
記録会高男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

1 B2794 若林　尭之 AGX 1 J2153 田中　椋(2) 愛知高
ｳｴｿﾞﾉ ﾀｸﾐ ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｷ

2 J1976 上薗　巧(1) 愛工大名電高 2 J1901 宮本　竜希(3) 守山高
ｺｲｹ ｹｲﾀ ﾌｸｼﾏ ﾐｷ

3 B2829 古池　勁太 冨士 3 J2509 福島　三輝(1) 愛工大名電高

ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾄｼ

4 J2111 奥村　俊哉(2) 愛知高 4 J2032 前田　龍利(3) 菊華高
ｵｵﾂｶ ｼｵﾝ ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

5 J2151 大塚　至恩(2) 愛知高 5 5-595 西村　一真(4) 東海学園大
ｻﾉ ﾀｹﾙ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ

6 J2137 佐野　尊(1) 愛知高 6 5-1261 溝口　宏直(1) 東海学園大
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

7 5-1255 山田　健太(1) 東海学園大 7 J2511 鈴木　颯人(1) 愛工大名電高

ﾓﾘ ｱｵｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｼ

8 J1957 森　葵生(2) 愛工大名電高 8 J1987 望月　雅史(1) 愛工大名電高

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻﾜｷ ﾘｭｳﾔ ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｼ

1 J2517 澤木　龍弥(1) 愛工大名電高 1 J1962 藤田　和志(2) 愛工大名電高

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ ｱｶｼ ﾄｼｷ

2 J2117 松原　康太(2) 愛知高 2 H1985 明石　敏暉(2) 天白高
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ

3 H2080 山田　健太郎(2) 松蔭高 3 J2108 岡田　敏男(2) 愛知高
ﾅｶﾑﾗ　ｹｲｽｹ ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ

4 5-610 中村　圭佑(3) 東海学園大 4 H2079 田口　聖和(2) 松蔭高
ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾀ ｳｴｽｷﾞ ﾀｹﾄ

5 J2224 岩本　壮汰(1) 菊華高 5 H1911 上杉　健人(2) 瑞陵高
ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾌﾐ ｵｵﾀｹ ﾊﾔﾄ

6 H1900 大森　浩史(2) 瑞陵高 6 J2225 大嵩　駿人(1) 菊華高
ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾀ ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

7 H2091 飯田　隼太(2) 富田高 7 5-607 佐藤　広幸(3) 東海学園大
ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ

8 H2096 早川　佳佑(3) 富田高 8 J2581 宮田　聖也(1) 至学館高

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｼﾞｭﾀﾞｲ　ﾅｵﾄ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

1 J2417 寿台　直人(1) 名古屋西高 1 J2226 橋本　諒太(1) 菊華高
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｶﾞ ﾀﾃｲｼ　ﾊﾔﾄ

2 J2582 上田　優雅(1) 至学館高 2 J2415 立石　隼人(1) 名古屋西高
ｵｵﾊｼ　ﾋﾛﾄ ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ

3 J2413 大橋　宏斗(1) 名古屋西高 3 J2521 竹内　健人(1) 愛知高
ｽｷﾞﾀﾆ ｲﾂﾙ ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾝﾀ

4 J2154 杉谷　一瑠(1) 愛知高 4 H1914 水谷　冠太(2) 瑞陵高
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷﾋｻ ﾜｼｵ ｷｮｳｽｹ

5 J1970 山田　幹久(1) 愛工大名電高 5 J1996 鷲尾　京祐(1) 愛工大名電高

ﾌｸｼﾏ　ｹｲﾀ ｱﾘﾀ ｼｮｳ

6 H1758 福島　啓太(2) 向陽高 6 J1958 有田　翔(2) 愛工大名電高

ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ

7 J2243 飯田　駿佑(2) 旭丘高 7 J2584 浜口　葉祐(1) 至学館高
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ﾌｸｲ ﾘﾝ

8 H1836 佐藤 嵩瑠(3) 大同大大同高 8 J2579 福井　凛(1) 至学館高



記録会高男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾄｳ　ﾕｳﾀ ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ

1 J2414 伊藤　優太(1) 名古屋西高 1 J2152 廣瀬　拓海(2) 愛知高
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｸﾐ

2 H2102 佐藤　大輔(2) 富田高 2 J2150 別府　拓(2) 愛知高
ﾖｺｲ ﾕｳﾀ ﾀｹｵ　ﾕｳｼﾞ

3 J1982 横井　悠太(1) 愛工大名電高 3 H1747 竹尾　勇司(2) 向陽高
ｻﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 J1965 更岡　翼(2) 愛工大名電高 4 H1906 宮嵜　雄一朗(2) 瑞陵高
ﾅｶﾞｾ ﾕｷﾋﾛ ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

5 J2223 長瀬　徹大(1) 菊華高 5 J2165 加藤　瑠乃祐(2) 至学館高
ﾂﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾀ

6 H1904 堤　洸太郎(2) 瑞陵高 6 H2337 森川　颯太(2) 熱田高
ﾀｶﾊｼ　ｼｭﾝﾀ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾉｽｹ

7 H2395 髙橋　駿太(1) 向陽高 7 J1907 松永 優之介(2) 守山高
ﾌｼﾞｲ　ﾂｶｻ ﾑﾗﾀ ｲｯｻ

8 H2394 藤井　司(1) 向陽高 8 J2138 村田　逸早(1) 愛知高

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

1 J2141 水野　裕登(2) 愛知高 1 J1960 安藤　綾祐(2) 愛工大名電高

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

2 J2036 宮川　翔天(2) 菊華高 2 J2538 鈴木　絃太郎(1) 旭丘高
ｻﾄｳ ｿﾗ ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳ

3 H2093 佐藤　宇宙(2) 富田高 3 J2536 二宮　諒(1) 旭丘高
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｷ ﾎｿｴ ﾋﾛﾄ

4 J2233 菅原　祐樹(2) 旭丘高 4 H1907 細江　大翔(2) 瑞陵高
ﾊｾｶﾞﾜ　ｺｳﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

5 H2403 長谷川　航大(1) 天白高 5 J2505 渡邉　佑斗(1) 市工芸高
ｱｼﾀﾞ ｼｮｳ ｶﾜｻｷ　ﾃﾂｱｷ

6 H2470 芦田 翔(1) 大同大大同高 6 H2401 川崎　哲彰(1) 向陽高
ｲｼｶﾜ ﾚﾝﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ

7 J2238 石川　廉太(2) 旭丘高 7 J2585 近藤　佳希(1) 至学館高
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

8 J2230 田中　雄也(2) 旭丘高 8 J1971 伊藤　祐真(1) 愛工大名電高

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ

1 H2428 吉田　学人(1) 桜台高 1 H2525 内藤　遼(1) 熱田高
ﾀﾆﾔﾏ ｲﾂｷ ﾀｹｶﾜ ｶｽﾞｷ

2 J2504 谷山　一樹(1) 市工芸高 2 J2113 竹川　和樹(2) 愛知高
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｲﾄ ｲﾉｳｴﾚﾝ

3 H2363 藤本　海人(1) 富田高 3 J2391 井上廉(1) 名東高
ｱｻｲ ｱﾂｷ ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

4 H2092 浅井  敦貴(2) 富田高 4 H2231 柴山　祐基(2) 熱田高
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

5 H2332 榊原　悠佑(1) 瑞陵高 5 H2367 伊藤　拓海(1) 富田高
ｶﾄｳ ﾌﾐﾄ ｶﾐﾆｼｿﾞﾉ ﾘｮｳ

6 J2548 加藤　郁斗(1) 菊華高 6 H2100 上西園　涼(2) 富田高
ｱｶﾂｶ ﾋﾛﾄ ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｷ

7 H2423 赤塚　啓斗(1) 桜台高 7 J2524 木下　知樹(1) 愛知高
ｶﾒｶﾜ ｼｮｳﾔ ﾆﾜ ﾘｸﾄ

8 H2333 亀川　翔也(1) 中村高 8 J1978 丹羽　陸斗(1) 愛工大名電高



記録会高男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊｯﾄﾘ ｶﾑﾛ ﾓﾘｲ ｵｳｽｹ

1 H2473 服部 冠(1) 大同大大同高 1 J2412 森井　應介(1) 千種高
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ ﾌｼﾞﾀﾆ ﾄｷﾔ

2 J2155 中村　元貴(1) 愛知高 2 H2247 藤谷　友樹也(2) 熱田高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ ﾋｶﾐ ｼｮｳﾀ

3 J2149 長谷川　裕哉(2) 愛知高 3 J2522 氷上　翔大(1) 愛知高
ﾌﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ ｼﾏﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ

