
種番 競技 種別 種目 氏名 所属 順位

1 陸上競技 成年男子 ４００ｍＨ 小　田　将　矢 名古屋大学 １位

1 陸上競技 成年男子 やり投 八　木　一　憲 みかん山 ７位

1 陸上競技 成年女子 ５０００ｍ 福　田　有　以 豊田自動織機 ５位

1 陸上競技 成年女子 ５０００ｍ競歩 矢　来　舞　香 中京大学 ５位

1 陸上競技 少年男子Ａ ４００ｍ 富　田　大　智 中京大学附属中京高校 ３位

1 陸上競技 少年男子Ａ やり投 堤　　　洸太郎 県立瑞陵高校 ２位

1 陸上競技 少年男子Ｂ １００ｍ 舘　野　峻　輝 中京大学附属中京高校 ６位

1 陸上競技 少年男子Ｂ ３０００ｍ 吉　村　聡　介 豊川高校 ６位

1 陸上競技 少年女子Ａ １００ｍ 井戸　アビゲイル風果 至学館高校 ８位

1 陸上競技 少年女子Ａ 走幅跳 高　橋　好　波 県立三好高校 ７位

1 陸上競技 少年女子Ｂ １００ｍ 倉　橋　美　穂 中京大学附属中京高校 ４位

1 陸上競技 少年男子共通 ８００ｍ 馬　場　勇一郎 中京大学附属中京高校 ５位

1 陸上競技 少年男子共通 走高跳 宇　野　琳太郎 安城学園高校 ６位

1 陸上競技 少年女子共通 ８００ｍ 川　島　実　桜 県立豊橋南高校 ４位

1 陸上競技 少年女子共通 三段跳 小　寺　波　音 安城学園高校 ２位

1 陸上競技 少年女子共通 やり投 田　中　友　梨 至学館高校 ４位

1 陸上競技 成年少年男子共通 ４×１００ｍリレー 愛知選抜 ― ８位

1 陸上競技 成年少年女子共通 ４×１００ｍリレー 愛知選抜 ― ２位

2 水泳（競泳） 成年男子 自由形100ｍ 安　江　貴　哉 新東工業㈱ ７位

2 水泳（競泳） 成年男子 背泳ぎ100ｍ 川　本　武　史 トヨタ自動車㈱ ３位

2 水泳（競泳） 成年男子 平泳ぎ100ｍ 山　中　祥　輝 ㈱ティラド ２位

2 水泳（競泳） 成年男子 バタフライ100ｍ 石　川　愼之助 日本大学 １位

2 水泳（競泳） 成年男子 リレー4×50ｍ 愛知選抜 ― ２位

2 水泳（競泳） 成年男子 メドレーリレー4×100ｍ 愛知選抜 ― １位

2 水泳（競泳） 成年女子 自由形50ｍ 西　津　亜　紀 中京大学 ５位

2 水泳（競泳） 成年女子 自由形400ｍ 後　藤　真由子 Jaked Elite Team ５位

2 水泳（競泳） 成年女子 背泳ぎ100ｍ 小　西　杏　奈 ガスワン ５位

2 水泳（競泳） 成年女子 個人メドレー200ｍ 伊　藤　悠　乃 日本大学 ７位

2 水泳（競泳） 成年女子 リレー4×50ｍ 愛知選抜 ― １位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ バタフライ200ｍ 山　田　悠　太 中京大学附属中京高校 ７位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 自由形50ｍ 白　崎　礼　人 中京大学附属中京高校 ６位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 自由形100ｍ 加　藤　晃　成 中京大学附属中京高校 ６位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 平泳ぎ100ｍ 成　瀬　叶　来 愛知産業大学三河高校 ８位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 個人メドレー200ｍ 加　藤　晃　成 中京大学附属中京高校 ２位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ リレー4×100ｍ 愛知選抜 ― ６位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 自由形50ｍ 土　井　香　凜 豊川高校 ３位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 自由形100ｍ 神　野　ゆ　め 中京大学附属中京高校 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ バタフライ200ｍ 倉　知　玲央奈 愛知みずほ大学瑞穂高校 ６位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 個人メドレー400ｍ 東　　　みずき 豊川高校 ６位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ リレー4×100ｍ 愛知選抜 ― ４位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ メドレーリレー4×100ｍ 愛知選抜 ― ４位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 自由形100ｍ 藤　本　果　子 中京大学附属中京高校 ６位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 背泳ぎ100ｍ 芳　村　り　こ 春日井市立鷹来中学校 ３位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 平泳ぎ100ｍ 石　渡　　　遙 刈谷市立依佐美中学校 ４位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 個人メドレー200ｍ 木　村　碧　海 豊川高校 １位
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種番 競技 種別 種目 氏名 所属 順位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ リレー4×100ｍ 愛知選抜 ― ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ メドレーリレー4×100ｍ 愛知選抜 ― ４位

