
男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

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

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｾｲ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ

1 9628 鈴木　舜惺(1) 竜海中B 5:00.00 1 9567 林　優翔(1) 六ツ美北中B

ｲｺﾏ ﾂﾊﾞｻ ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ

2 9272 生駒　翼(1) 矢作中C 5:50.00 2 9619 柴田　晃希(1) 福岡中 5:10.00

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲ

3 11540 小林　里央(2) 一宮中 3 9618 山嵜　伶育(2) 岡崎東海中B

ﾀｶﾀ ﾄｵｲ ｶﾄｳ ﾀｹﾙ

4 8948 高田　遥生(2) 刈谷ＡＣ 4:33.0 4 8724 加藤　丈瑠(2) 翔南中 4:57.00

ﾋﾋﾞﾉ ﾘｭｳﾀ ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ

5 12266 日比野　隆太(1) 羽田中 5:05.0 5 8530 尾田　悠翼(2) 岡崎南中 4:23.85

ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳｷ ﾊﾏｼﾞﾏ ｻﾄｼ

6 9604 安立　丞輝(1) 六ツ美北中C 6 8961 濱島　聡志(1) 矢作中C 5:20.00

ｺﾔﾏ ﾀｽｸ ｵｵﾔﾏ ﾙｷ

7 9584 小山　将(1) 矢作北中B 7 9582 大山　琉希(2) 城北中

ｶﾜﾍﾞ ｶｽﾞｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ

8 9284 川邉　一輝(1) 西尾東部中B 5:37.92 8 8359 熊谷　豪流(2) 末野原中 4:36.25

ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ｹｲﾀ

9 11528 鈴木　康太(2) 豊川西部中 5:25.00 9 8640 佐藤　恵太(2) 新香山中 5:45.00

ｵｶﾔｽ ﾘｸ ｽﾜ ﾉｿﾞﾑ

10 9471 岡安　理玖(1) 美川中 10 12134 諏訪　望夢(1) 豊川西部中 6:08.00

ｻｶﾓﾄ ﾃﾂ ﾅｶﾀｹ ｱｻﾋ

11 9616 坂本　鉄(2) 岡崎東海中 11 9282 中武　朝日(1) 西尾東部中B 5:32.10

ｻｶｼﾀ ﾘﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻﾋ

12 8018 坂下　莉都(2) 葵中 4:45.00 12 9357 山口　朝陽(1) 竜北中 4:45.71

ｲﾏｾ ｿｳｲﾁﾛｳ ｲﾏｲ ﾕｳﾀ

13 9180 今瀬　颯一朗(1) 六ツ美北中 13 8432 今井　裕大(2) 朝日丘中

ﾏﾂｲ ｶﾅﾀ ｵｼｶﾜ ｼｭﾝｲﾁ

14 8231 松井　伽捺太(2) 竜北中 5:18.68 14 8120 押川　舜市(2) 西尾一色中 5:00.52

ｲﾜﾏ ｶｲﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊｸ

15 9079 岩間　快斗(1) 六ツ美中 4:54.22 15 9183 中川　珀(1) 六ツ美北中C

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ ｽｹﾞｻﾜ ｿｳｷ

16 9210 村田　稜輔(1) 岡崎北 16 11539 菅澤　蒼生(2) 一宮中

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

ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ

1 8699 相澤　陽太(2) 竜南中 1 11516 守山　晴之(2) 羽田中 4:35.0

ﾀﾂ ｱｽﾖｼ ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ

2 11773 達　飛嘉(2) 豊橋南稜中 4:30.00 2 9551 松岡　蓮(2) 竜海中 4:45.00

ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｶﾈｺ ﾀｸﾏ

3 9035 伊藤　颯汰(1) 矢作北中 3 8365 金子　拓磨(2) 末野原中 5:19.90

ｵｵﾊﾗ ｹｲﾀ ﾀﾅｶ ｾｲﾔ

4 9220 大原　慶太(1) 翔南中 4:58.00 4 8021 田中　聖矢(2) 葵中 5:00.00

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｵｼ ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ

5 8101 今泉　直志(2) 城北中B 5 12277 大塚　翔太(1) 豊橋南稜中 5:30.00

ﾐﾂｲ ﾅｵ ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ

6 8950 三井　直(1) 矢作中C 5:15.00 6 12183 中村　柊斗(1) 一宮中

ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾄ ｸﾛﾉ ﾄﾓﾔ

7 8448 大橋　悠杜(2) 朝日丘中 7 9556 黒野　智弥(2) 福岡中 5:40.00

ｺﾑﾀ ﾚﾝ ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾏ

8 9569 小無田　廉(1) 六ツ美北中B 8 8118 石川　周磨(2) 西尾一色中 5:10.10

ﾋﾉ ｿﾗ ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾄ

9 8491 日野　宙良(2) 知立中 4:40.00 9 8252 太田　朝仁(2) 福岡中B 6:00.00

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ

10 8957 鈴木　悠真(1) 矢作中 4:50.00 10 8073 畔柳　真人(2) 岡崎東海中B

ﾐｳﾗ ｼｭｳﾏ ﾊﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ

11 9608 三浦　嵩真(1) 六ツ美北中C 11 9552 畑中　克彦(1) 竜海中B 4:55.00

ﾎｼｲ ｶｲﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ

12 9287 星井　快斗(1) 西尾東部中 5:04.11 12 8429 髙山　敏碩(2) 朝日丘中

ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

13 9082 細田　陽也(1) 六ツ美中 5:22.23 13 8052 近藤　和樹(2) 岡崎北

ｵｵﾏｴ ﾀｸﾐ ﾅﾝﾌﾞ ｱｷﾄ

14 8253 大前　拓海(2) 福岡中B 5:50.00 14 8204 南部　晃利(2) 矢作北中

ﾜﾋﾞｺ ｺｳｾｲ ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

15 9247 我彦　孝征(1) 岩津中 5:34.00 15 8185 加藤　大智(2) 美川中

ｽｽﾞﾑﾗ ﾊﾙｶ
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16 9568 鈴村　悠(1) 六ツ美北中



