
No.1

陸協 愛知陸協 コード 22 競技会名 コード 19000000 審判長

主催団体 競技場名 コード 223040 記録主任

 06/23 男子 決勝 1 佐藤    健 コロンビア 3分30秒06 2 上与那原寛和 SMBC日興証券 3分55秒78 3 青木    浩 チーム三七 4分00秒67 4 辰巳  晃一 金鯱レーシングクラブ 4分11秒77
1500m T52/T54

5 遠山  勝元 4分18秒16 6 青野真佐男 なかまはずれ 4分47秒58 7 海野    剛 静岡パラ陸協 4分47秒98

 06/23 男女 決勝 1 中川  大輔 三菱自動車工業 4分02秒57 2 古谷  翔太 静岡パラ陸協 4分22秒05 3 田栗  健伸 4分25秒54 4 森本  滉大 岐阜障がい者アスリートクラブ 4分30秒34
1500m T20

5 村松    諒 4分32秒08 6 水野  友登 静岡パラ陸協 4分32秒68 7 佐藤  祐樹 岐阜障がい者アスリートクラブ 4分35秒63 8 佐野  恭平 静岡パラ陸協 4分36秒62

9 山本萌恵子 光ヶ丘女子高校 5分01秒34 10 板垣  伸明 5分08秒88 11 立野  紀樹 鳴滝総合支援学校 5分12秒10

 06/23 男子 決勝 +0.3m 1 足立  悠都 京都福知山高校 25秒24 石田    駆 愛知学院大学 欠場
200m T46/T47

 06/23 男子 決勝 +0.9m 1 渡辺  愛翔 岐阜障がい者アスリートクラブ 23秒47 2 水木  紫温 岐阜障がい者アスリートクラブ 24秒42 3 山口  翔大 岐阜障がい者アスリートクラブ 24秒86 4 野澤    翼 岐阜障がい者アスリートクラブ 25秒93
200m T20

5 辻    大佑 岐阜障がい者アスリートクラブ 26秒18 6 高橋  巧麻 岐阜障がい者アスリートクラブ 26秒69

 06/23 女子 決勝 +1.2m 1 伊藤  綾音 岐阜障がい者アスリートクラブ 29秒41 2 水野  佳奈 岐阜障がい者アスリートクラブ 30秒99 3 堀    文乃 岐阜障がい者アスリートクラブ 36秒42
200m T20

 06/23 男子 決勝 +0.1m 1 反町  公紀 脳梗塞リハビリセンターＡＣ 28秒93 2 石垣  喜人 日本福祉大学 30秒12 3 瀧口  義宏 トヨタ自動車 33秒08
200m T37

 06/23 男子 決勝 +1.6m 1 馬場  達也 日立ソリューションズ 31秒51 2 櫻井  秀彦 富士市役所 34秒02 田中  和貴 福井県身体障害者陸協 欠場
200m T34

 06/23 男子 決勝 +1.6m 1 金児  知哉 長野パラ陸協 30秒90 2 立松  秀泰 金鯱レーシングクラブ 40秒29 伊藤  竜也 新日本工業 欠場
200m T52/T53

 06/23 男子 -0.5m 1 岸澤  宏樹 新日本住設 28秒11 2 佐藤    健 コロンビア 29秒93 3 遠山  勝元 32秒54 4 青野真佐男 なかまはずれ 41秒52
200m T54

 06/23 女子 決勝 +0.2m 1 増田  汐里 兵庫パラ陸協 46秒90
200m T54

 06/23 女子 決勝 山下  千絵 法政大学 欠場
200m T64

 06/23 男子 決勝 +0.3m 1 田巻  佑真 スタートライン東京 26秒85
200m T64

 06/23 男子 決勝 1 石田  正大 大興運輸 50秒94 2 渡辺  愛翔 岐阜障がい者アスリートクラブ 53秒03 3 中村  颯斗 静岡パラ陸協 54秒46 4 高橋  巧麻 岐阜障がい者アスリートクラブ 1分00秒92
400m T20

渡邉将太朗 岐阜障がい者アスリートクラブ 失格T2

 06/23 女子 決勝 1 高松  佑圭 ＬＡＷＳＯＮ 1分07秒63 2 水野  佳奈 岐阜障がい者アスリートクラブ 1分19秒91
400m T20/T38

 06/23 男子 決勝 1 足立  悠都 京都福知山高校 57秒60 2 瀧口  義宏 トヨタ自動車 1分15秒65 石田    駆 愛知学院大学 欠場
400m T37/T46/T47

 06/23 男子 決勝 1 金児  知哉 長野パラ陸協 1分00秒34 2 上与那原寛和 SMBC日興証券 1分01秒61 3 立松  秀泰 金鯱レーシングクラブ 1分19秒87
400m T52/T53

