
男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99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

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｱｷ ｻｶｲ ﾊﾔﾀ

1 C54 竹内　智昭 豊田自動織機 1 K87 酒井　　颯大(2) 大府東高

ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ

2 H27 服部　匡恭(1) 中京大中京高 2 H7 松永　乃樹(3) 中京大中京高

ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ

3 H261 本郷　汰樹(3) 瑞陵高 3 J604 遠藤　慶人(2) 至学館高

ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾔ ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞｮｳ

4 J170 市橋　直也(3) 名古屋西高 4 J179 小島　健晟(3) 愛工大名電高

ﾎﾘﾊﾞ ﾚﾝ ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ

5 J427 堀場　廉(3) 名古屋高 5 H13 彦坂　陽平(3) 中京大中京高

ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｶﾙ

6 H11 水野　駿佑(3) 中京大中京高 6 J601 長島 光(1) 至学館高

ｻﾉ ﾄﾜ ﾀﾅｶ ﾘﾋﾄ

7 L601 佐野　斗和(3) 岡崎城西高 7 J136 田中　理人(3) 名東高

ｲﾄｳ ｺｳﾀ ｳｻﾐ ﾘｭｳﾍｲ

8 H319 伊藤　弘大 東郷高 8 J428 宇佐美　隆平(3) 名古屋高

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

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ ﾌｶﾐ ｱﾂｷ

1 B221 若林　尭之 ＡＧＸ 1 B497 深見　篤貴 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ

ﾊﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ ﾊﾔｼ ﾀｯﾍﾟｲ

2 J98 阪野　達哉(3) 愛知高 2 H207 林　龍平(3) 名古屋大谷高

ﾔﾀﾞ ﾂｶｻ ﾑﾗｾ ﾄﾓﾋﾛ

3 J288 矢田　司(2) 旭丘高 3 J282 村瀬　友宏(3) 旭丘高

ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ ﾐﾉﾙ ﾀﾞｲﾁ

4 B597 高野　真 POWER MAX 4 369 實　大地(3) 愛知学院大

ｳｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ ｱﾏﾉ ｶｲｾｲ

5 L622 氏田　貴之(2) 岡崎城西高 5 L594 天野　快聖(3) 岡崎城西高

ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ ｺｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞ

6 H203 谷川　友希(3) 名古屋大谷高 6 J175 小島　安滋(3) 愛工大名電高

ｶﾄｳ ﾀｸﾏ ｲﾄｳ ﾃﾙﾐ

7 J211 加藤　拓真(3) 愛工大名電高 7 J447 伊藤　彰海(1) 名古屋高

ｳﾁﾉ ﾘｭｳ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾏ

8 B224 内野　隆 ＡＧＸ 8 H201 榊原　崚真(3) 名古屋大谷高

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

ﾋﾗﾉ ｺｳﾖｳ ﾅｶｶﾞﾐ ﾓﾄｷ

1 J557 平野　皓陽(2) 東海高 1 H286 中神　元希(3) 松蔭高

ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ

2 F211 中島　彪流(2) 佐織工高 2 B405 中尾　貴大 HIDESONZ

ｶﾗｼﾏ ﾋﾛｷ ﾄﾔ ﾅｵｷ

3 J169 唐嶋　大騎(3) 名古屋西高 3 J486 戸谷　直暉(3) 菊里高

ｸﾘﾊﾗ ﾃﾙﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

4 J168 栗原　輝也(3) 名古屋西高 4 K107 吉田　知樹(3) 半田東高

ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｷ ﾀｹｲ ﾘﾂｷ

5 B589 嶋田　芳希 POWER MAX 5 K168 武井　律貴(3) 横須賀高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

6 F13 山田　佑輔(3) 津島北高 6 J437 山本　涼太(3) 名古屋高

ﾓﾘ ｺｳﾍｲ ｲｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

7 H229 森　晧平(1) 名古屋大谷高 7 H196 家田　英幸(3) 名古屋大谷高

ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ ｳﾒﾀﾆ ﾏｻﾅﾘ

8 C150 金原　悠太 岡崎TFC 8 J434 梅谷　将成(2) 名古屋高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99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

ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ

1 L612 田中　颯人(2) 岡崎城西高 1 H199 緒方　亮介(3) 名古屋大谷高

ｼﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ ｱｾﾞﾁ ﾀｲﾁ

2 J190 篠原　宏輔(2) 愛工大名電高 2 J390 疇地　大知(2) 高蔵寺高

ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

3 H283 川口　顕(3) 松蔭高 3 F249 杉本　大騎(2) 尾北高

ﾆｼﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

4 J475 西出　航大(1) 名古屋高 4 J161 佐藤　悠斗(2) 名古屋西高

ﾉｾ ﾕｳﾀ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

5 H151 野瀬　優太(3) 天白高 5 F406 宮川　拓海(3) 小牧高

ﾑﾗｷ ｼｮｳﾏ ｶｲｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

6 J328 村木　渉真(3) 千種高 6 F171 海江田　拓馬(3) 江南高

ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ ﾋｷﾀ ﾘｮｳﾏ

7 F172 平野　智也(3) 江南高 7 F310 疋田　凌麻(3) 一宮興道高

ｵｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ ｺｳﾑﾗ ｱﾂｷ

8 H8 大原　康平(2) 中京大中京高 8 B588 紅村　篤紀 POWER MAX

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

1 C182 渡邊　侑平 小島プレス 1 J96 服部　駿二郎(3) 愛知高

ｼｬﾓﾄ ｱｷﾗ ﾔﾏｳﾁ ﾚｵ

2 F526 社本　旭(3) 古知野高 2 K124 山内　玲於(2) 大府高

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

3 H210 松本　稜河(3) 名古屋大谷高 3 J108 溝口　孝大(3) 愛知高

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

4 J176 斉藤　諒平(3) 愛工大名電高 4 J388 高橋　優太(2) 春日井高

ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ ﾐｸﾞﾁ ﾑﾈﾀｹ

5 J312 西川　知希(3) 栄徳高 5 J99 三口　宗武(3) 愛知高

ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ ﾎﾘﾍﾞ ﾄﾓﾔ

6 H214 青木　健史郎(2) 名古屋大谷高 6 J75 堀部　智也(2) 愛知高

ｻｼﾞ ﾋﾛﾖｼ ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

7 K155 佐治　弘義(2) 横須賀高 7 J329 加藤　大貴(3) 千種高

ｲｿｶﾞｲ ｹｲｼﾞ ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ

8 H591 磯貝　奎治(3) 愛産大工高 8 H243 小柳　亮雅(2) 瑞陵高

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ｻﾊﾗ

1 H475 渡辺　優雅(3) 惟信高 1 H447 中村　沙巴羅(3) 市工業高

ﾉﾑﾗ ｼﾝｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ

2 J188 野村　信介(2) 愛工大名電高 2 K213 北村　祐人(1) 横須賀高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｱｻﾉ ﾀｶｼ

3 H2 杉山　諒太郎(3) 中京大中京高 3 F368 浅野　誉士(2) 西春高

ﾆｼ ｱﾂｼ ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

4 B141 西　淳史 名古屋学院ク 4 J338 濵田　拓実(3) 千種高

ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾔ ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

5 K61 榎本　智哉(3) 半田商高 5 J431 飯田　英夫(2) 名古屋高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ

6 F117 遠藤　雅也(2) 起工高 6 J331 足立　洋人(3) 千種高

ﾖﾈｽﾞ ﾅｶﾔ ﾔｼﾛ ｺｳｷ

7 H84 米津　央矢(3) 名城大附属高 7 J425 八代　貢輝(3) 名古屋高

ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｷ ｶﾄｳ ｼｮｳｲ

8 K192 阪野　功己(2) 東海南高 8 K206 加藤　匠偉(2) 阿久比高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99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

ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ

1 J256 前畑　有輝(3) 春日井南高 1 N84 坂東　泰基(3) 弥富中

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｷﾓﾄ ｿｳﾀ

2 C46 中島　勇介 豊田自動織機 2 F33 木元　蒼汰(3) 一宮北高

ｻｶｲ ﾐｷｵ ｲﾄｳ ﾊﾙｶ

3 H231 酒井　幹生(3) 瑞陵高 3 J375 伊藤　悠(2) 春日井高

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

4 H18 佐藤　智博(2) 中京大中京高 4 B585 松田　亮介 POWER MAX

ﾀｹｲ ﾕｳｻｸ ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

5 F174 武井　悠朔(3) 江南高 5 J509 池田　真一朗(3) 瀬戸高

ｲﾜﾏ ﾄﾓﾋﾛ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｷ

6 L747 岩間　友宏(2) 刈谷北高 6 H172 川端　太暉(3) 豊明高

ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ ﾐﾉｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ

7 H276 堀田　一馬(3) 松蔭高 7 H157 箕浦　知宏(2) 天白高

ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾁ ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

8 K44 水野　太智(2) 半田高 8 J60 伊藤　洸規(2) 明和高

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

ｼﾓﾑﾗ ｺｳｽｹ ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

1 K185 下村　康輔(3) 東海南高 1 J187 大内　寛之(2) 愛工大名電高

ｶﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ ﾀｹﾅｶ ｴｲｽｹ

2 J487 川﨑　遥平(3) 菊里高 2 H451 竹中　瑛祐(2) 市工業高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ｷﾄﾞ ｺｳｷ

3 L744 山口　晴輝(3) 刈谷北高 3 J436 城戸　宏規(2) 名古屋高

ｺｶﾞｲ ﾘｮｳｴｲ ﾐｽﾞｸｻ ﾕｳｺﾞ

4 J126 小貝　良英(3) 市工芸高 4 H228 水草　有悟(1) 名古屋大谷高

ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ ﾑﾗｲ ｹﾝｼｮｳ

5 L425 森岡　幹太(2) 三好高 5 H220 村井　健将(2) 名古屋大谷高

ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ ｺｿﾞﾉ ｼﾝﾔ

6 K159 石川　浩平(3) 横須賀高 6 L130 小薗　伸弥(2) 知立東高

ｲﾃﾞ ｼｭﾝ ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ

7 H428 井手　駿(3) 昭和高 7 F253 岡田　竜弥(2) 新川高

ﾓﾘｵｶ ﾀｶﾌﾐ ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄ

8 K166 森岡　隆文(3) 横須賀高 8 F363 髙木　大登(1) 一宮高

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

ﾄﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

1 F421 豊原　和磨(3) 美和高 1 J163 鈴木　友也(2) 名古屋西高

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

2 H589 杉本　雅治(2) 愛産大工高 2 F290 樋口　大河(3) 一宮南高

ｵｵｻｷ ﾏｻﾄ ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾐﾂ

3 S31 大崎　雅人(3) TSM 3 F1 後藤　千光(3) 津島北高

ﾎｷｲ ﾀｶｵ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ

4 K103 保木井　貴雄(3) 半田東高 4 F588 髙橋　駿介(3) 誠信高

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｸﾐ

5 J235 村上　翔(2) 愛工大名電高 5 F16 東出　拓己(3) 津島北高

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ ﾌｶﾔ ｶｽﾞﾌﾐ

6 J371 中村　　周人(2) 旭野高 6 F379 深谷　和史(3) 西春高

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

7 F435 佐藤　大悟(3) 小牧南高 7 F447 松本　瑞基(3) 稲沢東高

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ

8 K47 山田　真南斗(3) 半田高 8 V430 遠藤　耕介(3) 碧南新川中



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99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

ﾋﾗｶﾜ ﾀｲﾁ ｵｵｲﾜ ｱｷﾔ

1 L746 平川　太一(3) 刈谷北高 1 J403 大岩暉弥(2) 愛知工高

ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾉﾘ ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾏ

2 658 井上　茂乗(4) 名古屋工業大 2 F239 小島　彰馬(3) 尾北高

ﾀﾅｶ ﾐｷｵ ﾃｲ ｾｲｺｳ

3 J118 田中　樹生(3) 東邦高 3 J552 鄭　晟皓(3) 東海高

ﾄｺﾛ ｶｲﾅﾝ ｵﾎ ﾋﾛｷ

4 F254 野老　快南(3) 新川高 4 J599 於保　裕喜(3) 至学館高

ｻｴｷ ﾕｳﾀ ｸﾆﾏｻ ｶﾝﾀ

5 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 5 J164 國政　貫太(2) 名古屋西高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ

6 L409 望月　拓実(3) 三好高 6 F58 田島　悠平(3) 津島高

ｲｼﾂﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｷ

7 J101 石津　伸太朗(3) 愛知高 7 J558 前田　知輝(2) 東海高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

8 J110 杉山　陽一朗(2) 愛知高 8 L750 藤田　晃央(2) 刈谷北高

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

ｻｻｷ ﾘｸ ﾊﾔｼ ﾄｼｷ

1 H445 佐々木　理久(3) 市工業高 1 F397 林　俊樹(2) 西春高

ﾂｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ ｽｵｳ ﾀﾂｷ

2 L471 津川　翔真(3) 碧南工高 2 J600 周防　達輝(2) 至学館高

ﾊｾｶﾞﾜﾀｸﾄ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

3 J402 長谷川　琢斗(3) 愛知工高 3 H146 田嶋　佑亮(3) 天白高

ｲﾉｳ ﾋﾛﾌﾐ ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲﾁ

4 K204 稲生　裕文(2) 阿久比高 4 F222 大島　大地(3) 五条高

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ

5 K207 山田　健太(1) 阿久比高 5 J555 竹内　廉(2) 東海高

ﾅｶﾈ ｱﾂﾋｺ ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝﾔ

6 N192 中根　徳彦(3) 古知野中 6 H432 柄澤　俊也(3) 昭和高

ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ ﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ

7 B114 西村　繁 ﾏｽﾀｰｽﾞ名古屋 7 393 野原　颯人(2) 愛知学院大

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ

8 B407 田中　佑季 HIDESONZ 8 122 三井　匠(2) 大同大大同高

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

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ ｲﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

1 J602 宮崎　修輔(2) 至学館高 1 J416 今枝　佑樹(3) 愛知工高

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾔ

2 C48 原口　直也 豊田自動織機 2 J444 平林　憲弥(3) 名古屋高

ｳｴｻｺ ﾅｵｷ ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾔ

3 H48 上迫　直希(2) 鳴海高 3 J128 水野　圭矢(3) 市工芸高

ｸﾜﾀ ﾘｮｳｷ ﾂｼﾞ ﾊﾔﾀ

4 J592 桑田　凌希(3) 至学館高 4 J499 辻　隼大(3) 菊里高

ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾅﾘ

5 L748 光嶋　峻平(2) 刈谷北高 5 B502 岡本　敏成 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ

ｳﾉ ﾄﾓｷ ﾊﾔｾ ｼｭﾝ

6 F157 宇野　智希(3) 江南高 6 J453 早瀬　隼(3) 名古屋高

ｳﾂﾉﾐﾔ ｹﾝｼﾝ ﾓﾘ ﾚﾝﾔ

7 F313 宇都宮　健伸(3) 一宮興道高 7 H481 森　蓮也(3) 惟信高

ﾐﾀ ﾋﾛｷ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾀ

8 H43 三田　大喜(1) 中京大中京高 8 L478 都築　佑太(2) 碧南工高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99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

ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｾｲ ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾅﾘ

1 J117 服部　奨世(3) 東邦高 1 H446 杉浦　智成(3) 市工業高

ﾖｺﾀ ﾘｮｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂﾔ

2 H298 横田　凌(2) 松蔭高 2 J517 村松　達也(3) 瀬戸高

ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾄ ｱﾏﾉ ｹｲﾀ

3 J435 萩原　聡人(2) 名古屋高 3 H530 天野　啓太(3) 熱田高

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ

4 K93 浜口　湧樹(3) 大府東高 4 F199 池田　大輝(2) 一宮西高

ｵｵﾂｶ ｼﾞﾝ ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ

5 F431 大塚　仁(3) 小牧南高 5 F196 本田　駿(2) 一宮西高

ｵｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ

6 J212 桶田　大晟(1) 愛工大名電高 6 F583 西村　晃司(3) 誠信高

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ ﾅｶﾑﾗ ﾛｳ

7 F373 石田　寬成(3) 西春高 7 N103 中村　朗(3) 大口中

ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ ｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ

8 F72 平田　章悟(2) 津島高 8 H359 伊藤　悠賀(3) 富田高

27組 風(+/-    ) 28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

ｴｸﾞﾁ ｱｻｷ ｶﾄｳ ﾚﾝﾀ

1 F454 江口　旭希(3) 犬山南高 1 H133 加藤　蓮大(2) 名古屋南高

ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ ﾑﾛﾀ ｹﾝﾄ

2 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 2 J576 室田 健斗(2) 山田高

ｵｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ

3 J513 小川　一(2) 瀬戸高 3 L417 宮田　亘(3) 三好高

ﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ ｴｻｷ ﾘｮｳﾏ

4 J574 前田　　光(2) 山田高 4 F85 江崎　稜真(3) 杏和高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｴﾑﾗ ﾕｳｷ

5 J127 松本　尚大(3) 市工芸高 5 J245 惠村　友貴(3) 長久手高

ｵｵﾔ ﾀｹﾙ ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ

6 J213 大矢　健琉(1) 愛工大名電高 6 L416 樋口　康太(2) 三好高

ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｷ ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ

7 J184 西村　太希(2) 愛工大名電高 7 P105 竹内　大和(3) 名塚中

ｺｻﾞｻ ﾘｮｳ ｵｵﾔﾏ ｱｷﾖｼ

8 F348 小笹　稜(2) 一宮高 8 J445 大山　顕能(2) 名古屋高

29組 風(+/-    ) 30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

ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ

1 F530 中島　大輝(3) 愛知啓成高 1 H292 和田　達希(3) 松蔭高

ﾅｶﾀﾞﾆ ｼｮｳﾏ ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｻｼ

2 L636 中谷　将麻(1) 岡崎城西高 2 B576 竹之内　政司 POWER MAX

ｾﾝｶﾞ ｾｲﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ

3 N70 千賀　誠矢(3) 滝中 3 N186 近藤　玲司(3) 古知野中

ｷｼ ﾀﾞｲｷ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ

4 H223 岸　大樹(1) 名古屋大谷高 4 H315 久保田　捷斗 東郷高

ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾊﾞﾝｼｮｳ ｻﾝﾄ

5 H33 増田　智也(1) 中京大中京高 5 F372 番匠　燦斗(3) 西春高

ｶﾅｲ ﾄｼﾀｶ ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ

6 H17 金井　駿賢(2) 中京大中京高 6 J88 戸田　由騎(1) 愛知高

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ｵﾘｲ ｹﾝｽｹ

7 F337 山本　隼也(2) 一宮高 7 K163 折井　健介(3) 横須賀高

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾍｲ ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ

8 F100 岩田　涼平(3) 一宮商高 8 J180 堀内　裕太(3) 愛工大名電高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

31組 風(+/-    ) 32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

ﾔｷﾞ ﾅｵﾔ ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ

1 J421 八木　直也(2) 愛知工高 1 F568 一柳　泰地(2) 小牧工高

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2 J418 斉藤　祐兵(3) 愛知工高 2 B595 前田　智哉 POWER MAX

ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ｶｼﾏ ｻﾄｼ

3 J314 佐藤　貴裕(1) 栄徳高 3 H554 加島　聖士(3) 桜台高

ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 K169 竹本　泰雅(3) 横須賀高 4 F116 前田　侑飛(3) 起工高

ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳﾀ ﾀｶｷﾞ ｼｮｳｺﾞ

5 K189 坂野　由汰(2) 東海南高 5 K18 高木　翔悟(3) 内海高

ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ ﾌｸﾁ ｶｽﾞｼ

6 L743 清水　皓太(2) 刈谷北高 6 K43 福地　一志(2) 半田高

ｱﾗｲ ﾕｳﾏ ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙﾔ

7 J410 新井　悠真(3) 愛知工高 7 H334 寺田　晴哉(2) 緑高

ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ

8 H90 佐藤　敬悟(3) 名城大附属高 8 F470 吉田　圭佑(2) 滝高

33組 風(+/-    ) 34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

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵ ｳﾒｷ ｼﾝ

1 J318 鈴木　浩生(2) 栄徳高 1 F12 梅木　伸(3) 津島北高

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ

2 H295 本間　稜也(2) 松蔭高 2 H131 小杉　友寛(2) 名古屋南高

ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

3 J49 香川　隼也(3) 明和高 3 C9012 渡辺　裕二 愛知陸協

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳﾔ ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ

4 J94 磯田　龍矢(3) 愛知高 4 J177 織田　一輝(3) 愛工大名電高

ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

5 H430 荒井　貴大(3) 昭和高 5 H248 小島　暖斗(2) 瑞陵高

ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾏ ｲｼｶﾜ ｿｳ

6 H242 片山　登満(2) 瑞陵高 6 V50 石川　颯(3) 矢作北中

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ ﾐﾀ ｶｵﾙ

7 V254 藤井　祐輔(3) 平坂中 7 J321 三田　薫(2) 栄徳高

ﾄﾐﾅﾘ ﾋﾄｼ ﾅｶﾞﾆ ﾏｻﾄ

8 C42 冨成　仁 豊田自動織機 8 J516 永仁　将登(3) 瀬戸高

35組 風(+/-    ) 36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

ﾅｶｼﾏ ﾄｵﾙ ﾋｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1 L627 中島　亨(1) 岡崎城西高 1 F471 菱田　昂太朗(2) 滝高

ｱﾏﾉ ﾐﾂﾞｷ ｶﾄﾞﾉ ｹｲｽｹ

2 J171 天野　瑞月(2) 名古屋西高 2 J316 門野　敬介(3) 栄徳高

ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ ｵｸﾉ ﾖｳﾍｲ

3 H247 櫻場　涼介(2) 瑞陵高 3 H237 奥野　耀平(2) 瑞陵高

ﾌｸﾔﾏ ﾕｳﾄ ｵｵﾜｷ ﾏｻｼ

4 F495 福山　裕人(3) 滝高 4 673 大脇　将史(2) 名古屋工業大

ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳ

5 F476 村上　直輝(3) 滝高 5 K105 馬渕　裕(3) 半田東高

ﾔﾏｳﾁ ｿｳｼ ｲﾄｳ ﾕｷﾄ

6 F369 山内　蒼士(2) 西春高 6 H360 伊藤　幸人(3) 富田高

ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ ｻｶｳｴ ﾊﾔﾄ

7 H290 森田　哲平(3) 松蔭高 7 F258 坂上　隼斗(2) 新川高

ｻﾒｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝ

8 S46 鮫島　雄大(3) TSM 8 H529 宇佐美　潤(3) 熱田高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

37組 風(+/-    ) 38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

ﾔｽｲ ﾅｵｱｷ ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ

1 H57 安井　尚彰(3) 星城高 1 J474 植田　好智(2) 名古屋高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾅｵ ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾀ

2 B401 小林　雅尚 HIDESONZ 2 F338 石田　風太(2) 一宮高

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾀｶ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ

3 B402 杉本　将隆 HIDESONZ 3 K102 和田　雄也(3) 半田東高

ｱｲｶﾜ ﾘｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ

4 B584 相川　龍 POWER MAX 4 N191 山本　倫也(3) 古知野中

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｶﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ

5 J178 小島　悠生(3) 愛工大名電高 5 H222 加藤　辰昇(1) 名古屋大谷高

ｵｲﾀﾞ ｼﾝ ｻｲﾄｳ ﾓﾄｷ

6 J243 種田　　慎(2) 長久手高 6 B586 齋藤　元樹 POWER MAX

ｲﾜﾂ ｶｲﾄ ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ

7 F261 岩津　海斗(2) 新川高 7 J223 大野　友佑(1) 愛工大名電高

ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ ｵｸﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ

8 J238 石原　智徳(2) 愛知商高 8 L137 奥平　悟(3) 知立東高

39組 風(+/-    ) 40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

ﾓﾘｲ ﾕｳﾔ ﾌｸﾔｽ ｻｲﾄ

1 J563 森井　優哉(1) 東海高 1 H148 福安　彩人(2) 天白高

ﾀｶｾ ｼｮｳﾀ ｴﾄｳ ﾀｲｶﾞ

2 H535 高瀬　勝大(3) 熱田高 2 J30 江藤　太河(3) 瀬戸西高

ﾑﾄｳ ﾕｳｷ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ

3 F427 武藤　悠希(2) 美和高 3 K66 岩崎　由弥(2) 半田商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚｲ ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ

4 F452 谷口　怜(3) 犬山南高 4 F246 藤井　達也(2) 尾北高

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｶｸﾉ ﾂﾊﾞｻ

5 F596 宮澤　翔太(2) 誠信高 5 F584 角野　翼(3) 誠信高

ｻｲｺﾞｳ ｺｳｷ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾔ

6 K86 西郷　　航生(2) 大府東高 6 H54 山下　寛矢(3) 鳴海高

ｺｶﾞ ﾏｻﾖｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ

7 F118 古賀　正義(3) 起工高 7 J597 渡邊　敬太(2) 至学館高

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｹｲ ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾄ

8 N117 近藤　生啓(3) 大口中 8 J518 川上　敢渡(2) 瀬戸高

41組 風(+/-    ) 42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

ﾋﾗﾓﾄ ｹﾝｺﾞ ｲﾁｴ ﾛｸﾛｳ

1 J131 平本　健悟(2) 市工芸高 1 H260 市江　緑朗(3) 瑞陵高

ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ ｳｶｲ ﾚﾝﾀ

2 L411 岩元　将生(2) 三好高 2 J307 鵜飼　蓮汰(2) 春日井東高

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊﾀ ﾄﾜ

3 J564 大橋　由弥(1) 東海高 3 V49 髙畑　永遠(3) 矢作北中

ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾅﾘﾀ ｹｲ

4 F425 二村　浩平(2) 美和高 4 J20 成田　圭(3) 北高

ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ

5 L414 横田　幹太(2) 三好高 5 K49 竹内　賢哉(3) 半田高

ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾔｼ ﾅﾙｷ

6 P367 石田　涼介(3) 天神山中 6 P165 林　育輝(3) 神丘中

ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞﾀ ﾅｵｷ

7 F188 柴田　大雅(3) 一宮西高 7 F126 鈴田　直騎(2) 起工高

ﾌﾅﾊｼ ｹｲﾀ ｸﾉ ﾀｶﾄ

8 J132 舩橋　慧多(2) 市工芸高 8 J301 久野　貴斗(2) 春日井東高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

43組 風(+/-    ) 44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

ﾌﾞﾝﾉ ﾘｮｳﾀ ｱﾍﾞ ﾖｼｷ

1 V203 分野　涼太(3) 鶴城中 1 H468 安部　良紀(3) 向陽高

ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶｼ ﾅｶﾞｾ ｻﾄｼ

2 J345 稲垣　貴士(2) 千種高 2 J183 長瀬　仁志(3) 愛工大名電高

ｾｺ ｼﾝﾔ ｶﾄｳ ｱﾂｼ

3 H461 世古　真也(2) 向陽高 3 J438 加藤　敦詞(1) 名古屋高

ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ

4 H166 鈴木　康友(3) 中村高 4 H153 松山　真平(3) 天白高

ｶﾒｲ ｱﾂﾄ ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾏ

5 F301 亀井　温斗(2) 一宮南高 5 J72 村上　漱馬(2) 愛知高

ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

6 J298 伊藤　瑠我(3) 春日井東高 6 J370 山下　　尚浩(2) 旭野高

ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ ｸﾆﾐ ﾀｸﾔ

7 V135 村田　恭健(3) 朝日丘中 7 H99 國見　卓矢(2) 名城大附属高

ﾌｼﾞﾖｼ ｶｽﾞｷ ｲﾀｶﾞｷ ﾀｸﾐ

8 J350 藤吉　　寿樹(3) 旭野高 8 J352 板垣　　拓海(3) 旭野高

45組 風(+/-    ) 46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

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾛﾑ ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ

1 H592 柴山　大夢(3) 愛産大工高 1 L412 六車　公佑(2) 三好高

ﾄﾐﾀ ｺｳﾍｲ ﾃｼﾏ ｺｳｷ

2 F217 冨田　航平(2) 五条高 2 H563 手島　光貴(3) 中部大第一高

ｶﾈｺ ｼｭﾝ ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

3 L129 金子　駿(3) 知立東高 3 F466 本林　秀一朗(3) 滝高

ｲｹﾔﾏ ﾀｲﾁ ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳﾍｲ

4 J201 池山　大地(1) 愛工大名電高 4 F10 水谷　滉平(3) 津島北高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ ｵｾﾞｷ ｺｳﾔ

5 K28 山口　純輝(2) 内海高 5 J252 尾関　航弥(2) 春日井南高

ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾉﾘ ﾀｷﾄｳ ｶﾅﾀ

6 J97 服部　高典(3) 愛知高 6 F305 滝藤　叶汰(3) 一宮興道高

ｺﾐﾔ ﾘｮｳ ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ

7 H339 小宮　涼(3) 緑高 7 F493 小倉　拓巳(3) 滝高

ｲｿﾉ ﾌｳｶﾞ ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀ

8 F113 磯野　風雅(3) 起工高 8 F248 土屋　諒汰(2) 尾北高

47組 風(+/-    ) 48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

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ ｷｼﾀﾞ ｺｳﾖｳ

1 H351 溝口　宏直(2) 富田高 1 F473 岸田　航陽(2) 滝高

ｲﾄｳ ﾕｳｷ ﾖｺｸﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

2 F349 伊藤　祐貴(2) 一宮高 2 F62 横倉　昌信(3) 津島高

ｸﾛﾉ ﾄｼﾔ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ

3 C200 黒野　俊也 チームカケル 3 F335 五藤　裕樹(2) 一宮高

ﾎｿﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾀﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ

4 H47 細田　直矢(3) 鳴海高 4 K181 城　聖一郎(3) 東海南高

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ ｻｶｲ ｼｭｳｺｳ

5 H230 鈴木　裕也(3) 瑞陵高 5 K65 酒井　秀幸(2) 半田商高

ﾔﾉ ﾕｳｷ ｱﾊﾗ ﾄｵﾙ

6 H246 矢野　優貴(2) 瑞陵高 6 H531 阿原　透(2) 熱田高

ｱﾒﾐﾔ ｱｷﾋﾄ ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾅﾝ

7 J571 雨宮　章人(1) 東海高 7 H343 大坪　阿南(2) 緑高

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ

8 L426 豊田　健人(2) 三好高 8 H412 畠中　優誠(3) 名古屋工学院



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

49組 風(+/-    ) 50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

ｱｻﾐ ﾀｸﾏ ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾋﾃﾞ

1 H16 朝見　拓馬(2) 中京大中京高 1 K201 杉本　寬秀(3) 常滑高

ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

2 H536 黒川　拓海(3) 熱田高 2 F69 渡邉　祐人(3) 津島高

ｵﾀﾞ ｿｳﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ

3 J386 織田　宗馬(2) 春日井高 3 J365 近藤　　泰斗(2) 旭野高

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｲﾏｲ ﾀｸﾔ

4 J202 尾河　亮太(1) 愛工大名電高 4 J17 今井　拓也(3) 北高

ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ

5 V51 井上　享吾(3) 矢作北中 5 H608 西川　優輝(3) 愛産大工高

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝ ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼｭﾝ

6 H479 小笠原　淳(2) 惟信高 6 J594 二階堂　隼(2) 至学館高

ﾎﾘｵ ｺｳﾀ ﾑﾗｾ ﾀﾞｲｷ

7 L631 堀尾　康太(1) 岡崎城西高 7 H547 村瀬　大樹(2) 熱田高

ﾊﾞﾝﾉ ﾀｸ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

8 P2 坂野　巧(3) 御幸山中 8 H326 岡田　智也 東郷高

51組 風(+/-    ) 52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

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾚﾂ

1 J319 西村　和望(2) 栄徳高 1 F77 田中　烈(2) 津島高

ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

2 V57 岩附　来輝(3) 矢作北中 2 J400 古川　博之(2) 高蔵寺高

ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ

3 H225 佐藤　克洋(1) 名古屋大谷高 3 K46 濵島　秀太(2) 半田高

ﾌｶﾔ ｶｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ

4 H450 深谷　海成(3) 市工業高 4 H49 渡辺　大貴(2) 鳴海高

ｲﾜﾉ ｼｮｳ ﾎｯﾀ ﾕｳﾄ

5 P579 岩野　翔(3) 守山中 5 F265 堀田　裕斗(2) 丹羽高

ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｷ ﾔｽｲ ﾋﾛｱｷ

6 H56 松田　芳暉(2) 鳴海高 6 H498 安井　滉曜(2) 同朋高

ｳﾗﾉ ﾘｮｳﾀ ｲﾜｶﾜ ﾊﾔﾃ

7 P103 浦野　良太(3) 名塚中 7 F416 岩川　颯(3) 海翔高

ｲｼﾊﾗ ｼﾞﾝ ﾖｼﾐﾈ ﾕｳﾀ

8 V11 石原　仁(3) 刈谷朝日中 8 F293 吉嶺　裕太(3) 一宮南高

53組 風(+/-    ) 54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

ﾑﾗﾀ ﾔﾏﾄ ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ

1 H124 村田　大和(3) 名古屋南高 1 F71 小島　光騎(2) 津島高

ﾔﾏｷ ｼｮｳ ｿﾄﾔﾏ ﾀｶﾋｻ

2 J322 八巻　将(2) 栄徳高 2 J27 外山　貴久(2) 瀬戸西高

ﾊﾔｼ ﾅｵﾌﾐ ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾄ

3 J391 林　尚史(1) 高蔵寺高 3 K92 冨田　一斗(3) 大府東高

ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ ｲｼｲ ﾖｳ

4 J422 井口　和之進(2) 愛知工高 4 J34 石井　遥(3) 瀬戸西高

ﾎｯﾀ ﾕｷﾋﾛ ｲﾜﾑﾛ ﾕｳﾀ

5 J100 堀田　幸大(3) 愛知高 5 J121 岩室　佑汰(2) 菊華高

ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ ｶﾜﾏﾂ ﾀﾞｲｷ

6 H61 川村　拓未(2) 星城高 6 F341 川松　大輝(1) 一宮高

ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳﾔ ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

7 V196 金城　秀哉(3) 鶴城中 7 F195 柴田　晃大(2) 一宮西高

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ ｱｻｸﾗ ｼﾝ

8 J112 山本　祐輔(2) 愛知高 8 F109 朝倉　紳(3) 一宮商高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

55組 風(+/-    ) 56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

ｵﾉ ﾘｭｳﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｸｳ

1 F238 小野　龍斗(3) 尾北高 1 F413 渡邉　快空(2) 小牧高

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄ

2 K139 山本　龍二(2) 東海商高 2 V128 荒川　和人(3) 朝日丘中

ｴﾐ ｺｳﾀ ﾀｼﾞﾏ ｻﾄｼ

3 V19 恵美　己詩(2) 刈谷朝日中 3 F424 田島　聖史(2) 美和高

ｵｸﾞﾘ ｹｲﾄ ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾐ

4 H167 小栗　慶斗(2) 中村高 4 S61 水野　匠(2) TSM

ｲﾜﾀ ｱｷﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾄ

5 F355 岩田　章宏(1) 一宮高 5 F514 五藤　憲登(3) 滝高

ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ ﾊﾀﾉ ｸﾆﾋｺ

6 H144 木村　俊彦(3) 天白高 6 B496 波多野　邦彦 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ

ｲﾄｳｼﾝｺﾞ ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ

7 F87 伊藤　槙吾(2) 杏和高 7 P122 幡野　圭亮(3) 萩山中

ﾊﾔｼ ｱﾂﾔ ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾀ

8 J311 林　篤弥(3) 栄徳高 8 K190 牧野　椋太(2) 東海南高

57組 風(+/-    ) 58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

ﾀｹｶﾜ ｱｷﾄ ｱｲｻﾞﾜ ﾀｲｷ

1 H541 竹川　瑛人(3) 熱田高 1 J578 愛澤　太規(3) 山田高

ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ

2 F496 西田　卓史(3) 滝高 2 F244 長谷川　詩音(2) 尾北高

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ

3 H357 松﨑　雄亮(3) 富田高 3 V204 町田　昂規(3) 鶴城中

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ

4 H403 近藤　広海(3) 名南工高 4 J16 水野　貴仁(2) 北高

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ

5 H550 稲垣　迅人(2) 熱田高 5 F64 江川　友貴(3) 津島高

ﾂﾎﾞｲ ｷｮｳﾔ ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｽｹ

6 J411 坪井　京也(3) 愛知工高 6 K112 松崎　洋介(2) 半田東高

ｲﾅｶﾞｷ ﾀｲｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ｲｵﾘ

7 F494 稲垣　太晴(3) 滝高 7 H556 山本　伊織(2) 桜台高

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｱﾘﾀ ｼｮｳ

8 H546 鈴木　涼介(2) 熱田高 8 P192 有田　翔(3) 千種台中

59組 風(+/-    ) 60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

ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾄ

1 H335 植村　紘隆(2) 緑高 1 J393 橋詰　勇人(2) 高蔵寺高

ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2 P487 髙田　皓生(3) 冨士中 2 V62 山田　晃太郎(2) 矢作北中

ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾞﾜ ｼｭﾝ

3 P368 村上　智也(3) 天神山中 3 J596 田川　瞬(2) 至学館高

ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

4 V21 嶋﨑　巧(2) 刈谷朝日中 4 H280 藤本　大樹(2) 松蔭高

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵﾐ ｱﾂﾋﾛ

5 S32 加藤　瑠乃祐(3) TSM 5 H400 近江　篤裕(2) 名南工高

ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ ｻｸﾉ ｱｽﾄ

6 V53 吉田　海翔(3) 矢作北中 6 V197 作野　飛斗(3) 鶴城中

ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｼ ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

7 J254 中川　基史(3) 春日井南高 7 N159 橋本　健司(2) 古知野中

ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾅｶﾞｴ ｹﾝｺﾞ

8 F352 ??屋　英之(2) 一宮高 8 J125 長江　健吾(2) 市工芸高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

61組 風(+/-    ) 62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

ｶｺﾞﾊｼ ﾐﾂｷ ｼｲﾅ ﾊﾙｷ

1 H496 篭橋　光希(2) 同朋高 1 H439 椎名　晴紀(2) 昭和高

ｸｽﾞﾔ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀﾝ ﾅﾂｷ

2 F197 葛谷　慎太郎(2) 一宮西高 2 P531 丹　南暉(3) 神の倉中

ｻﾄｳ ﾖｳ ｵｵｼﾏ ﾀｸﾐ

3 H163 佐藤　耀(3) 中村高 3 N5085 大島　匠(2) 大口中

ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾔ ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ

4 121 奥村　優生野(2) 大同大大同高 4 P168 岡田　敏男(3) 神丘中

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ ﾀﾅｶ ﾓﾄﾊﾙ

5 F229 市川　龍馬(2) 五条高 5 H169 田中　元晴(2) 中村高

ｲﾁｶﾜ ｺｳﾔ ﾆﾜ ﾘｮｳﾄ

6 F571 市川　航也(2) 小牧工高 6 F274 丹羽　亮人(3) 丹羽高

ｵｸﾑﾗ ﾅｵﾕｷ ｵｵﾀ ｱｵｲ

7 L583 奥村　直幸(3) 衣台高 7 J521 太田　葵(2) 瀬戸高

ｵﾜﾘ ﾘｭｳｷ ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

8 N126 尾張　龍希(2) 大口中 8 H136 岡村　圭祐(3) 名古屋南高

63組 風(+/-    ) 64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

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ﾄﾓｴ ｺｳｼﾞﾛｳ

1 J124 鈴木　健太(3) 市工芸高 1 F300 巴　洸二朗(2) 一宮南高

ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ﾐｳﾗ ﾀｲｷ

2 J269 中野　翔太(2) 守山高 2 V205 三浦　大輝(3) 鶴城中

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾕｳﾋ

3 J452 横山　裕樹(2) 名古屋高 3 F83 伊藤　雄飛(2) 津島高

ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ ｺﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ

4 H348 岡本　拓真(2) 富田高 4 F17 小塚　翔太(3) 津島北高

ｼﾗｷ ﾄﾖﾋﾛ ﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ

5 F541 白木　豊大(2) 愛知黎明高 5 H553 正木　敏裕(3) 桜台高

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ ｸﾛｴ ﾕｳﾄ

6 H355 齋藤　隆介(3) 富田高 6 H156 黒江　悠斗(3) 天白高

ﾊﾅｲ ﾚﾝ ﾀﾅｶ ﾀﾂｴｲ

7 P119 花井　蓮(3) 萩山中 7 J368 田中　　辰栄(2) 旭野高

ｵｵﾉ ﾖｼｷ ﾕﾓﾄ ｹﾝｽｹ

8 H437 大野　和輝(2) 昭和高 8 K187 湯本　健介(2) 東海南高

65組 風(+/-    ) 66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

ｴｻｶ ﾐﾁﾉﾌﾞ ｶﾒｲ ﾕｳﾔ

1 H68 江坂　宙信(2) 星城高 1 F510 亀井　優弥(2) 滝高

ﾆｼﾏﾀ ｺｳﾖｳ ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ

2 N25 西俣　亘陽(2) 宮田中 2 J562 加藤　寛斗(1) 東海高

ﾀｲﾅｶ ｼｭﾝ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ

3 S69 田井中　舜(3) 春日井中部中 3 K99 宮本　　侑記(2) 大府東高

ﾀｶﾉ ﾏｻｷ ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

4 K56 高野　允旗(2) 半田高 4 F441 石川　達哉(2) 小牧南高

ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ

5 F506 成田　裕紀(2) 滝高 5 F478 永田　博章(2) 滝高

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｲ ｶﾂｷ

6 P8 田中　優亮(3) 御幸山中 6 F202 松井　克樹(2) 一宮西高

ﾀｶｷﾞ ﾃﾝﾕｳ ﾂﾙﾐ ﾊﾔﾄ

7 J111 髙木　天佑(2) 愛知高 7 H606 鶴見　勇人(2) 愛産大工高

ﾐﾖｼ ﾊﾙﾄ ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾔｽ

8 V219 三好　晴斗(3) 城北中 8 H604 柴垣　秀康(2) 愛産大工高



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

67組 風(+/-    ) 68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

ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ ﾔﾏﾀﾞ ｷｼﾝ

1 H561 桜台高 1 L585 山田　気真(1) 衣台高

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ ｲｹﾏ ﾉﾌﾞﾄ

2 J120 松原　将永(3) 菊華高 2 F582 池間　信登(3) 誠信高

ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾏｻ

3 F465 伊藤　雅倫(3) 滝高 3 J122 石原　誉将(2) 菊華高

ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾀｸﾐ ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ

4 P498 柴垣　拓実(3) 冨士中 4 F256 青木　大地(3) 新川高

ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ

5 P481 前田　颯太(3) 冨士中 5 K136 竹内　誠人(2) 東海商高

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳﾔ

6 V258 中島　悠輝(3) 平坂中 6 J264 望月　龍也(2) 春日井南高

ｶﾝﾉ ﾚｲ ｲﾜﾉ ﾂｶｻ

7 J261 菅野　麗(2) 春日井南高 7 B501 岩野　司 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ

8 P490 松原　康太(3) 冨士中 8 N26 水谷　宏太郎(2) 宮田中

69組 風(+/-    ) 70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 ﾀｲｷ ﾀｶｻｷ ﾕｳﾔ

1 F480 伊藤　大生(1) 滝高 1 J605 高崎　優也(2) 至学館高

ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾔ ﾆﾑﾗ ｿｳﾀ

2 H164 石橋　由也(2) 中村高 2 P118 二村　颯太(3) 萩山中

ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾏ

3 P106 林　将大(2) 名塚中 3 H562 川邊　拓真(2) 桜台高

ｸﾛｴ ｺｳｷ ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ

4 F74 黒江　恒輝(2) 津島高 4 J520 上野　優治(2) 瀬戸高

ｳﾂﾐ ﾀｹｼ ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ

5 J396 内海　健(2) 高蔵寺高 5 S45 北原　拓弥(3) TSM

ｲﾜﾀ ｺｳｷ ﾔｽｲ ﾊﾙ

6 V61 岩田　晃輝(2) 矢作北中 6 H331 安井　晴琉 東郷高

ｶｲﾔ ｱｻﾄ ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾔﾄ

7 H316 海谷　麻斗 東郷高 7 F124 二宮　勇人(2) 起工高

ﾇﾏﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾅﾙｾ ｱﾂｷ

8 J380 沼田　宗一朗(3) 春日井高 8 F18 成瀬　貴規(3) 津島北高

71組 風(+/-    ) 72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

ｸﾘﾀ ﾕｳ ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

1 H411 栗田　優(3) 名古屋工学院 1 S56 濱田　晃成(1) TSM

ﾓﾁﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｳｶｲ ﾁｻﾄ

2 P11 持原　勝太(2) 御幸山中 2 F508 鵜飼　千聖(2) 滝高

ﾄﾐﾅﾘ ﾋﾛｷ ｸﾛｷ ｹﾝﾀﾛｳ

3 P607 冨成　啓希(2) 守山中 3 J508 黒木　健太郎(2) 菊里高

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｸﾐ ﾔｽﾀﾞ ｱﾕﾑ

4 P9 鍋島　拓己(3) 御幸山中 4 P378 安田　歩夢(2) 天神山中

ｴｸﾞﾁ ｶﾝﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

5 F445 江口　侃汰(2) 小牧南高 5 J31 中島　拓紀(3) 瀬戸西高

ﾑﾂｶﾜ ﾚﾝ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

6 J287 六川　蓮(2) 旭丘高 6 J582 髙橋 涼太郎(2) 山田高

ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ ｻｶﾀ ｾﾅﾝ

7 N167 河田　航典(2) 古知野中 7 V563 坂田　晟南(3) 富士松中

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

8 P5 山田　純輝(3) 御幸山中 8 P511 稲川　慧亮(2) 冨士中



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

73組 風(+/-    ) 74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

ｺｳﾉ ﾋﾛｷ ｵｵﾂ ﾅｵﾔ

1 F252 河野　大貴(2) 新川高 1 P311 大津　直也(3) 豊国中

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ ｶﾆ ﾊﾙｶ

2 N166 近藤　健樹(2) 古知野中 2 J102 可兒　遥(1) 愛知高

ﾑﾗﾀ ﾚｲｼﾞ ﾌｶﾐ ｱｽﾔ

3 H495 村田　怜慈(3) 同朋高 3 J40 深見　明日也(2) 瀬戸西高

ﾁｪ ﾕﾝﾎ ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ

4 P516 崔　潤浩(3) 冨士中 4 N174 一柳　康太(2) 古知野中

ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ

5 S41 桂木　大和(1) TSM 5 P478 小島　一世(3) 冨士中

ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾗﾀ ﾅｶﾞｼｹﾞ ｼｭﾝﾔ

6 H414 杉山　新(2) 名古屋工学院 6 K59 永重　俊弥(2) 半田高

ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

7 P546 須藤 颯(3) 神の倉中 7 J87 岡田　朋也(1) 愛知高

ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ｶﾝﾀﾞ ｵｳｷ

8 B176 桂川　祐一 にっとTFC 8 P4 神田　央暉(3) 御幸山中

75組 風(+/-    ) 76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

ﾀｶﾊﾏ ｹﾝｺﾞ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｺﾞ

1 H549 高濱　謙吾(2) 熱田高 1 S54 西山　雄吾(2) TSM

ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ ｾﾝﾀﾞ ﾏｻｷ

2 P501 小松　健太郎(2) 冨士中 2 S213 千田　匡希(3) 豊明中

ｷｸﾀﾆ ﾕｷﾔ ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｷ

3 V66 聞谷　友貴矢(2) 矢作北中 3 V134 西山　朋希(3) 朝日丘中

ﾊﾗ ｾｲﾊ ｲﾄｳ ｺｳｽｹ

4 F428 原　勢波(2) 美和高 4 J135 伊藤　滉祐(2) 市工芸高

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ ｶｼﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ

5 P7 石橋　諒(3) 御幸山中 5 S66 梶田　宗平(3) 春日井中部中

ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾐﾁ

6 S216 石田　直哉(3) 豊明中 6 B118 水野　広道 ﾏｽﾀｰｽﾞ名古屋

ﾀｷｲｼ ｼﾞｭﾝ ﾜｶﾓﾘ ｺｳｽｹ

7 V227 瀧石　純(2) 城北中 7 P310 若森　康佑(3) 豊国中

ﾀｹｵ ﾕｳｼﾞ ｸﾏｶﾞｲ ｷｼﾝ

8 P312 竹尾　勇司(3) 豊国中 8 P385 熊谷　樹真(2) 天神山中

77組 風(+/-    ) 78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

ｶﾀｵｶ ﾋﾛｷ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ

1 K53 片岡　啓希(2) 半田高 1 C227 佐々木　修弥 チームカケル

ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

2 J481 池田　雄大(3) 瀬戸北総合高 2 P15 中村　光希(2) 御幸山中

ｻｻｷ ｶｲｾｲ ｷｼ ｹｲﾀﾛｳ

3 V260 佐々木凱成(2) 平坂中 3 V131 岸　慧太郎(3) 朝日丘中

ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ ｳﾂﾐ ﾑﾈﾕｷ

4 S110 金子　奨平(2) 春日井中部中 4 H409 内海　志幸(3) 名古屋工学院

ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾏｷﾉ ｶｲ

5 F73 簑田　悠真(2) 津島高 5 F469 牧野　甲斐(2) 滝高

ｲｻｼﾞ ﾊﾔﾀ ﾊﾔｼ ﾚｵ

6 P476 伊佐治　颯大(3) 冨士中 6 H147 林　怜央(3) 天白高

ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾄ ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ

7 F492 稲葉　健人(1) 滝高 7 H170 角田　匠海(2) 中村高

ﾌｶﾔ ｼｮｳｴｲ ﾌﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ

8 V157 深谷　笙瑛(2) 朝日丘中 8 P13 二村　洸生(2) 御幸山中



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

79組 風(+/-    ) 80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

ｶﾄｳ ﾕｳﾀ ｺﾆｼ ｺｳﾍｲ

1 P491 加藤　悠太(3) 冨士中 1 P166 小西　航平(3) 神丘中

ﾏｷｳﾁ ｼｭｳﾏ ﾌｸｼﾏ ﾐｷ

2 S217 牧内　宗真(3) 豊明中 2 P133 福島　三輝(2) 萩山中

ｶﾜｲ ﾋﾋﾞｷ ｲﾋﾈ ｵﾃﾞｨｱｾ

3 V215 河合　響(3) 城北中 3 P112 ｲﾋﾈ　ｵﾃﾞｨｱｾ(3) 萩山中

ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾐﾜ ﾘｮｳｴｲ

4 S215 櫻場　勝大(3) 豊明中 4 P379 三輪　亮英(2) 天神山中

ｸﾎﾞ ｷｮｳｽｹ ﾄｳﾒ ｼｮｳﾀ

5 V216 久保　京督(3) 城北中 5 V12 當銘　盛汰(3) 刈谷朝日中

ﾔﾅｷﾞ ｺｳｽｹ ｺｸﾘｮｳ ﾀｸﾔ

6 N79 柳　浩祐(2) 滝中 6 S218 國領　択哉(3) 豊明中

ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾏ

7 P113 奥山　竣介(3) 萩山中 7 V54 橋本　陸馬(3) 矢作北中

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳﾏ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ

8 F417 柴山　佑真(3) 海翔高 8 P114 久保田　悠介(3) 萩山中

81組 風(+/-    ) 82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

ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ ﾅﾝﾌﾞ ﾕｳﾔ

1 S40 小幡　岳人(1) TSM 1 V60 南部　友哉(3) 矢作北中

ｲﾜｻ ｱﾙﾑ ﾁｪ ｽﾝﾎ

2 P101 岩佐　光夢(3) 名塚中 2 P637 崔　承浩(3) 冨士中

ｲｹﾀﾞ ﾘｷ ｲﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

3 P1 池田　力(3) 御幸山中 3 W188 射場　遼太(2) 豊橋東陵中

ﾅｶｲ ｺｳｷ ﾅｶﾞﾄﾓ ﾊﾙｷ

4 P640 中井　康揮(1) なごや陸上ク 4 S115 長友　陽輝(2) 春日井中部中

ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｭｳ

5 J397 河村　大樹(1) 高蔵寺高 5 F595 橋詰　龍(3) 誠信高

ｻｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾂﾂｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ

6 J265 指田　拓海(2) 春日井南高 6 V255 筒井涼太郎(3) 平坂中

ｵｵｼﾏ ｲｵﾘ ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

7 P512 大島　伊織(2) 冨士中 7 F224 熊澤　諒大(2) 五条高

ｵｾﾞｷ ﾕｳｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

8 F423 尾関　佑介(2) 美和高 8 P475 安藤　綾祐(3) 冨士中

83組 風(+/-    ) 84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

ｲﾉｳｴ ｹｲ ｶﾜｽﾐ ｼﾌｳ

1 S37 井上　慶(3) TSM 1 P485 川角　始楓(3) 冨士中

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ

2 P121 山本　雄稀(3) 萩山中 2 P380 平林　遼大(2) 天神山中

ｲｻﾐ ﾘｮｳ ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾄ

3 V209 伊佐見　涼(2) 鶴城中 3 P322 大橋　宏斗(2) 豊国中

ﾎﾘｶﾜ ﾘｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｭｳｶﾞ

4 P3 堀川　隆人(3) 御幸山中 4 P499 小林　飛向(3) 冨士中

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ ｶﾜｺﾞｼ ﾌﾐｱｷ

5 J35 林　秀幸(3) 瀬戸西高 5 V59 川越　奎彰(3) 矢作北中

ﾊﾞﾝﾉ ｷｲﾁ ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ

6 P386 坂野　貴一(2) 天神山中 6 V565 矢島　拓実(2) 富士松中

ﾔﾏｶﾜ ﾑｻｼ ｵｳ ｿﾖｳ

7 F533 山川　武冴士(2) 愛知啓成高 7 F535 王　楚尭(2) 愛知啓成高

ｵｵﾜｷ ｺｳﾍｲ ｷﾀｾ ﾕｳﾄ

8 P545 大脇 康平(2) 神の倉中 8 P324 北瀨　湧斗(2) 豊国中



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

85組 風(+/-    ) 86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

ｿｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｾｲ

1 113 曽川　裕貴(2) 大同大大同高 1 P127 桑原　可成(2) 萩山中

ﾂﾂﾞｷ ｶｹﾞﾄﾗ ｱﾂｶﾞｾ ﾘｮｳﾀ

2 P131 都築　景虎(2) 萩山中 2 P533 厚ケ瀬　涼太(3) 神の倉中

ﾆｼﾉ ﾐﾁﾋﾛ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ

3 J114 西野　通洋(1) 愛知高 3 N86 永田　隼(2) 弥富中

ｳﾝﾉ ｺｳﾍｲ ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ

4 N172 海野　康平(2) 古知野中 4 V69 福島　翔大(2) 矢作北中

ﾏｷﾉ ｼｮｳﾔ ｵｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ

5 K25 牧野　聖也(2) 内海高 5 P10 大野　晃大(3) 御幸山中

ﾔﾌﾞｷ ﾀｹﾄ ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾕｷ

6 V226 矢吹　健斗(2) 城北中 6 P132 富岡　弘行(2) 萩山中

ﾌｼﾞﾀ ﾘｷﾏﾙ ｶｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ

7 P489 藤田　力丸(3) 冨士中 7 V259 加地正和(2) 平坂中

ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ

8 V145 鈴木　航(2) 朝日丘中 8 P544 宮本 侑茉(2) 神の倉中

87組 風(+/-    ) 88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

ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾔｶﾞ ﾃﾝﾀ

1 S114 長井　英一(2) 春日井中部中 1 P135 矢賀　天大(2) 萩山中

ｽｽﾞｼｶ ﾘｮｳﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾄ

2 V159 鈴鹿　凌也(3) 朝日丘中 2 S223 山崎　秀人(2) 豊明中

ｶﾜｲ ﾀﾞｲﾁ ｷﾑﾗ ｼｭﾝｷ

3 P373 河合　大地(3) 天神山中 3 P389 木村　駿希(2) 天神山中

ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋｺ ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