4 J2508 二村　洸生(1) 愛工大名電高 4 H2406 嶋本　良宇(1) 天白高
ﾐﾂｲ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾀﾞ ﾘｸ

5 H2368 光井　大輝(1) 富田高 5 H2390 石田　陸(1) 緑高
ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾔ ﾅﾙｾ ﾘｮｳﾔ

6 H2331 藤川　直哉(1) 瑞陵高 6 J2034 成瀬　竜矢(2) 菊華高
ﾅｶｾ ﾑﾂｷ ｴﾉﾓﾄ ﾌﾐﾔ

7 H2598 中瀬　睦基(2) 天白高 7 H2099 榎本　郁也(2) 富田高
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ﾀｼﾞﾏ ﾄｷﾜ

8 H2330 山本　竣介(1) 瑞陵高 8 H2421 田島　季葉(1) 桜台高

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｷ ﾔｶﾞﾐ ｺｳｷ

2 H2567 近藤　努樹 (1) 名古屋工学院 2 H2073 八神　亘輝(2) 松蔭高
ｳｻﾐ ﾘﾝﾔ ﾏﾙﾔ ﾙｲ

3 H2365 宇佐美　凜弥(1) 富田高 3 H2369 丸屋　瑞(1) 富田高
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ

4 J2039 伊藤　佑真(2) 菊華高 4 H2342 小泉　翔太(1) 中村高
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾏ

5 H2524 田邊　豊(1) 熱田高 5 H2366 上田　悠真(1) 富田高
ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ

6 J2523 富田　響(1) 愛知高 6 H2563 北川　智基(1) 名古屋工学院

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾔ

7 H2391 宮本　侑茉(1) 緑高 7 J2537 川上　晴也(1) 旭丘高
ﾎｿｲ ｱﾂｷ ﾂｼﾞ ﾄｳﾏ

8 H2242 細井　敦生(2) 熱田高 8 H2464 辻 柊馬(1) 大同大大同高

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾙﾊ ｻﾊﾗ ﾘｮｳ

2 H2082 村松　流葉(2) 松蔭高 2 H2469 佐原 稜(1) 大同大大同高

ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾄ ｵｵｸﾗ ﾕｷｱｷ

3 J2583 竹下　裕人(1) 至学館高 3 H2449 大倉　幸章(1) 松蔭高
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾅﾘ ｸﾘﾌｼﾞ ｼｭﾝ

4 J2532 廣田　雅成(1) 愛知高 4 H2531 栗藤　俊(1) 熱田高
ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ ｱﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ

5 H2564 奥村　一誉士(1) 名古屋工学院 5 J2527 安倍　隆世(1) 愛知高
ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾏ

6 J2244 石黒　大輝(2) 旭丘高 6 J2531 杉浦　拓馬(1) 愛知高
ｲﾜｾ ｺｳﾀﾞｲ ｺｳｹﾂ ﾊﾙﾋｺ

7 H2427 岩瀨　功大(1) 桜台高 7 H2408 纐纈　晴彦(1) 天白高
ｲｼﾑﾗ ﾀｲﾄ ｲｿﾀﾞ　ﾕｳｷ

8 J2528 石村　太人(1) 愛知高 8 H2404 磯田　侑希(1) 天白高



記録会高男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾀｶﾅﾐ ﾏﾋﾛ ｵｵｳﾗ ﾎﾀﾞｶ

2 H2526 高浪　希弥(1) 熱田高 2 H2466 大浦 穂高(1) 大同大大同高

ｻｶﾅｼ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

3 J2529 坂梨　隼斗(1) 愛知高 3 J2533 山田　佳典(1) 愛知高
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ ｻﾄｳ ﾏｻﾔ

4 J1905 近藤 和弥(2) 守山高 4 H2292 佐藤　雅也(3) 名古屋工学院

ﾆｼｵ ﾘｮｳｺﾞ ﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ

5 H2344 西尾　亮吾(1) 中村高 5 J2159 森　心平(2) 愛知高
ｵｸﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀﾞｲ

6 H2523 小倉　健太郎(1) 熱田高 6 H1845 加藤 遼大(2) 大同大大同高

ﾏﾂｻﾞｶ ﾕｳｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ

7 H2529 松坂　悠吾(1) 熱田高 7 H2471 小林 駿太(1) 大同大大同高

ｼｵﾀﾆ ｹﾝﾀ ｻｻｷ ﾕｳﾀ

8 J2530 塩谷　研太(1) 愛知高 8 H2467 佐々木 悠太(1) 大同大大同高

21組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾞｸﾄ

2 H2477 小林 楽斗(1) 大同大大同高 2
ｻﾀｹ ｶﾝﾀﾞｲ

3 J2493 佐竹　寛大(1) 菊里高 3
ｱﾗｶﾜ ｹﾝﾀ

4 J2494 荒川　健太(1) 菊里高 4
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

5 H2475 池田 優灯(1) 大同大大同高 5
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ

6 H2597 大田 晃平(1) 大同大大同高 6
ﾀｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

7 H2478 田川 湖甫(1) 大同大大同高 7
ｶﾏｸﾗ ｱﾂｼ

8 H2476 鎌倉 充史(1) 大同大大同高 8



記録会高男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ　ｼｮｳﾏ

1 J1975 土方　悠暉(1) 愛工大名電高 1 J2421 鈴木　翔馬(1) 名古屋西高
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ

2 J1979 原田　侑弥(3) 愛工大名電高 2 H2329 川崎　寛太(1) 瑞陵高
ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾍｲ ｷﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ

3 J1973 打田　蒼平(1) 愛工大名電高 3 J1997 鬼頭　和久(1) 愛工大名電高

ｻｶﾞﾜ ｺｳﾀ ﾔﾏﾀﾞﾀｲｾｲ

4 J2515 佐川　孝太(1) 愛工大名電高 4 J2458 山田大青(1) 名東高
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾗｸ ﾓﾓﾊﾗｺｳｻｸ

5 J1989 後藤　厳楽(2) 愛工大名電高 5 J2457 桃原幸作(1) 名東高
ﾊﾔｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｷﾑﾗｿｳﾀ

6 H1905 林垣　悠乃(2) 瑞陵高 6 J2453 木村壮太(1) 名東高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾀﾞｲｽｹ

7 B9235 安藤　優汰 愛知陸協 7 J2552 中川　大輔(1) 明和高
ｲﾘ ﾕｳｷ ｶｻﾊﾗ ﾀｹｼ

8 J1893 伊里　友希(2) 明和高 8 J2242 笠原　健(2) 旭丘高
ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ

9 H2517 齋藤　大聖(1) 瑞陵高 9 H2245 山本　理陽(2) 熱田高
ﾓｳﾘ ﾄﾓｷ ﾄﾘｺﾞｴ ｶｽﾞｷ

10 J1884 毛利　智紀(2) 明和高 10 H2519 鳥越　一輝(1) 瑞陵高
ﾂﾁﾔ ｹｲﾀ ﾌﾙｶﾜｺｳｼﾞ

11 J1980 土屋　慶太(3) 愛工大名電高 11 J1942 古川幸治(2) 名東高
ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳ ﾌﾙﾈﾘｮｳﾏ

12 J1988 服部　諒(2) 愛工大名電高 12 J2454 古根亮真(1) 名東高
ﾖｺｲ ｺｳﾍｲ ｼﾗﾂｷ　ﾀｶﾄ

13 J2540 横井　康平(1) 旭丘高 13 J2550 白築　尊斗(1) 明和高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ ｶｲﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

14 J1951 渡邊　樹(3) 愛工大名電高 14 J2229 開田　響(2) 旭丘高
ｲﾓﾄ ﾐﾂｷ ﾍﾗｲﾕｳﾀﾞｲ

15 J1959 井本　光紀(3) 愛工大名電高 15 J2455 戸耒優大(1) 名東高
ｶﾈｺ ﾖｳﾉｽｹ ｵﾉﾀﾂｷ

16 J1972 金子　陽之助(1) 愛工大名電高 16 J2456 小野樹(1) 名東高
ｱﾏﾉ ﾀｲﾖｳ ｸﾉ ﾘｮｳﾍｲ

17 J1974 天野　太陽(1) 愛工大名電高 17 J2487 久野　稜平(1) 菊里高
ﾖｼﾔﾏ ﾌﾐｼﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

18 J2239 吉山　史城(2) 旭丘高 18 H2516 中村　隆一(1) 瑞陵高
ｵｵﾂｶ ｺｳﾔ ｲｿﾑﾗ ﾕｳﾀ

19 J2539 大塚　光陽(1) 旭丘高 19 H2514 磯村　優太(1) 瑞陵高
ﾋﾀﾞ ﾕｳﾏ

20 J2245 肥田　侑真(2) 旭丘高



記録会高男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆﾉﾐﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