 06/23 男子 決勝 1 佐矢野利明 ホンダアスリートクラブ 53秒47 2 岸澤  宏樹 新日本住設 54秒47 3 佐藤    健 コロンビア 57秒18 4 酒井  健汰 1分10秒57
400m T54

5 青野真佐男 なかまはずれ 1分13秒25

 06/23 女子 決勝 +1.1m 1 伊藤  綾音 岐阜障がい者アスリートクラブ 13秒88 2 嶋田  桃子 岐阜障がい者アスリートクラブ 14秒88 3 古畑  穂波 岐阜障がい者アスリートクラブ 16秒18 4 伊藤  朱音 岐阜障がい者アスリートクラブ 16秒71
100m T20

5 堀    文乃 岐阜障がい者アスリートクラブ 17秒90
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 06/23 男子 決勝 +1.9m 1 金児  知哉 長野パラ陸協 16秒89 2 立松  秀泰 金鯱レーシングクラブ 22秒22 3 酒井  俊二 アームサイクリスト愛知 22秒26 岩田    昇 アームサイクリスト愛知 欠場
100m T53 

杉浦  武幸 アームサイクリスト愛知 欠場

 06/23 男子 決勝 +1.9m 1 水木  紫温 岐阜障がい者アスリートクラブ 11秒93 2 山口  翔大 岐阜障がい者アスリートクラブ 12秒06 3 野澤    翼 岐阜障がい者アスリートクラブ 12秒49 4 辻    大佑 岐阜障がい者アスリートクラブ 12秒64
100m T20

高木汰偉伽 欠場

 06/23 女子 決勝 +1.8m 1 金涌  貴子 愛知パラ陸協 20秒63 2 田中  照代 TIR 21秒98 3 杉村ふうか 岐阜障がい者アスリートクラブ 22秒36 4 安    夏希 いなべ総合高校 23秒74
100m T34/T52/T54

5 増田  汐里 兵庫パラ陸協 24秒10 6 犬塚  恵子 アームサイクリスト愛知 32秒71 八木  明歩 Ｄ２Ｃ 欠場

 06/23 女子 決勝 +2.6m 1 朝長悠紀子 45秒01 坂口  美果 熊本県車いす陸連 欠場
100m T35/T37

 06/23 女子 決勝 +2.8m 1 山下  千絵 法政大学 14秒41 2 保田明日美 大和鉄脚走行会 18秒91
100m T63/T64

 06/23 男子 決勝 +0.9m 1 稲垣  克明 大和鉄脚走行会 14秒40 2 中尾  大雅 19秒07 3 近藤    秀 Ｍｉｔｒｉｓｅ 19秒48 4 髙橋  俊明 大和鉄脚走行会 21秒77
100m T63

上松  慎司 欠場 村松  拓人 Ｍｉｔｒｉｓｅ 欠場

 06/23 男子 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝1 +2.1m 1 佐矢野利明 ホンダアスリートクラブ 14秒84 2 佐藤    健 コロンビア 17秒18 3 遠山  勝元 17秒64 4 松永  大護 静岡県立中央特別支援学校 18秒46
100m T54

5 海野    剛 静岡パラ陸協 19秒90 6 吉村  正年 アームサイクリスト愛知 20秒01

 06/23 男子 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝2 +2.3m 1 岸澤  宏樹 新日本住設 15秒58 2 酒井  健汰 17秒73 3 青野真佐男 なかまはずれ 19秒59 4 友岡  昭二 金鯱レーシングクラブ 19秒87
100m T54

5 藤島    努 ＡＣ愛知 20秒99 6 加藤  清久 金鯱レーシングクラブ 22秒45

 06/23 男子 決勝 +2.1m 1 馬場  達也 日立ソリューションズ 17秒38 2 櫻井  秀彦 富士市役所 18秒54 3 江口  昂太 岐阜障がい者アスリートクラブ 22秒92 4 江嵜  寛人 アームサイクリスト愛知 56秒36
100m T34

田中  和貴 福井県身体障害者陸協 欠場

 06/23 男子 決勝 +3.2m 1 反町  公紀 脳梗塞リハビリセンターＡＣ 13秒61 2 石垣  喜人 日本福祉大学 13秒94 3 瀧口  義宏 トヨタ自動車 16秒01 4 高柳    優 中部学院大学 23秒47
100m T35/T37

 06/23 男子 決勝 +1.3m 1 大島  健吾 名古屋学院大学 12秒23 2 春田    純 Xiborg 12秒34 3 又吉  康十 ゼンリンＤＣ 12秒39 4 田巻  佑真 スタートライン東京 12秒86
100m T46/T64

石田    駆 愛知学院大学 欠場

 06/23 男子 決勝 +2.5m 1 伊藤  智也 バイエル薬品 17秒76 2 上与那原寛和 SMBC日興証券 17秒99 伊藤  竜也 新日本工業 欠場
100m T52

