
4 16.67 仲村 颯祐 (2) 岐⾩⼤



5 17.56 ⼤橋 功輝 (3) 三重⼤
6 19.22 飯⽥ 太陽 (1) 名古屋⼯⼤

男⼦ 110mH(1.067m) 決勝（+0.2）
1 14.74 ⼭本 武 (M2) 愛知教育⼤
2 14.82 齋藤 岳 (3) 名古屋⼤
3 14.94 ⼟居 駿⽃ (3) 愛知教育⼤
4 15.54 ⽵村 颯真 (M2) 三重⼤
5 15.86 ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤
6 16.11 細川 健吾 (1) 静岡⼤
7 16.14 松下 陸 (M2) 名古屋⼤
8 16.15 本⽥ 基偉 (3) 岐⾩⼤

男⼦ 400mH(0.914m) 決勝
1 52.11 NGR ⼭本 武 (M2) 愛知教育⼤
2 54.39 ⼟居 駿⽃ (3) 愛知教育⼤
3 56.04 稲⽥ 幹⼤ (2) 岐⾩⼤
4 56.23 葛城 広登 (4) 愛知教育⼤
5 57.67 宮川 智也 (3) 静岡⼤
6 59.58 武藤 正樹 (2) 名古屋⼯⼤
7 1:00.45 塩⾕ 和真 (1) 名古屋⼯⼤
8 1:04.42 ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤
-- DNS 蔵 浩暉 (3) 名古屋⼤

男⼦ 3000mSC(0.914m) 決勝
1 9:26.75 ⼩川 海⾥ (2) 名古屋⼤
2 9:40.98 川⼝ 怜央 (2) 三重⼤
3 9:42.22 寺島 ⻘ (3) 名古屋⼤
4 9:49.29 中川 ⼤輔 (2) 名古屋⼤
5 9:58.35 出⼾ 智⼤ (M1) 岐⾩⼤
6 10:37.00 久保 勇稀 (3) 静岡⼤
7 10:47.46 坂根 裕喜 (2) 静岡⼤
8 11:56.61 ⾕川原 ⿓之介 (M2) 岐⾩⼤
-- DNS ⼭内 直也 (4) 名古屋⼯⼤
-- DNS 三井 玲央 (M1) 名古屋⼯⼤
-- DNS ⻄村 健志 (4) 三重⼤
-- DNS 栗⼭ 樹希 (2) 静岡⼤
-- DNS 浦⻄ 佑輔 (M1) 三重⼤

男⼦ 4×100m 決勝
1 40.81 北村 祐⼈ (4)・中⼭ 凌 (4)・宮⽥ 優多 (4)・福⼭ ⽃偉 (3) 愛知教育⼤
2 41.22 ⼩島 七洋希 (4)・髙間 聖⼤ (3)・⿃居 ⻘⽮ (4)・⼭本 悠⽣ (4) 名古屋⼤



3 42.35 ⽯神 夏実 (4)・森 快晴 (1)・⻑瀬 博哉 (M1)・宮本 幸輝 (3) 静岡⼤
4 43.64 武藤 正樹 (2)・江坂 真凛 (2)・鈴⽊ 祐翔 (1)・福島 啓太 (2) 名古屋⼯⼤
-- DQ R1 ⼤橋 功輝 (3)・⼭内 健太郎 (3)・⾼⽊ 陽 (3)・伊藤 拓哉 (1) 三重⼤
-- DNS -- 岐⾩⼤

男⼦ 4×400m 決勝
1 3:21.76 佐々⽊ 寛太 (3)・⻑坂 侑⾺ (3)・葛城 広登 (4)・⼭本 武 (M2) 愛知教育⼤
2 3:22.29 ⽯井 陽稀 (3)・⼩島 七洋希 (4)・杉原 陸⽃ (3)・藤井 康平 (3) 名古屋⼤
3 3:31.16 宮川 智也 (3)・⻑瀬 博哉 (M1)・鈴⽊ 修⽃ (2)・川本 駿⽃ (2) 静岡⼤
4 3:36.88 岸⾕ 太志 (2)・塩⾕ 和真 (1)・井本 浩暉 (1)・萩原 碧海 (1) 名古屋⼯⼤
-- DNS -- 岐⾩⼤
-- DNS -- 三重⼤

