
2012年8月25日(日)～26日(月) 大会名 大会コード　 12501600 ト ラ ッ ク 審 判 長 和田     靖

12501609 小池  弘文

三重陸上競技協会　 コード２４ 跳 躍 審 判 長 梅田　元紀

東海陸上競技協会・中日新聞社 競技場名 投 て き 審 判 長 山本　浩武

競技場コード　 ２４１０１０ 招 集 所 審 判 長 向井　俊哉
記 録 主 任 山本　勇人

日付 種目

中井　一磨(4) 10.47 寺田　健人(1) 10.51 川瀬聡一朗 10.52 田中　星次 10.54 岩田　　晃 10.64 横井　佑哉 10.72 山口　和也(2) 10.87

三重・東海大 愛知・中京大 静岡・ｲｻｼT.C 愛知・ﾄﾖﾀ自動車 長野・ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 愛知・愛知陸協 三重・皇學館大

田村　朋也(2) 21.10 岩田　　晃 21.35 安井　一樹(4) 21.67 川瀬　孝則(3) 21.77 渡辺　将志(1) 21.85 矢川　喬平(3) 21.89 宮澤　裕輝(3) 22.02

愛知・中京大 長野・ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 愛知・中京大 三重・桑名高 愛知・中央大 静岡・富士市立高 長野・松商学園高

袴田　千尋 47.51 武田　健太 47.86 岡田　壮平(1) 47.87 平野　達也(4) 48.58 法月　秀平 48.60 山崎　碧人(1) 48.86 水谷　拓也 49.28 小林　将大(3) 49.37

静岡・ｽｽﾞｷ浜松AC 三重・日本陸送 愛知・法政大 愛知・愛知教育大 静岡・中央大 三重・至学館大 三重・T.G.K 長野・丸子修学館

久我ｱﾚｷｻﾝﾃﾞﾙ 1:52.96 沼田　拓也 1:53.20 鷲見　建亮(1) 1:54.18 矢部　泰志 1:54.68 長江　定矢 1:55.15 坂　　直哉 1:57.77 杉田　佑弥 1:58.46 田口　祐貴 2:00.26

岐阜・岐阜経済大AC 愛知・ﾄﾖﾀ自動車 愛知・日本大 静岡・ｲｻｼT.C 三重・T.G.K 三重・T.G.K 愛知・東三河AC 静岡・浜松大

中村　智春 3:55.00 廣瀬　泰輔(2) 3:55.88 畔柳　隼弥(3) 3:56.37 坂　　直哉 3:58.14 松浦　大志(3) 3:58.15 髙天　祐紀 3:59.00 木下　雅裕(3) 4:00.74 吉村　光希 4:01.02

愛知・ﾄｰｴﾈｯｸ 三重・伊賀白鳳高 三重・伊賀白鳳高 三重・T.G.K 愛知・愛知高 静岡・三島走友会 愛知・愛知高 三重・ＮＴＮ

笹沼　悠司 14:33.28 水越　大輔 14:34.91 中村　智春 14:37.47 竹下　正人 14:42.29 川　　直人 14:44.19 加藤　　聡 14:44.72 森　　雅也 14:46.49 濵野　　健 14:50.78

三重・ＮＴＮ 愛知・中央発條 愛知・ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知・愛知製鋼 愛知・愛三工業 愛知・ﾄﾖﾀ自動車 愛知・ﾄｰｴﾈｯｸ 岐阜・岐阜陸協

阿部　哲史 30:38.89 川　　直人 30:42.82 中村　悠二 30:55.38 坂井　俊介 31:17.21 三谷　泰之 31:18.72 河南　耕二 31:21.40 松本　　淳 31:41.57 山下　伸一 32:26.47

愛知・ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知・愛三工業 愛知・愛知製鋼 愛知・中央発條 三重・柳河精機 愛知・中央発條 愛知・愛知製鋼 静岡・滝ｹ原自衛隊

古川裕太郎 13.96 内藤　真人 14.30 伊郷　明敏 14.39 天野　涼太(2) 14.72 里地　勇飛(1) 14.73 津ケ谷　海 14.85 栗田　佳典 15.06 杉山　　昇(3) 15.20

愛知・小島ﾌﾟﾚｽ 愛知・ミズノ 静岡・国際武道大 愛知・中京大 愛知・法政大 静岡・浜松大 静岡・城西大 岐阜・美濃加茂高

武田　健太 51.36 増岡　広昭 52.02 岡田　壮平(1) 52.66 西　　淳史 54.08 柳本　拓也 54.30 服部　達哉(3) 54.44 山本　躍斗 55.38 若井　薫浩 55.76