4 V200 杉山　仁彦(3) 鶴城中 4 N77 加藤　大貴(2) 滝中

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｷ

5 P376 山下　翔平(3) 天神山中 5 N80 吉田　翔紀(2) 滝中

ｲﾉｳｴ ｺｳｾｲ ｵｵﾆｼ ｿｳﾀ

6 P111 井上　昂星(3) 萩山中 6 V20 大西　颯太(2) 刈谷朝日中

ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｷ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

7 P125 梅村　侑生(2) 萩山中 7 S225 木村　友哉(2) 豊明中

ｷﾀﾃﾞ ﾏｷｵ ｱｻｲ ｱﾂｷ

8 H413 北出　真貴緒　(3) 名古屋工学院 8 P316 浅井　敦貴(3) 豊国中

89組 風(+/-    ) 90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 ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ ｶﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ

1 P18 伊藤　丈一郎(2) 御幸山中 1 N82 河合　航太朗(2) 滝中

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ ﾀｶﾞﾜ ﾚﾝ

2 P539 宮崎 湧太(2) 神の倉中 2 P496 田川　廉(3) 冨士中

ｼﾗｲｼ ﾏｻｷ ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ

3 P128 白石　真輝(2) 萩山中 3 W184 中村　斗也(2) 豊橋東陵中

ｲﾄｳ ｼﾝ ﾐﾔﾁ ﾘｸ

4 V223 伊藤　慎(2) 城北中 4 P16 宮地　龍蔵(2) 御幸山中

ﾂﾊﾞｷ ｹﾝﾄ ｵｵｶﾜ ﾀｲｷ

5 W187 椿　賢都(2) 豊橋東陵中 5 S109 大川　泰輝(2) 春日井中部中

ｲﾄｳ ｼｭﾝ ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾍｲ

6 P12 伊藤　駿(2) 御幸山中 6 V144 梅村　康平(2) 朝日丘中

ｵｵｼﾏ ｲﾁ ｱｷｵｶ ﾐｽﾞｷ

7 P372 大島　莞知(3) 天神山中 7 V152 秋岡　瑞希(2) 朝日丘中

ﾌﾞﾏ ﾑﾂｷ ｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

8 P14 武馬　睦(2) 御幸山中 8 P479 瀬川　浩平(3) 冨士中



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

91組 風(+/-    ) 92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

ｸﾛｺｳﾁ ﾘｸﾄ ｶﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ

1 J584 黒河内　陸人(1) 愛知高 1 P484 加藤　詠一郎(3) 冨士中

ﾀｹﾀﾞ ﾘｵ ｲｲﾀﾞ ｶｲﾄ

2 P492 武田　　麗緒(3) 冨士中 2 P370 飯田　海斗(3) 天神山中

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾏ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

3 N85 田口　侑磨(2) 弥富中 3 S52 永野　響(2) TSM

ﾐｽﾞｺｼ ﾀﾂｷ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

4 P391 水越　樹(2) 天神山中 4 P486 鈴木　良助(3) 冨士中

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾄ ｱｻｸﾗ ﾏｻﾋﾛ

5 P325 宮﨑　健斗(2) 豊国中 5 P6 朝倉　雅裕(3) 御幸山中

ｵｾﾞｷ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ

6 P107 尾関　隼佑(2) 名塚中 6 N158 山本　拓海(2) 古知野中

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲｾｲ ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ

7 V224 今泉　凱聖(2) 城北中 7 P17 中尾　有佑(2) 御幸山中

ｵｵﾋﾗ ﾕｳｽｹ ﾄﾐﾀ ｶｲﾄ

8 P108 大平　侑佑(2) 名塚中 8 V230 冨田　開斗(2) 城北中

93組 風(+/-    ) 94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

ｽｽﾞｷ ｸｳｶﾞ ｸﾛﾉ ｶｽﾞｷ

1 V140 鈴木　天空翔(3) 朝日丘中 1 V261 黒野一輝(2) 平坂中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝﾄ

2 V70 小林　英斗(2) 矢作北中 2 P137 林田　賢人(2) 萩山中

ｲﾅﾅﾐ ﾗｲﾄ ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾍｲ

3 V139 稲浪　嶺斗(3) 朝日丘中 3 P374 後藤　柊平(3) 天神山中

ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ ｽｶﾞ ﾚﾝﾀ

4 N87 平野　圭祐(2) 弥富中 4 V262 管　蓮太(2) 平坂中

ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

5 P506 大野　雄士(2) 冨士中 5 P513 小川　京一郎(2) 冨士中

ｸﾉ ｼｭﾝｽｹ ﾊﾝﾔ ﾄｼﾋﾃﾞ

6 V58 久野　駿介(3) 矢作北中 6 S222 半谷　駿英(2) 豊明中

ﾁｪ ﾃｳﾝ ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ

7 P508 崔　太雄(2) 冨士中 7 P110 中島　大輝(2) 名塚中

ﾋﾋﾞ ｼｭﾝﾀ ﾅﾙｾ ﾊﾔﾄ

8 P19 日比　俊太(2) 御幸山中 8 V119 成瀬　颯(2) 矢作北中

95組 風(+/-    ) 96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

ﾅｶﾉ ｶｲｷ ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ

1 V150 中野　海輝(2) 朝日丘中 1 V225 鈴木　喬亮(2) 城北中

ｱﾏﾉ ﾚｲ ﾋｼﾀﾞ ﾘｸ

2 V67 天野　嶺(2) 矢作北中 2 P392 菱田　莉玖(2) 天神山中

ｵｵｻｻ ﾕｷﾋﾄ ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ

3 P483 大笹　友輝人(3) 冨士中 3 S221 吉永　和真(2) 豊明中

ｴﾓﾄ ｼｭｳｻｸ ﾊﾐﾙﾄﾝ ﾃｨﾀﾞ

4 P20 江本　周作(2) 御幸山中 4 P377 ﾊﾐﾙﾄﾝ　太陽(3) 天神山中

ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ ｱﾗｷ ｼｮｳｴｲ

5 P390 内藤　遼(2) 天神山中 5 V143 新木　将栄(2) 朝日丘中

ﾋｶﾐ ｼｮｳﾀ ｱﾀﾞﾁ ｶｲﾘ

6 S116 氷上　翔大(2) 春日井中部中 6 V222 足立　魁利(2) 城北中

ﾄﾐﾀ ｼｮｳ ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞ

7 J483 冨田  翔(2) 瀬戸北総合高 7 P504 山中　杏時(2) 冨士中

ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀ ﾀﾅﾊｼ ﾊﾔﾄ

8 V63 須藤　隆太(2) 矢作北中 8 P393 棚橋　隼斗(2) 天神山中



男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　99組

97組 風(+/-    ) 98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

ﾎﾘｴ ｲｯﾍﾟｲ

1 F479 堀江　一平(1) 滝高 1

ﾏﾂﾅﾐ ﾀｶﾄｼ ﾀｶﾊｼ ｱﾓﾝ

2 H492 松浪　孝俊(2) 同朋高 2 S227 髙橋　亜門(2) 豊明中

ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｽｹ ｵｵｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾑ

3 F485 水野　竜輔(1) 滝高 3 J272 大久保　希(2) 守山高

ﾊｾﾞ ﾚﾝ ｶﾜﾑﾗ ﾚﾂｼﾞ

4 S226 櫨　蓮武(2) 豊明中 4 H490 河村　烈士(2) 同朋高

ﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

5 H491 八木　雄大(2) 同朋高 5 J607 岡崎　有佑(2) 守山高

ﾌｶｵ ﾀｲﾁ ﾏｽﾀﾞ ﾕｲﾄ

6 J28 深尾　太一(2) 瀬戸西高 6 F503 増田　唯人(1) 滝高

ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾑ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ

7 F184 難波　宙夢(2) 江南高 7 H499 山田　元太(2) 同朋高

ｻｶｲ ﾄﾓｷ ﾅｷﾞﾉ ｷｮｳｽｹ

8 K126 酒井　智規(3) 大府高 8 H497 奈木野　京介(2) 同朋高

99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

ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｷ

2 F130 松岡　大暉(2) 起工高 2

ﾊﾗ ｹﾝﾄ

3 F526 原　健斗(1) 滝高 3

ｻﾄｳ ﾘｮｳ

4 F129 佐藤　凌(2) 起工高 4

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ

5 F525 林　海渡(1) 滝高 5

ｵｵﾉ ｲｸﾏ

6 F517 大野　郁真(1) 滝高 6

ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

7 F180 小川　拓也(2) 江南高 7

ｱｻﾉ ﾐｷﾄ

8 H152 浅野　幹人(3) 天白高 8



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54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

ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ ｶﾗｼﾏ ﾋﾛｷ

1 206 高木　翔太(3) 愛知教育大 1 J169 唐嶋　大騎(3) 名古屋西高

ｼﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ

2 J190 篠原　宏輔(2) 愛工大名電高 2 H232 橋本　磨(3) 瑞陵高

ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ ﾀﾅｶ ﾘﾋﾄ

3 H261 本郷　汰樹(3) 瑞陵高 3 J136 田中　理人(3) 名東高

ﾌﾙﾀ ｼﾝﾔ ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ

4 K120 古田　真也(3) 大府高 4 H11 水野　駿佑(3) 中京大中京高

ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ｻｶｲ ﾊﾔﾀ

5 64 掛川　真(3) 関西学院大 5 K87 酒井　　颯大(2) 大府東高

ﾎﾘﾊﾞ ﾚﾝ ｳﾉ ﾕｳｷ

6 J427 堀場　廉(3) 名古屋高 6 314 宇野　佑輝(4) 至学館大

ｲﾄｳ ﾕｳｷ ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｷ

7 736 伊藤　優希(2) 名城大 7 B589 嶋田　芳希 POWER MAX

ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ ﾎﾘｴ ﾐﾁｶｽﾞ

8 H27 服部　匡恭(1) 中京大中京高 8 688 堀江　岐和(4) 南山大

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

ﾀﾃﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ

1 356 立山　雄大(2) 至学館大 1 H12 高橋　舞羽(2) 中京大中京高

ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ｷﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ

2 J431 飯田　英夫(2) 名古屋高 2 350 木寺　尊行(2) 至学館大

ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ

3 J312 西川　知希(3) 栄徳高 3 663 西山　和輝(4) 名古屋工業大

ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ

4 B597 高野　真 POWER MAX 4 K213 北村　祐人(1) 横須賀高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

5 C182 渡邊　侑平 小島プレス 5 677 長谷川　孝輔(2) 名古屋工業大

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ ｲｿｶﾞｲ ｹｲｼﾞ

6 J490 柴田　有仁(3) 菊里高 6 H591 磯貝　奎治(3) 愛産大工高

ｺｳﾑﾗ ｱﾂｷ ｳﾒﾀﾆ ﾏｻﾅﾘ

7 B588 紅村　篤紀 POWER MAX 7 J434 梅谷　将成(2) 名古屋高

ｿｱﾚｽ ﾏﾙｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

8 J313 ｿｱﾚｽ　ﾏﾙｺ(3) 栄徳高 8 J437 山本　涼太(3) 名古屋高

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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ﾑﾗｾ ﾄﾓﾋﾛ

1 B582 山口　恭平 POWER MAX 1 J282 村瀬　友宏(3) 旭丘高

ｵｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ ﾆｼﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ

2 H8 大原　康平(2) 中京大中京高 2 J475 西出　航大(1) 名古屋高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

3 H2 杉山　諒太郎(3) 中京大中京高 3 F117 遠藤　雅也(2) 起工高

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ

4 B142 伊藤　洋樹 名古屋学院ク 4 J176 斉藤　諒平(3) 愛工大名電高

ｼｬﾓﾄ ｱｷﾗ ｲﾄｳ ﾃﾙﾐ

5 F526 社本　旭(3) 古知野高 5 J447 伊藤　彰海(1) 名古屋高

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

6 J161 佐藤　悠斗(2) 名古屋西高 6 C135 関口　孝 岡崎TFC

ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾚﾝ

7 H13 彦坂　陽平(3) 中京大中京高 7 H198 伊藤　廉(3) 名古屋大谷高

ｽｽﾞｷ ﾐｷﾄ ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ

8 205 鈴木　幹人(3) 愛知教育大 8 H234 林　裕人(3) 瑞陵高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54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

ｺｿﾞﾉ ｼﾝﾔ ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ

1 L130 小薗　伸弥(2) 知立東高 1 367 松岡　亮汰(3) 愛知学院大

ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ

2 J509 池田　真一朗(3) 瀬戸高 2 M273 田原　弘基(2) 豊川高

ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ ｴｻｷ ﾘｮｳﾏ

3 114 舟橋　透志(3) 大同大大同高 3 F85 江崎　稜真(3) 杏和高

ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ

4 F253 岡田　竜弥(2) 新川高 4 J198 安藤　孝浩(2) 愛工大名電高

ﾋﾗﾉ ｺｳﾖｳ ｶｲｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

5 J557 平野　皓陽(2) 東海高 5 F171 海江田　拓馬(3) 江南高

ｱｾﾞﾁ ﾀｲﾁ ﾄｺﾛ ｶｲﾅﾝ

6 J390 疇地　大知(2) 高蔵寺高 6 F254 野老　快南(3) 新川高

ｳｻﾐ ﾘｭｳﾍｲ ﾀｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ

7 J428 宇佐美　隆平(3) 名古屋高 7 J167 田角　秀平(3) 名古屋西高

ｱｻﾉ ﾄﾓﾅﾘ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

8 F221 浅野　智成(3) 五条高 8 F406 宮川　拓海(3) 小牧高

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

ｱｷﾔﾏ ﾕｳ ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾗ

1 193 秋山　侑(4) 愛知教育大 1 K205 松田　輝(2) 阿久比高

ｺｶﾞｲ ﾘｮｳｴｲ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ

2 J126 小貝　良英(3) 市工芸高 2 F583 西村　晃司(3) 誠信高

ﾔﾏｳﾁ ﾚｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

3 K124 山内　玲於(2) 大府高 3 F447 松本　瑞基(3) 稲沢東高

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾉﾘ

4 N84 坂東　泰基(3) 弥富中 4 658 井上　茂乗(4) 名古屋工業大

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ

5 F108 後藤　勇哉(3) 一宮商高 5 J49 香川　隼也(3) 明和高

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾔ

6 C46 中島　勇介 豊田自動織機 6 K61 榎本　智哉(3) 半田商高

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

7 F435 佐藤　大悟(3) 小牧南高 7 F388 岩田　侑樹(3) 西春高

ｻｶｲ ﾐｷｵ ﾏｴﾊﾀ ﾕｳｷ

8 H231 酒井　幹生(3) 瑞陵高 8 J256 前畑　有輝(3) 春日井南高

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

ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ

1 K161 牧野　拓実(3) 横須賀高 1 H14 青山　宏貴(2) 中京大中京高

ｵｶﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄ

2 B503 岡村　隆平 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 2 F363 髙木　大登(1) 一宮高

ﾅｶﾈ ｱﾂﾋｺ ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ

3 N192 中根　徳彦(3) 古知野中 3 P71 神谷　翔矢(3) 長良中

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ ｼﾓﾑﾗ ｺｳｽｹ

4 H96 田村　陽生(2) 名城大附属高 4 K185 下村　康輔(3) 東海南高

ｷｼ ﾀﾞｲｷ ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

5 H223 岸　大樹(1) 名古屋大谷高 5 J187 大内　寛之(2) 愛工大名電高

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｴｸﾞﾁ ﾀｲﾁ

6 B407 田中　佑季 HIDESONZ 6 J192 江口　太一(2) 愛工大名電高

ﾅｶﾑﾗ ｻﾊﾗ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ

7 H447 中村　沙巴羅(3) 市工業高 7 H589 杉本　雅治(2) 愛産大工高

ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ

8 M32 尾崎　舜弥(2) 豊橋東高 8 F211 中島　彪流(2) 佐織工高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54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

ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ ｶﾜｲ ﾂﾊﾞｻ

1 J554 北島　嵩真(2) 東海高 1 H52 河合　翼(3) 鳴海高

ｵｵﾓﾄ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ

2 J57 大本　泰生(3) 明和高 2 J602 宮崎　修輔(2) 至学館高

ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ

3 F72 平田　章悟(2) 津島高 3 K207 山田　健太(1) 阿久比高

ｸﾜﾀ ﾘｮｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

4 J592 桑田　凌希(3) 至学館高 4 J388 高橋　優太(2) 春日井高

ﾆｴ ｺｳｷ ﾂｶﾀﾞ ｾｲﾔ

5 M29 贄　光希(3) 豊橋東高 5 F446 塚田　成弥(3) 稲沢東高

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾄ ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ

6 K47 山田　真南斗(3) 半田高 6 K50 沖島　祐輝(3) 半田高

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ｽｵｳ ﾀﾂｷ

7 H218 藤林　稜(2) 名古屋大谷高 7 J600 周防　達輝(2) 至学館高

ｶﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ ｷｳﾁ ﾀｶﾋﾄ

8 J487 川﨑　遥平(3) 菊里高 8 F477 木内　崇仁(2) 滝高

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

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ ｲﾘﾀﾆ ｹｲﾀﾛｳ

1 667 五嶋　優詞(3) 名古屋工業大 1 F378 入谷　桂太朗(3) 西春高

ｵｵｻﾜ ﾀｹﾙ ﾊﾗ ﾕｳｽｹ

2 M28 大澤　健(3) 豊橋東高 2 F449 原　佑輔(3) 稲沢東高

ｱﾏﾉ ｹｲﾀ ｲﾄｳ ﾕｳｷ

3 H530 天野　啓太(3) 熱田高 3 F349 伊藤　祐貴(2) 一宮高

ﾑﾗｲ ｹﾝｼｮｳ ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

4 H220 村井　健将(2) 名古屋大谷高 4 H290 森田　哲平(3) 松蔭高

ﾊｾｶﾞﾜﾀｸﾄ ｳｴｻｺ ﾅｵｷ

5 J402 長谷川　琢斗(3) 愛知工高 5 H48 上迫　直希(2) 鳴海高

ｱｻｲ ﾋﾛﾄ ﾀﾅｶ ﾐｷｵ

6 H352 浅井　寛斗(3) 富田高 6 J118 田中　樹生(3) 東邦高

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｾｲ

7 J371 中村　　周人(2) 旭野高 7 J117 服部　奨世(3) 東邦高

ﾊﾔｾ ｼｭﾝ ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

8 J453 早瀬　隼(3) 名古屋高 8 J314 佐藤　貴裕(1) 栄徳高

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

ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ

1 K169 竹本　泰雅(3) 横須賀高 1 236 下村　遼(4) 名古屋大

ﾅﾘｷﾖ ﾀｲｷ ﾀﾅｶ ﾚﾂ

2 J200 成清　太綺(1) 愛工大名電高 2 F77 田中　烈(2) 津島高

ﾂﾁｲｽﾞ ﾕｳｷ ｶｼﾏ ｻﾄｼ

3 J207 土射津　佑起(1) 愛工大名電高 3 H554 加島　聖士(3) 桜台高

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｷ

4 J235 村上　翔(2) 愛工大名電高 4 J558 前田　知輝(2) 東海高

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ ｲﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

5 J418 斉藤　祐兵(3) 愛知工高 5 J416 今枝　佑樹(3) 愛知工高

ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾅﾘ ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ

6 H446 杉浦　智成(3) 市工業高 6 313 今村　裕希(4) 至学館大

ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ ｶﾄﾞﾉ ｹｲｽｹ

7 K159 石川　浩平(3) 横須賀高 7 J316 門野　敬介(3) 栄徳高

ﾓﾘｵｶ ﾀｶﾌﾐ ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ

8 K166 森岡　隆文(3) 横須賀高 8 122 三井　匠(2) 大同大大同高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54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

ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝ ｷﾑﾗ ﾄｼｷ

1 H529 宇佐美　潤(3) 熱田高 1 F70 木村　寿樹(2) 津島高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ

2 L143 近藤　怜(2) 知立東高 2 J555 竹内　廉(2) 東海高

ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾄｼ

3 P105 竹内　大和(3) 名塚中 3 J424 前田　龍利(1) 菊華高

ﾔﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ｻﾂｶﾜ ｸｵﾝ

4 L513 矢田　優太朗(3) 豊田南高 4 J522 佐津川　久遠(1) 名古屋西高

ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ ﾀﾅｶ ﾀｽｸ

5 B114 西村　繁 ﾏｽﾀｰｽﾞ名古屋 5 J354 田中　　佑(3) 旭野高

ｺｳﾉ ｼｭﾝｼﾞ ｺﾑﾗ ｻﾄｼ

6 J274 河野　隼司(3) 旭丘高 6 L133 小邑　聡(2) 知立東高

ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ ﾐﾀ ｶｵﾙ

7 L514 中島　康太(3) 豊田南高 7 J321 三田　薫(2) 栄徳高

ｶﾄｳ ﾚﾝﾀ ｵﾉ ﾕｳｽｹ

8 H133 加藤　蓮大(2) 名古屋南高 8 202 小野　侑介(3) 愛知教育大

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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ ｵｵﾂｶ ｼﾞﾝ

1 H463 山口　翔(2) 向陽高 1 F431 大塚　仁(3) 小牧南高

ｱｻﾉ ﾀｶｼ ﾊﾞﾝｼｮｳ ｻﾝﾄ

2 F368 浅野　誉士(2) 西春高 2 F372 番匠　燦斗(3) 西春高

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ

3 J163 鈴木　友也(2) 名古屋西高 3 H315 久保田　捷斗 東郷高

ｲﾜﾂｷ ｿｳﾔ ﾅｶﾔｼｷ ｶｽﾞﾔ

4 F380 岩槻　壮哉(3) 西春高 4 J355 中屋敷　　和也(3) 旭野高

ﾋﾗﾓﾄ ｹﾝｺﾞ ｵｸﾊﾗ ｿｳﾏ

5 J131 平本　健悟(2) 市工芸高 5 L132 奥原　颯馬(3) 知立東高

ｶﾐﾔ ｺｳｽｹ ｻｶｳｴ ﾊﾔﾄ

6 729 神谷　幸佑(3) 名城大 6 F258 坂上　隼斗(2) 新川高

ｸﾆﾏｻ ｶﾝﾀ ｶﾀｵｶ ﾙｲ

7 J164 國政　貫太(2) 名古屋西高 7 J504 片岡　瑠至(2) 菊里高

ﾅｶﾉ ﾀｸﾏ ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ

8 J119 中野　拓磨(3) 菊華高 8 666 川村　誠土(3) 名古屋工業大

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

ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1 J375 伊藤　悠(2) 春日井高 1 H131 小杉　友寛(2) 名古屋南高

ﾋｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾜ ﾀｸﾏ

2 F471 菱田　昂太朗(2) 滝高 2 H266 三輪　拓真(2) 瑞陵高

ｲﾜﾂ ｶｲﾄ ｲﾉｳ ﾋﾛﾌﾐ

3 F261 岩津　海斗(2) 新川高 3 K204 稲生　裕文(2) 阿久比高

ﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ ｺｻﾞｻ ﾘｮｳ

4 F437 森　翼(3) 小牧南高 4 F348 小笹　稜(2) 一宮高

ｷﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ ﾔｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ

5 H65 木許　僚二(2) 星城高 5 H291 八木　智大(3) 松蔭高

ｵｸﾞﾗ ｴｲﾄ ﾔﾉ ﾕｳｷ

6 J496 小倉　永都(3) 菊里高 6 H246 矢野　優貴(2) 瑞陵高

ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾔ

7 K189 坂野　由汰(2) 東海南高 7 F337 山本　隼也(2) 一宮高

ｴｻﾞｷ ﾕｳﾄ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾔ

8 K173 江﨑　勇斗(2) 横須賀高 8 F57 山内　優八(3) 津島高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54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

ﾊﾔｼ ｱﾂﾔ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵ

1 J311 林　篤弥(3) 栄徳高 1 J318 鈴木　浩生(2) 栄徳高

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾀｶ ﾐﾔｿﾞﾉ ｼｭｳ

2 B402 杉本　将隆 HIDESONZ 2 H311 宮園　周 東郷高

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ

3 F588 髙橋　駿介(3) 誠信高 3 H225 佐藤　克洋(1) 名古屋大谷高

ﾏｷﾉ ﾀｲｾｲ ﾆｼﾀﾞ ｺｳｼ

4 F214 巻野　太星(3) 五条高 4 K51 西田　侑史(2) 半田高

ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

5 J367 景山　　大地(2) 旭野高 5 H248 小島　暖斗(2) 瑞陵高

ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾊﾙ ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ

6 J317 足立　泰治(3) 栄徳高 6 J127 松本　尚大(3) 市工芸高

ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾔ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

7 J128 水野　圭矢(3) 市工芸高 7 F572 伊藤　優瑠(2) 小牧工高

ﾅｶﾑﾗ ﾛｳ ﾓﾘｲ ﾕｳﾔ

8 N103 中村　朗(3) 大口中 8 J563 森井　優哉(1) 東海高

27組 風(+/-    ) 28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

ｳｴｽｷﾞ ﾀｹﾄ ﾔﾏｷ ｼｮｳ

1 P91 上杉　健人(3) 東港中 1 J322 八巻　将(2) 栄徳高

ｵｸﾉ ﾖｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾘｮｳ

2 H237 奥野　耀平(2) 瑞陵高 2 H173 伊藤　　諒(2) 豊明高

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾔ ｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ

3 J564 大橋　由弥(1) 東海高 3 H359 伊藤　悠賀(3) 富田高

ﾔﾏｳﾁ ｿｳｼ ﾖｺｸﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

4 F369 山内　蒼士(2) 西春高 4 F62 横倉　昌信(3) 津島高

ﾖｼﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ﾅﾙｷ

5 H337 吉見　優太朗(2) 緑高 5 P165 林　育輝(3) 神丘中

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳ

6 H243 小柳　亮雅(2) 瑞陵高 6 H160 濱本　龍(2) 中村高

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ ｻﾙｾﾄﾞ ﾌｧﾌﾞﾘｼｵ

7 F218 小笠原　崚祐(3) 五条高 7 F455 ｻﾙｾﾄﾞ ﾌｧﾌﾞﾘｼｵ(3) 犬山南高

ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾀｹﾉ ﾕｳﾗ

8 F290 樋口　大河(3) 一宮南高 8 F31 武野　有良(2) 一宮北高

29組 風(+/-    ) 30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

ﾅｶﾞﾆ ﾏｻﾄ ｳﾗﾉ ﾘｮｳﾀ

1 J516 永仁　将登(3) 瀬戸高 1 P103 浦野　良太(3) 名塚中

ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2 N159 橋本　健司(2) 古知野中 2 K93 浜口　湧樹(3) 大府東高

ﾅﾗ ｶｽﾞﾋｺ ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳﾍｲ

3 K97 奈良　　和彦(2) 大府東高 3 F10 水谷　滉平(3) 津島北高

ｶｸﾉ ﾂﾊﾞｻ ﾄﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

4 F584 角野　翼(3) 誠信高 4 P73 戸谷　壮宏(3) 長良中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾅｵ ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ

5 B401 小林　雅尚 HIDESONZ 5 L451 宮崎　智矢(2) 豊野高

ﾀｶｾ ｼｮｳﾀ ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾋﾃﾞ

6 H535 高瀬　勝大(3) 熱田高 6 K201 杉本　寬秀(3) 常滑高

ﾅｶﾞｾ ｻﾄｼ ﾓﾘ ｹﾝﾄ

7 J183 長瀬　仁志(3) 愛工大名電高 7 J257 森　健人(3) 春日井南高

ｵｵﾔﾏ ｱｷﾖｼ ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ

8 J445 大山　顕能(2) 名古屋高 8 F71 小島　光騎(2) 津島高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54組

31組 風(+/-    ) 32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

ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾆﾜ ﾘｮｳﾀ

1 F222 大島　大地(3) 五条高 1 F371 丹羽　良太(2) 西春高

ｲﾜﾀ ｱｷﾋﾛ ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ

2 F355 岩田　章宏(1) 一宮高 2 K46 濵島　秀太(2) 半田高

ﾌﾙﾔ ｶｲﾄ ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ

3 J381 古谷　海人(3) 春日井高 3 H144 木村　俊彦(3) 天白高

ｻｲｺﾞｳ ｺｳｷ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ

4 K86 西郷　　航生(2) 大府東高 4 H351 溝口　宏直(2) 富田高

ﾔｶﾞ ｼｮｳﾀ ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ

5 H142 矢賀　翔太(3) 南陽高 5 H608 西川　優輝(3) 愛産大工高

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ

6 F196 本田　駿(2) 一宮西高 6 K49 竹内　賢哉(3) 半田高

ｱﾒﾐﾔ ｱｷﾋﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｼ

7 J571 雨宮　章人(1) 東海高 7 J254 中川　基史(3) 春日井南高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾖｼﾐﾈ ﾕｳﾀ

8 F69 渡邉　祐人(3) 津島高 8 F293 吉嶺　裕太(3) 一宮南高

33組 風(+/-    ) 34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

ﾋﾉ ﾘｭｳｷ ｲﾜﾑﾛ ﾕｳﾀ

1 H15 日野　龍希(2) 中京大中京高 1 J121 岩室　佑汰(2) 菊華高

ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳｲﾁ ﾄﾐﾀ ｼﾝﾀﾛｳ

2 J379 大河原　優一(3) 春日井高 2 F564 富田　慎太郎(3) 古知野高

ﾊﾞﾝﾉ ﾀｸ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ

3 P2 坂野　巧(3) 御幸山中 3 J365 近藤　　泰斗(2) 旭野高

ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｲﾏｲ ﾀｸﾔ

4 F64 江川　友貴(3) 津島高 4 J17 今井　拓也(3) 北高

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ

5 396 北村　弘晃(2) 愛知学院大 5 F408 福田　拓斗(3) 小牧高

ﾀｹﾅｶ ｴｲｽｹ ﾑﾗﾀ ﾔｽﾄｼ

6 H451 竹中　瑛祐(2) 市工業高 6 V135 村田　恭健(3) 朝日丘中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ

7 H399 山本　涼太(2) 名南工高 7 F335 五藤　裕樹(2) 一宮高

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｶﾜ ｼｭﾝﾀ

8 F596 宮澤　翔太(2) 誠信高 8 F467 川　俊太(3) 滝高

35組 風(+/-    ) 36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

ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾏｻ ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ

1 J122 石原　誉将(2) 菊華高 1 H166 鈴木　康友(3) 中村高

ｴﾑﾗ ｼｭﾝ ﾆﾜ ﾘｮｳﾄ

2 J4 江村　瞬(2) 春日井工高 2 F274 丹羽　亮人(3) 丹羽高

ﾌｸﾁ ｶｽﾞｼ ｸﾉ ﾀｶﾄ

3 K43 福地　一志(2) 半田高 3 J301 久野　貴斗(2) 春日井東高

ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ ｵﾁｱｲ ﾘｭｳｷ

4 N174 一柳　康太(2) 古知野中 4 J405 落合　龍輝(2) 愛知工高

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｷ

5 J16 水野　貴仁(2) 北高 5 N6 立山　昴樹(3) 宮田中

ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ ｳｶｲ ﾚﾝﾀ

6 S85 伊藤　雅憲(3) 日進西中 6 J307 鵜飼　蓮汰(2) 春日井東高

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾀ

7 J358 藤田　　昌也(2) 旭野高 7 L516 早川　康太(2) 豊田南高

ﾏｴｶﾜ ﾌｳﾄ ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ

8 K45 前川　楓斗(2) 半田高 8 P168 岡田　敏男(3) 神丘中



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54組

37組 風(+/-    ) 38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

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄﾗ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ

1 F603 中村　将虎(3) 誠信高 1 K66 岩崎　由弥(2) 半田商高

ﾅｶﾞｾ ﾖｼｷ ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

2 H533 長瀬　良貴(3) 熱田高 2 K200 吉田　貴洋(3) 常滑高

ﾌｸﾔｽ ｻｲﾄ ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

3 H148 福安　彩人(2) 天白高 3 J506 森　駿介(2) 菊里高

ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ ｱｻﾉ ﾀｲｷ

4 H321 永井　勇輔 東郷高 4 F288 浅野　太旗(3) 一宮南高

ｻｶｲ ｼｭｳｺｳ ｵｵﾉ ﾖｼｷ

5 K65 酒井　秀幸(2) 半田商高 5 H437 大野　和輝(2) 昭和高

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

6 H326 岡田　智也 東郷高 6 H358 松田　真治(3) 富田高

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾐ ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ

7 J319 西村　和望(2) 栄徳高 7 J503 松井　涼輔(2) 菊里高

ﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ ﾋﾗﾀ ﾘｮｳﾏ

8 H553 正木　敏裕(3) 桜台高 8 F450 平田　諒真(3) 稲沢東高

39組 風(+/-    ) 40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

ﾏﾂｲ ｶﾂｷ ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ

1 F202 松井　克樹(2) 一宮西高 1 K171 高木　悠甫(2) 横須賀高

ｶﾜﾏﾂ ﾀﾞｲｷ ｱﾊﾗ ﾄｵﾙ

2 F341 川松　大輝(1) 一宮高 2 H531 阿原　透(2) 熱田高

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｸﾐ ｱｲｻﾞﾜ ﾀｲｷ

3 P9 鍋島　拓己(3) 御幸山中 3 J578 愛澤　太規(3) 山田高

ﾀｶｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄ

4 K18 高木　翔悟(3) 内海高 4 V128 荒川　和人(3) 朝日丘中

ｶﾝﾉ ﾚｲ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ

5 J261 菅野　麗(2) 春日井南高 5 H355 齋藤　隆介(3) 富田高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｸｳ ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ

6 F413 渡邉　快空(2) 小牧高 6 F506 成田　裕紀(2) 滝高

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ

7 K99 宮本　　侑記(2) 大府東高 7 J382 打田　龍大(3) 春日井高

ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾄ ﾆｼﾍﾞ ﾘｮｳ

8 F514 五藤　憲登(3) 滝高 8 F299 西部　諒(2) 一宮南高

41組 風(+/-    ) 42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

ﾀｲﾅｶ ｼｭﾝ ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ

1 S69 田井中　舜(3) 春日井中部中 1 F256 青木　大地(3) 新川高

ﾆｼﾑﾗ ｹﾞﾝｷ ﾀｹｶﾜ ｱｷﾄ

2 S82 西村　元気(3) 日進西中 2 H541 竹川　瑛人(3) 熱田高

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ ｻｻｷ ﾏｻﾔ

3 P7 石橋　諒(3) 御幸山中 3 H347 佐々木　雅也(2) 緑高

ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ ｵｷﾞﾉ ﾕｳｷ

4 H536 黒川　拓海(3) 熱田高 4 H312 荻布　悠貴 東郷高

ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ

5 J422 井口　和之進(2) 愛知工高 5 H550 稲垣　迅人(2) 熱田高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾔ

6 K28 山口　純輝(2) 内海高 6 H164 石橋　由也(2) 中村高

ﾓﾁﾊﾗ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾓﾄﾊﾙ

7 P11 持原　勝太(2) 御幸山中 7 H169 田中　元晴(2) 中村高

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞｴ ｹﾝｺﾞ

8 H546 鈴木　涼介(2) 熱田高 8 J125 長江　健吾(2) 市工芸高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54組

43組 風(+/-    ) 44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

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

1 J124 鈴木　健太(3) 市工芸高 1 M35 前田　貴文(3) 豊橋東高

ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ

2 J520 上野　優治(2) 瀬戸高 2 J238 石原　智徳(2) 愛知商高

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

3 H543 田中　潤(2) 熱田高 3 116 田中　勇気(3) 大同大大同高

ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

4 F465 伊藤　雅倫(3) 滝高 4 M30 飯田　喜大(2) 豊橋東高

ｲﾅｶﾞｷ ﾀｲｾｲ ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾀ

5 F494 稲垣　太晴(3) 滝高 5 J226 奥原　祐太(2) 愛工大名電高

ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

6 P106 林　将大(2) 名塚中 6 S84 岩田　勇来(3) 日進西中

ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ

7 H412 畠中　優誠(3) 名古屋工学院 7 K199 竹内　宏季(3) 常滑高

ｲﾄｳ ﾀｲｷ ｲｹﾏ ﾉﾌﾞﾄ

8 F480 伊藤　大生(1) 滝高 8 F582 池間　信登(3) 誠信高

45組 風(+/-    ) 46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

ﾊｼﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ ｻｻｵｶ ﾏｻﾋﾛ

1 S75 橋本　宗紀(3) 日進西中 1 S81 笹岡　昌弘(3) 日進西中

ﾂﾎﾞｲ ｷｮｳﾔ ｵｵｼﾏ ｲｵﾘ

2 J411 坪井　京也(3) 愛知工高 2 P512 大島　伊織(2) 冨士中

ｲﾄｳ ﾕｳﾋ ｲﾁﾊﾗ ｱﾂｼ

3 F83 伊藤　雄飛(2) 津島高 3 L448 市原　篤(3) 豊野高

ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾊﾏ ｹﾝｺﾞ

4 120 片山　　裕介(2) 大同大大同高 4 H549 高濱　謙吾(2) 熱田高

ｻｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ

5 J265 指田　拓海(2) 春日井南高 5 H561 桜台高

ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ ﾀｶﾞﾜ ｼｭﾝ

6 H64 吉田　貴信(3) 星城高 6 J596 田川　瞬(2) 至学館高

ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾏ

7 H170 角田　匠海(2) 中村高 7 H562 川邊　拓真(2) 桜台高

ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ ｵｸﾑﾗ ｺｳｽｹ

8 N167 河田　航典(2) 古知野中 8 119 奥村　　幸涼(2) 大同大大同高

47組 風(+/-    ) 48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

ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ ﾌｶﾔ ｶｲｾｲ

1 P80 藤森　颯太(2) 長良中 1 H450 深谷　海成(3) 市工業高

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ｸﾘｳ ﾃｯﾀ

2 P102 髙木　優稀(3) 名塚中 2 S67 栗生　哲太(3) 春日井中部中

ｸﾘﾀ ﾕｳ ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ

3 H411 栗田　優(3) 名古屋工学院 3 M40 伊藤　哲也(2) 豊橋東高

ｵｷﾞｳｴ ｱｷﾗ ﾇﾏﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

4 F565 荻上　晃(2) 古知野高 4 J380 沼田　宗一朗(3) 春日井高

ﾄﾐﾅﾘ ﾋﾛｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗﾆｼﾞｭﾆｱ

5 P607 冨成　啓希(2) 守山中 5 S74 渡邉　ラニジュニア(3) 春日井中部中

ﾀｶｻｷ ﾕｳﾔ ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

6 J605 高崎　優也(2) 至学館高 6 P511 稲川　慧亮(2) 冨士中

ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ ｴｸﾞﾁ ｶﾝﾀ

7 K95 児玉　　大暉(2) 大府東高 7 F445 江口　侃汰(2) 小牧南高

ｵｻﾑﾗ ｹｲｺﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

8 F395 長村　圭吾(2) 西春高 8 L517 近藤　佑紀(2) 豊田南高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　54組

49組 風(+/-    ) 50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

ｺﾂﾞｶ ｷｮｳﾍｲ ﾀｼﾞﾏ ｾｲﾔ

1 H354 小塚　恭平(3) 富田高 1 F219 田島　聖也(3) 五条高

ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ ｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

2 J397 河村　大樹(1) 高蔵寺高 2 P479 瀬川　浩平(3) 冨士中

ｴｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾊﾔｼ ﾚｵ

3 J408 江川　晃平(3) 愛知工高 3 H147 林　怜央(3) 天白高

ﾌﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾓｶﾂ

4 P13 二村　洸生(2) 御幸山中 4 H107 杉村　知勝(2) 享栄高

ｶﾒｶﾜ ｼｮｳﾔ ｶﾀｵｶ ﾋﾛｷ

5 P82 亀川　翔也(2) 長良中 5 K53 片岡　啓希(2) 半田高

ｷｼ ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

6 P78 岸　祐樹(2) 長良中 6 P15 中村　光希(2) 御幸山中

ｵｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｼｹﾞ ｼｭﾝﾔ

7 P10 大野　晃大(3) 御幸山中 7 K59 永重　俊弥(2) 半田高

ﾏｷﾉ ｼｮｳﾔ ﾀｶﾉ ﾏｻｷ

8 K25 牧野　聖也(2) 内海高 8 K56 高野　允旗(2) 半田高

51組 風(+/-    ) 52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

ｳﾂﾐ ﾑﾈﾕｷ ｱﾗｷ ｼｮｳｴｲ

2 H409 内海　志幸(3) 名古屋工学院 2 V143 新木　将栄(2) 朝日丘中

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ ｵｾﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

3 H179 石川　慎也(3) 豊明高 3 P107 尾関　隼佑(2) 名塚中

ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾄ ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ

4 F492 稲葉　健人(1) 滝高 4 V138 田端　大暉(3) 朝日丘中

ﾌﾞﾏ ﾑﾂｷ ｽｽﾞｼｶ ﾘｮｳﾔ

5 P14 武馬　睦(2) 御幸山中 5 V159 鈴鹿　凌也(3) 朝日丘中

ｺﾆｼ ｺｳﾍｲ ｵｵﾋﾗ ﾕｳｽｹ

6 P166 小西　航平(3) 神丘中 6 P108 大平　侑佑(2) 名塚中

ﾋﾋﾞ ｼｭﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ

7 P19 日比　俊太(2) 御幸山中 7 V145 鈴木　航(2) 朝日丘中

ｴﾓﾄ ｼｭｳｻｸ ｱｷｵｶ ﾐｽﾞｷ

8 P20 江本　周作(2) 御幸山中 8 V152 秋岡　瑞希(2) 朝日丘中

53組 風(+/-    ) 54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

ｲﾘｴ ﾕｳﾀ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾗﾀ

2 L453 入江　裕太(2) 豊野高 2 H414 杉山　新(2) 名古屋工学院

ｲｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｽｹ

3 H196 家田　英幸(3) 名古屋大谷高 3 F485 水野　竜輔(1) 滝高

ﾅｶﾉ ｶｲｷ ﾋﾋﾞ ｹｲｲﾁ

4 V150 中野　海輝(2) 朝日丘中 4 M38 日比　慶一(3) 豊橋東高

ﾀｷｶﾜ ｱﾕﾑ ｲﾜﾂｷ ｶｽﾞﾏ

5 F566 滝川　歩夢(2) 古知野高 5 L454 岩月　一真(2) 豊野高

ｸﾜﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ ﾎﾘｴ ｲｯﾍﾟｲ

6 215 桑原　元(2) 愛知教育大 6 F479 堀江　一平(1) 滝高

ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀ ﾏｴﾀﾞ ﾚｲﾔ

7 M36 村松　聖太(3) 豊橋東高 7 L452 前田　澪哉(2) 豊野高

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｭｳ ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

8 F595 橋詰　龍(3) 誠信高 8 F180 小川　拓也(2) 江南高



男子200m

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



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

1組 2組
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

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ ﾉﾑﾗ ﾀｶｷ

1 662 中村　瑛(4) 名古屋工業大 1 L139 野村　昂生(3) 知立東高

ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

2 683 田口　惇嗣(4) 名古屋市立大 2 677 長谷川　孝輔(2) 名古屋工業大

ﾑﾗｷ ｼｮｳﾏ ｲﾄｳ ｿｳﾀ

3 J328 村木　渉真(3) 千種高 3 H35 伊藤　壮太(3) 中京大中京高

ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾎﾘｴ ﾐﾁｶｽﾞ

4 B143 中野　弘幸 名古屋学院ク 4 688 堀江　岐和(4) 南山大

ﾔｽｲ ｶｽﾞｷ ﾅｶｼﾏ ﾂｶﾈ

5 C194 安井　一樹 小島プレス 5 761 中島　束(4) 東海学園大

ﾌﾙﾀ ｼﾝﾔ ｱﾄﾐ ﾄｼｱｷ

6 K120 古田　真也(3) 大府高 6 227 跡見　俊明(2) 愛知教育大

ﾐｳﾗ ｺｳｷ ﾏｴｱﾜｸﾗ ﾘｮｳﾀ

7 404 三浦　亘暉(1) 愛知学院大 7 H208 前粟蔵　孝太(3) 名古屋大谷高

ﾌｶﾔ ﾊﾔﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ

8 403 深谷　隼斗(1) 愛知学院大 8 H211 丸山　拓也(3) 名古屋大谷高

3組 4組
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

ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾐ ﾅｶﾐﾁ ﾖｼﾀｶ

1 L656 磯谷　拓実(2) 岡崎城西高 1 H434 中道　慶隆(3) 昭和高

ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ ｸﾗﾁ ﾀｶﾋﾛ

2 663 西山　和輝(4) 名古屋工業大 2 B581 藏地　隆宏 POWER MAX

ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ ﾋﾉｼﾀ ｷﾋﾛ

3 392 中島　豪(2) 愛知学院大 3 F169 日下　輝大(3) 江南高

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾁ

4 B142 伊藤　洋樹 名古屋学院ク 4 K44 水野　太智(2) 半田高

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ

5 385 早川　智基(4) 愛知学院大 5 H232 橋本　磨(3) 瑞陵高

ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ ｷﾑﾗ ﾊﾔﾃ

6 H12 高橋　舞羽(2) 中京大中京高 6 226 木村　颯(2) 愛知教育大

ﾎﾘ ｹﾝﾄ ﾀｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ

7 J53 堀　健人(3) 明和高 7 J167 田角　秀平(3) 名古屋西高

ｾｷ ﾅｵﾔ ﾜｶﾂｷ ﾄｼﾋﾛ

8 B591 関　尚哉 POWER MAX 8 J280 若月　俊宏(3) 旭丘高

5組 6組
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

ﾀｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1 B587 瀧本　慎吾 POWER MAX 1 J177 織田　一輝(3) 愛工大名電高

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ

2 H218 藤林　稜(2) 名古屋大谷高 2 H24 杉野　蒼太(2) 中京大中京高

ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾀﾞﾆ ﾘｭｳﾏ

3 H234 林　裕人(3) 瑞陵高 3 L635 中谷　竜麻(1) 岡崎城西高

ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ｲ ﾖﾚ

4 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高 4 H278 李　如來(3) 松蔭高

ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝ

5 709 片山　陽介(2) 南山大 5 H283 川口　顕(3) 松蔭高

ﾌﾅﾊｼ ﾄｳｼ ｿｱﾚｽ ﾏﾙｺ

6 114 舟橋　透志(3) 大同大大同高 6 J313 ｿｱﾚｽ　ﾏﾙｺ(3) 栄徳高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ

7 F336 山田　祐輔(2) 一宮高 7 K161 牧野　拓実(3) 横須賀高

ﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞｮｳ

8 H205 野原　凌大(3) 名古屋大谷高 8 J179 小島　健晟(3) 愛工大名電高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

7組 8組
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

ｶﾄｳ ｼｮｳｲ ｴｸﾞﾁ ﾏｻｷ

1 K206 加藤　匠偉(2) 阿久比高 1 F67 江口　昌輝(3) 津島高

ﾓﾘ ﾕｳｷ ﾂｶﾀﾞ ｾｲﾔ

2 F275 森　友輝(3) 丹羽高 2 F446 塚田　成弥(3) 稲沢東高

ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ ﾊﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ

3 L417 宮田　亘(3) 三好高 3 J98 阪野　達哉(3) 愛知高

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ ｲﾜﾀ ﾎﾀﾞｶ

4 F58 田島　悠平(3) 津島高 4 F84 岩田　穂隆(3) 杏和高

ｻｴｷ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ﾀｲﾁ

5 L422 佐伯　祐太(3) 三好高 5 J374 佐藤　泰地(3) 春日井高

ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾍｲ ｲﾇｲ ｼｮｳｺﾞ

6 F100 岩田　涼平(3) 一宮商高 6 718 乾　勝悟(2) 日本福祉大

ﾐﾉｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ ｻｼﾞ ﾋﾛﾖｼ

7 H157 箕浦　知宏(2) 天白高 7 K155 佐治　弘義(2) 横須賀高

ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳﾔ

8 H1 清水　佑(3) 中京大中京高 8 J94 磯田　龍矢(3) 愛知高

9組 10組
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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ

1 J198 安藤　孝浩(2) 愛工大名電高 1 401 後藤　夏輝(1) 愛知学院大

ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ｻｺｳ ﾘｭｳﾀ

2 J194 大畑　伸太郎(3) 愛工大名電高 2 L646 酒匂　隆太(3) 岡崎城西高

ﾏｷﾉ ﾀｲｾｲ ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ

3 F214 巻野　太星(3) 五条高 3 B495 平田　和之 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ

ﾊﾔｶﾜ ｱﾂｷ ﾆｼﾀﾞ ｺｳｼ

4 J195 早川　敦基(3) 愛工大名電高 4 K51 西田　侑史(2) 半田高

ｺﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ﾋﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾀﾛｳ

5 F17 小塚　翔太(3) 津島北高 5 195 平松　俊太郎(4) 愛知教育大

ﾌｼﾞｲｴ ｶｲ ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

6 L600 藤家　佳熙(3) 岡崎城西高 6 J361 加藤　　望(3) 旭野高

ｻｶﾀ ﾀｶﾄｼ ｶﾜｲ ﾂﾊﾞｻ

7 H75 坂田　昂駿(3) 名城大附属高 7 H52 河合　翼(3) 鳴海高

ﾉﾑﾗ ｼﾝｽｹ ﾂﾁｲｽﾞ ﾕｳｷ

8 J188 野村　信介(2) 愛工大名電高 8 J207 土射津　佑起(1) 愛工大名電高

11組 12組
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

ﾄｸｴ ｺｳｷ ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾔ

1 F187 徳江　航己(3) 一宮西高 1 F173 本多　隼也(3) 江南高

ﾋﾗｶﾜ ﾀｲﾁ ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ

2 L746 平川　太一(3) 刈谷北高 2 H135 田中　幹也(3) 名古屋南高

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾄｼ ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ

3 J424 前田　龍利(1) 菊華高 3 L741 岩﨑　瑞生(2) 刈谷北高

ｷﾑﾗ ﾄｼｷ ﾅｶﾉ ﾀｸﾏ

4 F70 木村　寿樹(2) 津島高 4 J119 中野　拓磨(3) 菊華高

ｲｼﾀﾞ ﾀｲﾁ ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ

5 H81 石田　泰一(3) 名城大附属高 5 H247 櫻場　涼介(2) 瑞陵高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ ｳﾉ ﾄﾓｷ

6 K164 谷口　唯都(3) 横須賀高 6 F157 宇野　智希(3) 江南高

ﾆｼ ｼｮｳﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ

7 F563 西　翔也(3) 古知野高 7 L647 中村　尚貴(3) 岡崎城西高

ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾄ

8 L623 石川　友哉(2) 岡崎城西高 8 F4 中野　貴仁(3) 津島北高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

13組 14組
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

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾔ ｲﾏｲ ﾕｳﾄ

1 F57 山内　優八(3) 津島高 1 F312 今井　悠人(3) 一宮興道高

ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾏ ｽｷﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2 H242 片山　登満(2) 瑞陵高 2 L613 杉崎　悠一郎(2) 岡崎城西高

ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾌﾐ ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

3 730 小嶋　将史(3) 名城大 3 F152 泉　宏行(3) 江南高

ﾓﾘ ﾕｳﾄ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ

4 F153 森　祐登(3) 江南高 4 J331 足立　洋人(3) 千種高

ｻｯｻ ﾋﾛﾔ ﾅｶｼﾏ ｺｳﾍｲ

5 P89 佐々　浩也(3) 東港中 5 L740 中島　航平(3) 刈谷北高

ｲﾜﾀ ﾕｳｷ ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ

6 F388 岩田　侑樹(3) 西春高 6 K50 沖島　祐輝(3) 半田高

ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ ｵｵﾓﾄ ﾀｲｷ

7 H238 角田　悠(3) 瑞陵高 7 J57 大本　泰生(3) 明和高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ｱｻｲ ﾋﾛﾄ

8 L744 山口　晴輝(3) 刈谷北高 8 H352 浅井　寛斗(3) 富田高

15組 16組
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

ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ

1 J338 濵田　拓実(3) 千種高 1 H125 東村　憲佑(2) 名古屋南高

ｵｲﾀﾞ ｼﾝ ﾑｶｲ ｺｳﾀ

2 J243 種田　　慎(2) 長久手高 2 F220 向　更太(3) 五条高

ﾓﾘ ﾐﾂｷ ｶｻｲ ﾘｮｳ

3 698 森　光輝(3) 南山大 3 H474 葛西　涼(3) 惟信高

ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

4 L416 樋口　康太(2) 三好高 4 H233 加藤　雄大(3) 瑞陵高

ｷｼﾞﾏ ﾖｼｳﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲ

5 L410 貴島　寿洋(3) 三好高 5 L143 近藤　怜(2) 知立東高

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ ﾀﾅｶ ﾀｽｸ

6 F108 後藤　勇哉(3) 一宮商高 6 J354 田中　　佑(3) 旭野高

ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ ｲﾘﾀﾆ ｹｲﾀﾛｳ

7 H14 青山　宏貴(2) 中京大中京高 7 F378 入谷　桂太朗(3) 西春高

ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ ｴｸﾞﾁ ﾀｲﾁ

8 L425 森岡　幹太(2) 三好高 8 J192 江口　太一(2) 愛工大名電高

17組 18組
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

ｲﾜﾂｷ ｿｳﾔ ﾋﾉ ﾘｭｳｷ

1 F380 岩槻　壮哉(3) 西春高 1 H15 日野　龍希(2) 中京大中京高

ｺｼﾉ ﾏｻｼ ﾅﾘｷﾖ ﾀｲｷ

2 707 越野　将志(2) 南山大 2 J200 成清　太綺(1) 愛工大名電高

ﾖｼｶﾜ ｿｳｽｹ ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ

3 K180 吉川　宗佑(3) 東海南高 3 F34 福田　敦大(3) 一宮北高

ｸﾜﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

4 215 桑原　元(2) 愛知教育大 4 K107 吉田　知樹(3) 半田東高

ｵﾎ ﾋﾛｷ ﾀｶﾊﾀ ﾄﾜ

5 J599 於保　裕喜(3) 至学館高 5 V49 髙畑　永遠(3) 矢作北中

ｷｳﾁ ﾀｶﾋﾄ ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

6 F477 木内　崇仁(2) 滝高 6 J96 服部　駿二郎(3) 愛知高

ﾐﾀ ﾋﾛｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾀｶ

7 H43 三田　大喜(1) 中京大中京高 7 J511 杉山　享隆(3) 瀬戸高

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ ﾉｽﾞｴ ﾖｼﾅﾘ

8 J21 小川　靖博(3) 北高 8 705 野末　佳成(2) 南山大



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

19組 20組
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

ｲﾜﾏ ﾄﾓﾋﾛ ｶﾄｳ ﾚｵ

1 L747 岩間　友宏(2) 刈谷北高 1 J493 加藤　礼雄(2) 菊里高

ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ ﾄﾔﾏ ﾕｳﾀ

2 L750 藤田　晃央(2) 刈谷北高 2 371 外山　雄大(3) 愛知学院大

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳ

3 J400 古川　博之(2) 高蔵寺高 3 F366 町田　翔(3) 西春高

ﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ

4 J574 前田　　光(2) 山田高 4 J178 小島　悠生(3) 愛工大名電高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ

5 J23 安藤　悠人(2) 北高 5 L748 光嶋　峻平(2) 刈谷北高

ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶｼ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

6 J345 稲垣　貴士(2) 千種高 6 H62 鈴木　寛人(3) 星城高

ｵｸﾊﾗ ｿｳﾏ ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ

7 L132 奥原　颯馬(3) 知立東高 7 K167 荒川　宏樹(3) 横須賀高

ﾆﾜ ｱｵｲ ｻｻｷ ﾘｸ

8 F204 丹羽　碧(2) 一宮西高 8 H445 佐々木　理久(3) 市工業高

21組 22組
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 ﾋﾛｷ ﾓﾘ ｹﾝﾄ

1 J60 伊藤　洸規(2) 明和高 1 J257 森　健人(3) 春日井南高

ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ

2 F270 柴田　進太郎(3) 丹羽高 2 J377 田中　雅人(3) 春日井高

ｲﾏｲ ｺｳｷ ｶﾜｶﾂ ｼｭﾝﾔ

3 P577 今井　幸希(3) 守山中 3 118 川勝　俊也(3) 大同大大同高

ﾎﾘﾍﾞ ﾄﾓﾔ ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ

4 J75 堀部　智也(2) 愛知高 4 J51 後藤　拓己(2) 明和高

ｴｻﾞｷ ﾕｳﾄ ｱｻｸﾗ ｼﾝ

5 K173 江﨑　勇斗(2) 横須賀高 5 F109 朝倉　紳(3) 一宮商高

ﾐｸﾞﾁ ﾑﾈﾀｹ ｲﾉｺ ﾌﾐｱｷ

6 J99 三口　宗武(3) 愛知高 6 F262 猪子　史章(2) 一宮西高

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ ﾔｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ

7 N191 山本　倫也(3) 古知野中 7 H291 八木　智大(3) 松蔭高

ｶﾄｳ ｼｭﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

8 F304 加藤　駿(3) 一宮興道高 8 H341 山本　虹輝(3) 緑高

23組 24組
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

ｲﾜｺｼ ﾕｳｷ ﾀｶｲ ﾉﾘﾖｼ

1 F236 岩越　勇樹(3) 尾北高 1 J104 高井　教圭(2) 愛知高

ﾀｹﾉ ﾕｳﾗ ﾊﾏｲ ﾘｭｳﾀ

2 F31 武野　有良(2) 一宮北高 2 F161 濱井　隆太(3) 江南高

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｷﾓﾄ ｿｳﾀ

3 H170 本田　公第(3) 豊明高 3 F33 木元　蒼汰(3) 一宮北高

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ｶﾜﾁ ﾖｼｷ

4 H284 佐藤　匠(3) 松蔭高 4 H139 川地　圭樹(3) 南陽高

ﾓﾘ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ

5 K91 森　　拓海(2) 大府東高 5 J597 渡邊　敬太(2) 至学館高

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾅｷﾞ ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

6 F309 竹内　孝凪(3) 一宮興道高 6 703 加藤　寛隆(2) 南山大

ﾑｸﾞﾙﾏ ｺｳｽｹ ｶｺ ｼｭｳﾍｲ

7 L412 六車　公佑(2) 三好高 7 K209 加古　修平(2) 阿久比高

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｽｹ ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ

8 H441 板東　新介(1) 豊明高 8 H314 林　ひかる 東郷高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

25組 26組
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

ｽﾐ ﾐﾂｷ ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ

1 J95 鷲見　光喜(3) 愛知高 1 P487 髙田　皓生(3) 冨士中

ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾏｴｶﾜ ﾌｳﾄ

2 J367 景山　　大地(2) 旭野高 2 K45 前川　楓斗(2) 半田高

ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ

3 J415 加藤　涼太(3) 愛知工高 3 K123 伊藤　優作(3) 大府高

ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｷ ｵｸﾞﾗ ｴｲﾄ

4 H56 松田　芳暉(2) 鳴海高 4 J496 小倉　永都(3) 菊里高

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ ﾊﾔｼ ﾅｵﾌﾐ

5 J356 榊原　　悠斗(3) 旭野高 5 J391 林　尚史(1) 高蔵寺高

ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾞｵ ｺｳｽｹ

6 H153 松山　真平(3) 天白高 6 B135 長尾　孝介 ﾏｽﾀｰｽﾞ名古屋

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ﾔｶﾞ ｼｮｳﾀ

7 J108 溝口　孝大(3) 愛知高 7 H142 矢賀　翔太(3) 南陽高

ｽｽﾞｷ ｼﾓﾝ ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

8 H102 鈴木　志門(2) 名城大附属高 8 H136 岡村　圭祐(3) 名古屋南高

27組 28組
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

ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ ｶﾜﾑﾗ ﾘｸﾄ

1 F589 田中　直也(3) 誠信高 1 F19 川村　陸人(3) 津島北高

ﾏﾂﾉｵ ﾕｽﾞｷ ｽｽﾞﾀ ﾅｵｷ

2 F400 松野尾　柚稀(2) 西春高 2 F126 鈴田　直騎(2) 起工高

ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ ｼｮｳﾀﾞ ｶﾝｼﾞ

3 H295 本間　稜也(2) 松蔭高 3 H28 正田　寛治(1) 中京大中京高

ｲﾜﾂｷ ﾗｲｷ ｶﾜｻｷ ﾖｳ

4 V57 岩附　来輝(3) 矢作北中 4 F401 川崎　要(2) 西春高

ﾆﾜ ﾘｮｳﾀ ｱﾏﾉ ﾐﾂﾞｷ

5 F371 丹羽　良太(2) 西春高 5 J171 天野　瑞月(2) 名古屋西高

ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾔ ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾊﾙ

6 F241 本田　晴也(3) 尾北高 6 J317 足立　泰治(3) 栄徳高

ｲﾜﾀ ﾘｸ ｳﾒﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

7 F419 岩田　里玖(3) 美和高 7 F216 梅田　瑞己(3) 五条高

ﾓﾘ ｶｽﾞｷ ｺｳﾉ ｼｭﾝｼﾞ

8 J383 森　一紀(3) 春日井高 8 J274 河野　隼司(3) 旭丘高

29組 30組
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

ﾄﾖｶﾜ ｶｲｼ ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ

1 F429 豊川　魁士(2) 美和高 1 F408 福田　拓斗(3) 小牧高

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾕｳ ｷｯｺｳ ｸｳｶﾞ

2 F591 中村　健雄(3) 誠信高 2 S68 亀甲　空雅(3) 春日井中部中

ﾅｶﾞｾ ﾖｼｷ ｸﾛｴ ﾕｳﾄ

3 H533 長瀬　良貴(3) 熱田高 3 H156 黒江　悠斗(3) 天白高

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

4 J582 髙橋 涼太郎(2) 山田高 4 116 田中　勇気(3) 大同大大同高

ﾅﾗ ｶｽﾞﾋｺ ﾅｲﾄｳ ﾏｻｷ

5 K97 奈良　　和彦(2) 大府東高 5 F30 内藤　壮棋(2) 一宮北高

ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ

6 F497 児玉　大暉(2) 滝高 6 J385 田村　友輔(2) 春日井高

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄﾗ ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾀ

7 F603 中村　将虎(3) 誠信高 7 J226 奥原　祐太(2) 愛工大名電高

ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾉﾘ ﾆｼﾜｷ ｼｮｳﾀ

8 J97 服部　高典(3) 愛知高 8 P500 西脇　翔太(3) 冨士中



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

31組 32組
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

ｱﾍﾞ ﾖｼｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ

1 H468 安部　良紀(3) 向陽高 1 H230 鈴木　裕也(3) 瑞陵高

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

2 J357 鈴木　　雅也(2) 旭野高 2 K132 田村　隼人(3) 東海商高

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔｾ

3 H100 溝口　一志(2) 名城大附属高 3 P642 水谷　綾瀬(3) なごや陸上ク

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ

4 H60 水野　祐亮(2) 星城高 4 H543 田中　潤(2) 熱田高

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ ｵｵﾀ ｱﾂｼ

5 J358 藤田　　昌也(2) 旭野高 5 390 太田　敦(2) 愛知学院大

ﾂﾈｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

6 H101 恒川　智宏(2) 名城大附属高 6 J351 山口　　晃輝(2) 旭野高

ﾆｼﾜｷ ﾅｵｷ ﾋﾗﾀ ﾘｮｳﾏ

7 N7 西脇　尚輝(3) 宮田中 7 F450 平田　諒真(3) 稲沢東高

ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

8 J404 河村　翔(2) 愛知工高 8 F572 伊藤　優瑠(2) 小牧工高

33組 34組
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

ｸﾓﾝ ｼｮｳﾏ ｶﾅﾓﾘ ﾀｸﾔ

1 J13 公文　翔麻(2) 春日井工高 1 F357 金森　拓弥(1) 一宮高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

2 F298 中川　洋夢(2) 一宮南高 2 396 北村　弘晃(2) 愛知学院大

ﾖｺｲ ｶｲﾄ ｴｻｶ ﾐﾁﾉﾌﾞ

3 F360 横井　海都(1) 一宮高 3 H68 江坂　宙信(2) 星城高

ﾑﾂｶﾜ ﾚﾝ ｵｵﾏﾁ ｺｳｽｹ

4 J287 六川　蓮(2) 旭丘高 4 P527 大町　公祐(3) 神の倉中

ﾄﾐﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ

5 F564 富田　慎太郎(3) 古知野高 5 N209 藤田　直希(3) ＡＣ一宮

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

6 L426 豊田　健人(2) 三好高 6 J302 岩本　知己(2) 春日井東高

ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｽｽﾞｷ ﾕｷﾏｻ

7 J262 木村　郁也(2) 春日井南高 7 F511 鈴木　祐貴将(2) 滝高

ﾕﾓﾄ ｹﾝｽｹ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ

8 K187 湯本　健介(2) 東海南高 8 H467 柴田　雄太(3) 向陽高

35組 36組
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

ｻﾄｳ ｺｳｽｹ ﾐﾜ ﾕｳﾏ

1 J510 佐藤　広副(3) 瀬戸高 1 N109 三輪　有生(3) 大口中

ﾊﾞﾝﾉ ｷﾐﾀｶ ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ

2 H454 坂野　公隆(2) 市工業高 2 K171 高木　悠甫(2) 横須賀高

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ ﾓﾘ ﾖｳｽｹ

3 P490 松原　康太(3) 冨士中 3 P494 森　陽介(3) 冨士中

ﾏﾂﾅｶﾞｹﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ

4 F88 松永　健(2) 杏和高 4 J583 近藤　凌成(3) 愛知高

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾀ ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾐﾁ

5 F422 山中　優太(3) 美和高 5 B118 水野　広道 ﾏｽﾀｰｽﾞ名古屋

ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ

6 J554 北島　嵩真(2) 東海高 6 J420 中村　太軌(2) 愛知工高

ﾔﾏﾓﾄ ｲｵﾘ ﾀﾝ ﾅﾂｷ

7 H556 山本　伊織(2) 桜台高 7 P531 丹　南暉(3) 神の倉中

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾌｳ

8 S32 加藤　瑠乃祐(3) TSM 8 H532 石田　諒風(3) 熱田高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

37組 38組
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

ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾄ ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1 K92 冨田　一斗(3) 大府東高 1 J310 飯田　諒介(2) 春日井東高

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ

2 J112 山本　祐輔(2) 愛知高 2 J452 横山　裕樹(2) 名古屋高

ﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ

3 F437 森　翼(3) 小牧南高 3 F560 田村　優基(3) 古知野高

ｵｵｻﾜ ﾖｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

4 F237 大澤　洋右(3) 尾北高 4 H159 小林　孝之(2) 中村高

ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ ｵｷﾞｳｴ ｱｷﾗ

5 B9001 川熊　悟 愛知陸協 5 F565 荻上　晃(2) 古知野高

ｻﾒｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾏ

6 S46 鮫島　雄大(3) TSM 6 F234 山下　生真(2) 五条高

ｲﾄｳ ｿｳﾏ ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ

7 S36 伊藤　蒼真(3) TSM 7 H348 岡本　拓真(2) 富田高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ

8 V246 渡邉　恒星(3) 西尾東部中 8 F260 山口　凌平(2) 新川高

39組 40組
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

ｸﾒｳﾁ ﾚﾝﾔ

1 F504 粂内　蓮也(2) 滝高 1

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ ﾀｹｼﾀ ｿｳﾀ

2 H435 山本　有輝也(2) 昭和高 2 H401 竹下　颯太(2) 名南工高

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

3 P102 髙木　優稀(3) 名塚中 3 H476 原　秀彰(2) 惟信高

ｱｻﾉ ﾀｲｷ ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾏ

4 F288 浅野　太旗(3) 一宮南高 4 J72 村上　漱馬(2) 愛知高

ｻｸﾉ ｱｽﾄ ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾍｲ

5 V197 作野　飛斗(3) 鶴城中 5 P505 打田　蒼平(2) 冨士中

ｿﾌﾞｴ ﾄｵﾙ ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ

6 H487 祖父江　斗織(2) 惟信高 6 K95 児玉　　大暉(2) 大府東高

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｸｽｷ ﾀｸﾄ

7 J299 阪口　真一郎(3) 春日井東高 7 J407 楠木　拓登(3) 愛知工高

ﾀｶｷﾞ ﾃﾝﾕｳ ｶﾜｻｷ ｱﾗﾀ

8 J111 髙木　天佑(2) 愛知高 8 S34 川崎　嵐太(2) TSM

41組 42組
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

ｺﾂﾞｶ ｷｮｳﾍｲ ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ

2 H354 小塚　恭平(3) 富田高 2 V138 田端　大暉(3) 朝日丘中

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ ﾌｸﾔ ｹｲﾀ

3 K199 竹内　宏季(3) 常滑高 3 H361 福谷　啓太(2) 富田高

ｺﾝﾉ ﾀｹｼ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

4 F537 今野　岳(2) 愛知啓成高 4 P591 吉田　優希(3) 守山中

ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ ｵｻﾑﾗ ｹｲｺﾞ

5 F228 福田　光(2) 五条高 5 F395 長村　圭吾(2) 西春高

ﾄｳﾒ ｼｮｳﾀ ｲｻﾐ ﾘｮｳ

6 V12 當銘　盛汰(3) 刈谷朝日中 6 V209 伊佐見　涼(2) 鶴城中

ｲｹﾀﾞ ﾚｵ ｵｵﾜｷ ｺｳﾍｲ

7 V17 池田　怜央(3) 刈谷朝日中 7 P545 大脇 康平(2) 神の倉中

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ ｻﾄｳ ﾘｮｳ

8 P475 安藤　綾祐(3) 冨士中 8 F129 佐藤　凌(2) 起工高
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　44組

43組 44組
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

ﾑﾗﾀ ｷｮｳ ｶﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

2 J271 村田　響(2) 守山高 2 H438 加藤　康太郎(2) 昭和高

ｵﾜﾘ ﾘｭｳｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ

3 N126 尾張　龍希(2) 大口中 3 F426 丸山　雄哉(2) 美和高

ﾑﾗｾ ﾄﾓﾔ ﾑﾄｳ ﾕｳｷ

4 H322 村瀬　智哉 東郷高 4 F427 武藤　悠希(2) 美和高

ｽｽﾞｷ ｸｳｶﾞ ｴﾄｳ ﾀｲｶﾞ

5 V140 鈴木　天空翔(3) 朝日丘中 5 J30 江藤　太河(3) 瀬戸西高

ﾐｽﾞﾉ ﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

6 P585 水野　太郎(3) 守山中 6 K125 林　春佑(2) 大府高

ｴｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾀｷｶﾜ ｱﾕﾑ

7 J408 江川　晃平(3) 愛知工高 7 F566 滝川　歩夢(2) 古知野高

ﾅｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ ﾊﾏﾅｶ ﾘｭｳﾍｲ

8 N86 永田　隼(2) 弥富中 8 J26 濱中　隆平(2) 瀬戸西高

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
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1組 2組
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

ｳﾉ ﾕｳｽｹ ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾔ

1 L611 宇野　佑亮(2) 岡崎城西高 1 H383 中嶋　友也(3) 名経大高蔵高

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｶﾞ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾔ

2 J77 山田　翔雅(3) 愛知高 2 J208 水谷　友哉(3) 愛工大名電高

ﾄﾘｲ ﾌｳｷ ｲﾄｳ ﾘｸﾔ

3 H30 鳥居　風樹(1) 中京大中京高 3 F549 伊藤　理久也(2) 愛知黎明高

ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ

4 H370 高橋　登也(2) 名経大高蔵高 4 F314 橋本　将弥(3) 一宮興道高

ﾐﾖｼ ﾘｮｳｼﾞ ｲﾀｸﾗ ﾀｸﾐ

5 H473 三好　了聖(3) 惟信高 5 L592 板倉　拓巳(3) 岡崎城西高

ﾋｴｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ

6 K160 樋江井　純平(3) 横須賀高 6 J82 中倉　啓敦(1) 愛知高

ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ

7 L586 鈴木　風春(3) 岡崎城西高 7 H3 西尾　勇佑(3) 中京大中京高

ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ﾀｲﾁ

8 H35 伊藤　壮太(3) 中京大中京高 8 J374 佐藤　泰地(3) 春日井高

ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾀﾛｳ

9 B578 服部　正典 POWER MAX 9 J194 大畑　伸太郎(3) 愛工大名電高

ﾆｲﾐ ｼｭｳｺﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ

10 L642 新美　秀悟(3) 岡崎城西高 10 K164 谷口　唯都(3) 横須賀高

ﾉﾑﾗ ﾀｶｷ ﾀｹｳﾁ ｹｲ

11 L139 野村　昂生(3) 知立東高 11 H19 竹内　恵唯(2) 中京大中京高

ﾀｷｶﾜ ｶｽﾞｵｷ ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

12 B159 滝川　一興 TSM 12 L404 上田　隼ノ介(3) 三好高

3組 4組
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

ｼﾗｷ ｺｳﾍｲ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

1 H363 白木　公平(3) 名経大高蔵高 1 H371 川口　浩甫(2) 名経大高蔵高

ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ ｶﾞﾆｴ ｼﾞｮｾﾞﾌﾏｺﾄ

2 J91 荒木　幸平(1) 愛知高 2 H258 ガニエ　ジョゼフ真人(3) 瑞陵高

ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ ﾊﾔｶﾜ ｱﾂｷ

3 L637 佐藤　広海(2) 岡崎城西高 3 J195 早川　敦基(3) 愛工大名電高

ﾏｴｱﾜｸﾗ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾍﾞ ﾕｳﾏ

4 H208 前粟蔵　孝太(3) 名古屋大谷高 4 H460 川邊　雄真(3) 向陽高

ﾄｸｴ ｺｳｷ ｲｼﾂﾞ ﾅｵﾄ

5 F187 徳江　航己(3) 一宮西高 5 J340 石津　直人(3) 千種高

ﾅｶｵ ｼｮｳｺﾞ ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ

6 K212 中尾　匠吾(1) 阿久比高 6 C226 石川　駿 チームカケル

ｶﾑｷ ｻﾄﾙ ﾋﾗﾀ ﾘｸ

7 J81 嘉無木　悟(1) 愛知高 7 F550 平田　陸(3) 愛知黎明高

ﾓﾘ ﾕｳｷ ｶﾄｳ ﾏｷ

8 F275 森　友輝(3) 丹羽高 8 J276 加藤　真木(3) 旭丘高

ｳﾗﾉ ｹﾝｼﾞ ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ

9 K115 浦野　健次(3) 大府高 9 K19 浅井　涼太(3) 内海高

ﾎﾘﾉ ｺｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

10 H572 堀野　紘生(2) 中部大第一高 10 H297 山田　翼(2) 松蔭高

ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ ｲ ﾖﾚ

11 H394 藤井　正斗(1) 名経大高蔵高 11 H278 李　如來(3) 松蔭高

ｶｼﾞﾀ ﾁｮｳﾀﾛｳ ｼｮｳﾀﾞ ｶﾝｼﾞ

12 J1 梶田　寵太郎(3) 春日井工高 12 H28 正田　寛治(1) 中京大中京高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

5組 6組
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

ｵｵｲﾜ ｱﾕﾑ ｱﾗｶﾜ ｿｳﾔ

1 P88 大岩　歩夢(3) 東港中 1 J460 荒川　颯哉(2) 名古屋高

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ﾆﾜ ｹﾝﾄ

2 J429 藤原　顕太郎(3) 名古屋高 2 H470 丹羽　健人(2) 向陽高

ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ

3 B275 中野　哲也 庄内RT 3 J266 伊藤　伶真(1) 愛知高

ﾆﾜ ﾂｶｻ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ

4 H129 丹羽　司(2) 名古屋南高 4 J333 山田　紘暉(2) 千種高

ｽｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾊﾅｷ ﾕｳｽｹ

5 J246 須川　友樹(3) 長久手高 5 H262 花木　佑輔(3) 瑞陵高

ﾋｺｻｶ ﾀｸﾔ ｵｵｼﾏ ｺｳﾀ

6 J443 彦坂　拓哉(2) 名古屋高 6 J553 大島　鴻太(3) 東海高

ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋ ｸﾉ ｼﾞｭﾝｷ

7 J22 岩田　晴陽(3) 北高 7 F306 久野　純輝(3) 一宮興道高

ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ ﾃﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ

8 F5 伊藤　史弥(3) 津島北高 8 F375 寺沢　穣(3) 西春高

ﾎｿｷ ｼﾞﾝｼﾞｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

9 F68 細木　仁盛(3) 津島高 9 F336 山田　祐輔(2) 一宮高

ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ ｱﾗｼ ｹﾝﾀ

10 B9001 川熊　悟 愛知陸協 10 J291 嵐　健太(2) 旭丘高

ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾄ ﾀｶﾊｼ ﾅﾌﾐ

11 J141 秋本　健貴(3) 名東高 11 K37 髙橋 直史(3) 半田高

ｲﾏｲ ﾕｳﾏ ﾏﾂｵｶ ｷｮｳ

12 K38 今井　悠真(3) 半田高 12 J137 松岡　京(2) 名東高

7組 8組
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

ﾌﾙﾀ ｹﾝﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

1 N105 古田　拳也(3) 大口中 1 V132 近藤　隼人(3) 朝日丘中

ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ ｶﾜﾊﾗ ｲｯｹｲ

2 H366 冨田　勇気(3) 名経大高蔵高 2 J54 河原　一慶(2) 明和高

ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾋﾗﾀ ﾀｸｼﾞ

3 H377 寺沢　一希 (2) 名経大高蔵高 3 H94 平田　琢二(2) 名城大附属高

ｵｵﾉ ﾕｳﾏ ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ

4 H137 大野　佑真(3) 名古屋南高 4 H396 清家　一真(1) 名経大高蔵高

ｵｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ

5 J228 岡野　秀彬(2) 愛工大名電高 5 H453 川口　貴史(2) 市工業高

ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻｷ

6 F59 野村　純平(3) 津島高 6 J172 川端　真生(2) 名古屋西高

ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞ ｶﾜｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ

7 J19 児玉　一(3) 北高 7 K172 川上　哲平(2) 横須賀高

ｵｵﾓﾘ ｲｸﾄ ｲﾁﾊﾗ ﾘｷﾔ

8 F35 大森　郁斗(3) 一宮北高 8 H397 市原　利希也(1) 名経大高蔵高

ﾜﾀﾞ ﾖｼｷ ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ

9 H455 和田　啓暉(2) 市工業高 9 P337 中野　倫希(2) 愛知陸協

ｲﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ ｺｼﾞﾏ ﾀｸ

10 F545 井寺　勇介(3) 愛知黎明高 10 H42 小島　拓(1) 中京大中京高

ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ ｻｶｲ ﾕｳｽｹ

11 H387 三浦　匡登(1) 名経大高蔵高 11 J449 坂井　祐介(3) 名古屋高

ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ ﾀｹｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ

12 H39 青山　一樹(1) 中京大中京高 12 J89 竹内　啓一郎(1) 愛知高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

9組 10組
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

ﾌﾀﾐ ﾏｻﾋﾛ ｺﾂﾞｶ ﾕｳﾄ

1 H149 二見　昌宏(2) 天白高 1 F286 小塚　優人(3) 一宮南高

ｻｺﾞｳ ﾏｻﾉﾘ ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾄ

2 H80 佐合　将典(3) 名城大附属高 2 K101 松下　明斗(3) 半田東高

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ ｵｶﾑﾗ ﾐｷﾔ

3 J356 榊原　　悠斗(3) 旭野高 3 K106 岡村　幹也(3) 半田東高

ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ

4 H380 平野　翔太(1) 名経大高蔵高 4 H135 田中　幹也(3) 名古屋南高

ｲﾏｲ ﾕｳ ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

5 J401 今井　佑(1) 高蔵寺高 5 J501 大原　優輝(2) 菊里高

ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｲｷ

6 F339 後藤　良輔(1) 一宮高 6 J84 古荘　太希(1) 愛知高

ｵｲｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ｱｵｷ ﾕｳｽｹ

7 F420 及川　創一朗(3) 美和高 7 L136 青木　優介(3) 知立東高

ｻﾄｳ ｺｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

8 J510 佐藤　広副(3) 瀬戸高 8 F585 渡辺　凌太(3) 誠信高

ｶﾜ ｼｭﾝﾀ ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

9 F467 川　俊太(3) 滝高 9 J21 小川　靖博(3) 北高

ｶﾜｻｷ ﾖｳ ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ

10 F401 川崎　要(2) 西春高 10 F544 永柳　慶大(2) 愛知黎明高

ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ ｲﾄｳ ｿﾗ

11 H106 松浦　光佑(3) 享栄高 11 J237 伊東　大空(3) 愛知商高

ﾆｼ ｼｮｳﾔ ｻｺ ﾅｵﾄ

12 F563 西　翔也(3) 古知野高 12 J389 迫　尚登(2) 高蔵寺高

11組 12組
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

ｱｻﾉ ﾄﾓﾔ ｵｶｳﾁ ﾏｻﾔ

1 F165 浅野　友哉(3) 江南高 1 H44 岡内　雅矢(1) 中京大中京高

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｽｽﾞﾑﾗ ﾃｯｼﾝ

2 H62 鈴木　寛人(3) 星城高 2 H433 鈴村　哲進(3) 昭和高

ｱﾘｶﾞ ｼｮｳﾍｲ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ

3 F365 有賀　翔平(2) 西春高 3 H125 東村　憲佑(2) 名古屋南高

ﾊﾏｲ ﾘｭｳﾀ ﾎﾘｴ ｱｷ

4 F161 濱井　隆太(3) 江南高 4 H29 堀江　暁(1) 中京大中京高

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ ﾉﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

5 J236 長谷川　智(2) 愛工大名電高 5 F557 野田　将吾(1) 愛知黎明高

ｵﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ ｳﾒﾔﾏ ﾀｶﾕｷ

6 F430 恩田　大幹(3) 小牧南高 6 J284 梅山　雄志(3) 旭丘高

ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾉﾝ

7 H105 五十嵐　悠貴(3) 享栄高 7 H264 長谷川　怜音(2) 瑞陵高

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｳﾁﾔﾏ ｺｳｷ

8 F552 松元　響(1) 愛知黎明高 8 H559 内山　紘希(3) 桜台高

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

9 H539 髙橋　和真(3) 熱田高 9 F227 中村　俊介(2) 五条高

ｸﾛｶﾜ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ ﾅｶｼﾏ ｼﾝﾔ

10 F434 黒川　俊二朗(3) 小牧南高 10 F128 中島　慎哉(2) 起工高

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｷｼ ﾏｻﾄ

11 K177 原田　隆誠(3) 東海南高 11 F154 岸　正都(3) 江南高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ ｺｳﾑﾗ ﾀﾂﾏ

12 H486 山口　竜斗(2) 惟信高 12 J580 幸村　龍磨(2) 山田高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

13組 14組
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

ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙ ｱﾗﾀｹ ｺｳｽｹ

1 P497 寺島　青(3) 冨士中 1 H440 荒武　鴻介(1) 豊明高

ｷﾀｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳﾏ

2 J292 北河原　俊(2) 旭丘高 2 H603 常松　侑真(2) 愛産大工高

ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ ﾅｶｵｶ ｶﾞｸﾄ

3 F279 石川　友登(2) 丹羽高 3 L175 中岡　学士(1) 豊田大谷高

ﾓﾘ ﾀｸﾏ ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝﾀ

4 F316 森　拓真(2) 一宮興道高 4 J579 平松　健大(3) 山田高

ｻｶｲ ｹﾝﾄ ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

5 F44 坂井　研斗(2) 一宮北高 5 H478 梅田　拳吾(2) 惟信高

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ﾕﾊﾗ ﾖｼｷ

6 L423 坂本　大毅(2) 三好高 6 J146 柚原　義輝(2) 名東高

ｲﾄｳ ｼｭｳﾄ ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ

7 F442 伊藤　柊人(2) 小牧南高 7 L178 松浦　巧馬(1) 豊田大谷高

ｲｼﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ ﾌｶﾔ ﾘｮｳﾀ

8 F230 石塚　大輝(2) 五条高 8 H442 深谷　涼太(1) 豊明高

ｺｳﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾞ ﾏｷ ｶｼｮｳ

9 K85 公山　源司(3) 大府東高 9 L176 牧　一翔(1) 豊田大谷高

ﾀｹｻﾞ ｼｭｳ ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ

10 J373 竹澤　柊(3) 春日井高 10 H542 津田　和季(2) 熱田高

ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

11 J262 木村　郁也(2) 春日井南高 11 H601 高橋　颯太(2) 愛産大工高

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｽｹ ﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ

12 H441 板東　新介(1) 豊明高 12 L141 野田　耕史(2) 知立東高

15組 16組
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

ﾐﾜ ﾕｳﾏ ｴｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾐ

1 N109 三輪　有生(3) 大口中 1 F308 江口　秀海(3) 一宮興道高

ﾌｶﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾀｶｼﾏ ﾄｼﾔ

2 L184 深谷　純平(2) 豊田大谷高 2 J263 高島　俊哉(2) 春日井南高

ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ ﾅｶﾓﾄ ﾕﾀｶ

3 L177 三浦　由翔(1) 豊田大谷高 3 J205 中本　豊(1) 愛工大名電高

ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ ｵｵﾋﾞﾂ ﾁｱｷ

4 K60 小川　智徳(2) 半田高 4 K118 大櫃　千明(2) 大府高

ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ

5 H485 小池　柚希(2) 惟信高 5 J206 渡邉　樹(1) 愛工大名電高

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｳﾒﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

6 J299 阪口　真一郎(3) 春日井東高 6 F216 梅田　瑞己(3) 五条高

ｳｶｲ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾓﾘ ｶｽﾞｷ

7 H77 鵜飼　龍之介(2) 名城大附属高 7 J383 森　一紀(3) 春日井高

ﾎﾝﾄﾞ ﾊﾙｷ ﾓﾘ ﾖｳｽｹ

8 J306 本渡　晴己(2) 春日井東高 8 P494 森　陽介(3) 冨士中

ﾅｶﾞｴ ﾀﾂﾔ ｳｴｷ ﾘｮｳﾏ

9 J10 長江　竜弥(3) 春日井工高 9 H165 植木　涼馬(2) 中村高

ﾁｬｷ ｺｳｽｹ ｲｴﾀﾞ ｲﾂｷ

10 H37 茶木　康輔(1) 中京大中京高 10 H353 家田　樹(3) 富田高

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ ﾏﾄﾊﾞ ｺｳｾｲ

11 F536 大久保　昂大(2) 愛知啓成高 11 V381 的場　光星(3) 六ツ美北中

ﾆｼﾜｷ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ

12 P500 西脇　翔太(3) 冨士中 12 J357 鈴木　　雅也(2) 旭野高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

17組 18組
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

ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ ｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ

1 N176 本多　桜空(3) 古知野中 1 F543 木口　稜斗(2) 愛知黎明高

ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾔﾉ ﾕｳﾄ

2 K183 濱田　大星(3) 東海南高 2 J398 矢野　佑透(1) 高蔵寺高

ﾊﾔｼ ﾋﾛﾂｸﾞ ｲｿﾀﾞ ｶｲﾄ

3 H327 林　洋次 東郷高 3 K88 磯田　海斗(2) 大府東高

ｶﾐﾑﾗ ｵｳﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ

4 J86 上村　旺武(1) 愛知高 4 P572 田中　裕文(3) 守山中

ﾏﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ ｵｻﾞｷ ﾓﾄﾊﾙ

5 F255 馬渡　祐太(3) 新川高 5 F175 尾﨑　元晴(3) 江南高

ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ ｲﾏﾑﾗ ｻﾝｼﾛｳ

6 F345 森　俊介(2) 一宮高 6 J250 今村　三四郎(2) 春日井南高

ﾏｾｷﾞ ｳﾀ ｲﾜｲ ﾘｭｳﾀ

7 L415 柵木　嬉大(2) 三好高 7 H342 岩井　隆太(2) 緑高

ｲﾜﾀ ｹｲｼﾞ ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾀ

8 N4 岩田　啓志(3) 宮田中 8 F422 山中　優太(3) 美和高

ﾀﾏｵｷ ﾅｵﾔ ﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ

9 F359 玉置　尚也(1) 一宮高 9 H103 野田　晴樹(2) 享栄高

ﾖｼﾔﾏ ﾌﾐｼﾛ ﾋﾋﾞﾉ ﾘｷﾔ

10 P185 吉山　史城(3) 神丘中 10 J215 日比野　力哉(1) 愛工大名電高

ｲﾓﾄ ﾐﾂｷ ﾏｾ ｲｵﾝ

11 J216 井本　光紀(1) 愛工大名電高 11 P180 間瀬　維温(2) 神丘中

ｷﾑﾗ ｶﾝﾀ ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾔ

12 J203 木村　寛太(1) 愛工大名電高 12 H140 深田　拓也(3) 南陽高

19組 20組
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

ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵｷ

1 F361 白川　大樹(1) 一宮高 1 H449 平松　直樹(3) 市工業高

ﾊﾞﾝ ﾀｸﾏ ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾌｳ

2 K58 坂　　卓磨(2) 半田高 2 H532 石田　諒風(3) 熱田高

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾝﾍﾟｲ

3 K116 山中　佑斗(2) 大府高 3 K110 榊原　慎平(3) 半田東高

ｱﾗｷ ｼﾝﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ

4 P371 荒木　信斗(3) 天神山中 4 H67 遠藤　航太(3) 星城高

ｼﾏｿﾞｴ ｲﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ｲｯｾｲ

5 K135 島添　樹(2) 東海商高 5 H70 吉田　一征(2) 星城高

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ ｵｵﾏﾁ ｺｳｽｹ

6 N209 藤田　直希(3) ＡＣ一宮 6 P527 大町　公祐(3) 神の倉中

ｵﾓﾔ ﾏｻｷ ｲﾄｳ ﾏｻﾔ

7 B289 面屋　昌樹 庄内RT 7 F21 伊藤　雅也(2) 津島北高

ｼﾞｮｳ ｷｮｳﾀ ﾄﾘﾔﾏ ｶﾝﾀ

8 J505 城　響大(2) 菊里高 8 V23 鳥山　幹太(3) 刈谷朝日中

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ ｴﾐ ｹﾝﾀﾛｳ

9 J372 吉田　　朋生(2) 旭野高 9 V13 恵美　堅太朗(3) 刈谷朝日中

ﾈﾏ ﾘｭｳｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲｼ

10 N8 根間　琉輝(3) 宮田中 10 F192 水谷　佳嗣(2) 一宮西高

ﾖﾈﾀﾆ ﾊﾙｷ ﾅﾐｷ ﾚﾝ

11 H45 米谷　悠希(1) 中京大中京高 11 H494 並木　蓮(3) 同朋高

ｱｻｲ ﾄﾓｷ

12 J362 浅井　　智貴(3) 旭野高 12



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

21組 22組
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

ｼｵﾀﾆ ﾕｳｷ ｲﾜｷﾘ ﾀﾞｲﾁ

1 J485 塩谷  祐輝(2) 瀬戸北総合高 1 K94 岩切　　大知(2) 大府東高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 F298 中川　洋夢(2) 一宮南高 2 J232 原田　侑弥(1) 愛工大名電高

ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ ｲｼﾔﾏ ｽｸﾞﾙ

3 N180 林　健太(3) 古知野中 3 J32 石山　傑(3) 瀬戸西高

ｲﾅﾂｸﾞ ﾚｵﾝ ｻｶ ﾘｮｳｶﾞ

4 F302 稲継　怜音(2) 一宮南高 4 S111 坂　　遼河(2) 春日井中部中

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

5 P167 早川　里月(3) 神丘中 5 H159 小林　孝之(2) 中村高

ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 K133 澤田　翔次郎(3) 東海商高 6 K137 本多　拓洋(2) 東海商高

ｵﾀﾞ ﾘｭｳｲ ﾐﾔﾊﾗ ｺｳﾔ

7 F547 小田　龍意(1) 愛知黎明高 7 P482 宮原　空哉(3) 冨士中

ｲﾅﾔﾏ ﾀﾛｳ ｶﾜｽﾐ ﾃﾝﾁ

8 P170 稲山　太郎(2) 神丘中 8 V380 川澄　典知(3) 六ツ美北中

ｸﾘﾀ ｺﾞｳ ｲｿﾑﾗ ﾕｳﾀ

9 H263 栗田　剛(2) 瑞陵高 9 P123 磯村　優太(2) 萩山中

ｳｴﾔﾏ ｶｲﾄ ｺｲｹ ｼｮｳﾀ

10 L418 上山　海斗(2) 三好高 10 F107 小池　翔太(3) 一宮商高

ｲｼﾏｷ ﾖｼﾔ ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ

11 H168 石牧　良哉(2) 中村高 11 F560 田村　優基(3) 古知野高

12 12

23組 24組
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

ﾉﾑﾗ ﾚｵ ﾊﾔｼ ﾕｳｼ

1 H9 野村　玲旺(2) 中京大中京高 1 H551 林　勇志(2) 熱田高

ｵｸﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ

2 N17 奥村　将吾(2) 宮田中 2 P514 瀧沢　奏太(2) 冨士中

ｱﾏﾉ ﾕｳｺﾞ ﾖｺｲ ｾｲｼﾞ

3 L185 天野　裕悟(2) 豊田大谷高 3 V15 横井　誠二(3) 刈谷朝日中

ﾐﾔﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ ﾂﾁﾔ ｹｲﾀ

4 K67 宮村　隆佑(2) 半田商高 4 J233 土屋　慶太(1) 愛工大名電高

ﾀﾅｶ ｺｳﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

5 K23 田中　康也(3) 内海高 5 F548 渡邉　大誠(1) 愛知黎明高

ｸｽｷ ﾀｸﾄ ﾌｸﾔ ｹｲﾀ

6 J407 楠木　拓登(3) 愛知工高 6 H361 福谷　啓太(2) 富田高

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ ｶﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

7 B263 田中　博之 庄内RT 7 H438 加藤　康太郎(2) 昭和高

ｵﾉ ｶｲﾄ ｲﾜﾀ ﾎﾀﾞｶ

8 J239 小野　海斗(2) 愛知商高 8 F84 岩田　穂隆(3) 杏和高

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

9 N161 田中　佑弥(2) 古知野中 9 J234 吉田　光毅(1) 愛工大名電高

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾓｳﾘ ﾄﾓｷ

10 B177 山本　裕也 にっとTFC 10 P493 毛利　　智紀(3) 冨士中

ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ

11 J480 近藤  敬大(2) 瀬戸北総合高 11 S58 平井　雄大(3) TSM

12 12



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

25組 26組
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

ｺｼﾞﾏ ｷｲﾁ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾛｳ

1 P369 小島　輝市(3) 天神山中 1 P495 清水　蒼太郎(3) 冨士中

ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾍｲ ｱﾏﾉ ｷｮｳ

2 P505 打田　蒼平(2) 冨士中 2 J320 天野　響(2) 栄徳高

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ ｶﾂ ﾅｵｷ

3 J38 横山　優(2) 瀬戸西高 3 P575 勝　直輝(3) 守山中

ﾔﾏﾈ ﾘｭｳﾄ ｸﾘﾔﾏ ｼﾝｾｲ

4 P609 山根　琉翔(2) 守山中 4 F201 栗山　新世(2) 一宮西高

ｸｻﾀﾞ ﾘｮｳ ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

5 J116 草田　遼(3) 東邦高 5 P104 牛田　匠海(3) 名塚中

ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾛﾔ

6 P541 加藤 広人(2) 神の倉中 6 P375 矢田部　宏哉(3) 天神山中

ｱｻﾀﾞ ｲｻﾞﾔ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ

7 J315 浅田　勇矢(2) 栄徳高 7 F601 鈴木　駿(2) 誠信高

ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ ﾌｶｵ ﾊﾔﾄ

8 F539 石田　太悟(2) 愛知啓成高 8 P510 深尾　隼人(2) 冨士中

ﾑﾗﾀ ｷｮｳ ﾔﾏｼﾀ ｶｲｾｲ

9 J271 村田　響(2) 守山高 9 P530 山下　開世(3) 神の倉中

ﾔﾏｻｷ ﾀｹｼ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ

10 B9003 山崎　剛 愛知陸協 10 P116 杉山　友斗(3) 萩山中

ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ ﾌｶｵ ﾅｵﾌﾐ

11 F546 髙木　大誠(1) 愛知黎明高 11 P574 深尾　尚史(3) 守山中

12 12

27組 28組
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

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｳｶｲ ｺｳｲﾁ

1 P529 宮嵜　雄一朗(3) 神の倉中 1 H489 鵜飼　康一(2) 同朋高

ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾔ ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2 S62 山崎　直哉(1) 愛知陸協 2 P130 武田　佳之(2) 萩山中

ﾋﾗｲ ﾄｼｷ ｱﾗｷ ｶｽﾞﾏ

3 J464 平井 寿希(2) 名古屋高 3 V147 荒木　一馬(2) 朝日丘中

ｶﾄｳ ﾋﾛﾔｽ ﾌｼﾐ ｶｽﾞﾏ

4 F207 加藤　寛康(2) 佐屋高 4 V129 伏見　一真(3) 朝日丘中

ﾐﾔﾁ ﾘｸ ﾓﾘﾁｶ ﾖｳﾏ

5 P16 宮地　龍蔵(2) 御幸山中 5 V153 森近　遥茉(2) 朝日丘中

ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ

6 H398 佐々木　裕司(3) 名南工高 6 P388 林　泰輝(2) 天神山中

ﾖｼﾊﾗ ﾏｺﾄ ﾃﾗｻﾜ ﾋｶﾙ

7 P173 吉原　　諒(2) 神丘中 7 F110 寺澤　光(2) 一宮商高

ｸｻｵ ﾄﾓｶｽﾞ ｲﾜﾀ ｼｮｳ

8 P536 草尾 友一(2) 神の倉中 8 P382 岩田　翔(3) 天神山中

ﾖｼﾉ ｱｷﾐﾁ ﾀｹﾅｶ ｱﾂｷ

9 P502 吉野　明道(2) 冨士中 9 P117 竹中　敦紀(3) 萩山中

ｳﾗﾀ ﾖｳｾｲ ｻﾉ ｼﾝｼﾞ

10 P384 浦田　燿成(3) 天神山中 10 P542 佐野 慎司(2) 神の倉中

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ

11 P175 清水　大空翔(2) 神丘中 11 P535 古川 蒼(2) 神の倉中

12 12



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　30組

29組 30組
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

ﾐﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ ｸﾉ ﾘｮｳﾍｲ

1 P134 光本　悠人(2) 萩山中 1 P177 久野　稜平(2) 神丘中

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ

2 P109 北川　大祐(2) 名塚中 2 F487 岡本　将(1) 滝高

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀ

3 S112 鈴木　龍也(2) 春日井中部中 3 P171 福原　優太(2) 神丘中

ﾆｼｵ ﾄﾓｷ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ

4 P387 西尾　友希(2) 天神山中 4 J41 後藤　瑞輝(3) 瀬戸西高

ｽﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ

5 P537 須山 瑞月(2) 神の倉中 5 F486 河田　一輝(1) 滝高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ ｷｸﾀ ﾕｳｺﾞ

6 P599 安藤　大起(2) 守山中 6 F179 菊田　悠悟(2) 江南高

ﾆﾜ ｱｷﾄ ｶﾄｳ ｺｳﾀ

7 P383 丹羽　亮人(3) 天神山中 7 123 加藤　皓大(2) 大同大大同高

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ﾀｹｼﾀ ｿｳﾀ

8 S48 高橋　遼将(1) TSM 8 H401 竹下　颯太(2) 名南工高

ﾏｴｶﾜ ｼｮｳｷ ﾐﾔｷﾞ ﾉﾘﾋﾛ

9 S73 前川　昇揮(3) 春日井中部中 9 F528 宮城　徳博(1) 滝高

ﾆｼﾜｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ

10 P174 西脇　祐介(2) 神丘中 10 F426 丸山　雄哉(2) 美和高

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ ｱｻｲ ﾊｼﾞﾒ

11 F558 松本　開渡(1) 愛知黎明高 11 F515 浅井　啓(1) 滝高

12 12

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



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　23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

ｽｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾅｶﾈ ﾐﾅﾐ

1 J246 須川　友樹(3) 長久手高 1 L678 中根　美七海(2) 岡崎高

ｵｷﾀ ﾘｭｳｾｲ ﾋｻﾀﾞ ﾏｻﾄ

2 L599 沖田　龍誠(3) 岡崎城西高 2 F390 久田　雅人(3) 西春高

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ

3 L629 小林　宏輔(3) 岡崎城西高 3 J82 中倉　啓敦(1) 愛知高

ﾂｼﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｶﾄｳ ｻﾄｼ

4 L605 辻村　駿介(3) 岡崎城西高 4 A5 加藤　聡 トヨタ自動車

ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼｷ

5 H368 野田　将弘(3) 名経大高蔵高 5 H480 梶川　由稀(3) 惟信高

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾔ ｳｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

6 J208 水谷　友哉(3) 愛工大名電高 6 H367 植田　陽平(3) 名経大高蔵高

ｶﾄｳ ｿｳｼ ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ

7 L614 加藤　宗司(2) 岡崎城西高 7 F551 松井　達也(3) 愛知黎明高

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ ｼﾓﾑﾗ ｺｳﾔ

8 L619 早川　朋輝(3) 岡崎城西高 8 H373 下村　航也  (2) 名経大高蔵高

ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾄﾘｲ ﾌｳｷ

9 H378 前田　智広(3) 名経大高蔵高 9 H30 鳥居　風樹(1) 中京大中京高

ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ ﾆﾉﾐﾔ ｽｸﾞﾙ

10 H370 高橋　登也(2) 名経大高蔵高 10 L92 二宮　秀(3) 刈谷高

ｵｵﾀ ﾃﾂﾛｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

11 L608 太田　哲朗(3) 岡崎城西高 11 L671 松田　倫幸(3) 岡崎高

ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾔ

12 L587 石川　大介(3) 岡崎城西高 12 C218 服部　晟也 チームカケル

ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳﾀ ﾑﾗｾ ｺｳﾕｳ

13 J67 平塚　翔太(3) 愛知高 13 J209 村瀬　巧夕(3) 愛工大名電高

ﾐﾖｼ ﾘｮｳｼﾞ ｲﾄｳ ﾘｸﾔ

14 H473 三好　了聖(3) 惟信高 14 F549 伊藤　理久也(2) 愛知黎明高

ｷﾑﾗ ｼｭﾝ ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾀ

15 F540 木村　駿(3) 愛知黎明高 15 L173 髙田　健太(2) 豊田大谷高

ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄﾗ

16 H384 福岡　崚生(3) 名経大高蔵高 16 H483 鈴木　高虎(3) 惟信高

ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾔ ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ

17 H383 中嶋　友也(3) 名経大高蔵高 17 694 廣瀬　史明(4) 南山大

ｵｵﾀ ｺｳｷ ｶﾜﾆｼ ﾌｳﾔ

18 L590 太田　倖輝(3) 岡崎城西高 18 L617 河西　楓也(2) 岡崎城西高

ｳﾉ ﾕｳｽｹ ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

19 L611 宇野　佑亮(2) 岡崎城西高 19 H382 加藤　立誠(3) 名経大高蔵高

ｻｶｲ ﾀｸﾔ ｻﾉ ﾏｻﾕｷ

20 C326 酒井拓欣 TPAC 20 F374 佐野　昌幸(3) 西春高

ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｱｷ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ

21 C329 清水文唱 TPAC 21 C214 鈴木　孝徳 チームカケル

ﾉﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

22 L626 野村　翼(3) 岡崎城西高 22 708 吉田　悠人(2) 南山大

ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ

23 J90 植田　雅弘(2) 愛知高 23 J266 伊藤　伶真(1) 愛知高

ｵｵﾊｼ ｺｳﾔ ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ

24 J336 大橋　虎也(3) 千種高 24 H394 藤井　正斗(1) 名経大高蔵高

ｲｼﾂﾞ ﾅｵﾄ ﾂﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ

25 J340 石津　直人(3) 千種高 25 L681 土山　尚法(3) 岡崎高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　23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

ｸﾛﾉ ｹｲﾄ ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｽｹ

1 L172 黒野　敬斗(2) 豊田大谷高 1 J230 西垣　裕介(2) 愛工大名電高

ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ ｺｼﾞﾏ ﾀｸ

2 L593 田邊　隼都(3) 岡崎城西高 2 H42 小島　拓(1) 中京大中京高

ｲﾁﾉｾ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾏ

3 H375 一瀬 達也(2) 名経大高蔵高 3 V48 永井　翔真(3) 矢作北中

ﾀﾑﾗ ﾘｸ ｱｵﾔﾏ ｺｳﾀ

4 H583 田村　陸(2) 中部大第一高 4 L628 青山　晃大(2) 岡崎城西高

ｻﾄｳ ﾕｳ ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ

5 337 佐藤　佑(3) 至学館大 5 H377 寺沢　一希 (2) 名経大高蔵高

ｲﾇｲ ﾏｻｶﾂ ﾂｼﾞ ﾏｻﾋｺ

6 K196 乾　将勝(2) 東海南高 6 H587 辻　将彦(3) 愛産大工高

ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ

7 H176 河村　悠(2) 豊明高 7 J199 岡田　直輝(2) 愛工大名電高

ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ

8 J91 荒木　幸平(1) 愛知高 8 F82 吉田　陸人(2) 津島高

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｻｯｻ ﾀｸﾐ

9 H181 原田　翼(2) 豊明高 9 H372 佐々　拓海(2) 名経大高蔵高

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵ ﾋﾗﾀ ﾘｸ

10 A97 池田　昌雄 ＡＣ一宮 10 F550 平田　陸(3) 愛知黎明高

ｼｲﾉ ｼｭﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

11 F554 椎野　修羅(2) 愛知黎明高 11 H362 小林　琢人(3) 名経大高蔵高

ﾀｹｳﾁ ｹｲ ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ

12 H19 竹内　恵唯(2) 中京大中京高 12 H380 平野　翔太(1) 名経大高蔵高

ｲｶﾐ ﾜﾀﾙ ｼﾗｷ ｺｳﾍｲ

13 H390 伊神　航(2) 名経大高蔵高 13 H363 白木　公平(3) 名経大高蔵高

ﾂﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｼﾂﾞｶ ﾏｺﾄ

14 713 土川　亮太(4) 南山大 14 B222 石塚　誠 ＡＧＸ

ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ ﾄｲ ｶﾝﾀﾛｳ

15 B275 中野　哲也 庄内RT 15 H379 戸井　寛太朗(2) 名経大高蔵高

ﾎﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｶｻﾞｵｷ

16 654 保浦　一仁(2) 名古屋学院大 16 J196 山田　風興(2) 愛工大名電高

ﾅｽ ﾋﾛｷ ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄｼ

17 652 那須　広基(2) 名古屋学院大 17 772 重田　真稔(2) 東海学園大

ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ

18 L673 森　俊輔(2) 岡崎高 18 H39 青山　一樹(1) 中京大中京高

ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ﾐﾔﾀｹ ﾄﾓｷ

19 J204 内田　賢志(2) 愛工大名電高 19 L615 宮武　朋希(2) 岡崎城西高

ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾀﾙ ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾄ

20 J446 中川　格(3) 名古屋高 20 H482 西川　悠斗(3) 惟信高

ｽｽﾞﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾅｶｵ ｼｮｳｺﾞ

21 J214 鈴村　祐介(2) 愛工大名電高 21 K212 中尾　匠吾(1) 阿久比高

ｵｸﾉ ｶｲ ﾎｯﾀ ｼｮｳｷ

22 J80 奥野　凱(2) 愛知高 22 H477 堀田　翔紀(2) 惟信高

ｲﾀｸﾗ ﾀｸﾐ ﾐｳﾗ ｿｳｼ

23 L592 板倉　拓巳(3) 岡崎城西高 23 J334 三浦　颯士(3) 千種高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ ｱｻｲ ﾀｸﾐ

24 L598 円藤　良樹(3) 岡崎城西高 24 H570 浅井　匠(2) 中部大第一高

ﾊﾁﾔ ﾕｳ ｶﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ

25 690 蜂谷　悠海(4) 南山大 25 H585 金澤　稜己(1) 中部大第一高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　23組

5組 6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

ﾀｷﾓﾄ ｹﾝﾀ ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ

1 K39 瀧本 健太(3) 半田高 1 K19 浅井　涼太(3) 内海高

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ

2 J76 伊藤　巧磨(2) 愛知高 2 J224 冨田　直希(2) 愛工大名電高

ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ ｲﾑﾗ ﾄﾓｷ

3 H365 村上　裕貴(3) 名経大高蔵高 3 H381 井村　知貴(3) 名経大高蔵高

ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

4 H457 池田　大希(3) 向陽高 4 660 小川　卓也(4) 名古屋工業大

ﾀﾅｶ ｺｳｼ ｶﾄｳ ｱﾔﾄ

5 K48 田中　江志(3) 半田高 5 J189 加藤　綾人(2) 愛工大名電高

ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

6 L94 石川　城(3) 刈谷高 6 J429 藤原　顕太郎(3) 名古屋高

ﾆｼｵ ﾕｳｽｹ ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ

7 H3 西尾　勇佑(3) 中京大中京高 7 H396 清家　一真(1) 名経大高蔵高

ｱｵﾔﾏ ｺｳｷ ｲﾜﾂｷ ｼｭﾝﾀ

8 372 青山　洸気(3) 愛知学院大 8 L654 岩月　駿太(2) 岡崎城西高

ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾔﾃ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｴ

9 758 杉浦　颯(4) 東海学園大 9 J74 清水　龍江(2) 愛知高

ﾀﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ ｴﾄｳ ｺｳｷ

10 H466 田中　啓太郎(3) 向陽高 10 H391 江藤　広輝(2) 名経大高蔵高

ｵｵﾓﾘ ｲｸﾄ ﾌﾙﾀ ｹﾝﾔ

11 F35 大森　郁斗(3) 一宮北高 11 N105 古田　拳也(3) 大口中

ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ ｵｶｳﾁ ﾏｻﾔ

12 F555 前田　龍希(2) 愛知黎明高 12 H44 岡内　雅矢(1) 中京大中京高

ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ

13 H369 寺元　一樹(3) 名経大高蔵高 13 H387 三浦　匡登(1) 名経大高蔵高

ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾅﾘ ﾅｶﾞﾅﾜ ﾀﾞｲｷ

14 712 髙橋　克成(2) 南山大 14 F178 長縄　大輝(2) 江南高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ ｱｻﾉ ﾀﾂﾔ

15 H573 近藤　駿人(3) 中部大第一高 15 B149 浅野　竜也 YAMATE

ﾖｺﾁ ﾕｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺﾞ

16 J181 横地　勇輝(3) 愛工大名電高 16 H392 清水　透吾(2) 名経大高蔵高

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾄ ｲｿﾍﾞ ﾕｳﾄ

17 J191 松本　貴斗(2) 愛工大名電高 17 K104 磯部　裕斗(3) 半田東高

ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ

18 K122 井上　彰央吾(3) 大府高 18 H376 竹内　嘉希(2) 名経大高蔵高

ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

19 L657 古川　明(2) 岡崎城西高 19 F59 野村　純平(3) 津島高

ﾋﾉ ﾚﾝ ﾐﾜ ｼｭﾝﾀ

20 F205 日野　蓮(3) 佐屋高 20 J83 三輪　俊太(1) 愛知高

ｲﾏｲ ﾕｳﾏ ﾊﾀｿﾞｴ ｼｮｳﾀ

21 K38 今井　悠真(3) 半田高 21 777 畑添　翔太(2) 東海学園大

ｲﾁﾊﾗ ﾘｷﾔ ｳｴﾉ ﾏｻｷ

22 H397 市原　利希也(1) 名経大高蔵高 22 B436 上野　正貴 名古屋市消防

ﾔﾏﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ

23 754 山守　瑠星(2) 名城大 23 H366 冨田　勇気(3) 名経大高蔵高

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ﾎﾘｴ ｱｷ

24 H371 川口　浩甫(2) 名経大高蔵高 24 H29 堀江　暁(1) 中京大中京高

ｽﾀﾆ ｹｲﾀ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ

25 J115 酢谷　慶太(3) 東邦高 25 J113 松本　康汰(1) 愛知高
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　23組

7組 8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

ｶﾄｳ ﾏｷ ｶﾐﾑﾗ ｵｳﾌﾞ

1 J276 加藤　真木(3) 旭丘高 1 J86 上村　旺武(1) 愛知高

ｲﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ ﾐｼﾏ ｱﾂｼ

2 F545 井寺　勇介(3) 愛知黎明高 2 B9011 三嶋　淳司 愛知陸協

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ

3 F552 松元　響(1) 愛知黎明高 3 J193 小林　髙暢(2) 愛工大名電高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ ﾀﾝｻﾞﾜ ﾋﾛﾔ

4 J103 近藤　亨(1) 愛知高 4 H239 丹澤　佑哉(3) 瑞陵高

ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ

5 H212 水野　将志(3) 名古屋大谷高 5 H567 松田　貫汰(3) 中部大第一高

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｵ ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ

6 L666 吉田　拓央(3) 岡崎高 6 H485 小池　柚希(2) 惟信高

ｲﾄｳ ﾅｵﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｷ

7 J376 伊藤　直哉(3) 春日井高 7 J454 　前田　泰希　(3) 名古屋高

ﾀｹｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ ｸﾛｻｷ ﾀｸﾏ

8 J89 竹内　啓一郎(1) 愛知高 8 K208 黒崎　拓馬(1) 阿久比高

ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ ｲﾜﾂｷ ﾘｮｳﾀ

9 P337 中野　倫希(2) 愛知陸協 9 L655 岩月　瞭太(2) 岡崎城西高

ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ ﾅｶｵｶ ｶﾞｸﾄ

10 H6 吉岡　拓実(3) 中京大中京高 10 L175 中岡　学士(1) 豊田大谷高

ｵｵｻﾜ ｶﾞｸﾄ ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ

11 J229 大澤　学人(2) 愛工大名電高 11 H240 青山　眞也(3) 瑞陵高

ｱﾜ ﾀｸﾔ ｸﾗ ｹｲﾀ

12 H569 阿波　拓也(2) 中部大第一高 12 F356 蔵　啓太(1) 一宮高

ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｷ ｸﾜﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

13 H374 星野　大輝(2) 名経大高蔵高 13 J61 桒山　鉄平(2) 明和高

ｺﾂﾞｶ ﾕｳﾄ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｲｷ

14 F286 小塚　優人(3) 一宮南高 14 J84 古荘　太希(1) 愛知高

ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂｷ ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾄ

15 J107 横山　竜起(1) 愛知高 15 L653 岡本　賢人(2) 岡崎城西高

ﾋﾗﾏﾂ ﾐｷﾋﾛ ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ

16 223 平松　幹広(2) 愛知教育大 16 L397 冨田　凌佑(2) 知立東高

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾄ ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞﾝ

17 H393 山田 崚人 (2) 名経大高蔵高 17 L662 北川　迅(2) 岡崎城西高

ﾅｶﾀ ｲｯｷ ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ

18 384 中田　一旗(4) 愛知学院大 18 B4 後藤　健二 名古屋市役所

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ ｶﾑｷ ｻﾄﾙ

19 H486 山口　竜斗(2) 惟信高 19 J81 嘉無木　悟(1) 愛知高

ﾄﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

20 J85 外山　雅大(1) 愛知高 20 H478 梅田　拳吾(2) 惟信高

ｵｵﾉ ﾕｳﾏ ｷﾞｮｳﾄｸ ﾂﾊﾞｻ

21 H137 大野　佑真(3) 名古屋南高 21 H596 行徳　翼(3) 愛産大工高

ﾐｳﾗ ﾀｹﾄ ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ

22 H250 三浦　威人(2) 瑞陵高 22 H575 加藤　大成(1) 中部大第一高

ﾉﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾁｬｷ ｺｳｽｹ

23 F557 野田　将吾(1) 愛知黎明高 23 H37 茶木　康輔(1) 中京大中京高

ｼﾓｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞ

24 714 下沢　岬太郎(3) 日本福祉大 24 J19 児玉　一(3) 北高

ｳﾗﾉ ｹﾝｼﾞ ｵｾﾞｷ ﾃﾙﾏｻ

25 K115 浦野　健次(3) 大府高 25 H577 尾関　耀匡(1) 中部大第一高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　23組

9組 10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

ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻｷ

1 B434 佐伯　崇洋 名古屋市消防 1 J172 川端　真生(2) 名古屋西高

ﾊﾅｷ ﾕｳｽｹ ﾅｶｼﾏ ｼﾝﾔ

2 H262 花木　佑輔(3) 瑞陵高 2 F128 中島　慎哉(2) 起工高

ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ ｵｵﾀ ｱﾘｶｽﾞ

3 F544 永柳　慶大(2) 愛知黎明高 3 C116 太田　有一 館倶楽部

ｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾉﾘ

4 J218 岩田　泰典(3) 愛工大名電高 4 C198 宮地　弘典 チームカケル

ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ

5 F440 村田　康太朗(2) 小牧南高 5 B278 鈴木　克彦 庄内RT

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ ｶﾜｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ

6 J333 山田　紘暉(2) 千種高 6 K172 川上　哲平(2) 横須賀高

ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾋｺ ｻﾉ ﾄﾓﾊﾙ

7 L745 稲垣　慶彦(3) 刈谷北高 7 700 佐野　智春(3) 南山大

ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝﾀ

8 F159 金子　奨(3) 江南高 8 J579 平松　健大(3) 山田高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ｶｽﾞｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

9 L672 小林　誠(3) 岡崎高 9 B288 和島　慎太郎 庄内RT

ｱﾘﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ

10 J259 有本　仁哉(2) 春日井南高 10 L177 三浦　由翔(1) 豊田大谷高

ｷｼ ﾏｻﾄ ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ

11 F154 岸　正都(3) 江南高 11 H174 福田　雄介(2) 豊明高

ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ ｻｺ ﾅｵﾄ

12 115 前畑　涼雅(3) 大同大大同高 12 J389 迫　尚登(2) 高蔵寺高

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｷ ﾄｻﾞﾜ ﾊﾙｷ

13 F343 岡崎　洋樹(2) 一宮高 13 K158 戸澤　春来(3) 横須賀高

ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙ ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ

14 P497 寺島　青(3) 冨士中 14 H581 熊谷　知樹(2) 中部大第一高

ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ

15 J141 秋本　健貴(3) 名東高 15 P641 松本　直樹(2) なごや陸上ク

ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ ﾌﾙﾀ ｹﾝｺﾞ

16 H429 福永　達也(3) 昭和高 16 B148 古田　健吾 YAMATE

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ ﾐﾂｲ ﾚｵ

17 H580 安藤　諒(1) 中部大第一高 17 J353 三井　　玲央(3) 旭野高

ｱﾗｼ ｹﾝﾀ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳｺﾞ

18 J291 嵐　健太(2) 旭丘高 18 L589 榊原　彰悟(3) 岡崎城西高

ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾁ ｲｼｶﾜ ｺｳｷ

19 J347 高橋　大智(2) 千種高 19 F354 石川　航希(1) 一宮高

ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ

20 F5 伊藤　史弥(3) 津島北高 20 L649 清水　大生(3) 岡崎城西高

ﾖｼﾊﾗ ｻﾄｼ ﾏｷ ｶｼｮｳ

21 J279 吉原　慧(2) 旭丘高 21 L176 牧　一翔(1) 豊田大谷高

ﾐﾔｻｺ ｹｲﾄ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ

22 F556 宮迫　継人(2) 愛知黎明高 22 J63 榊原　匠海(2) 明和高

ﾔﾉ ﾃﾙｼ ｼﾗｲ ｶｲﾄ

23 L407 矢野　瑛士(3) 三好高 23 J283 白井　開斗(3) 旭丘高

ﾎｿｷ ｼﾞﾝｼﾞｮｳ ﾊｼﾓﾄ ｱﾗｼ

24 F68 細木　仁盛(3) 津島高 24 L182 橋本　嵐(2) 豊田大谷高

ﾀｶﾊｼ ﾅﾌﾐ ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾔ

25 K37 髙橋 直史(3) 半田高 25 710 上田　拓哉(2) 南山大
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ｶﾉｳ ﾀﾞｲﾁ ｱｵｷ ﾕｳｽｹ

1 J64 加納　大地(3) 名古屋商高 1 L136 青木　優介(3) 知立東高

ｽｷﾞ ｺｳｷ ｽｽﾞﾑﾗ ﾃｯｼﾝ

2 H576 杉　虹輝(1) 中部大第一高 2 H433 鈴村　哲進(3) 昭和高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ ｶｼﾞﾀ ﾁｮｳﾀﾛｳ

3 J59 谷口　絢太郎(3) 明和高 3 J1 梶田　寵太郎(3) 春日井工高

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ ｱｻﾉ ｹｲｽｹ

4 J173 小島　主慈(2) 名古屋西高 4 J502 浅野　圭亮(2) 菊里高

ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾄ

5 H555 水野　涼介(3) 桜台高 5 K101 松下　明斗(3) 半田東高

ﾃﾞﾄ ﾄﾓﾋﾛ ｲﾄｳ ｼｭｳﾄ

6 L685 出戸　智大(2) 岡崎高 6 F442 伊藤　柊人(2) 小牧南高

ﾊｼｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ ｸﾛｶﾜ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

7 F56 橋崎　耀平(3) 津島高 7 F434 黒川　俊二朗(3) 小牧南高

ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｺﾞ ｲﾜﾀ ｹｲｼﾞ

8 H287 平柳　諒悟(3) 松蔭高 8 N4 岩田　啓志(3) 宮田中

ｷﾀｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ ｶﾄｳ ｼｮｳ

9 J292 北河原　俊(2) 旭丘高 9 J297 加藤　祥(3) 春日井東高

ﾜｷﾀ ﾖｳｽｹ ﾎﾘｲ ﾔｽﾋﾛ

10 L676 脇田　耀介(2) 岡崎高 10 B150 堀井　康裕 YAMATE

ﾓﾘ ﾀｸﾏ ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾄ

11 F316 森　拓真(2) 一宮興道高 11 H465 鈴木　寧仁(2) 向陽高

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ

12 F317 宮島　章吾(2) 一宮興道高 12 H539 髙橋　和真(3) 熱田高

ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ

13 H582 滝川　裕大(2) 中部大第一高 13 F433 齋藤　透(3) 小牧南高

ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｽｹ ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ

14 P193 安藤　匡佑(3) 千種台中 14 H542 津田　和季(2) 熱田高

ﾐｽﾞﾉ ｾｲﾔ ｵｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

15 F78 水野　聖也(2) 津島高 15 J228 岡野　秀彬(2) 愛工大名電高

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾔ ﾅｶﾞｴ ﾀﾂﾔ

16 F61 松永　高哉(3) 津島高 16 J10 長江　竜弥(3) 春日井工高

ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｼﾝｶｲ ﾕｳﾀ

17 F389 後藤　瑞樹(2) 西春高 17 L650 新海　悠太(3) 岡崎城西高

ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｶﾄｳ ｹﾝ

18 F339 後藤　良輔(1) 一宮高 18 F444 嘉藤　拳(2) 小牧南高

ｸﾙﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾌﾐ

19 F29 車本　遊真(2) 一宮北高 19 B266 大森　章史 庄内RT

ﾋﾛｾ ﾀﾞｲﾁ ﾖﾈﾀﾆ ﾊﾙｷ

20 H345 廣瀬　大地(2) 緑高 20 H45 米谷　悠希(1) 中京大中京高

ｲﾄｳ ｿﾗ ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ

21 J237 伊東　大空(3) 愛知商高 21 J3 福田　拓未(2) 春日井工高

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｱﾘｶﾞ ｼｮｳﾍｲ

22 F227 中村　俊介(2) 五条高 22 F365 有賀　翔平(2) 西春高

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ ｵｶﾑﾗ ﾐｷﾔ

23 J220 丸山　直季(3) 愛工大名電高 23 K106 岡村　幹也(3) 半田東高

ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

24 F448 河合　健太郎(3) 稲沢東高 24 F585 渡辺　凌太(3) 誠信高

ﾅﾙｾ ﾕｳﾋ ｲﾄｳ ﾂﾂﾞﾐ

25 F597 成瀬　友飛(2) 誠信高 25 N195 伊藤　鼓(2) 宮田中
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ｺｳﾑﾗ ﾀﾂﾏ ｻｶｲ ｹﾝﾄ

1 J580 幸村　龍磨(2) 山田高 1 F44 坂井　研斗(2) 一宮北高

ｲﾁﾊｼ ｴｲﾄ ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ

2 F200 市橋　瑛斗(2) 一宮西高 2 F561 西林　知希(3) 古知野高

ﾏｾ ｲｵﾝ ﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ

3 P180 間瀬　維温(2) 神丘中 3 L141 野田　耕史(2) 知立東高

ｵｲｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

4 F420 及川　創一朗(3) 美和高 4 F345 森　俊介(2) 一宮高

ﾌﾀﾐ ﾏｻﾋﾛ ﾀﾏｵｷ ﾅｵﾔ

5 H149 二見　昌宏(2) 天白高 5 F359 玉置　尚也(1) 一宮高

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ ｻｶﾞｻｷ ｼｮｳﾀ

6 V256 林　遼真(3) 平坂中 6 J360 嵯峨崎　　正汰(2) 旭野高

ﾐﾔｼﾞ ｱｷﾗ ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

7 F63 宮地　輝(3) 津島高 7 J129 吉田　和希(3) 市工芸高

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｱｵﾔﾏ ｹｲｾｲ

8 L423 坂本　大毅(2) 三好高 8 F353 青山　慶星(1) 一宮高

ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵｷ ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ

9 H449 平松　直樹(3) 市工業高 9 F402 岩本　凌(2) 西春高

ﾔｽｲ ﾀｶﾉﾘ ｳｴﾀﾞ ｶﾞｲ

10 F120 安井　貴紀(3) 起工高 10 H178 上田　凱(2) 豊明高

ﾎｯﾀ ｶｽﾞｼ ﾏﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ

11 J18 堀田　和嗣(3) 北高 11 F255 馬渡　祐太(3) 新川高

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ ﾄﾘﾔﾏ ｶﾝﾀ

12 V68 井上　涼(2) 矢作北中 12 V23 鳥山　幹太(3) 刈谷朝日中

ｵｶﾀﾞ ｹｲｽｹ ｳﾒﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

13 V55 岡田　佳祐(3) 矢作北中 13 J479 梅田　慎之助(1) 名古屋高

ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ

14 H313 市川　勇佑 東郷高 14 N180 林　健太(3) 古知野中

ﾏｾｷﾞ ｳﾀ ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ

15 L415 柵木　嬉大(2) 三好高 15 V214 石橋　遥翔(3) 城北中

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

16 H557 山田　晃大(3) 桜台高 16 B283 米田　政史 庄内RT

ｲﾜﾂﾞ ﾊｼﾞﾒ ﾐﾜ ﾀﾞｲｽｹ

17 V3462 岩津　元(3) 鶴城中 17 N193 三輪　大祐(3) 古知野中

ﾅｶﾉ ﾏｻｷ ｲﾅﾂｸﾞ ﾚｵﾝ

18 F65 中野　将希(3) 津島高 18 F302 稲継　怜音(2) 一宮南高

ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

19 F79 飯田　和也(2) 津島高 19 F23 植村　和真(2) 津島北高

ｲｿﾀﾞ ｶｲﾄ ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

20 K88 磯田　海斗(2) 大府東高 20 V3461 石田　雄大(3) 鶴城中

ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ ｵｾﾞｷ ﾀﾂﾐ

21 N176 本多　桜空(3) 古知野中 21 H584 尾関　竜望(1) 中部大第一高

ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ

22 V3460 吉村　竜裕(3) 鶴城中 22 H574 高橋　龍平(1) 中部大第一高

ｵｵﾋﾞﾂ ﾁｱｷ ｻﾄ ｷｮｳﾀ

23 K118 大櫃　千明(2) 大府高 23 H597 里　強太(2) 愛産大工高

ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｸﾏ

24 L424 前田　拓海(2) 三好高 24 F259 小田切　拓真(2) 新川高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳｱ ｶﾅﾔ ﾀｶﾅﾘ

25 F362 渡辺　斗亜(1) 一宮高 25 H598 金谷　崇就(2) 愛産大工高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　23組

15組 16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

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ ｶﾒｶﾞｷ ｼｭｳｼﾞ

1 J285 水野　裕貴(3) 旭丘高 1 L142 亀垣　柊二(2) 知立東高

ﾌｸﾔﾏ ﾖｳｽｹ ﾆｼｲ ｼｮｳﾍｲ

2 K42 福山　陽介(2) 半田高 2 L679 西飯　昌平(2) 岡崎高

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ ﾑﾅｶﾀ ﾘｮｳｽｹ

3 H453 川口　貴史(2) 市工業高 3 H66 宗像　亮須介(3) 星城高

ﾊﾞﾝ ﾀｸﾏ ﾀｶｼﾏ ﾄｼﾔ

4 K58 坂　　卓磨(2) 半田高 4 J263 高島　俊哉(2) 春日井南高

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ

5 K41 竹内　寛斗(2) 半田高 5 H607 植田　裕也(2) 愛産大工高

ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲｼ ﾌｶﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 F192 水谷　佳嗣(2) 一宮西高 6 L184 深谷　純平(2) 豊田大谷高

ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾉ ｹｲ

7 P541 加藤 広人(2) 神の倉中 7 H58 中野　圭(2) 星城高

ｳｴｷ ﾘｮｳﾏ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ

8 H165 植木　涼馬(2) 中村高 8 J41 後藤　瑞輝(3) 瀬戸西高

ｽｽﾞｷ ﾖｳｼﾞ ﾊﾔｼ ｶｲ

9 F189 鈴木　遥士(3) 一宮西高 9 H265 林　可偉(2) 瑞陵高

ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ ｻﾉ ﾘｮｳ

10 J366 片岡　　佑太(2) 旭野高 10 K54 佐野　　崚(2) 半田高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ ｲｴﾀﾞ ｲﾂｷ

11 V132 近藤　隼人(3) 朝日丘中 11 H353 家田　樹(3) 富田高

ﾐﾅﾐｼﾏ ｼﾝﾔ ｵﾓﾔ ﾏｻｷ

12 F592 南島　慎哉(3) 誠信高 12 B289 面屋　昌樹 庄内RT

ﾀｹｶﾜ ｶﾞｲﾄ ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾔ

13 J174 竹川　凱登(2) 名古屋西高 13 H600 宮西　雄也(2) 愛産大工高

ﾄﾗﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾌｶﾔ ﾘｮｳﾀ

14 K57 虎谷　惇平(2) 半田高 14 H442 深谷　涼太(1) 豊明高

ｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ ｸｼﾀﾞ ﾀｸﾏ

15 F543 木口　稜斗(2) 愛知黎明高 15 J305 櫛田　拓摩(2) 春日井東高

ﾀｶｷﾞ ﾀｸﾛｳ ｻｶ ﾘｮｳｶﾞ

16 F2 髙木　拓郎(3) 津島北高 16 S111 坂　　遼河(2) 春日井中部中

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ

17 F386 神原　直也(3) 西春高 17 N30 渡辺　直人(2) 宮田中

ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ ｱﾗﾀｹ ｺｳｽｹ

18 K60 小川　智徳(2) 半田高 18 H440 荒武　鴻介(1) 豊明高

ｵｵﾆｼ ﾀｶﾌﾐ ｺｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ

19 K198 大西　隆文(3) 常滑高 19 H72 小澤　友護(3) 名城大附属高

ｲﾅﾔﾏ ﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

20 P170 稲山　太郎(2) 神丘中 20 H53 山田　良介(3) 鳴海高

ｱｻﾉ ｹｲﾀﾞｲ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

21 H254 浅野　惠大(2) 瑞陵高 21 B263 田中　博之 庄内RT

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ｳﾒﾔﾏ ﾀｶﾕｷ

22 F391 平林　大典(3) 西春高 22 J284 梅山　雄志(3) 旭丘高

ｲﾏﾑﾗ ｻﾝｼﾛｳ ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ

23 J250 今村　三四郎(2) 春日井南高 23 L178 松浦　巧馬(1) 豊田大谷高

ﾜﾀﾞ ﾖｼｷ ｲｼﾊﾏ ﾀｸﾐ

24 H455 和田　啓暉(2) 市工業高 24 H95 石濱　拓海(2) 名城大附属高

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ｲｼﾀﾞ ﾅｵｷ

25 F80 山田　晃生(2) 津島高 25 F311 石田　尚己(3) 一宮興道高
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ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼ ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾄ

1 L144 澁谷　勇治(2) 知立東高 1 N15 大西　ヒロト(2) 宮田中

ﾌｶﾀ ﾏｻｷ ｵﾌﾞﾁ ﾋｭｳｺﾞ

2 H279 深田　将生(2) 松蔭高 2 N18 小渕　彪吾(2) 宮田中

ﾊｯﾄﾘ ｼｭｳﾄ ｵﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ

3 H158 服部　嵩土(2) 天白高 3 F430 恩田　大幹(3) 小牧南高

ﾌﾙｶﾜ ﾐﾘｭｳ ｱﾘﾀ ﾘｸﾄ

4 H560 古川　未硫宇(2) 桜台高 4 V3459 有田　陸人(3) 鶴城中

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂ ﾃﾗｼﾏ ﾐｷﾋﾛ

5 P167 早川　里月(3) 神丘中 5 F198 寺島　幹大(2) 一宮西高

ｷｼ ｱﾗﾝ ﾏﾂｵｶ ｷｮｳ

6 F268 岸　亜蘭(2) 丹羽高 6 J137 松岡　京(2) 名東高

ﾊﾗ ｱﾂﾔ ｵｻﾞｷ ﾓﾄﾊﾙ

7 F181 原　敦也(2) 江南高 7 F175 尾﨑　元晴(3) 江南高

ﾐﾔﾊﾗ ｺｳﾔ ｵﾀﾞ ﾘｭｳｲ

8 P482 宮原　空哉(3) 冨士中 8 F547 小田　龍意(1) 愛知黎明高

ﾐﾁｼﾀ ｵｳﾀﾛｳ ﾊﾗ ﾀｸﾏ

9 H544 道下　桜太朗(2) 熱田高 9 J413 原　拓麻(3) 愛知工高

ﾓﾘｽｴ ﾘｮｳﾀ ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ

10 W181 森末　稜大(3) 豊橋東陵中 10 J134 加藤　晴土(2) 市工芸高

ｳｴｵｶ ｼﾓﾝ ﾐｽﾞｶﾐ ﾚｲﾔ

11 J394 上岡　志聞(2) 高蔵寺高 11 V218 水上　怜哉(3) 城北中

ｳｴﾔﾏ ｶｲﾄ ﾕﾊﾗ ﾖｼｷ

12 L418 上山　海斗(2) 三好高 12 J146 柚原　義輝(2) 名東高

ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾔ ﾀﾅｾ ﾅｵﾋﾛ

13 V221 片山　宗哉(2) 城北中 13 J39 棚瀬　直浩(2) 瀬戸西高

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ

14 F66 安田　悠馬(3) 津島高 14 P514 瀧沢　奏太(2) 冨士中

ﾐﾅﾐｲ ｱｷﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ

15 F235 南井　章宏(3) 尾北高 15 J372 吉田　　朋生(2) 旭野高

ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ ｲｼﾏｷ ﾖｼﾔ

16 F303 臼田　悠人(3) 一宮興道高 16 H168 石牧　良哉(2) 中村高

ｴﾁﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ

17 J604 越田　祐生(2) 至学館高 17 J507 松本　武大(2) 菊里高

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ

18 F291 鈴木　颯十(3) 一宮南高 18 H281 大澤　仁(3) 松蔭高

ﾔﾏｻｷ ﾀｹｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ

19 B9003 山崎　剛 愛知陸協 19 J236 長谷川　智(2) 愛工大名電高

ﾎﾏﾝ ﾕｳﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

20 H162 穂満　悠大(3) 中村高 20 J286 渡辺　紘平(3) 旭丘高

ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ

21 F105 石川　貴仁(3) 一宮商高 21 J480 近藤  敬大(2) 瀬戸北総合高

ﾎｯﾀ ｱﾂｷ ｱｻｲ ﾄﾓｷ

22 F25 堀田　純希(2) 津島北高 22 J362 浅井　　智貴(3) 旭野高

ｱｻｲ ﾏｻｷ ﾖｼﾊﾗ ﾏｺﾄ

23 F463 浅井　柾樹(3) 滝高 23 P173 吉原　　諒(2) 神丘中

ｴﾐ ｹﾝﾀﾛｳ ｱﾗｷ ｼﾝﾄ

24 V13 恵美　堅太朗(3) 刈谷朝日中 24 P371 荒木　信斗(3) 天神山中

ｵﾉ ｷｭｳﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾋﾃﾞ

25 H548 小野　玖太郎(2) 熱田高 25 H86 池田　充秀(3) 名城大附属高
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ｻﾄｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ  ｼﾊﾞﾔﾏ ﾘﾂｱｷ

1 B302 里澤　聡洋 庄内RT 1 J515 柴山　律明(3) 瀬戸高

ｱｻﾀﾞ ｲｻﾞﾔ ｱﾏﾉ ｷｮｳ

2 J315 浅田　勇矢(2) 栄徳高 2 J320 天野　響(2) 栄徳高

ﾄﾞｲ ﾕｳﾄ ﾖｺｲ ｾｲｼﾞ

3 H69 土井　勇人(2) 星城高 3 V15 横井　誠二(3) 刈谷朝日中

ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｾｲ ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

4 V378 中川　心聖(3) 六ツ美北中 4 N161 田中　佑弥(2) 古知野中

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾝﾍﾟｲ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭｲ

5 K110 榊原　慎平(3) 半田東高 5 V4022 榊原　朱偉(2) 鶴城中

ｸｻﾀﾞ ﾘｮｳ ｼｵﾀﾆ ﾕｳｷ

6 J116 草田　遼(3) 東邦高 6 J485 塩谷  祐輝(2) 瀬戸北総合高

ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳﾏ ｷﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ

7 H603 常松　侑真(2) 愛産大工高 7 J440 木保　太佑(1) 名古屋高

ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｺｳﾖｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

8 J466 長芝　厚洋(2) 名古屋高 8 J494 坂口　遼太(2) 菊里高

ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ

9 F436 鈴木　潤ノ介(3) 小牧南高 9 F546 髙木　大誠(1) 愛知黎明高

ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾀ ｵﾉ ｶｲﾄ

10 K52 都築　佑太(2) 半田高 10 J239 小野　海斗(2) 愛知商高

ﾓｳﾘ ﾄﾓｷ ﾐｶﾐ ｶﾞｸﾄ

11 P493 毛利　　智紀(3) 冨士中 11 V52 三上　楽斗(3) 矢作北中

ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ ｺｼﾞﾏ ｷｲﾁ

12 B181 安達　真 にっとTFC 12 P369 小島　輝市(3) 天神山中

ﾔﾏﾈ ﾘｭｳﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ

13 P609 山根　琉翔(2) 守山中 13 F206 渡辺　大輝(3) 佐屋高

ﾀﾆｶﾜ ﾘｮｳ ﾔﾏｼﾀ ｶｲｾｲ

14 K108 谷川　諒(3) 半田東高 14 P530 山下　開世(3) 神の倉中

ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾄ ﾌｶｵ ﾊﾔﾄ

15 S214 小川　卓士(3) 豊明中 15 P510 深尾　隼人(2) 冨士中

ﾖｼﾔﾏ ﾌﾐｼﾛ ﾐﾔｼﾀ ﾄｼｷ

16 P185 吉山　史城(3) 神丘中 16 J568 宮下　隼輝(3) 東海高

ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｱｷ ｽｷﾞﾉ ﾀｸﾐ

17 F280 稲葉　弘明(2) 丹羽高 17 V56 杉野　拓海(3) 矢作北中

ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾔ ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

18 H140 深田　拓也(3) 南陽高 18 P104 牛田　匠海(3) 名塚中

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳｷ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