男⼦ ⾛⾼跳 決勝
1 2m12 本⽥ 基偉 (3) 岐⾩⼤
2 2m06 松下 陸 (M2) 名古屋⼤
3 1m85 ⽵村 颯真 (M2) 三重⼤
4 1m80 猪⽖ 宏樹 (3) 静岡⼤
4 1m80 原野 俊輝 (1) 静岡⼤
6 1m75 菅沼 孝成 (1) 名古屋⼤
-- NM 成⼾ ⼤達 (1) 愛知教育⼤
-- NM ⻑⾕部 ⿓輝 (1) 岐⾩⼤

男⼦ 棒⾼跳 決勝
1 4m70 宮本 幸輝 (3) 静岡⼤
2 3m50 ⽵内 ⿇城 (2) 静岡⼤
2 3m50 佐藤 和樹 (3) 静岡⼤
4 3m50 伊藤 駿⼀郎 (D1) 名古屋⼤
-- NM 影⼭ 宥 (4) 岐⾩⼤
-- NM ⾕川原 ⿓之介 (M2) 岐⾩⼤
-- DNS 深松 佳範 (M2) 岐⾩⼤

男⼦ ⾛幅跳 決勝
1 6m80 +1.8 畔柳 優 (2) 愛知教育⼤
2 6m80 +1.2 花島 育⽃ (3) 岐⾩⼤
3 6m78 -0.0 仲村 颯祐 (2) 岐⾩⼤
4 6m78 +0.8 市川 忠樹 (3) 名古屋⼤
5 6m62 -0.8 海津 陽稀 (1) 静岡⼤
6 6m35 -0.1 岡⽥ 遼 (2) 愛知教育⼤
7 6m28 +0.9 清原 敬介 (4) 名古屋⼤
8 6m27 +1.5 ⼤橋 功輝 (3) 三重⼤
9 6m25 +1.1 ⼭内 健太郎 (3) 三重⼤



-- NM ⿃⼭ 修⼈ (2) 名古屋⼤
-- DNS ⽥中 遼裕 (2) 岐⾩⼤
-- DNS 渡辺 裕介 (3) 愛知教育⼤

男⼦ 三段跳 決勝
1 13m99 -0.9 本⽥ 基偉 (3) 岐⾩⼤
2 13m42 -0.1 今津 武琉 (1) 愛知教育⼤
3 13m31 -0.1 原野 俊輝 (1) 静岡⼤
4 13m13 +1.4 ⼤橋 功輝 (3) 三重⼤
5 13m10 +0.4 菅沼 孝成 (1) 名古屋⼤
6 13m07 +1.1 海津 陽稀 (1) 静岡⼤
7 12m99 +1.0 岡⽥ 遼 (2) 愛知教育⼤
8 12m82 +1.2 ⽵村 颯真 (M2) 三重⼤
9 12m66 -0.0 ⽝飼 佳寛 (3) 名古屋⼤
10 12m59 +1.2 ⽮頭 ⾶雄夏 (3) 愛知教育⼤
-- NM ⽥⼝ 雄暉 (3) 岐⾩⼤
-- DNS ⾼⽊ 陽 (3) 三重⼤
-- DNS 花島 育⽃ (3) 岐⾩⼤

男⼦ 砲丸投(7.260kg) 決勝
1 12m58 澤村 健⽃ (M2) 三重⼤
2 10m07 深松 佳範 (M2) 岐⾩⼤
3 9m70 糀 翔太 (3) 名古屋⼤
4 9m60 ⾕川原 ⿓之介 (M2) 岐⾩⼤
-- DNS ⼤野 雄⼠ (2) 愛知教育⼤

男⼦ 円盤投(2.000kg) 決勝
1 43m69 澤村 健⽃ (M2) 三重⼤
2 33m97 糀 翔太 (3) 名古屋⼤
3 33m29 安岡 ⼤⽣ (3) 名古屋⼤
4 31m95 ⽻柴 ⿓⼆ (3) 岐⾩⼤
5 28m41 岡本 元⾂ (2) 岐⾩⼤
6 27m87 深松 佳範 (M2) 岐⾩⼤
-- DNS ⼤野 雄⼠ (2) 愛知教育⼤

男⼦ ハンマー投(7.260kg) 決勝
1 36m02 糀 翔太 (3) 名古屋⼤
2 32m08 柳⽣ 憲伸 (4) 名古屋⼤
3 23m34 澤村 健⽃ (M2) 三重⼤
4 21m10 ⾕川原 ⿓之介 (M2) 岐⾩⼤