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾄｳ ﾘｭｳｷ ﾆｼｶﾜ ﾕｳ

1 9615 伊藤　琉輝(2) 岡崎東海中 1 9162 西川　佑(2) 刈谷ＡＣ 5:15.0

ﾁﾅ ﾄｵﾏ ｲｹｶﾞﾐ ﾄｱ

2 8740 知名　透真(2) 翔南中 4:40.00 2 9590 池上　柊亜(2) 矢作北中B

ﾀｶｵｶ ﾋﾛｷ ﾑﾗﾀ ｼｭｳﾀﾛｳ

3 9609 高岡　宙輝(1) 六ツ美北中C 3 9436 村田　蹴太朗(1) 逢妻中

ﾏﾂｲ ﾌｳﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸｼ

4 8069 松井　楓馬(2) 岡崎東海中B 4 12185 渡辺　拓司(1) 一宮中

ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｷ

5 8114 辻　拓己(2) 西尾一色中 5:03.77 5 9396 金原　侑希(1) 岡崎南中 5:21.40

ﾊﾔｼ ﾊﾙｲﾁ ﾅｶﾞｲ ｾﾞﾝ

6 8962 林　晴一(1) 矢作中C 4:59.00 6 11765 永井　漸(2) 豊橋南稜中 4:40.00

ﾖﾈﾂﾞ ﾕｳﾄ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ

7 9581 米津　悠登(2) 城北中B 7 8201 清水　悠翔(2) 矢作北中

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｽﾐﾔ ﾀﾂｷ

8 11533 近藤　悠登(2) 豊川西部中 5:35.00 8 8290 角谷　達享(2) 西尾東部中 4:51.23

ｽｴﾖｼ ﾊﾙﾄ ｲﾁｶﾜ ｺｳｽｹ

9 8486 末吉　悠人(2) 知立中 4:30.00 9 9600 市川　倖右(2) 六ツ美北中

ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ ﾊﾁｽｶ ｱｵｲ

10 9557 水元　琉(2) 福岡中 5:50.00 10 8785 蜂須賀　蒼(2) 六ツ美中 4:29.31

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｵｲ ﾋﾛﾉﾘ

11 9601 谷川　遼(2) 六ツ美北中B 11 8705 大井　啓寛(2) 竜南中

ｶﾝﾀﾞ ｴﾂﾄ ｼﾝﾀｸ ﾊﾔﾄ

12 8088 神田　悦士(2) 城北中 12 8367 新宅　隼士(2) 末野原中 5:34.10

ｽｽﾞｷ ｼｮｳｾｲ ﾎﾝﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ

13 8292 鈴木　翔星(2) 西尾東部中 5:15.39 13 9611 本松　悠月(2) 岩津中B 5:48.00

ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ ｱﾗｲ ﾃﾝｺﾞ

14 8638 平野　悠翔(2) 新香山中 4:52.00 14 8969 荒井　天吾(1) 矢作中B 4:59.00

ﾂｷﾏﾁ ｷｮｳ ﾀｶﾏﾂ ｵｳﾀ

15 8613 月待　京羽(2) 安城西中 15 8611 髙松　桜太(2) 安城西中

ｶﾜｲ ﾋﾄｼ ｲﾉｳｴ ｿｳﾄ

16 8679 河井　仁志(3) 吉良中 5:23.29 16 9575 井上　颯翔(2) 岩津中 5:04.00

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾖｼﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾄﾘﾔﾏ ｼﾄﾞ

