
ト ラ ッ ク 審 判 長 角谷　和宏

跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

小林　龍弥(4) 11.15 生川　将(2) 11.33 廣瀬　友哉(4) 11.61 長崎　優輝(5) 11.64 川添　葵吏(3) 11.70 荒田　成臣(2) 12.01 森　一翔(3) 12.10 小池　鼓太郎(5) 12.30
鈴鹿高専 鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 鈴鹿高専 鳥羽商船 沼津高専 沼津高専
中西　陽(1D) 11.18(-1.6) 滝口　周(S2) 11.30(-1.6) 塚本　亮祐(5) 12.61(-1.6) 蘇武　俊太朗(1) 12.99(-1.6)
豊田高専 沼津高専 沼津高専 岐阜高専
生川　将(2) 22.97 桝田　啓一郎(4) 23.43 齋藤　達志(5) 23.44 京道　慶(5) 23.81 小池　鼓太郎(5) 24.19 白木　克弥(1) 25.00 沖夏　里武(1) 25.43 松尾　駿寿(1) 26.22
鈴鹿高専 鈴鹿高専 沼津高専 鈴鹿高専 沼津高専 豊田高専 沼津高専 豊田高専
中西　陽(1D) 22.89(-0.2) 永井　大智(1) 26.74(-0.2)
豊田高専 岐阜高専
柴田　篤弥(4) 50.85 服部　暉大(4) 51.81 桝田　啓一郎(4) 52.53 京道　慶(5) 53.01 矢田　恵都(3) 53.37 齋藤　龍成(3) 55.34 谷敷　怜空(1) 58.39 齋藤　達志(5) 58.45
豊田高専 岐阜高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鳥羽商船 豊田高専 沼津高専
伊藤　瑠威(3) 1:57.84 岡田　昂大(5) 2:02.10 大野　聡太(4) 2:06.03 金森　湧大(3) 2:06.16 髙間　光(4) 2:07.00 吉田　泰志(5) 2:07.03 伊藤　渉(4) 2:14.78
鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 岐阜高専 豊田高専
伊藤　瑠威(3) 4:07.53 大野　聡太(4) 4:17.93 岡田　昂大(5) 4:19.49 山本　駿介(5) 4:20.83 山川　幹弘(4) 4:20.90 金森　湧大(3) 4:21.08 髙柳　柊(3) 4:23.84 加納　歩輝(4) 4:27.20
鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 豊田高専 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専
村松　稜太(1) 4:38.33 中山　友貴(2) 4:43.73 藤村　竜雅(1) 4:46.92 齋藤　海琉(2) 4:55.77
豊田高専 豊田高専 岐阜高専 豊田高専
村松　稜太(1) 10:07.80 中山　友貴(2) 10:21.27 佐々木　太馳(1) 10:32.71
豊田高専 豊田高専 豊田高専
加納　歩輝(4) 17:06.28 髙柳　柊(3) 17:07.00 阿部　泰樹(1) 17:18.43 植田　椋太(2) 17:29.25 宮田　祐貴(4) 17:51.70 田村　直人(2) 18:14.52 宮田　磨那音(1) 18:22.88 澤田　遼介(2) 18:42.85
鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 岐阜高専 岐阜高専
常光　暁(3) 16.35 松尾　灯朗(2) 16.74 尾畑　賢(3) 17.75 川田　貴優(3) 18.94 藤井　尚輝(1) 21.35
鈴鹿高専 鈴鹿高専 岐阜高専 鈴鹿高専 岐阜高専
川田　貴優(3) 1:01.71 松尾　灯朗(2) 1:03.45 渡邊　貴大(2) 1:12.24
鈴鹿高専 鈴鹿高専 沼津高専
鈴鹿高専 42.61 沼津高専 44.75 豊田高専 44.82 岐阜高専 46.18
京道　慶(5) 木村　稟(2) 野間　智瑛(1) 松原　史浩(3)
小林　龍弥(4) 齋藤　達志(5) 柴田　篤弥(4) 永井　大智(1)
岡﨑　稜汰(5) 内田　幸志(3) 下野　真暉(4) 廣瀬　友哉(4)
生川　将(2) 小池　鼓太郎(5) 藏地　唯斗(5) 尾畑　賢(3)
岐阜高専 3:29.22 鈴鹿高専 3:31.31 豊田高専 3:39.60 沼津高専 3:46.24 鳥羽商船 3:47.32
廣瀬　友哉(4) 矢田　恵都(3) 藏地　唯斗(5) 木村　稟(2) 齋藤　龍成(3)
服部　暉大(4) 京道　慶(5) 伊藤　渉(4) 内田　幸志(3) 荒田　成臣(2)
長崎　優輝(5) 岡﨑　稜汰(5) 山本　駿介(5) 沖夏　里武(1) 岡　瑶介(1)
髙橋　直人(5) 桝田　啓一郎(4) 柴田　篤弥(4) 齋藤　達志(5) 坂倉　悠斗(1)
岡﨑　稜汰(5) 1m88 中馬　義貴(4) 1m88 小林　龍弥(4) 1m80 藏地　唯斗(5) 1m75 茶谷　光陽(4) 1m60 渕上　青夏(2) 1m50
鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 豊田高専 豊田高専 岐阜高専
藏地　唯斗(5) 4m00
豊田高専
岡﨑　稜汰(5) 6m55(+1.3) 安江　大登(5) 6m53(+2.2) 髙松　海斗(5) 6m16(+1.2) 木村　稟(2) 6m12(+2.0) 田中　聡真(1) 6m10(+2.8) 荒田　成臣(2) 6m03(+0.9) 板倉　大悟(2) 5m80(+2.5) 内田　幸志(3) 5m67(+0.8)
鈴鹿高専 岐阜高専 *F4 鈴鹿高専 沼津高専 豊田高専 *F6 鳥羽商船 豊田高専 *F6 沼津高専