男⼦ やり投(0.800kg) 決勝
1 58m36 ⼤野 雄⼠ (2) 愛知教育⼤
2 57m23 松岡 幹也 (4) 名古屋⼤
3 46m87 糀 翔太 (3) 名古屋⼤
4 46m79 ⾕川原 ⿓之介 (M2) 岐⾩⼤
5 39m09 宮本 幸輝 (3) 静岡⼤
6 33m78 猪⽖ 宏樹 (3) 静岡⼤

⼥⼦ 100m 決勝（+0.1）
1 12.48 祖⽗江 真⼦ (3) 名古屋⼤
2 12.88 永野 朱⾳ (3) 愛知教育⼤
3 12.90 井森 優⽉ (1) 三重⼤
4 12.94 ⼤畑 晴⾹ (2) 三重⼤
5 13.11 宮下 真弥 (3) 岐⾩⼤
6 13.20 ⼩泉 満菜 (4) 愛知教育⼤
7 13.22 ⼩林 千芹 (1) 三重⼤
8 13.36 北嶋 真千 (1) 岐⾩⼤
9 13.88 冨⽥ 実佑 (1) 岐⾩⼤

⼥⼦ 200m 決勝（-1.1）
1 25.60 祖⽗江 真⼦ (3) 名古屋⼤
2 26.00 中迫 志穂⼦ (4) 岐⾩⼤
3 26.63 ⼤畑 晴⾹ (2) 三重⼤
4 27.18 井森 優⽉ (1) 三重⼤
5 27.18 宮下 真弥 (3) 岐⾩⼤
6 27.99 北嶋 真千 (1) 岐⾩⼤
-- DNS 後藤 真⾐ (1) 静岡⼤
-- DNS 北嶋 茉智 (2) 静岡⼤

⼥⼦ 400m 決勝
1 58.35 北嶋 茉智 (2) 静岡⼤
2 1:01.79 後藤 真⾐ (1) 静岡⼤
3 1:02.57 丹⽻ 優菜 (3) 名古屋⼤
4 1:02.59 浅野 蒼空 (1) 岐⾩⼤
5 1:03.92 井内 結叶 (1) 岐⾩⼤
6 1:04.25 澤藤 真華 (3) 愛知教育⼤
7 1:04.67 加藤 瞭奈 (2) 三重⼤
8 1:05.24 加藤 ⿇由 (4) 愛知教育⼤
9 1:10.75 兼房 由実 (3) 静岡⼤

⼥⼦ 800m 決勝
1 2:19.99 川井 唯吏奈 (2) 静岡⼤



2 2:24.65 安藤 朱⾥ (4) 愛知教育⼤
3 2:27.22 兼原 遥花 (3) 愛知教育⼤
4 2:31.70 安永 友⿇ (3) 三重⼤
5 2:32.32 ⼩林 悠 (1) 愛知教育⼤
6 2:34.00 ⽮島 愛実 (2) 三重⼤
7 2:34.75 三國 花 (2) 静岡⼤
8 2:35.65 細⾕ 奈津⼦ (2) 静岡⼤

⼥⼦ 3000m 決勝
1 10:48.77 ⼩名 陽⽇ (2) 静岡⼤
2 11:22.13 蝦名 花菜 (1) 静岡⼤
3 12:11.18 ⽵中 陽菜⼦ (1) 岐⾩⼤
-- DNS 鈴⽊ 万結 (2) 静岡⼤
-- DNS ⼭⽥ 珠実 (2) 三重⼤

⼥⼦ 100mH(0.840m) 決勝（-0.9）
1 14.89 真鍋 綾菜 (3) 愛知教育⼤
2 15.16 坂⼝ なつこ (2) 名古屋⼤
3 16.85 ⻑島 千紘 (1) 愛知教育⼤
4 18.15 ⽥中 瑠⾳ (2) 愛知教育⼤
5 19.27 ⼈⾒ 桃⾹ (3) 三重⼤
6 19.35 伊東 柚 (3) 三重⼤