三重・日本陸送 愛知・東三河AC 愛知・法政大 愛知・東三河AC 三重・日本陸送 静岡・磐田南高 愛知・城西ＡＣ 静岡・城西大

梅枝　裕吉 8:55.09 清水　　勇 9:09.44 加藤　　聡 9:13.59 竹内　大地(2) 9:24.02 平松　翔太(3) 9:25.81 岡村　卓也(3) 9:26.13 船村　安洋 9:26.45 古波藏幸仁(3) 9:29.17

三重・ＮＴＮ 愛知・ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知・ﾄﾖﾀ自動車 愛知・中京大中京高 愛知・岡崎城西高 長野・丸子修学館 静岡・富士富士宮AC 愛知・岡崎城西高

山田　康太(3) 21:17.05 及川　文隆(2) 21:21.02 杉本　明洋 21:32.95 田坂　剛志(1) 22:05.40 川添　康平(3) 22:40.56 尾上　雄基(4) 22:55.25 大沼　太陽(2) 23:12.18 稲吉　悠多(1) 23:28.96

愛知・愛知高 愛知・愛知高 愛知・merclaire 愛知・至学館大 三重・金沢大 岐阜・中部学院大 静岡・浜北西高 愛知・至学館大

三重・宇治山田商高 40.41 愛知・名古屋高 40.62 愛知・中京大 40.74 三重・四日市工高 41.15 三重・岐阜経済大 41.18 愛知・名古屋大谷高 41.52 静岡・富士市立高 41.75 静岡・イサシT.C 41.75

浦井　崚自(1) =HT 古元　　翼(2) 大野　将士(2) 中川　想基(1) 青木　　準(4) 竹内　智昭(3) 鈴木　翔大(3) 今村　憲一

木下　来星(3) 河室　裕貴(3) 中川　恵輔(4) 田中　翔真(2) 瀬戸上　智(2) 金宮　圭佑(2) 矢川　喬平(3) 川瀬聡一朗

小池 龍緯( ) 掛川 真( ) 松本 優 ( ) 増 圭 郎( ) 東 魅輝( ) 實 大地( ) 井出 拓海( ) 櫛 大輔

主催団体名

期　日

陸協名

決　勝　一　覧　表

第 55 回 東 海 陸 上 競 技 選 手 権 大 会

兼 第 97 回 日 本 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 予 選 会

第 ２ ９ 回 東 海 小 学 生 リ レ ー 競 走 大 会

三 重 県 営 総 合 競 技 場 ・ 陸 上 競 技 場

7位 8位

8月26日
男子１００ｍ

風：+1.3

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月25日
男子２００ｍ

風：+0.1

8月26日 男子４００ｍ

8月25日 男子８００ｍ

8月26日 男子１５００ｍ

8月25日 男子５０００ｍ

8月26日 男子１００００ｍ

8月25日 男子５０００ｍＷ

8月25日
男子

４×１００ｍＲ

8月26日
男子１１０ｍＨ

風：-0.7

8月25日 男子４００ｍＨ

8月26日 男子３０００ｍＳＣ

小池　龍緯(3) 掛川　　真(2) 松本　優一(1) 増田圭一郎(3) 東　　魅輝(1) 實　　大地(2) 井出　拓海(3) 櫛田　大輔

岡咲　和歩(3) 金森　怜也(2) 寺田　健人(1) 諏訪　達郎 加藤　慎也(1) 宮﨑　海悠(3) 久松　　巧(3) 中野　浩一

愛知・東三河ＡＣ 3:14.73 愛知・トヨタ自動車 3:16.31 愛知・愛知学院大 3:19.20 静岡・浜松大 3:19.88 三重・四日市工高 3:21.95 愛知・至学館大 3:23.12 静岡・東海大翔洋高 3:23.15 愛知・名古屋大谷高 3:24.43

杉田　佑弥 東　　政義 三浦　央頌(1) 鍋田真那斗 小林　慶哉(1) 小池　遊野(3) 大勝　裕由(2) 實　　大地(2)

丹羽将一朗 原　　伸次 水野　　航(4) 田口　祐貴 前田　裕太(3) 鳥山　大輔(1) 宮田　洋希(3) 金宮　圭佑(2)

西　　淳史 沼田　拓也 伊東　雅哲(4) 谷口　正樹 喜多嶋勝平(3) 杭全　夢丸(1) 岡本　博樹(3) 飯田　崇人(1)

増岡　広昭 田中　星次 宮本　和佳(3) 原　　拓也 多田　光佑(3) 遠藤　昇平(M2) 白川龍之介(2) 夫馬　大介(2)