1 J2513 二宮　倫太朗(1) 愛工大名電高 1 J2497 山本　高輝(1) 菊里高
ｱｵｷ　ｼｭﾝｽｹ ｲｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ

2 J2556 青木　駿典(1) 明和高 2 J2498 泉谷　拓哉(1) 菊里高
ｻﾜﾀﾞ　ｲﾂｷ ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

3 H1751 澤田　樹(2) 向陽高 3 H2522 伊藤　拓真(1) 瑞陵高
ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ

4 H2532 小倉　悠暉(1) 熱田高 4 J1906 宮澤 祐貴(2) 守山高
ｳﾁﾀﾞ ﾚﾝ ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ

5 H2347 内田　練(1) 中村高 5 H2530 吉田　篤弘(1) 熱田高
ﾊｯﾄﾘ ﾌｳｷ ﾂｶﾓﾄ ﾀｲｷ

6 H2520 服部　風希(1) 瑞陵高 6 H2454 塚本　大稀(1) 松蔭高
ｶﾜｲ ﾕｳﾏ ｵﾉ ﾀｲｶﾞ

7 H2447 河合　優真(1) 松蔭高 7 H2414 小野 大雅(1) 天白高
ﾔﾏﾓﾄ　ｼｭﾝﾀ ﾀｹﾓﾄ ﾕｳﾄ

8 J2555 山本　駿太(1) 明和高 8 H2463 竹本 優斗(1) 大同大大同高

ﾖｼﾀﾞ　ﾘｸ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾏ

9 J2423 吉田　陸(1) 名古屋西高 9 J2519 安齋　歩真(1) 愛工大名電高

ﾖｼｻﾞｷ ｼﾝﾔ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾔ

10 J2500 吉崎　辰哉(1) 菊里高 10 J2495 鈴木　乾矢(1) 菊里高
ﾉﾉﾍﾞ ｺｳﾍｲ ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｺｳﾀ

11 H2448 野々部　航平(1) 松蔭高 11 H2568 城島　康太(1) 名古屋工学院

ｼﾊﾞﾔﾏ　ﾘﾝﾀ ﾆｼｼﾞﾏ　ﾕｳｷ

12 H2398 柴山　凜太(1) 向陽高 12 H2411 西嶋　優輝(1) 天白高
ﾋﾛｾ　ﾕｳ ﾐﾀﾆ ﾑｻｼ

13 H2409 広瀬　　優(1) 天白高 13 H2412 三谷　武蔵(1) 天白高
ｲｼﾂﾞ ﾀｲｾｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

14 H2424 石津　大晟(1) 桜台高 14 H2468 遠藤 広翔(1) 大同大大同高

ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ

15 J2516 飯田　大祐(1) 愛工大名電高 15 H2405 安藤　修(1) 天白高
ｾｲﾉ ｹﾝ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹﾐ

16 J2514 清野　絢(1) 愛工大名電高 16 J2512 萩原　岳巳(1) 愛工大名電高

ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ ｻﾉ ｿｳﾀ

17 H2244 山内　健留(2) 熱田高 17 J2490 佐野　颯汰(1) 菊里高
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ｲｼﾊﾗ ｹｲﾔ

18 J2228 伊藤　涼真(2) 旭丘高 18 H2425 石原　慶也(1) 桜台高
ｶﾀｾ　ｱｷﾄ ｳﾁﾀﾞ ﾃﾝﾀﾛｳ

19 H1745 片瀬　瑛仁(2) 向陽高 19 H2399 内田　天太良(1) 向陽高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｷ

1 P3527 安田　涼平(2) 港南中 1 P3768 谷口　英暉(3) 神の倉中
ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ ｴｻｷ ｺｳｷ

2 P3304 鈴木　直樹(3) なごや陸上ｸ 2 S1013 江崎　光輝(2) 高蔵寺中
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ

3 P3516 小林　あるまん(3) 港南中 3 P3764 石川　雄斗(3) 神の倉中
ｶﾂﾗｷﾞ　ﾔﾏﾄ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｳｸ

4 P3895 桂木　大和(3) 守山西 4 P3519 東山　紅空(3) 港南中
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ

5 P3515 鈴木　颯斗(3) 港南中 5 P3797 山口　竜輝(3) 吉根中
ｻｶｲ ﾚｵ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ

6 P3805 坂井　玲音(2) 吉根中 6 P3520 竹内　友啓(3) 港南中
ｶｷﾞﾔ ｿﾗ ｵｶﾞﾜ　ﾘﾝﾀﾛｳ

7 P3791 鍵谷　空(3) 吉根中 7 P3902 小川　凜太朗(3) 守山西
ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

8 P3298 近藤　馨平(3) なごや陸上ｸ 8 P3892 渡邉　大暉(2) 瑞穂ヶ丘中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｻﾞﾜ　ﾘｸﾄ ｵｵﾇﾏ ﾋﾛﾄ

1 P3927 小澤　陸人(2) 守山西 1 S1012 大沼　弘人(2) 高蔵寺中
ｱﾏﾉ ｿｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄﾓ

2 P3814 天野　颯太(2) 吉根中 2 P4086 近藤　晴友(3) 桜田中
ﾊﾗﾀ ﾚﾝﾔ ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 P3534 原田　蓮也(2) 港南中 3 P3883 土屋　翔太郎(3) 瑞穂ヶ丘中
ﾐﾜ ｷｮｳﾍｲ ﾅｶﾀ ﾂｸﾙ

4 P4083 三輪　恭平(3) 桜田中 4 P3888 中田　創(2) 瑞穂ヶ丘中
ｼﾞﾝｵ ﾏｻｷ ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ

5 P3526 陣尾　政気(2) 港南中 5 P3517 岩田　悠雅(3) 港南中
ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ ｽｻｷ　ﾕｳｽｹ

6 P3762 中山　汰樹(3) 神の倉中 6 P3911 洲崎　友祐(2) 守山西
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ ｷﾅﾐ ﾋﾅﾀ

7 P3199 池田　竜一(2) 豊国中 7 S1012 木南　日向(2) 高蔵寺中
ﾜｶｽｷﾞ　ﾕｲﾄ ﾂｹﾞ ﾅｵﾘ

8 P3939 若杉　唯人(2) 守山西 8 P3533 柘植　直莉(2) 港南中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾔ ﾂﾙｶﾞ ｺｳﾀ

1 P3367 稲垣　憂哉(3) 名古屋中 1 P4375 鶴賀　康太(1) 港南中
ｺﾓﾘ ｱｵｲ ｳｴﾓﾄ ﾖﾓﾔ

2 P3780 小森　葵(2) 神の倉中 2 P3521 上本　智也(3) 港南中
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ ｽｷﾞｳﾗ ｶﾝﾀ

3 P3305 高橋　大地(2) なごや陸上ｸ 3 P3887 杉浦　幹汰(2) 瑞穂ヶ丘中
ﾋﾛｾ ｺｳｽｹ ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ

4 P3965 廣瀬　康介(3) 神丘中 4 P4088 岡田　明(2) 桜田中
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｵｵﾉ ｿﾗ

5 P4189 小澤　直生(1) 名古屋中 5 P4082 大野　蒼空(3) 桜田中
ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾐﾂ ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ

6 P3812 森下　春満(2) 吉根中 6 P4096 牧野　朗大(2) 桜田中
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｲﾏﾆｼ ﾐｻｷ

7 P3195 伊藤　優真(3) 豊国中 7 P4079 今西　実福(3) 桜田中
ｸﾛｷ　ﾀｸ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ

8 P3928 黒木　太駆(2) 守山西 8 P3306 藤村　泰暢(3) なごや陸上ｸ



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾞﾝﾉ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｸ

1 P4621 阪野　颯音(1) 神の倉中 1 P3920 山本　凌久(2) 守山西
ﾎｿｶﾜ ﾀｲｷ ﾆｼｶﾞｲﾄ ｱﾂｷ

2 26901 細川　大貴(3) 吉根中 2 P3635 西垣内　淳希(2) はとり中
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ ｲｼﾀﾞ ｵｳﾀ

3 P3891 山本　紘夢(2) 瑞穂ヶ丘中 3 P4090 石田　桜汰(2) 桜田中
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾋｶﾞｼ ﾀｶﾅﾘ

4 P3894 小川　晃平(2) 瑞穂ヶ丘中 4 P3795 東　隆成(3) 吉根中
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾂ ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

5 P3371 鈴木　亮達(2) 名古屋中 5 P4081 岡田　大悟(3) 桜田中
ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾞﾝﾂ

6 P4202 村上　大悟(3) 桜田中 6 P4628 山口　禅次(1) 前津中
ｻﾌﾞﾘ ﾉﾘﾋﾛ ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

7 P4094 佐分　規浩(2) 桜田中 7 P3196 岡本　春基(3) 豊国中
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ ｶﾄｳ ﾘﾝ

8 P3530 山崎　ケンジ(2) 港南中 8 P4093 加藤　凛(2) 桜田中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾃﾏﾂ ﾅｲｷ ﾅｲﾄｳ　ﾊﾔﾃ

1 P4142 立松　奈稀(2) 富田中 1 P4547 内藤　颯(1) 守山西
ｼｵｻﾞﾜ ﾘｸ ﾔﾏﾅｶ　ﾂﾊﾞｻ

2 P3781 塩澤　陸(2) 神の倉中 2 P3926 山中　翼(2) 守山西
ｲﾜｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ ﾊﾔｼ ｾｲﾀ

3 P4091 岩上　紘大(2) 桜田中 3 P4251 林　誠太(1) 瑞穂ヶ丘中
ﾏｽﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ｳﾁｷ ﾊﾙﾄﾓ

4 P4452 増村　優吾(2) 桜田中 4 P3863 内木　晴朝(2) 汐路中
ｳﾒﾀ　ﾚﾝﾀﾛｳ ｼﾏｾ ﾋﾋﾞｷ

5 P3915 梅田　廉太郎(2) 守山西 5 P3369 島瀨　響輝(2) 名古屋中
ｶﾜﾀﾞ ｹｲﾏ ｱﾗｷ　ﾉﾄﾞｶ

6 P4518 川田　圭真(1) 名古屋中 6 P4115 荒木　温(2) 宝神中
ﾀｹｵ ﾏﾂﾘ ﾐｽﾞﾀﾆ ｿﾗ

7 P4193 竹尾　祭(2) 桜田中 7 P4379 水谷　そら(1) 港南中
ﾐｽﾞﾉ  ｺｳﾀ ｽﾐｶﾏ ﾀｲｷ

8 P4108 水野　航太(2) 宝神中 8 P3194 炭竃　大貴(3) 豊国中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾐﾔﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾁｬﾊﾞﾀｹ ﾊﾙｷ