1 9096 吉松　誠(1) 竜南中 1 9261 鳥山　獅斗(2) 矢作中B 4:59.00

ﾅﾙｾ ﾘﾙ ｲﾉｳｴ ﾀｲｼﾝ

2 8364 成瀬　吏流(2) 末野原中 5:00:00.0 2 8206 井上　大眞(2) 矢作北中

ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾛｳ ﾔﾉ ｼｮｳﾀ

3 9212 杉浦　多郎(2) 翔南中 5:12.00 3 9399 矢野　昇大(1) 岡崎南中 5:32.30

ｶﾄｳ ｺﾃﾂ ｾｷﾈ ﾘｭｳ

4 8639 加藤　虎哲(2) 新香山中 5:45.00 4 9204 関根　琉生(1) 岡崎北

ﾀﾝ ﾔｽｵ ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳｼﾝ

5 9125 丹　泰夫(1) 刈谷ＡＣ 5:03.0 5 9561 水上　昊真(2) 福岡中 5:10.00

ﾀｶｽ ｺｳｷ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾚﾝ

6 8122 髙須　光希(2) 西尾一色中 5:20.39 6 9591 小笠原　漣(2) 矢作北中B

ﾅﾙｾ ﾚﾝ ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾐ

7 8786 成瀬　蓮(2) 六ツ美中 4:37.33 7 9351 飯田　託己(2) 竜北中 5:20.60

ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾄ ﾆｼｳﾗ ﾘｭｳﾄ

8 8415 池田　陸斗(2) 朝日丘中 8 9054 西浦　琉斗(1) 福岡中B 7:00.00

ｼﾗｲｼ ﾏｻﾑﾈ ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾄ

9 8268 白石　真心(2) 矢作中 4:25.00 9 8739 杉永　将都(2) 翔南中 4:47.00

ﾉﾌﾞｻﾜ ﾀﾂｷ ﾂﾂﾞｷ ﾕｷﾀｹ

10 9114 信澤　樹(1) 城北中B 10 8115 都築　侑生丈(2) 西尾一色中 5:01.11

ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ ﾀｹｶﾜ ﾘｮｳﾀ

11 9378 林　竜叶(1) 美川中 11 9617 竹川　龍汰(2) 岡崎東海中B

ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ ﾄｷﾖｼ ﾏｻﾔ

12 9602 柴田　竜弥(2) 六ツ美北中 12 9119 時吉　将矢(1) 城北中B

ﾊﾝｼﾞ ﾃﾂﾔ ｵｵﾀｹ ｶｲﾘ

13 9545 判治　徹哉(1) 竜海中B 4:53.00 13 8681 大竹　浬(3) 吉良中 4:36.33

ｼﾉｾ ﾊﾔﾄ ｲﾄｳ ﾚﾝｼﾞ

14 8683 篠瀬　羽也人(3) 吉良中 5:32.54 14 8635 伊藤　恋治(2) 新香山中 5:45.00

ｺﾞﾄｳ ｶｴﾃﾞ ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼ

15 9395 後藤　楓(2) 岡崎南中 4:58.30 15 9494 本多　顕士(1) 朝日丘中B

ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾔ ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺｳ



男子1500m

16 8205 金原　優也(2) 矢作北中 16 8271 岡田　陽光(2) 矢作中 4:25.00



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

9組 10組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ

1 9434 田中　陽斗(2) 逢妻中 1 8636 鈴木　温也(2) 新香山中 4:55.00

ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

2 8949 足立　拡都(1) 矢作中 4:59.00 2 9104 中村　僚汰(1) 竜南中

ﾆｼﾉ ﾘｸ ｸﾛｷﾞ ｴｲﾀ

3 9544 西野　利来(1) 竜海中 4:30.00 3 9397 黒木　瑛太(1) 岡崎南中 5:29.70

ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾝ ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ

4 8040 石原　賢伸(2) 岡崎北 4 9286 鵜野　周平(1) 西尾東部中B 5:57.65

ｵｵﾔﾏ ﾅﾅｷ ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ

5 9270 大山　七輝(1) 矢作中B 5:05.00 5 9550 末永　翔真(2) 竜海中 4:35.00

ﾆﾁﾔﾏ ﾊﾙｷ ｲｹｻﾞﾜ ｾｲﾔ

6 9508 日山　陽暉(1) 朝日丘中B 6 8179 池沢　聖矢(2) 美川中

ｲｼｶﾜ ﾀｹﾙ ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ

7 8680 石川　毅留(3) 吉良中 5:16.51 7 9445 青山　晄也(2) 吉良中 5:09.48

ｱｲﾁ ﾕｳﾄ ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ

8 9607 相地　夢斗(1) 六ツ美北中B 8 9269 三井　智也(2) 矢作中C 5:40.00

ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

9 8634 石原　吉明(2) 新香山中 5:50.00 9 9020 小川　将弥(1) 岡崎東海中B

ﾆﾑﾗ ｺｳｷ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ

10 9168 二村　昊毅(2) 岡崎南中 4:49.38 10 9511 池田　巧矢(1) 朝日丘中B

ﾔﾏｼﾀ ﾚｵﾝ ﾐｽﾞｺｼ ｻｸﾔ

11 9566 山下　煌音(1) 六ツ美北中 11 9271 水越　朔也(1) 矢作中B 5:20.00

ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳﾀﾞｲ ﾀｶﾞﾜ ｿｳ

12 11541 菅沼　昊大(2) 一宮中 12 8055 多川　颯(2) 岡崎北

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ

13 8289 近藤　蒼泉(2) 西尾東部中 5:24.22 13 9562 近藤　蒼一郎(2) 福岡中 5:00.00

ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

14 8095 宮下　颯汰(2) 城北中 14 8496 岡本　昂大(2) 知立中 4:45.00

ｳｼﾛﾀﾞ ｺﾞｳｷ ｻﾄｳ ｼｭﾝ

15 11526 後田　剛毅(2) 豊川西部中 5:35.00 15 9118 佐藤　駿(1) 城北中B

ﾐﾔﾀ ﾚﾝ

16 9194 宮田　蓮(1) 岩津中 4:41.00

11組 12組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾜｲ ｱｻﾋ ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ

1 9252 岩井　旭(1) 安城西中 1 9268 髙山　龍佑(2) 矢作中B 5:05.00

ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ

2 11514 村田　周一朗(2) 羽田中 4:35.0 2 9126 西川　海惺(2) 刈谷ＡＣ 4:53.0

ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｽｷﾞﾔﾏ ｱｻﾋ

3 9243 奥村　亮太(1) 岩津中 6:02.00 3 9291 杉山　朝日(1) 西尾東部中B 5:18.36

ｳｴｽﾞ ｳﾞｨｸﾄﾙ ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾕｷ

4 9627 上江洲　ヴィクトル(1) 竜海中B 4:55.00 4 9626 服部　雅行(2) 竜海中B 5:00.00

ｺｳﾉ ﾏｻﾕｷ ｲﾅﾔ ｿｳﾀ

5 9053 河野　真之(1) 福岡中B 5:20.00 5 9435 稲家　颯太(2) 逢妻中

ﾔﾏﾆｼ ﾕﾂﾞｷ ﾏｷﾉ ﾁﾋﾛ

6 9219 山西　裕月(1) 翔南中 5:10.00 6 9429 牧野　千尋(1) 美川中

ｼﾓﾉｴ ﾄｳﾔ ｳｷﾍﾞ ｹｲﾄ

7 8439 下野江　柊弥(2) 朝日丘中 7 9586 浮邉　慶人(2) 矢作北中B

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ

8 9083 山本　光太郎(1) 六ツ美中 5:00.11 8 8605 鈴木　獅立(2) 竜海中 4:30.00

ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ ﾖｼﾉ ﾐｽﾞｷ

9 8963 松山　克功(1) 矢作中C 5:45.00 9 9558 ??野　瑞生(2) 福岡中B 5:50.00

ｽｽﾞｷ ﾌｳﾀ ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ

10 9279 鈴木　富大(1) 知立中 4:45.00 10 9116 上村　海斗(1) 城北中

ﾋﾗﾀ ｼﾞﾛｳ ｶﾐﾔ ﾋﾋﾞｷ

11 9311 平田　次郎(1) 末野原中 5:30.83 11 9437 神谷　響(1) 安城西中

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ｱﾂﾐ ｷﾗ

12 11543 田中　勇人(2) 一宮中 12 8784 渥美　希良(2) 六ツ美中 4:43.43

ｲﾁｶﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾆｼﾜｷ ｱｷﾋﾛ

13 9181 市川　綱次郎(1) 六ツ美北中B 13 9356 西脇　旦禮(1) 竜北中 5:35.00

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ

14 9527 山本　遵(1) 逢妻中 14 9344 鈴木　大惺(2) 岡崎東海中

ﾊﾈﾀﾞ ｿｳﾏ ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ

15 9498 羽根田　颯真(1) 朝日丘中B 15 9606 本田　洋登(1) 六ツ美北中C

ｲｿﾀﾞ ﾗｸ ﾎﾘｲ ﾀｲｿﾞｳ



男子1500m

16 11771 磯田　楽來(2) 豊橋南稜中 4:20.00 16 9008 堀井　大蔵(1) 葵中 5:25.00



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

13組 14組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾂﾙﾀ ﾊﾙﾄ

1 11772 福田　圭佑(2) 豊橋南稜中 4:30.00 1 8022 鶴田　晴斗(2) 葵中 5:00.00

ｶﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ ｵﾀﾞ ﾕﾔ

2 8951 寒藤　創介(1) 矢作中 4:59.00 2 8254 小田　悠矢(2) 福岡中 5:40.00

ｲﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾋﾋﾞ ｿﾗ

3 9167 今田　涼介(2) 逢妻中 3 9495 日比　颯良(1) 朝日丘中B

ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ

4 9423 大西　康平(1) 刈谷ＡＣ 4:53.0 4 9277 下林　龍啓(1) 知立中 5:20.00

ｶﾐﾔ ｺｳｼﾛｳ ﾃｼﾏ ﾕｳﾀ

5 8733 神谷　宏志郎(2) 翔南中 4:43.00 5 9625 手島　悠太(2) 竜海中B 4:45.00

ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ

6 9100 河井　将吾(1) 竜南中 6 8598 齊藤　巧茉(2) 竜海中 4:35.00

ﾅｸﾗ ﾘｭｳｼﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾘｰﾑ

7 9501 名倉　隆真(1) 朝日丘中B 7 9464 近藤　カリーム(2) 城北中

ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ

8 9564 鈴木　大和(1) 福岡中 5:35.00 8 11527 清水　徹(2) 豊川西部中 5:55.00

ｺｶﾞ ﾏｻﾔ ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｱｷ

9 8064 古賀　雅也(2) 岡崎東海中 9 8959 藤澤　悠晃(1) 矢作中 4:55.00

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾏﾂｲ ﾕｷﾔ

10 8054 杉山　輝(2) 岡崎北 10 9308 松井　優希也(1) 末野原中 5:28.14

ｵｵﾀｶﾞｷ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ

11 9306 太田垣　漣(1) 末野原中 5:18.01 11 9344 佐藤　千季(2) 岡崎東海中

ｵｸﾉ ｺｳﾀ ｶｸﾀ ﾁﾋﾛ

12 9612 奥野　皓太(2) 岩津中B 5:25.00 12 9202 角田　知優(1) 岡崎北

ｳｷﾍﾞ ﾅｵﾄ ｼｹﾞﾀ ﾋﾛｷ

13 9589 浮邉　直人(2) 矢作北中B 13 9605 重田　紘希(1) 六ツ美北中B

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾄ ｺﾔﾏ ﾀﾏｷ

14 9603 寺嶌　優心(2) 六ツ美北中 14 9585 小山　環(1) 矢作北中B

ｳﾁﾑﾗ ﾘｮｳ ﾐﾈｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ

15 9559 内村　遼(2) 福岡中B 5:50.00 15 9574 峰澤　健介(2) 岩津中 5:09.00

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｮｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ

16 11519 杉本　彪馬(2) 羽田中 5:05.0 16 9380 山本　洸(1) 美川中

15組 16組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｲﾖｳ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

1 11774 氏原　太陽(2) 豊橋南稜中 5:00.00 1 9610 齊藤　梁太(2) 岩津中B 5:22.00

ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ

2 8287 高木　大地(2) 西尾東部中 5:19.78 2 9131 石原　夢大(2) 逢妻中

ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾃﾞﾗ ｺｳｷ

3 9345 冨田　優斗(2) 岡崎東海中B 3 9513 松寺　航輝(2) 安城西中

ﾄﾐﾀ ﾚﾝ ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ

4 9283 冨田　蓮(1) 西尾東部中B 5:51.17 4 11531 安達　泰誠(2) 豊川西部中 5:15.00

ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾘﾋﾛ ｻｻﾓﾄ ｱｷﾗ

5 8682 大久保　森尋(3) 吉良中 4:54.46 5 8529 篠本　昂良(2) 岡崎南中 4:59.00

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｼﾀ ﾎｽﾞﾐ

6 9572 木村　凌太(2) 岩津中B 5:26.00 6 8493 山下　誉純(2) 知立中 4:40.00

ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ ﾅｶﾈ ｼｮｳﾀ

7 9546 中嶋　康介(1) 竜海中 4:35.00 7 9347 中根　翔太(2) 岡崎東海中

ｲﾀｶﾞｷ ﾋｶﾙ ﾂﾙﾀ ﾖｼｷ

8 8427 板垣　光(2) 朝日丘中 8 9580 鶴田　佳己(2) 城北中B

ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶｲ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