 06/23 男子 決勝 +2.4m 1 山路  竣哉 ＬＩＮＥ 11秒46 2 山路  喬哉 メルカリ 11秒47 3 川井  涼雅 岐阜障がい者アスリートクラブ 12秒17 4 鈴木  海人 日本大学 12秒27
100m T12/T13

 06/23 女子 決勝 1 金涌  貴子 愛知パラ陸協 2分33秒35 2 安    夏希 いなべ総合高校 3分36秒86 八木  明歩 Ｄ２Ｃ 欠場
800m T34

 06/23 男子 決勝 1 古谷  翔太 静岡パラ陸協 2分12秒18 2 森本  滉大 岐阜障がい者アスリートクラブ 2分17秒42 3 河田  泰紀 岐阜障がい者アスリートクラブ 2分27秒58 4 立野  紀樹 鳴滝総合支援学校 2分28秒64
800m T20

5 板垣  伸明 2分47秒19 荒木  将吉 みえ障害者陸協 失格T4

 06/23 男子 決勝 1 金児  知哉 長野パラ陸協 2分13秒65 2 櫻井  秀彦 富士市役所 2分29秒74
800m T34/T53
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 06/23 男子 決勝 1 佐藤    健 コロンビア 1分52秒50 2 岸澤  宏樹 新日本住設 1分53秒12 3 青木    浩 チーム三七 2分07秒94 4 辰巳  晃一 金鯱レーシングクラブ 2分13秒21
800m T54

5 藤島    努 ＡＣ愛知 2分38秒51 青野真佐男 なかまはずれ 欠場

 06/23 男子・女子 決勝 渡辺  愛翔 伊藤  綾音
4×100mR　T20 1 水木  紫温 岐阜障害アスリートクラブ 46秒30 2 嶋田  桃子 岐阜障害アスリートクラブ 59秒17

水木  祐介 水野  佳奈
山口  翔大 古畑  穂波

 06/23 T20 1 嶋田  桃子 岐阜障がい者アスリートクラブ 4m21(+2.2m) 2 近藤    恵 岐阜障がい者アスリートクラブ 3m65(+2.3m)

走幅跳 T20/T63 公4m11(+0.5m) 公3m44(+0.2m)

 06/23 T63 1 保田明日美 大和鉄脚走行会 2m60
走幅跳 T20/T63 +1.6m

 06/23 T12 1 山路  喬哉 メルカリ 5m80 2 鈴木  海人 日本大学 5m37
走幅跳 T12/T63/T64 +0.2m +1.4m

 06/23 T63 1 稲垣  克明 大和鉄脚走行会 4m78 2 近藤    秀 Ｍｉｔｒｉｓｅ 4m14 3 中尾  大雅 3m51
走幅跳 T12/T63/T64 +0.4m +0.1m +1.2m

 06/23 T64 1 又吉  康十 ゼンリンＤＣ 5m10(+3.2m)

走幅跳 T12/T63/T64 公4m95(+1.0m)

 06/23 T20 1 水木  祐介 岐阜障がい者アスリートクラブ 5m90(+2.9m) 2 河田  泰紀 岐阜障がい者アスリートクラブ 4m72(+3.4m)

走幅跳 T20/T37/T47 公5m86(+1.2m) 公4m70(+1.6m)

 06/23 T37 1 出戸端  望 やまぐち障害者陸上クラブStep 5m33
走幅跳 T20/T37/T47 +1.4m

 06/23 T47 1 足立  悠都 京都福知山高校 5m45
走幅跳 T20/T37/T47 +1.4m

 06/23 F12 政成  晴輝 コカ・コーラボトラーズ 欠場
やり投 F12/F20/F46

 06/23 F20 高木汰偉伽 欠場
やり投 F12/F20/F46

 06/23 F46 高橋  峻也 50m61 神下  豊夢 三井住友海上 33m67
やり投 F12/F20/F46

 06/23 F55 1 大槻  浩二 京都ＴＣＦ 24m98
やり投 F55/F57

 06/23 F57 1 萩本    昇 兵庫パラ陸上 19m42
やり投 F55/F57

 06/23 F53 1 篠田  義人 岐阜障害者アスリートクラブ 4m84
砲丸投 F53/F55/F57

 06/23 F55 1 大槻  浩二 京都ＴＣＦ 7m47 2 稲葉  津佳 ドリーム・アスリートクラブ 3m22
砲丸投 F53/F55/F57

 06/23 F57 1 萩本    昇 兵庫パラ陸上 8m29
砲丸投 F53/F55/F57 日本新

 06/23 F20 中田  裕美 長野パラ陸協 10m45 古畑  穂波 岐阜障がい者アスリートクラブ 6m27 佐々木優太 静岡パラ陸協 5m48
砲丸投 F20/F46/F63

 06/23 F46 埴岡  健志 兵庫パラ陸協 9m19
砲丸投 F20/F46/F63

 06/23 F63 上松  慎司 欠場
砲丸投 F20/F46/F63