2 水泳（飛込） 成年女子 飛板飛込 若　林　佑希子 日本体育大学 ６位

2 水泳（飛込） 成年女子 高飛込 若　林　佑希子 日本体育大学 ８位

2 水泳（飛込） 少年男子 高飛込 鬼　頭　海　都 愛知みずほ大学瑞穂高校 ６位

2 水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 中　村　日　南 県立名古屋南高校 ７位

2 水泳(ＯＷＳ） 女子選手 ５㎞ 森　山　幸　美 山本光学㈱ １位

4 テニス 成年女子 ― 伊　藤　日　和・阿　部　宏　美 愛知選抜 ３位

4 テニス 少年女子 ― 川　出　莉　子・伊　藤　あおい 愛知選抜 ７位

5 ボート 少年女子 シングルスカル 加　藤　沙也花 県立猿投農林高校 ５位

7 ボクシング 成年男子 ライトフライ級 川　口　玲　司 中央大学 ２位

7 ボクシング 成年男子 バンタム級 内　山　雄　平 享栄高校(教諭) ５位

7 ボクシング 成年男子 ウェルター級 石　灘　隆　哉 日本大学 ５位

7 ボクシング 成年男子 ミドル級 田　中　廉　人 東洋大学 ２位

7 ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 三　島　康　貴 近畿大学 ３位

8 バレーボール(ビーチ) 少年男子 ― 生　田　　　光・詫　間　　　悠 県立碧南工業高校 ４位

8 バレーボール(ビーチ) 少年女子 ― 筧　　　明　莉・浅　井　小　春 名古屋市立西陵高校 ７位

9 体操(競技) 成年男子 ― 愛知選抜 ― ８位

9 体操(競技) 成年女子 ― 愛知選抜 ― ４位

9 体操(競技) 少年女子 ― 愛知選抜 ― ４位

9 体操（新体操） 少年女子 ― 伊藤・達城(優)・有働・竹中・達城(桃) 名古屋女子大学高校 ４位

9 体操(ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ) 女子 ― 加　藤　愛　歌 聖霊高校 ７位

10 バスケットボール 成年男子 ― リンタツ㈱ ― ５位

10 バスケットボール 成年女子 ― 愛知選抜 ― １位

10 バスケットボール 少年女子 ― 愛知選抜 ― １位

11 レスリング 成年男子 フリースタイル125Kg級 森　　　右　秀 中京学院大学 ５位

11 レスリング 成年男子 グレコローマン72㎏級 瀬　野　春　貴 ㈱ゴールドキッズ ３位

11 レスリング 少年男子 グレコローマン51㎏級 高　橋　瑠希弥 星城高校 ５位

11 レスリング 少年男子 グレコローマン125Kg級 ベレス　ダニエル 県立稲沢東高校 ５位

12 セーリング 成年男子 ４７０級 高　橋　洸　志・杉　浦　博　之 ㈱豊田自動織機 ８位

12 セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 福　村　拓　也 ㈱豊田自動織機 ５位

12 セーリング 成年女子 レーザーラジアル級 柿　元　麻　衣 ㈱豊田自動織機 ４位

13 ウエイトリフティング 成年男子 89㎏級スナッチ 扇　本　崇　聖 明治大学 ６位

13 ウエイトリフティング 成年男子 89㎏級クリーン＆ジャーク 扇　本　崇　聖 明治大学 ６位

13 ウエイトリフティング 成年男子 96㎏級スナッチ 大　矢　晃　輝 日本体育大学 ７位

13 ウエイトリフティング 成年男子 96㎏級クリーン＆ジャーク 大　矢　晃　輝 日本体育大学 ４位

13 ウエイトリフティング 女子 59㎏級クリーン＆ジャーク 斎　藤　　　陽 名古屋産業大学 ７位

13 ウエイトリフティング 少年男子 81㎏級クリーン＆ジャーク 祖父江　月　歩 名城大学附属高校 ５位

13 ウエイトリフティング 少年男子 89㎏級スナッチ 今　瀬　竜　雅 愛知工業大学名電高校 ５位

13 ウエイトリフティング 少年男子 89㎏級クリーン＆ジャーク 今　瀬　竜　雅 愛知工業大学名電高校 ５位

15 自転車 少年男子 1㎞タイム・トライアル 纐　纈　洸　翔 愛知産業大学工業高校 ６位

16 ソフトテニス 成年女子 ― 那須・坂本・松田・竹田・奥嶋 愛知選抜 ３位

17 卓　球 成年男子 ― 田中・髙見・木造 愛知工業大学 ２位

17 卓　球 少年男子 ― 曽根・横谷・篠塚 愛知工業大学名電高校 ２位

18 軟式野球 成年男子 ― 和合病院 ― １位

19 相撲 成年男子 ― 中嶋・岡田・吉田 アイシン精機㈱ ５位



種番 競技 種別 種目 氏名 所属 順位

20 馬術 成年男子 馬場馬術競技 進　藤　義　浩 ホースファームエルミオーレ豊田 ７位

20 馬術 成年女子 標準障害飛越競技 今　井　有希奈 犬山乗馬クラブ ８位

21 フェンシング 少年男子 フルーレ 太田・河村・弓長 愛知選抜 ６位

22 柔　道 成年男子 ― 太田・竹中・古居・藤川・村上 愛知選抜 ３位

23 ソフトボール 成年男子 ― 愛知選抜 ― ３位

23 ソフトボール 成年女子 ― 愛知選抜 ― ２位

23 ソフトボール 少年男子 ― 愛知選抜 ― ５位

24 バドミントン 成年男子 ― 間瀬・森田・和田 愛知選抜 ４位