9 9249 中村　風快(1) 岩津中 5:08.00 9 8202 鈴木　大空(2) 矢作北中

ｱｵｷ ｿﾗ ｶﾜﾉ ｹｲﾀ

10 9205 青木　蒼空(1) 逢妻中 10 9289 河野　敬汰(1) 西尾東部中 5:04.27

ｶﾀﾔﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾄ

11 8090 片山　健二郎(2) 城北中 11 8677 澤村　優仁(3) 吉良中 4:27.54

ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ ｶｼﾞｳﾗ ｹﾝﾀ

12 9002 安部　和希(1) 葵中 4:45.00 12 8218 梶浦　健太(2) 竜北中 5:32.89

ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｲﾇﾂﾞｶ ﾕﾗ

13 11529 牧野　航大(2) 豊川西部中 5:40.00 13 8970 犬塚　悠良(1) 矢作中C 5:45.00

ｼﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ ｸﾉ ｹｲﾄ

14 8199 柴田　大和(2) 矢作北中 14 8437 久野　慶士(2) 朝日丘中

ｻｶﾀ ﾘｷﾄ ｱﾗﾂ ﾕｲﾄ

15 8703 坂田　力斗(2) 竜南中 15 12261 荒津　結人(1) 羽田中 4:50.0

ﾀｼﾞﾏ ﾊﾙｷ ｼﾐｽﾞ ﾃﾝ



男子1500m

16 9474 田嶋　春紀(1) 美川中 16 9587 清水　天(2) 矢作北中B



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

17組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ

1 9620 林　寛翔(2) 竜海中 4:35.00 1

ｶﾄｳ ﾕｷﾀﾀﾞ

2 9012 加藤　侑貞(1) 岡崎東海中B 2

ﾅｶﾊﾏ ｺｳｽｹ

3 8091 中濵　孝介(2) 城北中 3

ｺｳﾉ ﾏｻﾔ

4 9576 河野　将弥(2) 岩津中B 5:43.00 4

ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾔ

5 8489 松浦　拓哉(2) 知立中 5:20.00 5

ﾆｼﾄﾞ ﾅｵｷ

6 9099 西土　直輝(1) 竜南中 6

ﾔｸﾞﾁ ｼｭｳｲ

7 9548 矢口　柊椅(2) 竜海中B 4:45.00 7

ﾂｼﾞ ｿｲﾝ

8 9583 辻　素音(2) 城北中B 8

ﾋｶﾞｼﾉ ｼｮｳｺﾞ

9 9007 東埜　勝悟(1) 葵中 4:55.00

ﾀﾅｶ ﾘｸﾊ

10 9460 田中　陸翔(1) 新香山中 5:30.00

ﾋｷﾀ ｻﾝｼﾞ

11 11775 疋田　桟士(2) 豊橋南稜中 5:00.00

ｵｸﾉ ﾏｻﾔ

12 9065 奥野　聖也(1) 福岡中B 6:00.00

ｶﾏｸﾗ ｼｭﾝ

13 8071 鎌倉　馴(2) 岡崎東海中

ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｷ

14 11542 清水　友貴(2) 一宮中

ｱﾍﾞ ﾄｳﾔ

15 9263 阿部　透也(2) 矢作中B 5:10.00



女子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

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

ﾅﾍﾞﾀ ｻﾂｷ ﾊﾔｼ ｱﾔﾒ

1 9069 鍋田　彩月(1) 西尾東部中 6:17.53 1 8513 林　彩夢(2) 鶴城中 4:28.50

ｼﾓｻﾞﾄ ﾐﾔﾋﾞ ｶﾜｲ ｱﾔﾐ

2 9298 下里　珠雅(2) 竜海中 5:15.00 2 8166 河合　彩見(2) 美川中

ｱﾏﾉ ﾚｲｶ ｿﾈ ｸﾚｱ

3 9053 天野　怜華(1) 矢作中B 5:50.00 3 8563 曽根　紅愛(2) 新香山中 5:35.00

ﾊﾅｵｶ ﾐｽﾞﾊ ｵｸﾔﾏ ｻﾗ

4 9042 花岡　泉葉(2) 岩津中B 5:41.00 4 8265 奥山　紗愛(2) 矢作中 5:30.00

ﾌﾙﾀ ﾅﾅ ﾖｺｲ ﾊﾅﾐ

5 9019 古田　奈々(1) 翔南中 5:29.00 5 8097 横井　花美(2) 西尾一色中 5:47.55

ｵｵﾀ ｶｽﾞﾊ ﾋﾛﾀ ﾉﾉｶ

6 9296 太田　和花(2) 竜海中B 5:35.00 6 8344 廣田　暖華(2) 末野原中 5:30:00.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ ﾉﾑﾗ ﾅﾉﾊ

