
種番 競技 種別 種目 氏名 所属 順位

1 陸上競技 成年男子 やり投 坂本　達哉 T-LABO ４位

1 陸上競技 成年女子 5000ｍ 山本　有真 名城大学 １位

1 陸上競技 成年女子 棒高跳 所　杏子　 ラフィネ ７位

1 陸上競技 少年男子Ａ 100ｍ 小島　拓真 名古屋大谷高校 ７位

1 陸上競技 少年男子Ａ ハンマー投 神戸　良介 県立三好高校 ３位

1 陸上競技 少年女子Ａ 100ｍ 藏重　みう 中京大学附属中京高校 ２位

1 陸上競技 少年女子Ａ 800ｍ 森　千莉 豊田大谷高校 ３位

1 陸上競技 少年女子Ａ 100ｍH 林　美希 中京大学附属中京高校 １位

1 陸上競技 少年女子Ａ 300ｍH 和佐田　真広 中京大学附属中京高校 ６位

1 陸上競技 少年女子Ａ やり投 堤　陽菜 名古屋大谷高校 ６位

1 陸上競技 少年男子共通 800ｍ 山田　直希 中京大学附属中京高校 ４位

1 陸上競技 少年女子共通 走幅跳 松村　琴都 県立瑞陵高校 ２位

1 陸上競技 男女混合 4×400ｍリレー 小島（颯）・和佐田・森・吉津 愛知選抜 ７位

2 水泳（競泳） 成年男子 背泳ぎ100ｍ 江戸　勇馬 菱信工業㈱ ５位

2 水泳（競泳） 成年男子 バタフライ100ｍ 川本　武史 トヨタ自動車㈱ ２位

2 水泳（競泳） 成年男子 メドレーリレー4×100ｍ 江戸・間島・川本・武田 愛知選抜 ５位

2 水泳（競泳） 成年女子 自由形50ｍ 神野　ゆめ 中京大学 ４位

2 水泳（競泳） 成年女子 自由形100ｍ 神野　ゆめ 中京大学 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 バタフライ100ｍ 髙橋　美紀 林テレンプ㈱ ７位

2 水泳（競泳） 成年女子 フリーリレー4×50ｍ 神野・藤本・小西・髙橋 愛知選抜 ３位

3 水泳（競泳） 成年女子 メドレーリレー4×100ｍ 小西・朝日・髙橋・神野 愛知選抜 ３位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ 自由形50ｍ 岩村　航佑 中京大学附属中京高校 ７位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ 自由形400ｍ 小池　晶 愛知みずほ大学瑞穂高校 ７位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ 平泳ぎ200ｍ 杉浦　凜汰郎 中京大学附属中京高校 ４位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ 個人メドレー400ｍ 加藤　涼 中京大学附属中京高校 ６位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ フリーリレー4×200ｍ 小池・加藤・早川・坂本 愛知選抜 ５位

2 水泳（競泳） 少年男子Ａ メドレーリレー4×100ｍ 笠原・杉浦・加藤・岩村 愛知選抜 ５位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 自由形50ｍ 浅野　雅久 日進市立日進北中学校 ４位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 自由形100ｍ 山田　太陽 豊川高校 ７位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 自由形400ｍ 堀田　武蔵 中京大学附属中京高校 ３位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ バタフライ100ｍ 土方　遥斗 豊川高校 ３位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 個人メドレー200ｍ 西川　我咲 豊川高校 ２位

2 水泳（競泳） 少年男子Ｂ フリーリレー4×100ｍ 村佐・山田・土方・西川 愛知選抜 ３位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 自由形50ｍ 松浦　百愛 豊川高校 ８位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 背泳ぎ200ｍ 鈴木　彩心 豊川高校 ４位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 平泳ぎ200ｍ 石渡　遙 豊川高校 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ バタフライ200ｍ 太田　紗彩 豊川高校 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ 個人メドレー400ｍ 鈴木　彩心 豊川高校 ２位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ フリーリレー4×100ｍ 石渡・松浦・太田・鈴木 愛知選抜 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ａ メドレーリレー4×100ｍ 鈴木・石渡・太田・松浦 愛知選抜 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 個人メドレー200ｍ 米田　愛菜 豊川高校 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子Ｂ メドレーリレー4×100ｍ 上田・有元・小島・福岡 愛知選抜 ５位