公認6m42(+1.3) 公認5m89(+1.8) 公認5m39(+0.6)

髙松　海斗(5) 12m40(+1.5) 田中　聡真(1) 12m07(+3.7) 鈴木　郁也(2) 11m02(+1.6)
鈴鹿高専 豊田高専 公認記録なし 沼津高専
髙野　夢衣斗(4) 12m44 池田　響(3) 11m78 北園　智史(5) 10m64 廣垣　凜太郎(2) 10m55 前田　幹太(4) 10m21 川地　修平(1) 7m80 本田　岳土(5) 6m61 大中　波輝(1) 5m34
岐阜高専 鈴鹿高専 岐阜高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 岐阜高専 豊田高専 豊田高専
泉　光暢(5) 30m89 藏地　唯斗(5) 29m33 前田　幹太(4) 28m05 吉田　彬(5) 27m40 八木　伽月(4) 27m26 真喜　皓大(4) 27m16 塚本　亮祐(5) 17m91 川地　修平(1) 17m61
鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 沼津高専 岐阜高専 岐阜高専 沼津高専 岐阜高専
真喜　皓大(4) 51m79 髙野　夢衣斗(4) 51m41 泉　光暢(5) 50m61 北園　智史(5) 49m98 吉田　彬(5) 46m55 本田　岳土(5) 35m60 伊藤　大河(4) 28m85 大中　波輝(1) 13m10
岐阜高専 岐阜高専 鈴鹿高専 岐阜高専 沼津高専 豊田高専 豊田高専 豊田高専

対抗得点 男子学校対抗 鈴鹿高専 157点 岐阜高専 83点 豊田高専 48点 沼津高専 26点 鳥羽商船 5点

7月4日 男子やり投(800g)

7月3日 男子三段跳

7月4日 男子砲丸投(6.000kg)

7月3日 男子円盤投(1.750kg)

7月3日 男子棒高跳

7月4日 男子走幅跳

7月3日 男子４×１００ｍR

7月4日 男子４×４００ｍR

7月3日 男子走高跳

7月4日 男子５０００ｍ

7月4日
男子110mH(106.7㎝/9.14m)

風：+0.7

7月3日 男子４００ｍH(91.4㎝/35.0m)

7月3日 男子１５００ｍ

7月4日 OP男子１５００ｍ

7月3日 OP男子３０００ｍ

7月4日 OP男子２００ｍ

7月3日 男子４００ｍ

7月4日 男子８００ｍ

8位

7月3日
男子１００ｍ

風：-2.3

7月3日 OP男子１００ｍ

7月4日
男子２００ｍ

風：-1.4

第59回東海地区国立高等専門学校体育大会陸上競技 【21501606】
AGF鈴鹿鈴鹿陸上競技場 【233080】
2021/07/03 ～ 2021/07/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