衛藤　　昂(S2) 2m13 赤井　裕明 2m10 加藤　紀一(4) 2m00 池田　悠斗(3) 2m00 井戸田　峻(3) 2m00

三重・鈴鹿高専 愛知・愛知陸協 愛知・名古屋工業大 静岡・東海大翔洋高 岐阜・美濃加茂高

大井　拓也(1) 2m00 川端　哲矢(1) 2m00

愛知・愛知教育大 愛知・順天大

三浦　孝宗 2m00

静岡・ｸﾞﾗｯﾁｪ静岡AC

山本　聖途(3) 5m50 笹瀬　弘樹 5m00 近藤　清貴(3) 5m00 榎　　将太(1) 4m80 髙橋　義貴(2) 4m70 富田　啓介(3) 4m70 中村　宇宙(2) 4m50

愛知・中京大 静岡・ｽｽﾞｷ浜松AC 愛知・中京大 愛知・中京大 静岡・富士宮北高 静岡・磐田農高 三重・皇學館大

高橋　雄太(5) 4m70

三重・三重大

楠川　祥生(3) 7m52(+3.0) 東　　孝一 7m52(-0.2) 松原　　奨 7m49(+1.4) 木村　友紀 7m41(+0.9) 堂地　鉄平 7m25(+1.7) 長尾　勇佑(4) 7m20(+1.7) 南　晋太郎(2) 7m14(-2.8) 中　宗一郎(3) 7m09(+1.9)

三重・筑波大 *F4 愛知・小島ﾌﾟﾚｽ 静岡・東海大 愛知・愛知陸協 静岡・静岡陸協 岐阜・慶應義塾大 愛知・中京大 岐阜・岐阜大

公認7m45(-1.2)

山本　　格 16m22(+3.8) 佐脇　　匠(3) 15m72(+0.7) 山本　雄介 15m56(+1.0) 木村　友紀 15m29(-0.2) 中山　昴平(3) 15m22(+1.9) 中西　健斗 15m16(+0.6) 松下　　元 15m11(+3.2) 伊藤嶺一郎(3) 14m96(+2.6)

三重・三重教員AC *F6 岐阜・愛知教育大 愛知・小島ﾌﾟﾚｽ 愛知・愛知陸協 長野・上田東高 静岡・中京大 静岡・静岡陸協 *F5 愛知・中京大 *F5

公認15m60(-0.1) 公認14m96(+0.5) 公認14m82(+1.3)

村川　洋平 16m52 山元　　隼(3) 15m59 南　　幸裕 14m84 赤間　祐一(2) 14m25 奥田　雄也 14m14 越　　寛将(1) 13m94 鈴木　郷史 13m76 渡邉　知将(1) 13m04

静岡・ｽｽﾞｷ浜松AC 岐阜・中京大 三重・三重教員AC 静岡・浜松城北工高 岐阜・藤沢屋 愛知・中京大 静岡・中央大 岐阜・岐阜経済大

越　　寛将(1) 49m76 中村　一裕 46m99 山田　晃広(2) 42m87 吉村　和也(3) 42m53 亀井　浩平(3) 42m06 小出　拓実(3) 39m93 竹下　優也 39m45 熊井　大地 37m52

愛知・中京大 静岡・中央大 岐阜・岐阜経済大 岐阜・中京大 三重・岐阜経済大 愛知・名古屋高 静岡・中央大 長野・松本大

一柳　英之(3) 60m06 墨　　訓熙(1) 59m09 高村　竜麻 56m77 森本　涼太(2) 55m96 小林　龍太 53m56 濱井　佑斗(3) 52m04 岡山　　智 50m98 丹生　将稔 50m98

愛知・中京大 愛知・中京大 静岡・中央大 三重・国際武道大 長野・筑波大院 三重・岐阜経済大 三重・三重教員AC 三重・三重陸協

峰　　達矢(3) 70m81 齋藤　文孝(2) 68m76 荒木　崇裕 66m88 岡澤　寿明 65m19 村田　英俊 64m07 下り藤修大 64m06 榊原　寛紀 62m39 小野　顕佳(3) 61m27

三重・大阪体育大 岐阜・日本大 三重・ASSA-TC 静岡・静岡陸協 三重・日本陸送 愛知・小島ﾌﾟﾚｽ 愛知・豊田自動織機 愛知・同志社大

8月26日 男子棒高跳

8月25日 男子走幅跳

8月26日 男子走高跳

8月26日 男子三段跳

8月25日 男子砲丸投

8月26日 男子円盤投

8月25日 男子ハンマー投

8月26日 男子やり投

8月26日
男子

４×４００ｍＲ


