
 2年男子100m

日本中学記録(NJH)            10.56     宮本　大輔(山口・周陽)                2014

愛知中学記録(PJH)            10.81     河室  裕貴(愛知・弥富)                2009

２年生最高記録(PJH(2))       10.99     鈴木  祐太(愛知・本郷)                2008

２年生最高記録(PJH(2))       10.99     小倉　一心(愛知・豊橋南陽)            2015

大会記録(GR)                 11.18     小倉　一心(愛知・豊橋南陽)            2015

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ｵｶ ﾕｳﾀ ﾄﾘｲ ﾕｳﾏ

1 1948 岡　優太(2) 汐路中 1 8395 鳥居　侑眞(2) 猿投台中

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ

2 5119 吉田　琢人(2) 尾張旭西中 2 11871 早川　貫太(2) 高豊中

ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ ﾓﾘｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

3 2002 近藤　壮真(2) 鎌倉台中 3 12024 森﨑　涼太(2) 豊橋東陵中

ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｶﾞ

4 2141 田渕　元翔(2) 吉根中 4 11709 西山　悠雅(2) 田原東部中

ｶﾄｳ ﾚﾝ ﾊﾏﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ

5 5248 加藤　蓮(2) 瀬戸南山中 5 1807 濱田　修伍(2) 名古屋北中

ﾋﾗｲｹ ﾏｺﾄ ｲｲﾀﾞ ﾚﾂ

6 51 平池　真人(2) 古知野中 6 1541 飯田　烈(2) 名古屋中

ｻｶｲ ﾘｭｳﾏ ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲｶﾞ

7 11873 境　龍真(2) 高豊中 7 11678 村松　泰雅(2) 高師台中

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ

8 1822 木村　海斗(2) 大須ＡＣ 8 37 阿部　真也(2) 弥富中

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

1 1

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｱﾏﾉ ｶｵﾙ

2 1684 岡田　洋翔(2) はとり中 2 8456 天野　薰(2) 愛教大附属中

ｳｶｲ ｴｲﾄ ｱｻｲ ｵｳﾏ

3 5056 浮海　瑛人(2) 春日井東部中 3 1892 浅井　央真(2) 萩山中

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ ﾋﾀﾞｶ ｶｵﾝ

4 8805 中川　雅希(2) 刈谷東中 4 8291 日髙　嘉恩(2) 西尾東部中

ﾌﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｶﾏｺ ｺｳﾀﾞｲ

5 2051 夫馬　健一朗(2) 守山東中 5 11889 鎌戸　煌大(2) 豊橋北部中

ﾓﾘｼﾀ ｱｵｼ ｲﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ

6 11846 森下　蒼(2) JACT 6 1984 岩野　大地(2) 守山中

ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾏ

7 5125 川本　凌靖(2) 日進中 7 48 角田　拓真(2) 古知野中

8 8

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

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

2 8288 山田　凱斗(2) 西尾東部中 2 2420 宮﨑　遥士(2) 鳴子台中

ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ ｸﾉ ｻﾄｼ

3 8044 橋本　樹(2) 岡崎北中 3 8341 久野　聡(2) 上郷中

ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼ ﾏﾂｵ ｺｳｾｲ

4 8846 近藤　紘史(2) 前林中 4 2063 松尾　晃成(2) 扇台中

ﾔﾏｼﾀ ﾎｽﾞﾐ ﾀｶｲ ﾕｳﾀ

5 8493 山下　誉純(2) 知立中 5 6528 髙井　佑太(2) 富貴中

ｱｷﾀ ﾕｳ ﾂﾙﾀ ﾊﾙﾄ

6 1621 秋田　悠(2) 桜田中 6 8022 鶴田　晴斗(2) 葵中

ｱﾎﾞ ﾕｳｽｹ ｶﾅﾔ ｾｲﾀ

7 1795 安保　悠介(2) 御幸山中 7 1739 金谷　晴風(2) 宝神中

ｻｻ ｼｮｳｺﾞ

8 8 118 佐々　翔梧(2) AC一宮Junior

※ 6組招集時間は5組と同じ   