凡例  *F4:４回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 *JO:順位決定試技による記録



ト ラ ッ ク 審 判 長 角谷　和宏

跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目 8位

第59回東海地区国立高等専門学校体育大会陸上競技 【21501606】
AGF鈴鹿鈴鹿陸上競技場 【233080】
2021/07/03 ～ 2021/07/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

藤井　結菜(2) 13.48 大葉　美月(5) 13.61 冨田　こまち(3) 13.69 吉澤　花音(2) 14.01 亀高　暖(1) 14.05 松本　七海(3) 14.10 加藤　亜沙日(1) 14.96 片岡　由佳理(2) 15.78
岐阜高専 鈴鹿高専 豊田高専 岐阜高専 豊田高専 鳥羽商船 岐阜高専 沼津高専
藤井　結菜(2) 27.44 大葉　美月(5) 28.15 津曲　香奈(4) 28.62
岐阜高専 鈴鹿高専 豊田高専
鹿野　有希(4) 2:50.46 早川　ゆきの(1) 2:53.64 羽田野　愛恵(1) 3:05.35
岐阜高専 岐阜高専 岐阜高専
鹿野　有希(4) 12:43.17
岐阜高専
冨田　こまち(3) 17.32 吉澤　花音(2) 17.74
豊田高専 岐阜高専
豊田高専 53.10 岐阜高専 54.49
冨田　こまち(3) 加藤　亜沙日(1)
亀高　暖(1) 藤井　結菜(2)
鈴村　里緒葉(1) 吉澤　花音(2)
津曲　香奈(4) 早川　ゆきの(1)
村松　歩佳(5) 1m43 松本　望(1) 1m40 鈴村　里緒葉(1) 1m30
鈴鹿高専 *JO 鳥羽商船 豊田高専
加藤　亜沙日(1) 4m94(+1.7) 村松　歩佳(5) 4m57(+1.4) 吉澤　花音(2) 4m45(+2.8) 河﨑　みゆき(3) 4m11(+1.7) 藤井　結菜(2) 3m75(+1.9)
岐阜高専 鈴鹿高専 岐阜高専 *F4 沼津高専 岐阜高専

公認4m37(+1.4)

野村　綺々(4) 6m74 北川　麗(5) 6m31 羽田　咲菜(4) 5m08 今村　奈郁(4) 4m64
鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 岐阜高専
青木　真里亜(4) 27m25
沼津高専

対抗得点 女子学校対抗 岐阜高専 51点 鈴鹿高専 17点 豊田高専 6点 沼津高専 3点 鳥羽商船 1点
凡例  *F4:４回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 *JO:順位決定試技による記録

7月4日 女子砲丸投(4.000kg)

7月4日 女子やり投(600g)

7月3日 女子４×１００ｍR

7月3日 女子走高跳

7月4日 女子走幅跳

7月4日 女子８００ｍ

7月3日 女子３０００ｍ

7月4日
女子１００ｍH(84.0㎝/8.5m)

風：+0.6

7月3日
女子１００ｍ

風：-1.8

7月4日
女子２００ｍ

風：-0.4

凡例  *F4:４回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 *JO:順位決定試技による記録



合　計　得　点 83 5 157 48 26

や　　り　　投 15 4 1 2

円　　盤　　投 3 11 5 3

砲　　丸　　投 12 10

三　　段　　跳 7 5 4

走　　高　　跳 1 16 5

走　　幅　　跳 5 1 11 2 3

４×４００ｍＲ 7 2 5 4 3

４×１００ｍＲ 3 7 4 5

１１０ｍＨ 6 15

５，０００ｍ 13 9

１，５００ｍ 9 8 5

８００ｍ 10 12

４００ｍ 5 1 9 7

陸上競技得点表（男子）

           校　名
岐阜 鳥羽 鈴鹿 豊田 沼津

種　目

43152順　　　　　位

２００ｍ 15 1 6

１００ｍ 7 1 14



陸上競技得点表（女子）

           校　名
岐阜 豊田 沼津 鈴鹿 鳥羽

種　目

１００ｍ 10 6 5 1

８００ｍ 16

走　幅　跳 13 3 5

砲　丸　投 12 7

5

合計得点 51 6 3 17 1

順　　　位 1 3 4 2
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