7 9213 渡邉　莉朱(2) 吉良中 6:05.34 7 8247 野村　菜羽(2) 福岡中 5:40.00

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ ﾔｺ ﾅﾂｷ

8 9314 渡邉　優(2) 矢作北中B 8 11689 八子　夏希(2) 豊橋南稜中 5:10.00

ﾊｼﾓﾄ ｻﾎ ﾊｯﾄﾘ ｱﾝﾅ

9 8343 橋本　幸歩(2) 末野原中 6:31.85 9 9037 服部　あんな(2) 岩津中B 6:21.00

ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅ ﾀﾆ ｺｺﾅ

10 9141 本多　菜夏(1) 美川中 10 8076 谷　心那(2) 城北中

ﾇﾏﾀ ｺｺｱ ｶﾉｳ ﾓﾓｴ

11 8088 沼田　呼杏(2) 西尾一色中 5:25.11 11 8473 加納　百恵(2) 岡崎南中 5:25.87

ｶﾜｽﾐ ﾕｱ ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ

12 8937 河澄　結愛(1) 竜南中 12 9323 鈴木　里桜(1) 竜海中B 5:55.00

ｱｻｲ ﾕｽﾞﾅ ﾄｳｺﾞｳ ｱﾔｻ

13 8858 浅井　柚菜(1) 葵中B 5:45.00 13 11948 東郷　杏優(1) 豊川西部中 6:07.00

ﾏﾂﾓﾄ ｺｺﾐ ｲﾄｳ ﾕｲｺ

14 9208 松元　心実(1) 逢妻中 14 8383 伊藤　由依子(2) 朝日丘中

ﾊｲｼﾞﾏ ﾌｷ ｽｽﾞｷ ﾘｱﾗ

15 9311 蓜島　芙紀(1) 城北中 15 11530 鈴木　莉亜来(2) 一宮中

ﾋﾀﾞｶ ｾﾅ ｱｷﾀｹ ﾘﾉﾝ

16 8884 日高　セナ(1) 岡崎東海中 16 8198 秋竹　凛音(2) 矢作北中

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

ﾖｺｲ ﾉﾉｶ ｺｳｻｶ ﾅﾎ

1 8896 横井　希夏(1) 矢作北中 1 9307 髙坂　南歩(2) 岩津中B 6:13.00

ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾉ ｼﾝｻﾞｷ ｺｺﾅ

2 8486 中山　綾乃(2) 岩津中B 5:41.00 2 11534 新嵜　胡々奈(2) 一宮中

ﾐﾀﾍﾞ ｼｵﾘ ｲｿ ｸﾙﾐ

3 8829 三田部　栞里(1) 矢作中B 6:30.00 3 8951 磯　くるみ(1) 城北中

ﾂﾂﾞｷ ﾕｲｶ ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ

4 8339 都築　優衣華(3) 吉良中 4:39.97 4 9051 岡田　真奈(1) 矢作中B 6:00.00

ﾏﾉ ｺﾊﾙ ﾐｽﾞﾏ ﾕｶ

5 8512 間野　心陽(2) 鶴城中 5:38.00 5 8026 水間　優佳(2) 葵中 5:40.00

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｵﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙ

6 12040 豊田　莉音(1) 豊橋南稜中 5:10.00 6 9309 渡邊　成(1) 岩津中 5:33.00

ﾑｺｳﾔﾏ ﾕｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷﾎ

7 8338 向山　結(2) 末野原中 5:50.00 7 8867 近藤　咲帆(1) 葵中B 5:50.00

ｵｶﾀﾞ ﾓﾓ ﾄﾔ ｱﾘｻ

8 8381 岡田　萌李(2) 朝日丘中 8 9325 戸谷　有咲(1) 竜海中B 5:45.00

ﾅｶｶﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ﾓﾘﾀ ｺｺﾉ

9 8893 中垣　のぞみ(1) 矢作北中B 9 9182 森田　ここ乃(1) 竜海中 5:05.00

ｺﾞﾄｳ ﾒｲﾅ ﾂﾂ ﾅﾉﾊ

10 11532 後藤　芽良(2) 一宮中 10 8980 筒　菜乃芭(2) 逢妻中

ｱﾂﾐ ｶﾎ ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ

11 9099 渥美　香帆(2) 岡崎東海中 11 8192 内田　詩乃(2) 矢作北中

ﾊｯﾄﾘ ﾘｺ ﾏﾂｲ ﾁﾅ

12 8286 服部　璃虹(2) 西尾東部中 6:07.33 12 9082 松井　知菜(1) 末野原中 5:30.00

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ ｵｶﾍﾞ ﾆﾅ

13 9312 永山　雅(1) 城北中 13 9024 岡部　仁夢(1) 翔南中 6:30.00

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾒｲ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾅ

14 8907 畔柳　芽依(1) 福岡中 5:30.00 14 8983 水谷　悠那(1) 安城西中

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻｸﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｲﾅ

15 11947 髙柳　咲來(1) 豊川西部中 5:27.00 15 11685 渡辺　みいな(2) 豊橋南稜中 5:25.00

ｲﾇﾂﾞｶ ｻﾔｶ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ



女子1500m

16 9044 犬塚　沙椛(1) 岩津中 5:58.00 16 9251 伊藤　百香(1) 朝日丘中



女子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾌｼﾞﾀ ｷｺ ﾐﾔﾀ ｻｻﾗ

1 8945 藤田　記子(1) 城北中 1 11692 宮田　紗更(2) 豊橋南稜中 5:10.00

ｵｵﾀﾞﾁ ﾓﾅ ｵｵﾊｼ ﾙﾅ

2 8941 大舘　望那(1) 竜南中 2 9215 大橋　月那(2) 吉良中 5:38.03

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ ｲｼｶﾜ ﾕｲ

3 11691 小川　遥妃(2) 豊橋南稜中 5:00.00 3 9055 石川　祐衣(1) 矢作中B 6:00.00

ﾅｶﾉ ｲﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ

4 8019 仲野　衣舞(2) 葵中 5:30.00 4 8950 鈴木　悠華(1) 城北中B

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ ｶﾜｲ ﾘﾂｷ

5 8997 近藤　由奈(1) 岩津中 5:40.00 5 8172 川合　梨月(2) 美川中

ｺﾆｼ ﾉﾉｶ ﾋﾀﾞｶ ｳﾙﾐ

6 9066 小西　希乃歌(1) 西尾東部中 5:44.88 6 9212 日高　麗心(1) 安城西中

ﾅｲﾄｳ ｻﾔ ｷﾀﾞ ｺｺｱ

7 11517 内藤　紗也(2) 豊川西部中 6:15.00 7 9206 貴田　心暖(1) 逢妻中

ﾀｶﾏﾂ ﾏﾕ ﾅｶﾈ ｺｺﾅ

8 8624 髙松　真悠(2) 翔南中 5:22.00 8 8523 中根　瑚々奈(2) 竜海中 4:51.00

ﾔﾏｳﾁ ﾐｺﾄ ﾐﾂﾔ ﾕｳﾅ

9 9324 山内　美琴(1) 竜海中B 5:50.00 9 12005 三ツ矢　優那(1) 一宮中

ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ ﾏｴｶﾜ ｱｻｶ

10 8260 宮本　帆乃香(2) 矢作中 5:30.00 10 8342 前川　朝香(2) 末野原中 6:28.69

ｳﾉ ｻｸﾗ ｵｵｸﾎﾞ ﾈﾈ

11 8865 宇野　さくら(1) 葵中B 6:00.00 11 8016 大久保　寧音(2) 葵中B 5:50.00

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱﾍﾞ ｼｵﾝ

12 9006 山本　遥(1) 安城西中 12 8014 阿部　しおん(2) 葵中 5:30.00

ﾃﾂﾞｶ ﾐｳ ｱｷﾀｹ ｶﾉﾝ

13 12007 手塚　みう(1) 一宮中 13 8197 秋竹　奏音(2) 矢作北中

ｸﾜﾊﾗ ｱｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ

14 9151 桑原　愛琳(1) 美川中 14 9319 小林　明愛(2) 岡崎南中 5:44.40

ﾎｿｲ ﾆｲﾅ ﾅｶﾞｴ ｱｶﾘ

15 9039 細井　にいな(2) 岩津中B 6:29.00 15 9134 永江　あかり(1) 鶴城中 6:10.00

ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｺ ｽﾐｸﾗ ﾘﾅ

16 8895 足立　桃子(1) 矢作北中B 16 8279 角倉　莉菜(2) 西尾東部中 5:28.21

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾓﾘﾔ ﾕﾗ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ

1 8252 守屋　優来(2) 福岡中 5:40.00 1 8939 近藤　妃菜(1) 竜南中

ｸﾗﾀ ｽｽﾞｶ ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ

2 8885 倉田　珠伽(1) 岡崎東海中 2 8278 杉山　凜(2) 西尾東部中 5:47.36

ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅ ｻﾜﾏ ﾕﾅ

3 8074 宮本　紗那(2) 城北中B 3 8981 澤間　由奈(2) 逢妻中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾅ ﾀｶｲ ｶｴﾃﾞ

4 8560 山口　貴菜(2) 新香山中 5:30.00 4 8868 高井　楓(1) 葵中B 5:40.00

ﾅｶﾔ ｷｴﾝ ｲﾄｳ ﾕｲｶ

5 8956 中屋　妃媛(2) 逢妻中 5 11521 伊藤　結香(2) 豊川西部中 6:05.00

ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ ｻｶｲ ﾏｲ

6 8890 近藤　玲那(1) 矢作北中B 6 8474 酒井　麻衣(2) 岡崎南中 6:23.20

ﾓﾘ ｲﾁｻ ｽｷﾞｳﾗ ﾜｶﾊﾞ

7 9322 森　一紗(1) 竜海中B 5:50.00 7 8568 杉浦　若葉(2) 新香山中 5:35.00

ﾀｶｷﾞ ｱﾝｼﾞｭ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜｶ

8 8524 髙木　杏珠(2) 竜海中 4:48.00 8 8022 松原　和花(2) 葵中 5:10.00

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ ｱﾏﾉ ﾐｵ

9 9002 柴田　夏帆(2) 岩津中B 5:28.00 9 8087 天野　みお(2) 西尾一色中 5:25.66

ｸﾑﾗ ﾘﾉ ﾊｾﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ

10 9131 久村　梨乃(1) 鶴城中 5:38.00 10 8341 枦山　千夏(2) 末野原中 6:50.00

ﾋﾗｲﾜ ﾐｳ ｶﾜﾆｼ ﾏｺ

11 9318 平岩　未羽(2) 岡崎南中 5:59.20 11 8588 河西　真瑚(3) 吉良中 5:51.13

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾗ ﾋﾛｶﾜ ｾｱ

12 8873 原田　悠来(1) 葵中 5:15.00 12 8069 弘川　星愛(2) 城北中

ﾅｶﾆｼ ｹｲﾅ ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ

13 11950 中西　慶菜(1) 豊川西部中 6:08.00 13 8823 鈴木　彩花(1) 矢作中 5:30.00

ｶﾍﾞﾔ ﾐｸ ｻｻｷ ﾘﾘｱ

14 9214 壁谷　実来(2) 吉良中 6:25.62 14 9315 佐々木　莉愛(2) 矢作北中

ｶﾄｳ ﾕﾗ ﾌｶﾀﾞ ﾏｲ

15 8539 加藤　ゆら(2) 安城西中 15 8072 深田　真彩(2) 城北中B

ｶﾜｲ ﾋﾗﾘ



女子1500m

16 8071 川合　飛来里(2) 城北中



女子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

9組 10組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾁﾊ ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾅ

1 12042 大曲　智葉(1) 豊橋南稜中 5:25.00 1 8376 永田　愛奈(2) 朝日丘中

ﾊﾔｼ ﾐｿﾗ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｺ

2 9190 林　美昊(1) 竜海中B 5:40.00 2 8089 松田　梨子(2) 西尾一色中 5:25.41

ｲﾄｳ ﾕｷ ｵｵﾀ ﾘﾗ

3 9295 伊藤　優希(2) 竜海中 5:05.00 3 9050 太田　莉良(2) 矢作中 5:30.00

ﾄｸﾀﾞ ﾐﾗｲ ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾉ

4 8378 德田　望(2) 朝日丘中 4 8915 中嶋　彩乃(1) 福岡中 5:40.00

ﾖｼﾀﾞ ﾓﾅ ｵﾁ ﾐｻｷ

5 9114 吉田　萌菜(1) 鶴城中 5:45.00 5 9210 越智　心咲(1) 安城西中

ｲﾄｳ ｱﾔﾈ ﾀﾅｶ ﾖｳｺ

6 8938 伊藤　綺音(1) 竜南中 6 8478 田中　耀子(2) 岡崎南中 5:46.11

ｵｶﾀﾞ ﾁｻ ﾋﾗﾂｶ ﾚﾉﾝ

7 8623 岡田　知紗(2) 翔南中 5:34.00 7 8877 平塚　玲音(1) 岡崎東海中

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾊ ｽｷﾞﾓﾄ ﾓｴ

8 9045 山本　夏葉(1) 岩津中 6:03.00 8 8625 杉本　萌咲(2) 翔南中 6:05.00

ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ

9 8540 石川　史織(2) 安城西中 9 8571 柴田　唯衣(2) 新香山中 5:50.00

ﾏﾂﾓﾄ ﾌｼﾞﾉ ﾖｼﾊﾗ ｲﾁｶ

10 9052 松本　藤乃(1) 矢作中B 6:30.00 10 9191 吉原　いちか(1) 竜海中 5:35.00

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ｵﾉ ﾁﾋﾛ

11 8826 吉田　凪紗(1) 矢作中 5:30.00 11 11955 小野　千尋(1) 豊川西部中 6:20.00

ﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ｵｵｼﾏ ｱﾘﾅ

12 9226 原林　真奈(1) 新香山中 5:50.00 12 8589 大島　杏里菜(3) 吉良中 6:31.95

ﾀﾅｶ ﾐｳ ﾀﾅｶ ﾕｷﾅ

13 8587 田中　美羽(3) 吉良中 6:16.72 13 8869 田中　有希菜(1) 葵中 5:10.00

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾙﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ

14 8066 松原　愛実(2) 城北中B 14 8194 山本　優花(2) 矢作北中B

ｲﾖﾀﾞ ﾐｸ ｲﾅﾖｼ ﾕﾅ

15 9286 伊與田　実来(1) 逢妻中 15 9148 稲吉　由奈(1) 美川中

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾂﾊﾞｷ

16 8190 黒柳　椿花(2) 矢作北中

11組 12組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｿｺﾞｳ ｶｽﾐ ﾊﾝﾀﾞ ｷﾗ

1 9297 十河　夏澄(2) 竜海中 5:05.00 1 11529 半田　季良(2) 一宮中

ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾙ ﾓﾘ ﾋﾅｺ

2 8163 山本　夢留(2) 美川中 2 8626 森　日菜子(2) 翔南中 5:25.00

ﾎﾝﾏ ﾕﾉﾊ ｻｺﾏ ﾋﾒﾉ

3 9077 本間　結乃華(1) 末野原中 6:19.68 3 8211 迫間　媛乃(2) 矢作北中B

ｽｽﾞｷ ｱｺ ﾅｶﾞﾀ ﾋｲﾛ

4 8283 鈴木　杏胡(2) 西尾東部中 5:37.54 4 9207 永田　陽彩(1) 逢妻中

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ ｲﾏﾁ ｶｽﾞﾊ

5 9230 清水　優那(1) 新香山中 5:50.00 5 9054 井町　和葉(1) 矢作中 5:45.00

ｺﾞﾄｳ ﾋﾖ ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ

6 11535 後藤　陽良(2) 一宮中 6 8084 石動　春菜(2) 西尾一色中 5:35.77

ｺｳﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾋﾗﾉ ｻﾗ

7 9209 香田　夕月(1) 安城西中 7 9235 平野　桜空(1) 新香山中 5:50.00

ｱｻﾀﾞ ﾓﾅ ｳﾁｸﾗ ﾌﾗﾝｼｪﾙ

8 9308 浅田　萌奈(1) 岩津中 5:40.00 8 8477 内倉　フランシェル(2) 岡崎南中 6:04.00

ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ ｸﾏｶﾞｲ ｱｶﾈ

9 8949 鈴木　百香(1) 城北中B 9 9260 熊谷　茜(1) 朝日丘中

ｼﾞﾌﾞﾀ ｺﾉｶ ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ

10 8261 治部田　快春(2) 矢作中 5:30.00 10 9064 鈴木　胡心(1) 西尾東部中 6:23.45

ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾛ ｻｸｸﾗ ｷﾗ

11 8914 川端　こころ(1) 福岡中 5:25.00 11 8825 作倉　希来(1) 矢作中B 6:15.00

ｽｷﾞﾉ ﾈﾈ ｲﾅﾊﾞ ﾚﾐ

12 11954 杉野　寧々(1) 豊川西部中 6:00.00 12 9140 稲葉　玲美(1) 美川中

ｲｼｶﾜ ﾘﾝ ｺｼﾞﾏ ﾅﾅ

13 9259 石川　凛(1) 朝日丘中 13 8057 小島　奈々(2) 岡崎東海中

ｱﾏﾉ ﾐﾕ ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ

14 8940 天野　心結(1) 竜南中 14 8025 水野　亜美(2) 葵中 5:10.00

ｲﾅｶﾞｷ ｳﾐ ﾎｿﾀﾆ ﾆｲﾅ

15 9056 稲垣　湖心(1) 矢作中B 6:30.00 15 12043 細谷　仁愛(1) 豊橋南稜中 5:30.00

ﾀｶﾏﾂ ﾊﾙﾅ ｸﾏｶﾞｲ ﾐｱｲ



女子1500m

16 9022 髙松　遥菜(1) 翔南中 5:45.00 16 8538 熊谷　美合(2) 竜海中B 5:40.00



女子1500m

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