2 水泳（競泳） 少年女子共通 自由形400ｍ 花山　彩良 豊川高校 ５位
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2 水泳（飛込） 成年男子 飛板飛込 片岡　龍之介 中京大学 ８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 飛板飛込 片岡　三亮 飛島村立飛島学園 ４位

2 水泳（飛込） 少年男子 高飛込 片岡　三亮 飛島村立飛島学園 ８位

2 水泳（ＡＳ） 少年女子 デュエット 藤井・堀田 愛知選抜 １位

4 テニス 成年女子 ― 阿部・永田 愛知選抜 １位

4 テニス 少年女子 ― 津田・山本 愛知選抜 １位

5 ボート 成年男子 舵手つきフォア 藤原・柘植・是谷・木村・山口 トヨタ紡織㈱ ４位

5 ボート 成年男子 ダブルスカル 山尾・安井 トヨタ紡織㈱ ２位

7 ボクシング 成年男子 ライト級 大橋　蓮 東京農業大学 １位

7 ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 墨　亮多 日本体育大学 ５位

7 ボクシング 少年男子 ピン級 三芳　亮太 名古屋工学院専門学校高等課程 ５位

7 ボクシング 少年男子 フライ級 村田　碧 享栄高校 ３位

7 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 木場　海星 名古屋工学院専門学校高等課程 ３位

7 ボクシング 少年男子 ミドル級 頓京　正悟 名古屋工学院専門学校高等課程 ５位

8 バレーボール(６人制) 少年男子 ― 愛知選抜 ― ２位

8 バレーボール(ビーチ) 少年男子 ― 塚元・庄司 愛知選抜 ７位

9 体操(競技) 成年女子 ― 湯元・槇林・石田・苅谷・榊原 愛知選抜 ３位

9 体操(競技) 少年女子 ― 古賀・笠原・加藤・牛奥・中島 愛知選抜 ３位

9 体操（新体操） 少年女子 ― 杉山・栗田・西村・平澤・有働 名古屋女子大学高校 ３位

9 体操(ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ) 女子 ― 加藤　愛歌 大泉スワロー体育クラブ ７位

10 バスケットボール 成年男子 ― リンタツ㈱ ― ３位

10 バスケットボール 成年女子 ― 愛知学泉大学 ― ３位

10 バスケットボール 少年女子 ― 桜花学園高校 ― １位

11 レスリング 成年男子 フリースタイル86kg級 松雪　泰成 ㈱レスターホールディングス ２位

11 レスリング 成年男子 フリースタイル125kg級 森　右秀 東央工業㈱ ５位

11 レスリング 少年男子 フリースタイル55kg級 満永　大楽 星城高校 ５位

11 レスリング 少年男子 フリースタイル92kg級 近藤　大朗 名古屋高校 ３位

11 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル125kg級 向井　優天 星城高校 ５位

12 セーリング 少年男子 420級 榎本・角田 愛知選抜 ４位

13 ウエイトリフティング 成年男子 67㎏級スナッチ 古屋敷　拓也 エイベックス㈱ ２位

13 ウエイトリフティング 成年男子 67㎏級クリーン＆ジャーク 古屋敷　拓也 エイベックス㈱ ４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 祖父江　月歩 日本大学 ８位

13 ウエイトリフティング 少年男子 89㎏級スナッチ 田中　優生 愛知工業大学名電高校 ６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 田中　優生 愛知工業大学名電高校 ７位