1 P3810 宮永　俊太朗(2) 吉根中 1 P4598 茶畑　晴貴(1) 神丘中
ｵｵﾀｹ ｺｳｼﾞ ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ

2 P3201 大竹　康司(2) 豊国中 2 P3975 小島　快斗(2) 神丘中
ｶﾉｳ ﾀﾞｲｷ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

3 P3301 加納　大輝(2) なごや陸上ｸ 3 P4250 林　大地(1) 瑞穂ヶ丘中
ｵｵﾀｷ ﾚｵﾝ ｱｵﾔﾏ ﾊﾔﾄ

4 P4649 大滝　怜音(1) はとり中 4 P4372 青山　颯翔(1) 港南中
ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ ｷﾂ　ﾘｭｳｾｲ

5 P4662 佐藤　翔平(1) はとり中 5 P3907 木津　隆聖(2) 守山西
ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ ｸﾘﾀ　ﾀｹｸﾆ

6 P3523 佐藤　匡翼(2) 港南中 6 P3924 栗田　猛邦(2) 守山西
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｺﾞ ﾀﾅｶ ｼｭｳ

7 P3886 坂本　琉悟(2) 瑞穂ヶ丘中 7 P4591 田中　秀(1) 神丘中
ﾏﾂｲ　ﾓﾘﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ

8 P4548 松井　杜弥(1) 守山西 8 P3885 安藤　輝(2) 瑞穂ヶ丘中



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏﾀﾞ　ｶｽﾞｷ ｶﾀﾉ ﾘｭｳｺｳ

1 P3938 山田　和軌(2) 守山西 1 P4519 片野　龍幸(1) 名古屋中
ﾄﾔ ﾘｮｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ

2 P4145 戸谷　凌星(2) 富田中 2 P4384 山田　帆恭(2) 港南中
ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾐｽﾞｷ ﾃﾞﾜｹ ﾘｸﾄ

3 P3937 藤原　瑞己(2) 守山西 3 P3359 出分　陸登(3) 名古屋中
ｳﾄﾞｳ ｴｲｽｹ ｲｹﾀﾞ　ﾕｳﾏ

4 P3803 有働　英佑(2) 吉根中 4 P3905 池田　悠真(2) 守山西
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾐﾔﾑﾗ ｶﾘﾝ

5 P4671 井藤　雅基(1) 富田中 5 P7378 宮村　花鈴(3) 守山中
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾅｶｼﾏ ｶｲ

6 P3782 鈴木　竣也(2) 神の倉中 6 P4698 中島　快(1) 萩山中
ｲｼｸﾞﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾗ

7 P3518 石黒　竜之介(3) 港南中 7 P4616 清水　平(1) 神の倉中
ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ ﾖｺﾔﾏ ｾｲ

8 S1020 井上　隼(2) 高蔵寺中 8 P4629 横山　成(1) 前津中

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾏﾂﾓﾄ　ﾘｮｳﾔ ﾂﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ

1 P4549 松本　稜也(1) 守山西 1 P4594 都築　秀弦(1) 神丘中
ﾉﾅﾐ ｺｳｽｹ ｷﾀﾊﾗ　ﾕｳｷ

2 P4670 野波　幸良(1) 富田中 2 P4537 北原　雄騎(1) 守山西
ｲｼｶﾜ ｾｼﾙ ﾓﾘ　ｵｳｷ

3 P3529 石川　世記(2) 港南中 3 P3919 森　桜輝(2) 守山西
ｸｽﾞﾔ ｱｻﾋ ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ

4 P3861 葛谷　旭陽(2) 汐路中 4 P4517 神田　陽生(1) 名古屋中
ｺﾓﾘ ｷｮｳﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ

5 P3366 小森　響斗(3) 名古屋中 5 P8019 藤原　有紀(1) 守山中
ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳｷ ｻｶﾀ ﾕｳﾏ

6 P4626 米澤　孝基(1) 神の倉中 6 P3522 坂田　悠真(3) 港南中
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ ﾊﾀﾉ ｼｮｳｲﾁ

7 P3197 青山　開人(3) 豊国中 7 P4520 羽田野　省一(1) 名古屋中
ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｸ ｶﾅｲ ﾘｭｳｾｲ

8 S1270 櫻庭　吏玖(1) 高蔵寺中 8 P4661 金井　龍星(1) はとり中

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｻｷ ﾙｲ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾘ

1 P3556 佐々木　琉生(2) 前津中 1 P4742 水谷　優利(1) 前津中
ﾂﾂﾞｷ ﾘﾝ ｽｷﾞﾑﾗ ﾒｲ

2 P7392 都築　凜(2) 守山中 2 P4741 杉村　芽偉(1) 前津中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷ ﾑﾗﾀ ｱｷﾄｼ

3 P8018 藤原　早紀(1) 守山中 3 P4471 村田　壮駿(1) 汐路中
ｾﾝﾀﾞ ｻｸﾔ ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｽｹ

4 P4664 仙田　朔也(1) はとり中 4 P4467 冨田　隼佑(1) 汐路中
ﾅｶﾐﾁ　ﾚｲ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｯﾍﾟｲ

5 P4111 中道　黎(2) 宝神中 5 P4516 杉山  竜平(1) 名古屋中
ﾎﾗﾀ ﾚﾝ ﾎｯﾀ ﾕｳｷ

6 S1265 洞田　廉(1) 高蔵寺中 6 P4253 堀田　優樹(1) 瑞穂ヶ丘中
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

7 P4627 山中　智也(2) 前津中 7 P4373 山口　悠馬(1) 港南中
ﾅｶﾞｵ ﾊﾙﾄ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

8 P4462 長尾　悠杜(1) 桜田中 8 P4618 辻村　隆太(1) 神の倉中



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾈﾓﾄ ﾁｬﾝｳ ﾅｶｵ ｼﾝｼﾞﾛｳ

1 P4630 金本　昌佑(1) 前津中 1 P4603 中尾　晋二郎(1) 神丘中
ｷﾀｼﾞﾏ ｻｸﾔ ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾛｳ

2 P4144 北嶋　朔矢(2) 富田中 2 P4468 北村　和太郎(1) 汐路中
ﾏｴﾀﾞ ｲｯﾀ ｲｿﾍﾞ　ｹｲﾄ

3 21201 前田　一汰(１) 神丘中 3 P3930 磯部　啓斗(2) 守山西
ｻﾄｳ ﾏｻﾔ ﾊﾔｼ ﾅｵｷ

4 P4382 加藤　雅弥(1) 港南中 4 P3981 林　直希(2) 神丘中
ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ ｱｵﾔｷﾞ ｺｳ

5 P4622 藤岡　凌生(1) 神の倉中 5 P4688 青栁　光(1) 萩山中
ｾﾝｶﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾊﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

6 P4672 千賀　俊祐(1) 富田中 6 P4376 羽山　大智(1) 港南中
ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｭｳﾏ ｱｵｷ ﾋｮｳｺﾞ

7 P4611 犬塚　琉真(1) 神の倉中 7 P4490 青木　彪吾(1) 港南中
ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾔﾄ ｸｽﾉｷ ｶｽﾞﾏ

8 P4461 杉浦　颯(1) 桜田中 8 P4383 楠　万真(1) 港南中

21組 風(+/-    ) 22組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｼﾏｸﾞﾁ　ﾋﾄｼ ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾊﾙ

2 P4550 嶋口　仁志(1) 守山西 2 P4619 西脇　智晴(1) 神の倉中
ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾌﾔｶ ﾘｮｳﾏ

3 P4455 加藤　大地(1) 桜田中 3 P4377 深谷　竜馬(1) 港南中
ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾐｽﾞｺｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

4 P4456 加藤　諒汰(1) 桜田中 4 14105 水越　秀一郎(1) 前津中
ﾏﾘｰ ｱｶｰｽ ﾔﾏｻﾞﾜ ｱｷ

5 14102 マリー　アカース(1) 前津中 5 P3524 金沢　耀(2) 港南中
ﾌﾙﾉ ﾖｳｲﾁ ｱﾍﾞ　ﾘｮｳｽｹ

6 P4463 古野　耀一(1) 桜田中 6 P4535 阿部　伶亮(1) 守山西
ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾀｷﾉ ｺｳｽｹ

7 P4458 熊澤　光修(1) 桜田中 7 P3525 瀧野　康介(2) 港南中
ｺﾝﾉ ｻﾄｼ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾗﾀ

8 P4381 今野　哲司(1) 港南中 8 P3986 谷口　新(2) 神丘中

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｸﾘﾔﾏ ﾂｶｻ ﾔﾉ ﾏﾅﾄ

2 P3638 栗山　司(2) はとり中 2 P3644 矢野　真都(2) はとり中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾃﾙ ﾏﾂｵｶ ﾕｷﾄ

3 P4460 近藤　嘉照(1) 桜田中 3 P3654 松岡　孝斗(2) はとり中
ﾊﾞﾝ ﾃﾝﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ

4 P4378 伴　典磨(1) 港南中 4 P3648 山本　直也(2) はとり中
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ ｿｶﾞ ｼﾘｭｳ

5 P4453 大谷　勇人(1) 桜田中 5 P4665 曽我　士竜(2) はとり中
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ

6 P3532 松下　雄治(2) 港南中 6 P4325 東　浩大(1) 守山中
ﾖｼｶﾜ ｾｲﾔ ﾓﾘ ｶｹﾙ

7 P4657 吉川　誠也(1) はとり中 7 P4647 森　駆琉(1) はとり中
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾀｶ ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ

8 P3535 吉田　将隆(2) 港南中 8 P8433 永原　美月(1) 萩山中



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

25組 風(+/-    ) 26組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｶﾜﾁ ﾘｭｳｾｲ

2 P3655 桒山　康平(2) はとり中 2 P4663 川地　隆生(1) はとり中
ｵｵｽｷﾞ ﾕｳﾏ ﾉﾀﾞ ﾌｳﾄ

3 P3651 大杉　悠満(2) はとり中 3 P4559 野田　楓翔(1) 吉根中
ｶﾄｳ ﾄﾓ ﾊﾞﾝﾉ ﾀｲﾖｳ

4 P4651 加藤　斗望(1) はとり中 4 P4143 坂野　太洋(2) 富田中
ｵｵﾂﾙ ﾚｲｼﾞ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ

5 P4146 大鶴　礼司(2) 富田中 5 P4557 髙橋　和希(1) 吉根中
ﾜｶﾒﾀﾞ ﾘｸ ｲﾜｵ ｻｷﾄ

6 P4659 若目田　稜(1) はとり中 6 P3640 岩尾　咲杜(2) はとり中
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ ｷﾑﾗ ﾀｹﾄ

7 16805 竹内　碧海(1) はとり中 7 P4650 木村　威虎(1) はとり中
ﾜｶｽｷﾞ ｼｮｳﾏ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ

8 P4658 若杉　匠真(1) はとり中 8 P4147 榊原　勇太(2) 富田中

27組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲｽｹ

2 P4655 松田　泰昌(1) はとり中 2
ｲﾄｳ ﾀｹﾄ

3 P4653 伊東　武玄(1) はとり中 3
ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾉﾘ

4 P4660 石黒　敬憲(1) はとり中 4
ﾖｺｲ ﾋﾕｳ

5 P4666 横井　飛勇(2) はとり中 5
ｵｵﾑﾗ ｺｳｾｲ

6 P4667 大村　晃誠(1) 富田中 6
ｵｶｼﾞﾏ ｶｹﾙ

7 P4454 岡島　蹴(1) 桜田中 7
ﾐﾔｶﾞﾜ ｿﾗ

8 P4652 宮川　空(1) はとり中 8



記録会中男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｽｹ

1 P3831 西澤　凜(3) 萩山中 1 P3860 宮下　雄介(2) 汐路中
ｽｷﾞｳﾗ ﾓﾄｷ ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｽｹ

2 P3622 杉浦　元紀(3) はとり中 2 P4089 柴田　泰介(2) 桜田中
ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾜ ﾎｿｲ ﾀｲﾗ

3 P3815 平岡　雄和(2) 吉根中 3 P4218 細井　泰良(1) 守山中
ｺﾞﾄｳ ｶｲ ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

4 3675 後藤　楓依(2) 冨士中 4 P3820 石田　航大(3) 萩山中
ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾔ ｸﾛｷ ﾘｮｳｶﾞ

5 3660 鈴木　睦耶(3) 冨士中 5 P3798 黒木　崚凱(3) 吉根中
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ｵｳｽｹ

6 P3779 小林　聡太(2) 神の倉中 6 P3498 松本 旺育(2) 沢上中
ｶﾜｸﾁ ﾋﾛｼ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

7 P3823 川口　博史(3) 萩山中 7 P3634 鈴木　達也(2) はとり中
ｻｻｷ ﾕｳﾔ ﾎｿｴ ﾂﾊﾞｻ

8 3666 佐々木　佑哉(3) 冨士中 8 P3889 細江　翼(2) 瑞穂ヶ丘中
ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｻ ｻﾜﾀﾞﾎﾀｶ

9 P3828 杉原　一冴(3) 萩山中 9 S989 澤田　誉生(1) 愛知陸協
ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ

10 P3785 林　泰地(2) 神の倉中 10 15113 小林 叶弥(3) 沢上中
ｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲﾄ

11 P3881 木村　勇聖(3) 瑞穂ヶ丘中 11 P3777 片桐　瑛登(2) 神の倉中
ｵｷﾞﾉ ﾃﾂｵ ｶﾆｴ ｺｳﾀ

12 P3822 荻野　哲男(3) 萩山中 12 P3778 蟹江　孝太(2) 神の倉中
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ｲﾂﾞﾂ ﾕｳﾀ

13 P3806 中林　琢磨(2) 吉根中 13 P3836 井筒　裕太(3) 萩山中
ｶﾐﾔﾏ ﾅｵｷ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾄ

14 P3492 神山　直輝(3) 沢上中 14 P3496 水口 貴翔(2) 沢上中
ｱｻﾉ ﾏｻﾋﾛ ｲｼｶﾜ ｱﾂﾔ

15 4345 淺野　将大(1) 冨士中 15 P3774 石川　敦也(2) 神の倉中
ﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ ｺｼﾞﾏ ﾗｲｷ

16 P3890 森　龍晟(2) 瑞穂ヶ丘中 16 P3893 小島　来輝(3) 瑞穂ヶ丘中
ﾆｼﾓﾘ ﾀｲｾｲ ﾖｺｴ ｶｲ

17 3663 西森　泰生(3) 冨士中 17 P3649 横江　快(2) はとり中
ｽｽﾞｷ ﾕｳｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

18 P3857 鈴木　勇志(3) 汐路中 18 P3368 山田　諒(3) 名古屋中



記録会中男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾜﾓﾄ ﾊﾔﾃ ﾅﾘﾀ ﾄｳﾏ

1 P4613 河本　隼颯(1) 神の倉中 1 P4099 成田　翔馬(2) 桜田中
ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ

2 S1016 中村　大和(2) 高蔵寺中 2 P4194 藤野　隼輔(2) 桜田中
ｱｻｲ ﾕｳﾗ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

3 P4608 浅井　悠良(1) 神の倉中 3 P4472 吉田　優大(1) 汐路中
ｵｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

4 P3497 押村 康生(2) 沢上中 4 P4575 畑中　翔太(1) 吉根中
ﾅﾘﾀ ﾕｳﾏ ﾌﾐﾑﾗ ﾏｻｷ

5 P4469 成田　結馬(1) 汐路中 5 P4623 文村　政貴(1) 神の倉中
ｻﾉ ｶﾝﾀ ﾐﾀﾆ ﾕｳﾀ

6 P4615 佐野　寛太(1) 神の倉中 6 P4674 三谷　悠太(1) 富田中
ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾄｵﾙ

7 P4374 後藤　拓未(1) 港南中 7 P4685 小代 透(1) 沢上中
ﾜｷﾀ ｺｳｽｹ ﾎｳﾁｭｳ ｼｭﾝｽｹ

8 P4100 脇田　光祐(2) 桜田中 8 P4464 宝中　俊介(1) 桜田中
ｲﾄｳ ｼｵﾝ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾋﾄ

9 P3554 伊藤　慈温(2) 前津中 9 4339 小島　晴仁(1) 冨士中
ﾋﾗﾀ ﾚﾝｼﾞ ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾀﾂﾏｻ

10 P4673 平田　廉二(1) 富田中 10 P4706 杉永　龍優(1) 萩山中
ｺｲﾃﾞ ｹｲﾀ ﾀﾅｶ ｶｲ

11 4338 小出　啓太(1) 冨士中 11 P4095 田中　快(2) 桜田中
ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞﾔ

12 S1020 井上　隼(2) 高蔵寺中 12 P4624 古橋　和也(1) 神の倉中
ﾔﾌﾞﾉ ﾄｵﾀ ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ

13 P3531 藪野　斗汰(2) 港南中 13 P4610 石川　陽平(1) 神の倉中
ﾀｶﾊﾏ ｹﾝﾄ ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ

14 P4470 髙濱　謙杜(1) 汐路中 14 16803 加藤　千洋(1) はとり中
ﾋﾞﾄｳ ﾀｹﾙ ｷﾑﾗ ｱｷﾄ

15 3671 尾藤　健(2) 冨士中 15 P4569 木村　瑛都(1) 吉根中
ｸﾛｲｼ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾅ ﾕｳﾄ

16 P4614 黒石　将斗(1) 神の倉中 16 P4668 山名　悠仁(1) 富田中
ｱｻｳﾐ ｼｭﾝ ｵｵｲｼ ｼｭﾝｾｲ

17 P4609 浅海　駿(1) 神の倉中 17 P4098 大石　隼生(2) 桜田中
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ ﾁｱﾝ ﾅｵﾋﾛ

18 P4648 山﨑　優汰(1) はとり中 18 P4571 地案　尚宏(1) 吉根中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会高女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｼﾞﾅﾐ ｻﾔ ｸﾗｻｷ ｱﾔﾈ