⼥⼦ 4×100m 決勝
1 48.64 坂⼝ なつこ (2)・祖⽗江 真⼦ (3)・⼩林 はづき (4)・中村 友⾹ (4) 名古屋⼤
2 49.77 加藤 ⿇由 (4)・⼩泉 満菜 (4)・永野 朱⾳ (3)・⽊村 莉⼦ (3) 愛知教育⼤
3 49.82 ⼩林 千芹 (1)・⼤畑 晴⾹ (2)・加藤 瞭奈 (2)・井森 優⽉ (1) 三重⼤
4 50.84 冨⽥ 実佑 (1)・北嶋 真千 (1)・浅野 蒼空 (1)・宮下 真弥 (3) 岐⾩⼤

⼥⼦ 4×400m 決勝
1 4:00.57 永野 朱⾳ (3)・⼩泉 満菜 (4)・兼原 遥花 (3)・真鍋 綾菜 (3) 愛知教育⼤
2 4:04.81 ⼩名 陽⽇ (2)・北嶋 茉智 (2)・後藤 真⾐ (1)・川井 唯吏奈 (2) 静岡⼤
3 4:25.37 伊東 柚 (3)・⽮島 愛実 (2)・⼈⾒ 桃⾹ (3)・加藤 瞭奈 (2) 三重⼤
-- DNS -- 岐⾩⼤

⼥⼦ ⾛⾼跳 決勝
1 1m65 百合草 美優 (3) 名古屋⼤
2 1m55 中村 友⾹ (4) 名古屋⼤
3 1m45 渡邉 深友 (2) 愛知教育⼤
4 1m40 ⽥中 瑠⾳ (2) 愛知教育⼤
-- NM 鎌⽥ 友美 (M1) 名古屋⼤



-- DNS 峰⽥ 愛⼦ (2) 静岡⼤
-- DNS ⼩名 陽⽇ (2) 静岡⼤

⼥⼦ ⾛幅跳 決勝
1 5m41 +0.6 ⼩林 はづき (4) 名古屋⼤
2 5m13 -0.0 棚橋 実加 (M1) 愛知教育⼤
3 5m11 +0.1 清⽔ 咲穂 (4) 愛知教育⼤
4 4m99 +0.2 ⽥中 瑠⾳ (2) 愛知教育⼤
5 4m74 +0.5 江尻 智⾹ (3) 名古屋⼤
6 4m71 +0.3 ⼈⾒ 桃⾹ (3) 三重⼤
7 4m56 +0.6 伊東 柚 (3) 三重⼤
8 3m70 +0.2 芹澤 ⼩夏 (1) 静岡⼤
-- DNS 野村 美⽻ (2) 静岡⼤
-- DNS 峰⽥ 愛⼦ (2) 静岡⼤

⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 決勝
1 10m22 福井 杏 (3) 岐⾩⼤
2 10m18 ⼤森 万祐加 (4) 岐⾩⼤
3 8m96 ⽥中 瑠⾳ (2) 愛知教育⼤
4 8m46 今井 菜⽉ (2) 岐⾩⼤
5 8m07 松本 渚 (1) 三重⼤
6 7m42 梶 蒼依 (4) 三重⼤
7 5m15 中平 安美 (3) 名古屋⼤
-- DNS 今井 乃々佳 (1) 愛知教育⼤

⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 決勝
1 42m49 NGR ⼤森 万祐加 (4) 岐⾩⼤
2 28m79 福井 杏 (3) 岐⾩⼤
3 28m22 松本 渚 (1) 三重⼤
4 25m01 梶 蒼依 (4) 三重⼤
5 22m01 今井 菜⽉ (2) 岐⾩⼤

⼥⼦ やり投(0.600kg) 決勝
1 37m68 今井 菜⽉ (2) 岐⾩⼤
2 36m25 ⽥中 瑠⾳ (2) 愛知教育⼤
3 36m16 ⾦⼦ 亞未 (4) 静岡⼤
4 35m43 ⼤森 万祐加 (4) 岐⾩⼤
5 34m02 松本 渚 (1) 三重⼤
6 32m30 清⽔ 咲穂 (4) 愛知教育⼤
7 29m74 梶 蒼依 (4) 三重⼤
8 10m76 中平 安美 (3) 名古屋⼤
-- DNS 福井 杏 (3) 岐⾩⼤



-- DNS 栗⽥ 萌 (2) 静岡⼤
-- DNS 野村 美⽻ (2) 静岡⼤
-- DNS 今井 乃々佳 (1) 愛知教育⼤