14 ハンドボール 成年男子 ― 豊田合成㈱ ― ２位

14 ハンドボール 成年女子 ― ＨＣ名古屋 ― ５位

14 ハンドボール 少年女子 ― 愛知選抜 ― ３位

15 自転車 女子 500mタイムトライアル 大野　風貴芽 日本体育大学 ４位

16 ソフトテニス 成年女子 ― 松田・坂本・那須・久木・奥田 愛知選抜 １位

17 卓　球 成年男子 ― 田中・篠塚・谷垣 愛知選抜 １位

17 卓　球 成年女子 ― 阿部・大川・岡田 愛知選抜 ５位

17 卓　球 少年男子 ― 鈴木・吉山・中村 愛知選抜 １位

17 卓　球 少年女子 ― 今枝・小林・栗山 愛知選抜 ５位

21 フェンシング 成年男子 フルーレ 久米・太田・河村 愛知選抜 ８位

21 フェンシング 少年男子 フルーレ 長谷川・杉浦・林川 愛知選抜 ４位



種番 競技 種別 種目 氏名 所属 順位

23 ソフトボール 成年男子 ― 愛知選抜 ― ２位

24 バドミントン 成年男子 ― 馬屋原・村本・松村 愛知選抜 ３位

24 バドミントン 少年男子 ― 近藤・永森・冨田 愛知選抜 ５位

25 弓道 成年女子 近的 長谷川・塚田・久野 愛知選抜 ２位

25 弓道 成年女子 遠的 長谷川・塚田・久野 愛知選抜 ６位

25 弓道 少年男子 遠的 寺師・小野田・工藤 愛知選抜 ８位

25 弓道 少年女子 近的 山口・今田・丸山 愛知選抜 １位

25 弓道 少年女子 遠的 山口・今田・丸山 愛知選抜 １位

26 ライフル射撃 成年男子 CFP60 松本　洋 愛知県警察 １位

26 ライフル射撃 成年男子 CFP30 松本　洋 愛知県警察 １位

27 剣道 成年女子 ― 髙橋・片山・迫 愛知選抜 ４位

27 剣道 少年男子 ― 大前・関屋・辻󠄀・中村・林 愛知選抜 ５位

29 スポーツクライミング 成年男子 ボルダリング 佐野・小宮山 愛知選抜 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 愛知県カヌー協会 ３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 愛知県カヌー協会 ６位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントK-2(200m) 清水・藤吉 県立三好高校 ８位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントK-2(500m) 清水・藤吉 県立三好高校 ８位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントC-1(200m) 齋藤　大豪 県立三好高校 ７位

30 カヌー(SP) 少年男子 スプリントC-1(500m) 齋藤　大豪 県立三好高校 １位

30 カヌー(SP) 少年男子  スプリントC-2(200m) 稲葉・若宮 愛知選抜 ７位

30 カヌー(SP) 少年男子  スプリントC-2(500m) 稲葉・若宮 愛知選抜 ６位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントK-1(200m) 岡村　優那 みよし市立三好中学校 ５位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントK-1(500m) 岡村　優那 みよし市立三好中学校 ７位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントK-2(200m) 鈴木・成瀬 愛知選抜 １位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントK-2(500m) 鈴木・成瀬 愛知選抜 １位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントK-4(200m) 井原・柳田・荒井・小笠原 杜若高校 ４位

30 カヌー(SP) 少年女子 スプリントK-4(500m) 井原・柳田・荒井・小笠原 杜若高校 ３位

31 アーチェリー 成年男子 ― 戸松・武藤・舟橋 愛知選抜 １位

35 ボウリング 成年男子 団体戦（２人） 山田・白井 愛知選抜 １位

35 ボウリング 成年男子 団体戦（４人） 山田・大笹・佐藤・白井 愛知選抜 ８位

35 ボウリング 成年女子 団体戦（２人） 山田・近藤 愛知選抜 ５位

35 ボウリング 成年女子 団体戦（４人） 岩元・薄窪・山田・近藤 愛知選抜 ８位

35 ボウリング 少年男子 団体戦 増田・岡田 愛知選抜 ７位

35 ボウリング 少年女子 団体 林・戸塚 愛知選抜 ５位

35 ボウリング 少年女子 個人 林　育美 県立木曽川高校 ８位

36 ゴルフ 成年男子 ― 湯原・服部・須藤 愛知選抜 １位

37 トライアスロン 成年男子 ― 大谷　友哉 日本体育大学 ８位