25 弓道 成年男子 遠的 赤尾・桜井・近藤 愛知選抜 ５位

25 弓道 成年女子 近的 丹下・松下・堀内 愛知選抜 ２位

25 弓道 成年女子 遠的 丹下・松下・堀内 愛知選抜 ６位

25 弓道 少年女子 近的 太田・加藤・酒井 愛知選抜 １位

26 ライフル射撃 成年男子 ＣＦＰ６０Ｍ 松　本　　　洋 愛知県警察 １位

26 ライフル射撃 成年男子 ＣＦＰ３０Ｍ 松　本　　　洋 愛知県警察 ２位

26 ライフル射撃 少年男子 ＢＲ３０Ｊ 岡　田　　　悠 県立豊田南高校 ７位

26 ライフル射撃 少年女子 ＢＰ６０ＭＪ 伊　藤　日　陽 県立安城高校 ２位

27 剣道 成年男子 ― 久田松・吉武・津田・阪野・北村 愛知選抜 ５位

27 剣道 少年女子 ― 佐波・岩坂・近藤・田口・三浦 愛知選抜 ５位

28 ラグビーフットボール 少年男子 ― 愛知選抜 ― ５位

29 スポーツクライミング 成年女子 リード 倉　　　菜々子・石　井　未　来 愛知選抜 ３位

29 スポーツクライミング 成年女子 ボルダリング 倉　　　菜々子・石　井　未　来 愛知選抜 １位

29 スポーツクライミング 少年男子 ボルダリング 野　中　　　凛・佐　野　大　輝 愛知選抜 ６位

29 スポーツクライミング 少年女子 リード 髙　尾　知　那・松　浦　くるみ 愛知選抜 ５位

29 スポーツクライミング 少年女子 ボルダリング 髙　尾　知　那・松　浦　くるみ 愛知選抜 ６位

30 カヌー(SP) 成年男子 スプリントK-1(200m) 松　代　龍　治 南山大学 ７位

30 カヌー(SP) 成年男子 スプリントK-1(500m) 松　代　龍　治 南山大学 ４位

30 カヌー(SP) 成年男子 スプリントC-1(200m) 近　藤　許　仁 豊田市消防本部 ４位

30 カヌー(SP) 成年女子 スプリントWK-1（200m） 宮　嶋　　　愛 人間環境大学(職員) １位

30 カヌー(SP) 成年女子 スプリントWK-1（500m） 宮　嶋　　　愛 人間環境大学(職員) １位

30 カヌー(SW) 成年女子 スラロームC-1(15ゲート） 岩　田　祥　子 ㈱東京建設コンサルタント ７位

30 カヌー(SW) 成年女子 スラロームC-1(25ゲート） 岩　田　祥　子 ㈱東京建設コンサルタント ６位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJK-2(200m) 鎌　田　　　響・嶺　澤　直　也 愛知選抜 ４位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJK-2(500m) 鎌　田　　　響・嶺　澤　直　也 愛知選抜 ５位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJC-1(200m) 森　　　陽　紀 杜若高校 １位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJC-1(500m) 森　　　陽　紀 杜若高校 ２位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJC-2(200m) 梅　村　昂　生・前　田　拓　海 杜若高校 ６位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJC-2(500m) 梅　村　昂　生・前　田　拓　海 杜若高校 ４位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJK-4(200m) 吉見・内田・後町・原田 愛知選抜 ３位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントJK-4(500m) 吉見・内田・後町・原田 愛知選抜 ４位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントJWK-2(200m) 礒　部　理　生・倉　橋　志　帆 愛知選抜 ２位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントJWK-2(500m) 礒　部　理　生・倉　橋　志　帆 愛知選抜 ５位

31 アーチェリー 成年男子 ― 戸松・武藤・野村 愛知選抜 ３位

34 なぎなた 成年女子 演技種目 三　浦　里　帆・林　　　香予子 愛知選抜 ４位



種番 競技 種別 種目 氏名 所属 順位

35 ボウリング 成年男子 団体戦(４人) 髙平・山田・犬飼・近藤 愛知選抜 ２位

35 ボウリング 少年男子 個人戦 林　　　元　輝 県立杏和高校 ２位

35 ボウリング 少年男子 個人戦 齋　藤　　　翔 県立鳴海高校 ３位

35 ボウリング 少年男子 団体戦 林　　　元　輝・齋　藤　　　翔 愛知選抜 ２位

35 ボウリング 少年女子 個人戦 水　谷　秋　穂 県立中川商業高校 １位

35 ボウリング 少年女子 団体戦 近　藤　菜　帆・水　谷　秋　穂 愛知選抜 １位

37 トライアスロン 成年女子 ― 潮　田　小　波 中京大学 １位