1 J6358 藤浪　沙耶(2) 山田高 1 H6023 倉崎　彩音(2) 瑞陵高
ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ

2 H6233 鈴木　みなみ(1) 瑞陵高 2 H6227 前田　明日香(1) 瑞陵高
ﾆﾜ ﾅﾅﾐ ｺｳﾑﾗ ﾓﾓｶ

3 J6209 丹羽　七奈海(1) 愛工大名電高 3 J6278 香村　百華(2) 愛知高
ﾉﾅｶ　ﾏﾕ ｵｵｲﾜ ﾏﾅｶ

4 J6207 野中　麻由(2) 愛工大名電高 4 J6277 大岩　愛花(1) 愛知高
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾖﾘ

5 J6271 山田　桃子(2) 愛知高 5 J6349 吉田　向和(1) 菊華高
ｶｼﾏ ﾅﾅｺ ﾖｼｴ ｱﾔｶ

6 J6267 鹿嶌　菜々子(2) 愛知高 6 H6130 吉江　采花(2) 松蔭高
ﾀｶﾊｼ ｺﾄｺ ﾊﾏｼﾞﾏ ﾘﾎ

7 J6208 高橋　こと子(1) 愛工大名電高 7 H6225 濵嶋　莉帆(1) 瑞陵高
ｶﾀｵｶ ﾐﾂﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ

8 J6287 片岡　美月(1) 愛知高 8 J6263 吉田　凛(2) 愛知高

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾉﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

1 H6314 野田　悠月(1) 松蔭高 1
ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ ｺﾀﾆ　ｻｸﾗ

2 J6151 林 樹里(2) 守山高 2 H5921 小谷　さくら(2) 向陽高
ｱﾁﾜ ﾕﾂｷ ｶﾀｷﾞﾘ ｱｽｶ

3 J6359 阿知波　祐月(2) 山田高 3 H6102 片桐 あすか(2) 天白高
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ｱﾍﾞ ﾕｳﾅ

4 J6187 高橋　直(3) 椙山高 4 J6555 阿部　祐菜(1) 愛工大名電高

ｶﾄｳ ﾕﾘｴ ｺｼﾞﾏ ﾕﾘｻ

5 J6186 加藤　友理恵(2) 椙山高 5 J6213 小嶋　友利佐(2) 愛工大名電高

ｽｷﾞﾑﾗ ｻｸﾗ ｽｽﾞｷ ﾏﾅｶ

6 J6285 杉村　さくら(1) 愛知高 6 H6323 鈴木　愛果(1) 昭和高
ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ ｴﾐ ﾕｳｶ

7 J6357 木村　帆香(2) 山田高 7 J6584 江見　優佳(1) 山田高
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｶ ｲﾁｵｶ ﾘｻ

8 J6192 長谷川　彩花(2) 椙山高 8 H6179 市岡　里彩(2) 熱田高

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｺﾝﾄﾞｳ　ｱﾔｶ ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ

2 H5919 近藤　彩夏(2) 向陽高 2 H6276 嶺村　優羽(1) 緑高
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼｺ ｽﾅﾊﾗ　ﾐｻｷ

3 J6553 藤本　佳子(1) 愛工大名電高 3 H5918 砂原　美咲(2) 向陽高
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ ｵｶｻﾞｷ ﾓﾓｺ

4 H6137 小川　なつき(2) 松蔭高 4 J6105 岡崎　桃子(2) 千種高
ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ ｺｳﾀﾞ ｼｽﾞｸ

5 H6344 千葉　朱里(1) 熱田高 5 J6468 香田　雫(1) 千種高
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｱｵｲ

6 H6318 佐藤　佑妃(1) 昭和高 6 J6462 伊藤　碧(1) 千種高
ﾏｷﾉ　ｱﾝ ｶﾄｳ ﾘﾎ

7 H5920 牧野　杏(2) 向陽高 7 J6290 加藤　梨帆(1) 愛知高
ｴﾄｳ ﾏﾘﾝ ﾀｷﾂﾞｶ ﾚﾅ

8 H6141 衛藤　碧海(2) 松蔭高 8 J6269 滝塚　麗奈(2) 愛知高



記録会高女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾅｶﾞﾔ　ﾋﾋﾞｷ ｺﾆｼ ｱﾔｶ

2 J6475 永谷　日比希(1) 名古屋西高 2 H6258 小西　綾香(1) 富田高
ｵﾔﾏ ﾓﾓｶ ｲﾇｶｲ ﾏｵ

3 J6291 雄山　桃果(1) 椙山高 3 H6311 犬飼　真央(1) 松蔭高
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾅ ﾌｸｼﾏ ｽｽﾞﾐ

4 J6165 吉本　真菜(2) 菊里高 4 H6185 福島　涼未(2) 熱田高
ｽｷﾞｲ ｱｲ ｶｷﾞﾀﾆ ｻｷ

5 J6467 杉井　愛(1) 千種高 5 H6289 鍵谷 咲季(1) 天白高
ﾏﾅｺ ｶﾎ ﾉﾊﾗ ﾐﾕ

6 H6320 眞名子　佳穂(1) 昭和高 6 H6186 野原　実侑(2) 熱田高
ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉ ﾐｽﾞｲ ﾏﾅ

7 J6355 大澤　綾乃(2) 椙山高 7 H6256 水井　まな(1) 富田高
ｲﾜﾀ ﾅｵ ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

8 H6316 岩田　菜生(1) 松蔭高 8 H6259 伊藤　麻琴(1) 富田高

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾆｼﾜｷ ﾒｲ ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ

2 H6367 西脇　芽生(1) 富田高 2 J6541 加藤　瑞季(1) 菊里高
ｺｲｹ ﾚｱ ﾔﾏﾅｶ ﾘｻ

3 J6547 小池　麗愛(1) 椙山高 3 J6446 山中　里紗(1) 椙山高
ﾉﾀﾞ ﾘｶﾅ ｻﾜｲ ｺﾄﾈ

4 H6366 野田　梨夏菜(2) 熱田高 4 H6290 沢井 琴音(1) 天白高
ｶﾜﾉ ﾘﾝ ﾎﾘｴ ﾚﾅ

5 J6540 河野 凜(1) 守山高 5 H6291 堀江　玲奈(1) 天白高
ｵｸﾀﾞ ｱﾔ ｺﾆｼ ﾚﾅ

6 J6163 奥田　あや(2) 菊里高 6 J6239 小西　玲奈(2) 菊華高
ﾐﾉｳﾗ ﾘｴ ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ

7 H6350 箕浦　里衣(1) 熱田高 7 H6257 松尾　優理(1) 富田高
ﾑﾗﾜｶ ｻﾕﾘ ｵｵｼﾏ ﾜｶﾅ

8 H6334 村若　沙由莉(1) 富田高 8 J6546 大島　若菜(1) 菊里高

11組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

ﾎﾘｺｼ　ｱﾘｻ

2 H6286 堀越　ありさ(1) 向陽高 2
ﾏﾂｻﾞｷ ｺﾉｶ

3 H6348 松﨑　好香(1) 熱田高 3
ｲｶﾘﾔﾏ　ｶｽﾞｴ

4 H6283 碇山　和恵(1) 向陽高 4
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ

5 H6349 水谷　恵(1) 熱田高 5
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｺ

6 H6338 中島　優子(1) 熱田高 6
ｴｸﾞﾁ　ﾏﾘﾅ

7 H6284 江口　万里奈(1) 向陽高 7
ﾊﾗ ﾕﾗﾗ

8 H6351 原　ゆらら(1) 熱田高 8



記録会高女1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾏﾀﾞﾕｲ ﾊﾏﾊﾞﾔｼ ｱﾝｽﾞ

1 J6440 濵田唯(1) 名東高 1 J6544 濱林　杏(1) 菊里高
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽｶ ﾓﾘｼﾀ ﾓﾓﾅ

2 H6226 水谷　明日香(1) 瑞陵高 2 H6308 森下　桃菜(1) 松蔭高
ﾉﾑﾗ　ﾈﾈ ﾊｯﾄﾘ ﾅﾅﾐ

3 J6135 野村　ねね(2) 明和高 3 H6189 服部　那南実(2) 熱田高
ｻｸﾗｷﾞ ﾓﾓｶ ｶﾄｳ ｶﾉ

4 H6353 櫻木　萌々花(1) 熱田高 4 J6548 加藤　嘉乃(1) 椙山高
ｶﾒｲ　ﾌｳｶ ﾓﾘﾓﾄ　ﾅﾂｷ

5 J6569 亀井　風歌(1) 明和高 5 J6574 元森　夏希(1) 明和高
ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾉﾊ

6 J6556 松井　歩未(1) 旭丘高 6 J6447 安藤　胡葉(1) 椙山高
ｲﾜｻ ﾖｼﾈ ｶﾄｳ　ﾜｶﾅ

7 J6134 岩佐　欣音(2) 明和高 7 J6571 加藤　稚菜(1) 明和高
ｲﾄｳ ｱｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ

8 J6558 伊藤　愛(1) 旭丘高 8 J6543 小林　京加(1) 菊里高
ｲｿｶﾞﾐ　ﾕｷ ﾅﾔﾀﾆ ﾓﾓ

9 J6469 石上　夕貴(1) 名古屋西高 9 H6096 納谷 桃(2) 天白高
ﾉﾏ ﾘﾘ ｿﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ

10 H6016 野間　凜々(2) 瑞陵高 10 H6313 曽田　紬(1) 松蔭高
ｽｽﾞｷ ﾏｵ ｱｻﾉ ｻｴ

11 H6319 鈴木　茉央(1) 昭和高 11 H6362 浅野 紗衣(2) 天白高
ｱｽﾞﾏ ﾐｽｽﾞ ﾅｶﾉ　ﾙﾐ

12 H6228 東　美寿珠(1) 瑞陵高 12 J6474 中野　留美(1) 名古屋西高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾅﾐ ﾓｱ ｴﾝ　ﾋﾄﾐ

1 P7567 井並　萌彩(2) 港南中 1 P8284 袁　瞳(1) 守山西
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾉﾎﾞﾘ ﾎﾉｶ

2 P7823 岡田　晴菜(3) 瑞穂ヶ丘中 2 P7559 曻　帆乃果(3) 港南中
ｲﾅﾐ ｻﾅ ﾊﾔｼ ｷｷ

3 P7562 井並　紗那(3) 港南中 3 P7952 林　きき(3) 桜田中
ﾊﾏﾉ ﾘｵ ｶﾜｲ ｱｺ

4 P7958 濵野　莉緒(2) 桜田中 4 P7331 河合　亜胡(3) 豊国中
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ ﾂｶﾀﾞ ｱﾘｻ

5 P7893 杉本　彩華(3) 神丘中 5 P7728 塚田　有沙(2) 神の倉中
ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ ﾀｸﾞﾁ ｱｲｶ

6 P7568 久保田　月楠(2) 港南中 6 P7825 田口　愛佳(3) 瑞穂ヶ丘中
ﾜﾀﾍﾞ ﾐｻｷ ｳﾁﾀﾞ ｱﾕ

7 P7836 渡部　美咲(2) 瑞穂ヶ丘中 7 P8132 内田　愛夕(1) 港南中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ﾅｶﾔﾏ ﾁﾊﾙ

8 P7950 遠藤　美紅(3) 桜田中 8 P7826 中山　千陽(3) 瑞穂ヶ丘中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ ﾊﾞﾝ  ｻｸﾗ

1 P7561 藤原　亜衣莉(3) 港南中 1 P7960 坂　咲花(3) 宝神中
ｵｵｷ ﾐﾗｲ ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ

2 S6129 大木　美礼(1) 高蔵寺中 2 P7957 鈴木 未來(2) 桜田中
ｵｶﾍﾞ　ﾅﾅｶ ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｷﾅ

3 P7850 岡部　ななか(2) 守山西 3 P7855 山本　祐妃奈(2) 守山西
ｵｲｶﾜ ﾕｶ ｷﾄｳ ﾊﾅｶ

4 S5903 及川　ゆか(2) 高蔵寺中 4 P7330 鬼頭　花香(3) 豊国中
ﾑﾗｲ ﾘｵ ｳｻﾐ ｱｽﾞｻ

5 S5910 村井　里緒(2) 高蔵寺中 5 P7748 宇佐見　梓(2) 吉根中
ｺﾞﾄｳ ﾒｲ ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ

6 P8041 後藤　芽生(1) 宝神中 6 P8045 相澤　紗希(1) 瑞穂ヶ丘中
ﾏﾂｲ ﾘｵ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

7 P7557 松井　梨緒(3) 港南中 7 76048 小林　晴香(2) 金城学院
ｻﾄｳ ﾘﾎ ｼﾗｲ ｶﾝﾅ

8 P7721 佐藤　璃歩(2) 神の倉中 8 P7723 白井　寛菜(2) 神の倉中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｶｻﾞｷ ﾏﾐｺ ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ

1 P7333 岡崎　万実子(3) 豊国中 1 P7750 柴田　陽菜(2) 吉根中
ｴﾊﾞ ﾕﾗ ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ

2 P8396 江場　優来(1) はとり中 2 P7749 木村　夏実(2) 吉根中
ﾀﾆﾀﾞ ｺﾄｺ ﾆﾜ ﾅﾅｺ

3 P7896 谷田　琴子(3) 神丘中 3 P8390 丹羽　菜々子(1) はとり中
ﾋﾛｾ ﾊﾙｶ ﾆﾜ ﾕｳﾅ

4 P7756 広瀬　春香(2) 吉根中 4 P7755 丹羽　佑奈(2) 吉根中
ｴｸﾞﾁ　ﾅﾅﾐ ｶﾐｼﾞﾏ　ｺｺｱ

5 P8290 江口　七海(1) 守山西 5 P7856 上島　心愛(2) 守山西
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ ｵﾊﾞﾀ ｻﾕﾅ

6 P8371 中村　陽愛(1) 吉根中 6 P8048 小幡　紗由奈(1) 瑞穂ヶ丘中
ｻｲﾄｳ ｱｲｻ ﾐｽﾞﾉ ｻﾔ

7 P8060 齋藤　愛咲(1) 豊国中 7 P7548 水野 さや(2) 沢上中
ﾀｶﾀ ﾐｻｷ ｲﾜﾅｶﾞ ｼｵﾘ

8 P7832 高田　実咲(2) 瑞穂ヶ丘中 8 P7564 岩永　志織(2) 港南中



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾜﾀﾞ ﾅｽﾞﾅ ﾂﾈﾔﾏ ﾘﾅ

1 P7735 和田　菜杏奈(2) 神の倉中 1 S5909 常山　莉奈(2) 高蔵寺中
ﾜｼｵ ﾔﾔｺ ｶﾄｳ ﾅﾂｷ

2 P8050 鷲尾　也哉子(1) 瑞穂ヶ丘中 2 P7544 加藤 菜月(2) 沢上中
ｱｶﾊﾞｴ  ｻｷｺ ﾊﾞﾝﾉ ﾐｵ

3 P7964 赤波江　彩季子(2) 宝神中 3 P7558 坂野　実央(3) 港南中
ﾏｾ ﾅﾅﾐ ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ

4 P8359 間瀬　菜々海(1) 神の倉中 4 P7334 村上　綾音(3) 豊国中
ｵｵﾔﾏ ﾘｲｱ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾕ

5 P8133 大山　莉祈愛(1) 港南中 5 P8362 山﨑　梛由(1) 神の倉中
ﾔｽｴ ﾊﾅ ﾊﾏﾅｶ ｹｲ

6 P7830 安江　巴菜(3) 瑞穂ヶ丘中 6 P7732 濵中　佳(2) 神の倉中
ｼﾊﾞﾀ ﾁｴﾘ ｳｴｽｷﾞ ﾊﾙﾅ

7 P7339 柴田　千衣里(2) 豊国中 7 76045 上杉　榛奈(2) 金城学院
ﾔｽﾀｹ ﾊﾅ ｵｵﾜｷ ﾐｻｲ

8 P7956 保竹　花(2) 桜田中 8 P8047 大脇　美彩(1) 瑞穂ヶ丘中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾐ ﾀｹｼﾏ ｷｸﾉ

1 S5905 髙木　日菜美(2) 高蔵寺中 1 P7726 竹嶌　菊乃(2) 神の倉中
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ ﾅｲﾄｳ ﾌｳｶ

2 P7727 田中　日彩(2) 神の倉中 2 P8210 内藤　風薫(1) 桜田中
ﾔﾏﾀﾞ　ｼｵﾘ ｺｶﾞｲ ｻﾂｷ

3 P8294 山田　汐莉(1) 守山西 3 P7824 小貝　さつき(3) 瑞穂ヶ丘中
ﾋｼﾀﾞ ﾚﾐ ｼﾉﾊﾗ ｲﾁﾉ

4 P8335 菱田　れみ(1) 神丘中 4 P8356 篠原　いちの(1) 神の倉中
ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ ｻﾉ ﾕｱｲ

5 P8215 安田　優菜(1) 桜田中 5 P8042 佐野　結愛(1) 宝神中
ﾆｼﾑﾗ ｻﾂｷ ﾆｼﾀﾞ ｶﾝﾅ

6 P8134 西村　咲月(1) 港南中 6 P8063 西田　栞渚(1) 豊国中
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ﾏﾂｲ ﾄﾓﾐ

7 P8062 岡田　悠花(1) 豊国中 7 P8349 松井　朋未(1) 神丘中
ｻｲﾀﾞ ﾐｵ ﾐﾂｷ ﾃﾝ

8 P7340 濟田　美桜(2) 豊国中 8 P7828 三木　添(3) 瑞穂ヶ丘中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｾ ｺﾄﾐ ｳｴｽｷﾞ ｺｺﾅ

1 P8203 佐瀬　琴美(2) 桜田中 1 P8405 上杉　心菜(1) 富田中
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｺ ｵｵﾀ ﾁﾅﾂ

2 76046 長島　理子(2) 金城学院 2 P7954 太田　千捺(2) 桜田中
ｴﾊﾗ ｺｳｺ ﾌｸｼﾏ ﾅﾅ

3 76037 江原　煌子(2) 金城学院 3 P7827 福島　奈々(3) 瑞穂ヶ丘中
ｸｾﾞ ｶﾎ ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ

4 P7982 久世　華穂(2) 富田中 4 P8340 清水　彩花(1) 神丘中
ｶﾜｾ ｼﾅ ﾔｽｲ　ｱﾝ

5 P7719 川瀬　詩奈(2) 神の倉中 5 P8300 安井　杏(1) 守山西
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾅ ｲﾜﾀ ﾐｽﾞｷ

6 P7341 杉本　陽南(2) 豊国中 6 P8204 岩田　瑞姫(1) 桜田中
ﾐﾌﾞｶ ﾊﾙﾅ ｻｶｼﾀ ﾏｱﾔ

7 P7983 身深　遥菜(2) 富田中 7 P8355 坂下　真彩(1) 神の倉中
ｶﾜﾊﾗ ﾘﾝ ｲﾜﾑﾛ ﾏﾅ

8 P8207 河原　凛(1) 桜田中 8 P7985 岩室　茉奈(2) 富田中



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱｻｲ ﾚﾅ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ

1 P7332 浅井　蓮菜(3) 豊国中 1 P7336 伊藤　百花(3) 豊国中
ﾊﾔｾ　ﾂﾌﾞﾗ ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ

2 P8289 早瀬　つぶら(1) 守山西 2 P8332 鈴木　穂乃花(1) 神丘中
ﾄｵｼﾏ ｶﾉﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾄｾ

3 P8136 遠島　花音(1) 港南中 3 P8347 山田　千歳(1) 神丘中
ｲｼﾊﾞｼ ﾊｽﾐ ﾐｽﾞﾉ ﾏｲ

4 P8336 石橋　蓮実(1) 神丘中 4 P7733 水野　真衣(2) 神の倉中
ﾀｹｶﾌﾞ ﾐｳ ﾀｹｳﾁ ﾁﾊﾙ

5 P7955 竹株　海羽(2) 桜田中 5 P8135 竹内　知花(1) 港南中
ｲｼｲ ｾｲﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾅ

6 P7785 石井　聖愛(2) 萩山中 6 P8361 山口　彩那(1) 神の倉中
ﾅｶｵ　ﾐﾗﾉ ｻｷﾀ ﾐｽﾞｷ

7 P8299 中尾　ミラノ(1) 守山西 7 P8342 崎田　瑞季(1) 神丘中
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ ﾎﾘｳﾁ　ﾊﾅ

8 P8406 ??田　仁美(1) 富田中 8 P8297 堀内　華(1) 守山西

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｻｷ　ﾅﾅﾐ ﾀﾅｶ ｺﾕｷ

1 P8285 洲崎　七海(1) 守山西 1 P7563 田中　湖雪(3) 港南中
ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾘ ﾏｽﾀﾞ ﾅｵ

2 P7565 本田　きらり(2) 港南中 2 76035 増田　奈央(1) 金城学院
ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾔﾉ ﾏﾂｲ　ﾐﾗｲ

3 P8058 中神　綾乃(1) 豊国中 3 P8286 松井　美蕾(1) 守山西
ｺﾔﾏ ﾘｶ ﾖｼｶﾜ　ﾐﾊﾅ

4 P8389 小山　梨花(1) はとり中 4 P8288 吉川　心花(1) 守山西
ｲｲﾀﾞ ｻｴ ｺｳﾗ　ｱｵｲ

5 P7560 飯田　沙衣(3) 港南中 5 P8298 小浦　愛生(1) 守山西
ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ ﾃﾞﾜ ﾅﾅﾎ

6 P8419 福田　結菜(2) 萩山中 6 P7730 出羽　七帆(2) 神の倉中
ﾅｶｵ ﾘｵﾝ ﾊﾔｶﾜ ﾘﾉ

7 P8137 中尾　璃音(1) 港南中 7 P8138 早川　梨乃(1) 港南中
ｲｿｶﾞｲ ﾋｶﾘ ﾏﾂﾔﾏ ｻｸﾗ

8 76032 磯貝　ひかり(1) 金城学院 8 P8139 松山　咲愛(1) 港南中

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｽﾞﾅ ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳ

1 P8408 吉永　夢珠奈(1) 富田中 1 P8404 西垣　柚(1) 富田中
ﾅｶﾀ ｺﾁｮｳ ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ

2 P8409 中田　虹蝶(1) 富田中 2 P8407 森田　美咲(1) 富田中
ﾅﾘﾀ ｱﾔｶ ﾀｶﾉ ｴﾅ

3 P8211 成田　彩花(1) 桜田中 3 P8402 髙野　江那(1) はとり中
ｶｼﾞﾉ　ﾚﾓﾝ ｿﾔﾏ ﾘﾝ

4 P8295 楫野　怜文(1) 守山西 4 P8388 祖山　凜(1) はとり中
ｲｼﾊﾗ ﾚｲﾅ ﾖｺﾞ ﾎﾉｶ

5 P8425 石原　玲奈(1) 萩山中 5 P8308 与語　ほのか(1) 吉根中
ﾓﾃｷﾞ ﾚｲｶ ｲﾉｳｴ ｾｱ

6 P7566 茂手木　麗華(2) 港南中 6 P7984 井上　汐亜(2) 富田中
ﾏｴﾀﾞ ｱﾒﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ｽﾐﾚ

7 76029 前田　愛芽里(1) 金城学院 7 P8357 長谷川　すみれ(1) 神の倉中
ﾌｼﾞｵｶ ﾐｸ ﾀｹｼﾀ ﾘﾝ

8 P8059 藤岡　美玖(1) 豊国中 8 P84325 竹下　凜(1) 萩山中



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾕｸﾞﾁ ｶﾅｴ

1 P8363 湯口　佳苗(1) 神の倉中 1
ﾏﾙｲ ﾐｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾄ

2 P8360 丸井　美咲(1) 神の倉中 2 P8319 渡邉　美音(1) 吉根中
ｵｵﾉ ﾕｽﾞﾊ ｳﾒﾓﾄ ﾅﾅ

3 P8392 大野　柚葉(1) はとり中 3 P8314 梅本　菜那(1) 吉根中
ﾊｯﾄﾘ ﾐﾕ ｸﾛｷ ﾕﾉﾝ

4 P8403 服部　美優(1) はとり中 4 P8400 黒木　悠夢(1) はとり中
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｷ ﾅｶ ｶｵﾙｺ

5 P8399 水谷　実希(1) はとり中 5 P8311 中　薫子(1) 吉根中
ｶﾄｳ ｾﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅｶ

6 P8398 加藤　聖菜(1) はとり中 6 P8315 河村　心嘉(1) 吉根中
ｲﾁﾉ ﾏﾎ ｵｵﾉ ﾈﾈ

7 P8303 市野　真穂(1) 吉根中 7 P8397 大野　希音(1) はとり中
ﾄﾐﾀﾞ ﾚﾐ ｾｲﾉ ﾐﾕ

8 P8395 富田　玲美(1) はとり中 8 P7628 清野　心優(2) はとり中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会中女1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾓﾘ ｷﾘｺ ｺｳﾀﾞ ﾙﾅ

1 P7624 森　希里子(2) はとり中 1 P7953 國府田　瑠捺(3) 桜田中
ﾌｸｵｶ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｶ

2 P8212 福岡　希美(1) 桜田中 2 P8329 山口　愛里加(1) 神丘中
ﾀｶｷﾞ ｺﾅﾐ ﾑﾗｲ ｶﾝﾅ

3 P7905 高木　胡波(2) 神丘中 3 P8344 村井　環那(1) 神丘中
ﾑｺｳﾔﾏ ｶｽﾞﾈ ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾘﾝ

4 P7835 向山　和音(2) 瑞穂ヶ丘中 4 15145 白栁 凜(1) 沢上中
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ ｵｵﾔ ﾊﾙｶ

5 P8214 松本　梨央(1) 桜田中 5 P8352 大矢　春香(1) 神丘中
ﾊﾔｼ ｼｵﾘ ｼﾐｽﾞ ﾐｵ

6 P7811 林　詩織(3) 汐路中 6 P8415 清水 美桜(1) 沢上中
ｶﾄｳ ｴﾘｺ ﾎﾘﾍﾞ ｱｲﾘ

7 P8354 加藤　絵里子(1) 神の倉中 7 76028 堀部　あいり(3) 金城学院
ｻﾄｳ ｱﾕﾐ ﾀｶﾞﾐ ﾘﾗ

8 P8049 佐藤　愛結(1) 瑞穂ヶ丘中 8 P8328 田上　莉羅(1) 神丘中
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷ ﾊﾞﾊﾞ ｻﾔｶ

9 P7829 森山　美希(3) 瑞穂ヶ丘中 9 P8358 馬場　さやか(1) 神の倉中
ｼｵｻﾞﾜ ｱｲｶ ﾓﾘ ﾉｱ

10 P7626 塩澤　愛香(2) はとり中 10 76026 森　望葵(3) 金城学院
ｵｵﾉ ｻｷ ﾀｵｳｴ ｶﾎ

11 P8046 大野　紗季(1) 瑞穂ヶ丘中 11 P8394 田野上　佳歩(1) はとり中
ﾆｼｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ

12 P7834 西口　夏希(2) 瑞穂ヶ丘中 12 15141 樋口 璃子(1) 沢上中
ｼﾗｻﾜ ﾕﾒ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ

13 P7724 白澤　夢(2) 神の倉中 13 P8316 鈴木　千尋(1) 吉根中
ｷｼﾀ ｻｴ ﾋﾗﾉ ｻﾐ

14 P7618 木下　咲愛(3) はとり中 14 P8318 平野　沙実(1) 吉根中
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ ﾌｼﾞｲ ﾉﾘ

15 P7542 中村 万桜(3) 沢上中 15 P8350 藤井　矩(1) 神丘中
ｶﾄｳ ﾁﾅﾂ ｶﾜｷﾀ ﾘｵ

16 P8393 加藤　千夏(1) はとり中 16 15136 川北 莉桜(1) 沢上中
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ ﾄｳｸﾞﾝ ｼﾞｭﾝｺ

17 P7550 山田 芽依(3) 沢上中 17 P8416 東郡 純子(1) 沢上中
ﾋﾗﾔﾏ ｻｸﾗｺ

18 P7629 平山　桜子(2) はとり中
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