19 K141 榊原　光貴(2) 東海商高 19 S52 永野　響(2) TSM

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾛｳ ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

20 P495 清水　蒼太郎(3) 冨士中 20 F213 梅田　龍一(2) 佐織工高

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｼﾞ

21 B177 山本　裕也 にっとTFC 21 F125 近藤　哲司(2) 起工高

ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

22 F361 白川　大樹(1) 一宮高 22 H405 吉田　昌広(3) 名南工高

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾑﾈ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ

23 H244 山本　侃宗(2) 瑞陵高 23 F548 渡邉　大誠(1) 愛知黎明高

ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾔ ｶﾄｳ ﾋﾛﾔｽ

24 J492 柴田　航矢(2) 菊里高 24 F207 加藤　寛康(2) 佐屋高

ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ

25 H534 小沢　直輝(3) 熱田高 25 F76 杉山　裕基(2) 津島高
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ｵｶﾑﾗ ｹｲﾄ ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 

1 J581 岡村 啓永(2) 山田高 1 F81 佐藤　善隆(2) 津島高

ﾖｼﾉ ｱｷﾐﾁ ｸｻｵ ﾄﾓｶｽﾞ

2 P502 吉野　明道(2) 冨士中 2 P536 草尾 友一(2) 神の倉中

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ ｸﾉ ﾘｮｳﾍｲ

3 N163 清水　瞬哉(2) 古知野中 3 P177 久野　稜平(2) 神丘中

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ ﾁｸｻ ﾘｭｳﾄ

4 K109 野口　?生(3) 半田東高 4 S219 千種　竜斗(3) 豊明中

ﾃﾂﾞｶ ﾉﾌﾞｱｷ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ

5 F177 手塚　伸明(2) 江南高 5 P388 林　泰輝(2) 天神山中

ﾅﾘｸﾘ ﾄﾓﾔ ｳﾗﾀ ﾖｳｾｲ

6 J363 成栗　　知哉(3) 旭野高 6 P384 浦田　燿成(3) 天神山中

ｱﾀﾞﾁ ｿﾗ ｱﾗｷ ｶｽﾞﾏ

7 V213 足立　素累(3) 城北中 7 V147 荒木　一馬(2) 朝日丘中

ｱﾏﾉ ﾕｳｺﾞ ｻﾉ ｼﾝｼﾞ

8 L185 天野　裕悟(2) 豊田大谷高 8 P542 佐野 慎司(2) 神の倉中

ｵｵｽｶ ﾖｳ ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ

9 V65 大須賀　耀(2) 矢作北中 9 S220 川﨑　寛太(2) 豊明中

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂｶｻ ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾔ

10 K27 藤本　司(2) 内海高 10 S62 山崎　直哉(1) 愛知陸協

ｶﾄｳ ﾀｸﾏ ﾖｺｲ ﾀｲﾁ

11 J36 加藤　啄馬(2) 瀬戸西高 11 J399 横井　太一(1) 高蔵寺高

ﾂﾁﾔ ﾕｷﾋﾛ ﾌﾙｶﾜ ﾎﾀﾞｶ

12 J458 土屋　喜寛(2) 名古屋高 12 K211 古川　穂高(1) 阿久比高

ﾎﾘｺｼ ﾖｳｽｹ ﾏﾙｲ ｺｳｷ

13 J569 堀越　遥介(2) 東海高 13 N156 丸井　康暉(3) 古知野中

ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

14 S58 平井　雄大(3) TSM 14 N19 加藤　祐一朗(2) 宮田中

ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾔ ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ

15 N9 服部　遂哉(3) 宮田中 15 P535 古川 蒼(2) 神の倉中

ﾖﾈﾀﾆ ﾕｳｷ ﾌｼﾐ ｶｽﾞﾏ

16 V395 米谷　友希(2) 六ツ美北中 16 V129 伏見　一真(3) 朝日丘中

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾛﾔ

17 S70 田中　奨真(3) 春日井中部中 17 P375 矢田部　宏哉(3) 天神山中

ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾆｼﾜｷ ﾕｳｽｹ

18 J477 前田　蓮太朗(1) 名古屋高 18 P174 西脇　祐介(2) 神丘中

ｾｷﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ ﾆﾜ ｼｭｳｼﾞ

19 F439 関戸　健裕(2) 小牧南高 19 J349 丹羽　脩二(3) 旭野高

ﾐｼﾏ ﾀｶｼ ﾆｼｵ ﾄﾓｷ

20 A3 三嶋　隆史 起ドリームAC 20 P387 西尾　友希(2) 天神山中

ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ ﾓﾘﾁｶ ﾖｳﾏ

21 N122 伊藤　大和(2) 大口中 21 V153 森近　遥茉(2) 朝日丘中

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ ｵｵｶﾜ ﾀｲｷ

22 P175 清水　大空翔(2) 神丘中 22 S109 大川　泰輝(2) 春日井中部中

ｼﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ ｽﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

23 F587 篠田　晴輝(3) 誠信高 23 P537 須山 瑞月(2) 神の倉中

ｶﾈｺ ﾖｳﾉｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

24 N88 金子　陽之助(2) 弥富中 24 F233 山本　大貴(2) 五条高

ｸﾏｻｶ ﾕｳﾄ

25 F534 熊坂　勇人(2) 愛知啓成高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　23組

23組 タイムレース上位8位
ORD 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

ｲﾜﾀ ｼｮｳ

1 P382 岩田　翔(3) 天神山中 1

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 345 　吉田　裕也(3) 至学館大 2

ｲｼｺ ｼﾝﾉｽｹ

3 327 石子　紳之介(3) 至学館大 3

ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

4 P503 伊藤　悠大(2) 冨士中 4

ﾆﾜ ｱｷﾄ

5 P383 丹羽　亮人(3) 天神山中 5

ﾐﾂﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ

6 S224 光村　凌我(2) 豊明中 6

ﾊｯﾄﾘ ｿｳｼ

7 S55 服部　総志(1) TSM 7

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

8 S112 鈴木　龍也(2) 春日井中部中 8

ﾖﾈﾂﾞ ｾｲﾔ

9 V154 米津　誠弥(2) 朝日丘中

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ

10 V155 田中　龍輝(2) 朝日丘中

ﾅｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ

11 P204 中島　伸欣(2) 千種台中

ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀ

12 P171 福原　優太(2) 神丘中

ﾃﾗｻﾜ ﾋｶﾙ

13 F110 寺澤　光(2) 一宮商高

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ

14 F601 鈴木　駿(2) 誠信高

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ

15 N89 山田　蒼太(2) 弥富中

ｶﾄｳ ｺｳﾀ

16 123 加藤　皓大(2) 大同大大同高

ｲｳﾗ ﾚｲｼﾞ

17 P205 井浦　怜士(2) 千種台中

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

18 328 伊藤　優汰(3) 至学館大

ｻｶｲ ﾊﾔﾄ

19 P319 酒井　隼斗(2) 豊国中

ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾔ

20 J550 山内　直也(1) 名東高

ﾏﾙｵ ｼｮｳｺﾞ

21 778 円尾　翔吾(2) 東海学園大

ﾑﾛｵｶ ﾕｷﾋﾛ

22 J549 室岡　幸衛(1) 名東高

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹﾙ

23 V64 小笠原　健(2) 矢作北中

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

24 F558 松本　開渡(1) 愛知黎明高



男子5000m
ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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 ﾕｳﾏ ｼﾓｼﾞ ｹﾝｽｹ

1 H564 森木　優摩(3) 中部大第一高 1 220 下地　健介(2) 愛知教育大

ｻｶｸﾞﾁ ｹﾞﾝﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾄ

2 X9990 坂口　源也 三菱名古屋 2 J191 松本　貴斗(2) 愛工大名電高

ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｽｹ

3 H568 貴田　勇斗(3) 中部大第一高 3 J230 西垣　裕介(2) 愛工大名電高

ｽｽﾞﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ

4 J214 鈴村　祐介(2) 愛工大名電高 4 K210 近藤　慎哉(2) 阿久比高

ｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾐﾔﾀ ﾖｳｲﾁ

5 399 伊藤　諒(2) 愛知学院大 5 L470 宮田　陽一(3) 碧南工高

ﾅｶﾞｻｶ ﾀｶﾄ ｶﾐｺｶﾞﾜ ﾘｳｷ

6 C256 長坂　崇斗 トヨタSC 6 H104 上小川　リウキ(2) 享栄高

ﾋｻﾀﾞ ﾏｻﾄ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

7 F390 久田　雅人(3) 西春高 7 A35 伊東　和哉 ぬまちゃんず

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵ ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

8 A97 池田　昌雄 ＡＣ一宮 8 H20 松田　佳之(2) 中京大中京高

ﾏﾁｶﾞｼﾗ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾅｵﾔ

9 H565 町頭　優貴(3) 中部大第一高 9 J376 伊藤　直哉(3) 春日井高

ｻﾄｳ ｼｭﾝ ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ

10 X9992 佐藤　駿 三菱名古屋 10 H6 吉岡　拓実(3) 中京大中京高

ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾔ ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

11 203 舟橋　祐哉(2) 愛知教育大 11 H457 池田　大希(3) 向陽高

ｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｼﾞ

12 C260 岡山　大介 トヨタSC 12 C115 稲葉　賢治 館倶楽部

ｵｷﾀ ﾘｭｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ

13 L599 沖田　龍誠(3) 岡崎城西高 13 B9008 田中　裕一 愛知陸協

ﾉﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾂｼﾞ ﾏｻﾋｺ

14 L626 野村　翼(3) 岡崎城西高 14 H587 辻　将彦(3) 愛産大工高

ﾊｯﾀ ﾔｽﾋﾛ ｱｶｲｼ ｼｮｳｺﾞ

15 C225 八田　康裕 チームカケル 15 L520 明石　翔吾(3) 豊田南高

ｴｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼ ﾅｶﾞﾅﾜ ﾀﾞｲｷ

16 C264 江川　大志 トヨタSC 16 F178 長縄　大輝(2) 江南高

ｵｵﾀ ﾃﾂﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ｶｻﾞｵｷ

17 L608 太田　哲朗(3) 岡崎城西高 17 J196 山田　風興(2) 愛工大名電高

ｲｼｺ ｼﾝﾉｽｹ ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾔﾃ

18 327 石子　紳之介(3) 至学館大 18 758 杉浦　颯(4) 東海学園大

ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾔ ﾊﾀｿﾞｴ ｼｮｳﾀ

19 C323 荻野貴也 TPAC 19 777 畑添　翔太(2) 東海学園大

ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ﾅｶﾊﾏ ｱﾂｼ

20 J204 内田　賢志(2) 愛工大名電高 20 L110 中濱　淳史(2) 刈谷高

ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝﾀ ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳ

21 J603 石黒　堅大(3) 至学館高 21 L94 石川　城(3) 刈谷高

ﾌｶﾔ ｹﾝﾄ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ

22 C418 深谷健斗 TPAC 22 J224 冨田　直希(2) 愛工大名電高

ｼﾏｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ ｳｽｲ ﾋﾛｱｷ

23 A24 島澤　誉寛 ぬまちゃんず 23 C126 臼井　宏明 館倶楽部

ｵｵﾀ ｺｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾁ

24 L590 太田　倖輝(3) 岡崎城西高 24 J347 高橋　大智(2) 千種高

ﾏﾙｵ ｼｮｳｺﾞ ﾏｾ ﾄﾓﾔ

25 778 円尾　翔吾(2) 東海学園大 25 H288 間瀬　智哉(3) 松蔭高

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾏ ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄｼ

26 L620 竹内　奨真(3) 岡崎城西高 26 772 重田　真稔(2) 東海学園大

ｲﾇｲ ﾏｻｶﾂ ﾜﾀﾘ ﾏｻﾋﾄ

27 K196 乾　将勝(2) 東海南高 27 672 渡　雅仁(3) 名古屋工業大

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾊﾁﾔ ﾕｳ

28 328 伊藤　優汰(3) 至学館大 28 690 蜂谷　悠海(4) 南山大

ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ ﾀｷﾓﾄ ｹﾝﾀ

29 H34 清水　豊(3) 中京大中京高 29 K39 瀧本 健太(3) 半田高

ﾊｾﾍﾞ ﾜﾀﾙ ﾀﾅｶ ｺｳｼ

30 L616 長谷部　航(2) 岡崎城西高 30 K48 田中　江志(3) 半田高

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ﾋﾛｾ ﾏｻｷ

31 J62 鈴木　智大(2) 明和高 31 H566 広瀬　匡基(3) 中部大第一高

ｶｹﾉ ｱｷﾗ ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾀﾙ

32 A30 掛布　晃 ぬまちゃんず 32 J446 中川　格(3) 名古屋高

ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾀｶ ｻﾄｳ ﾕｳ

33 B168 千田　尚孝 にっとTFC 33 337 佐藤　佑(3) 至学館大

ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾏ ｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ

34 X9991 山崎　励磨 三菱名古屋 34 H5 浦　智博(3) 中京大中京高



男子5000m
ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ｸﾙﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ

1 F82 吉田　陸人(2) 津島高 1 F29 車本　遊真(2) 一宮北高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ ﾎﾘﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

2 L131 渡辺　輝(3) 知立東高 2 F377 堀部　俊介(3) 西春高

ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ ｱﾘﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ

3 C253 松井　隆宏 トヨタSC 3 J259 有本　仁哉(2) 春日井南高

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ

4 F343 岡崎　洋樹(2) 一宮高 4 J50 山田　将也(2) 明和高

ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

5 F159 金子　奨(3) 江南高 5 J59 谷口　絢太郎(3) 明和高

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｸﾜﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

6 B20 伊藤　翔悟 名古屋市役所 6 J61 桒山　鉄平(2) 明和高

ｽﾀﾆ ｹｲﾀ ｻﾉ ﾘｮｳ

7 J115 酢谷　慶太(3) 東邦高 7 K54 佐野　　崚(2) 半田高

ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾔ

8 K122 井上　彰央吾(3) 大府高 8 F432 早川　拓也(3) 小牧南高

ﾄﾐﾓﾄ ｶﾞｸﾄ ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

9 H38 富本　楽斗(3) 中京大中京高 9 373 澤田　将伍(3) 愛知学院大

ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

10 J462 野中　大地(2) 名古屋高 10 400 鈴木　健太郎(2) 愛知学院大

ﾐｽﾞﾉ ｾｲﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ

11 F78 水野　聖也(2) 津島高 11 F168 村上　博紀(3) 江南高

ﾓﾘﾀ ｸﾆｵ ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

12 J335 森田　邦夫(2) 千種高 12 B280 加藤　高浩 庄内RT

ｻｶﾏｷ ｹｲｲﾁ ｸﾛｻｷ ﾀｸﾏ

13 H155 坂巻　慶一(3) 天白高 13 K208 黒崎　拓馬(1) 阿久比高

ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ ﾖｼﾊﾗ ｻﾄｼ

14 H429 福永　達也(3) 昭和高 14 J279 吉原　慧(2) 旭丘高

ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ ﾎｯﾀ ｼｹﾞﾙ

15 669 高橋　宏介(3) 名古屋工業大 15 374 堀田　茂(3) 愛知学院大

ﾐﾔｼﾞ ｱｷﾗ ｼﾗｲ ｶｲﾄ

16 F63 宮地　輝(3) 津島高 16 J283 白井　開斗(3) 旭丘高

ﾏｽｵｶ ｱｷﾋﾛ ﾀｶｷﾞ ﾀｸﾛｳ

17 H257 増岡　晃大(3) 瑞陵高 17 F2 髙木　拓郎(3) 津島北高

ﾅｶﾀﾆ ﾀｲﾖｳ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ

18 J467 中谷　太洋(2) 名古屋高 18 L521 上田　諒(3) 豊田南高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ ｵｵｴ ﾕｳﾄ

19 B9013 渡辺　啓 愛知陸協 19 K170 大江　優斗(2) 横須賀高

ﾅｶﾉ ﾏｻｷ ｷﾞｮｳﾄｸ ﾂﾊﾞｻ

20 F65 中野　将希(3) 津島高 20 H596 行徳　翼(3) 愛産大工高

ﾊｼｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ ｲｼｶﾜ ｺｳｷ

21 F56 橋崎　耀平(3) 津島高 21 F354 石川　航希(1) 一宮高

ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳｷ ｱﾗｶﾜ ｿｳﾔ

22 J140 岩渕　厚樹(3) 名東高 22 J460 荒川　颯哉(2) 名古屋高

ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ ｵｵｴ ﾀｶｼ

23 B4 後藤　健二 名古屋市役所 23 J56 大江　崇(3) 明和高

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ｾﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ

24 F391 平林　大典(3) 西春高 24 F166 千田　晃一(2) 江南高

ｺｲﾜｲ ｶｽﾞｷ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ

25 K156 古岩井　一輝(3) 横須賀高 25 F386 神原　直也(3) 西春高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ

26 J165 小林　健志(2) 名古屋西高 26 L526 山根　大輝(3) 豊田南高

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ

27 345 　吉田　裕也(3) 至学館大 27 H212 水野　将志(3) 名古屋大谷高

ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

28 F440 村田　康太朗(2) 小牧南高 28 668 鈴木　康太(3) 名古屋工業大

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾔ ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｽｹ

29 F61 松永　高哉(3) 津島高 29 L397 冨田　凌佑(2) 知立東高

ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ ﾌｸﾔﾏ ﾖｳｽｹ

30 115 前畑　涼雅(3) 大同大大同高 30 K42 福山　陽介(2) 半田高

ﾃﾗｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

31 F277 寺澤　有哉(2) 丹羽高 31 J293 宮本　博行(2) 旭丘高

ﾎﾘ ｿｳﾀ ﾅｶﾈ ﾘｮｳｶﾞ

32 H471 堀　颯太(2) 向陽高 32 J144 中根　涼雅(3) 名東高

ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ ｶｾﾞｵｶ ﾀﾂｼ

33 694 廣瀬　史明(4) 南山大 33 K55 風岡　辰志(2) 半田高



男子5000m
ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

5組 6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

ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ ｻｶｲ ｶｲﾄ

1 L515 松崎　由尭(2) 豊田南高 1 H89 坂井　魁斗(3) 名城大附属高

ﾊﾔｼ ｶｲ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ

2 H265 林　可偉(2) 瑞陵高 2 F66 安田　悠馬(3) 津島高

ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾌｸｼﾏ ｼｭｳﾀﾛｳ

3 H555 水野　涼介(3) 桜台高 3 K40 福島 柊汰郎(3) 半田高

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾊﾗ ｸﾗｳﾄﾞ

4 F594 小笠原　大樹(3) 誠信高 4 F464 石原　蔵人(3) 滝高

ｴﾁﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀｹｶﾜ ｶﾞｲﾄ

5 J604 越田　祐生(2) 至学館高 5 J174 竹川　凱登(2) 名古屋西高

ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ ﾎﾘ ﾕｳｷ

6 B510 水野　康太 天白川走友会 6 L101 堀　湧生(2) 刈谷高

ｲﾄｳ ｱｽｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾄ

7 F296 伊藤　明日翔(2) 一宮南高 7 H93 山田　貴斗(2) 名城大附属高

ﾄﾗﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾐﾁｼﾀ ｵｳﾀﾛｳ

8 K57 虎谷　惇平(2) 半田高 8 H544 道下　桜太朗(2) 熱田高

ﾔｽｲ ﾀｶﾉﾘ ｵﾉ ｷｭｳﾀﾛｳ

9 F120 安井　貴紀(3) 起工高 9 H548 小野　玖太郎(2) 熱田高

ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ ｵｵﾓﾘ ｲｯﾃﾂ

10 F402 岩本　凌(2) 西春高 10 H98 大森　一徹(2) 名城大附属高

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ ｾｷﾔ ﾊｸﾄ

11 K41 竹内　寛斗(2) 半田高 11 L108 関谷　羽空人(2) 刈谷高

ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ ｽｷﾞｳﾗ ﾌﾐﾏｻ

12 B278 鈴木　克彦 庄内RT 12 K117 杉浦　史将(2) 大府高

ﾏｷﾀ ﾄﾖﾋﾃﾞ ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ

13 B287 牧田　豊秀 庄内RT 13 B519 斎藤　幸一 天白川走友会

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｸﾏ

14 J173 小島　主慈(2) 名古屋西高 14 F259 小田切　拓真(2) 新川高

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｻﾊｼ ﾖｼﾄ

15 J63 榊原　匠海(2) 明和高 15 L107 佐橋　義人(2) 刈谷高

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ

16 F80 山田　晃生(2) 津島高 16 H534 小沢　直輝(3) 熱田高

ｲｿｶﾞｲ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞｻｷ ﾚﾝﾀﾛｳ

17 L519 磯貝　勇斗(3) 豊田南高 17 L532 長崎　廉太郎(2) 豊田南高

ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾔ ﾊﾔｼ ﾏｻｼ

18 L533 近藤　蒼也(2) 豊田南高 18 J7 林　将司(3) 春日井工高

ｴｻｷ ﾄﾓﾉﾘ ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾔ

19 H259 江崎　友紀(3) 瑞陵高 19 H600 宮西　雄也(2) 愛産大工高

ﾐｳﾗ ﾀｹﾄ ｽｽﾞｷ ﾖｳｼﾞ

20 H250 三浦　威人(2) 瑞陵高 20 F189 鈴木　遥士(3) 一宮西高

ｻﾄ ｷｮｳﾀ ｶﾜｳｴ ﾕｳﾀﾞｲ

21 H597 里　強太(2) 愛産大工高 21 L528 川上　裕大(2) 豊田南高

ﾌﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

22 K98 二村　　知暉(2) 大府東高 22 H296 松山　祐二(2) 松蔭高

ｶﾜﾊﾗ ｲｯｹｲ ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ

23 J54 河原　一慶(2) 明和高 23 J147 大橋　海斗(2) 名東高

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｲﾁ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

24 K119 山﨑　翔一(2) 大府高 24 F119 鈴木　隆之(3) 起工高

ﾐﾅﾐｼﾏ ｼﾝﾔ ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ

25 F592 南島　慎哉(3) 誠信高 25 H240 青山　眞也(3) 瑞陵高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

26 J457 近藤　太祐(3) 名古屋高 26 F79 飯田　和也(2) 津島高

ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾉﾘ ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ

27 C198 宮地　弘典 チームカケル 27 F448 河合　健太郎(3) 稲沢東高

ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋ ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ

28 J22 岩田　晴陽(3) 北高 28 F433 齋藤　透(3) 小牧南高

ｺｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

29 H72 小澤　友護(3) 名城大附属高 29 H53 山田　良介(3) 鳴海高

ﾔﾏｸﾞﾁｶｲｷ ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳｿﾞｳ

30 F86 山口　凱生(2) 杏和高 30 J491 古川　省三(3) 菊里高

ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｶﾅﾔ ﾀｶﾅﾘ

31 K165 上田　智也(3) 横須賀高 31 H598 金谷　崇就(2) 愛産大工高

ﾀﾝｹﾞ ｹｲﾀﾛｳ ｾｵ ﾓﾄﾋﾛ

32 J461 丹下　桂太朗(2) 名古屋高 32 F194 瀬尾　元宏(2) 一宮西高

ｶﾄｳ ｹﾝ ﾏﾂﾐ ｲﾁﾛｳ

33 F444 嘉藤　拳(2) 小牧南高 33 B271 松見　一郎 庄内RT



男子5000m
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ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾅｶﾞｵ ｾｲｼﾛｳ

1 F76 杉山　裕基(2) 津島高 1 F488 長尾　星史朗(1) 滝高

ｷｼ ｱﾗﾝ ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼ

2 F268 岸　亜蘭(2) 丹羽高 2 L144 澁谷　勇治(2) 知立東高

ﾌｶﾀ ﾏｻｷ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ

3 H279 深田　将生(2) 松蔭高 3 H138 大羽　智士(3) 名古屋南高

ｽｷﾞﾔﾏ ｷｲﾁ ｲﾉｳ ﾘｷﾔ

4 J459 杉山　貴一(2) 名古屋高 4 K128 稲生　力也(3) 東海商高

ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ

5 B283 米田　政史 庄内RT 5 J500 伊藤　奨真(2) 菊里高

ﾊﾗ ｱﾂﾔ ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ

6 F181 原　敦也(2) 江南高 6 B181 安達　真 にっとTFC

ｱｵﾔﾏ ｹｲｾｲ ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ

7 F353 青山　慶星(1) 一宮高 7 F344 平松　優佑(2) 一宮高

ﾊｯﾄﾘ ｼｭｳﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾎﾀﾞｶ

8 H158 服部　嵩土(2) 天白高 8 K211 古川　穂高(1) 阿久比高

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ ｼﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ

9 F317 宮島　章吾(2) 一宮興道高 9 F587 篠田　晴輝(3) 誠信高

ｵｵﾀ ﾕｳﾍｲ ﾅﾙｾ ﾕｳﾋ

10 117 大田　優平(3) 大同大大同高 10 F597 成瀬　友飛(2) 誠信高

ｾｷﾔ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾞｻｷ ﾘｮｳ

11 F538 関矢　康平(2) 愛知啓成高 11 J162 長崎　稜(2) 名古屋西高

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｼﾞ

12 F294 山本　達也(3) 一宮南高 12 F125 近藤　哲司(2) 起工高

ﾐｳﾗ ｺｳﾍｲ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ

13 L525 三浦　航平(3) 豊田南高 13 J249 後藤　悠之(2) 春日井南高

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ ﾅｶｼﾏ ｲﾂｷ

14 J285 水野　裕貴(3) 旭丘高 14 F37 中島　樹(3) 一宮北高

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

15 F291 鈴木　颯十(3) 一宮南高 15 F516 阿部　翔太郎(1) 滝高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾄ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾏ

16 K176 渡邉　健人(2) 横須賀高 16 K202 水野　佑馬(3) 常滑高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂｶｻ

17 J286 渡辺　紘平(3) 旭丘高 17 K27 藤本　司(2) 内海高

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳﾄ

18 H289 村上　遥(3) 松蔭高 18 J378 土田　奨斗(3) 春日井高

ﾀｹｻﾞ ｼｭｳ ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ

19 J373 竹澤　柊(3) 春日井高 19 L530 岡本　拓己(2) 豊田南高

ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂｷ ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾕｷ

20 L523 長野　光希(3) 豊田南高 20 B556 山﨑　高幸 名大倶楽部

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞｷ ﾐｼﾏ ﾀｶｼ

21 F315 新谷　一樹(2) 一宮興道高 21 A3 三嶋　隆史 起ドリームAC

ﾎﾏﾝ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾑﾈ

22 H162 穂満　悠大(3) 中村高 22 H244 山本　侃宗(2) 瑞陵高

ﾏｶﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ﾄｸﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ

23 L536 間柄　紘和(2) 豊田南高 23 F524 徳山　丈範(1) 滝高

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

24 J395 山田　敦貴(2) 高蔵寺高 24 F233 山本　大貴(2) 五条高

ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ

25 J12 野中　雄斗(3) 春日井工高 25 F522 竹田　優介(1) 滝高

ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

26 F561 西林　知希(3) 古知野高 26 F600 飯田　隼也(2) 誠信高

ﾃﾗｼﾏ ﾐｷﾋﾛ ﾐﾔｷﾞ ﾉﾘﾋﾛ

27 F198 寺島　幹大(2) 一宮西高 27 F528 宮城　徳博(1) 滝高

ｶﾒｶﾞｷ ｼｭｳｼﾞ ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｾｲ

28 L142 亀垣　柊二(2) 知立東高 28 J387 川上　椋生(2) 春日井高

ｲﾄｳ ｺｳ ﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ

29 B555 伊藤　耕 名大倶楽部 29 F523 津田　悠里(1) 滝高

ｿﾊﾞｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

30 F272 傍嶋　文也(3) 丹羽高 30 F213 梅田　龍一(2) 佐織工高

ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｱｷ ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞｷ

31 F280 稲葉　弘明(2) 丹羽高 31 J384 藤森　一輝(3) 春日井高

ﾔｽﾄﾓ ﾘｭｳｾｲ ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 

32 J258 安友　瑠成(3) 春日井南高 32 F81 佐藤　善隆(2) 津島高

ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ ｺｿﾞﾉ ｲｸﾄ

33 J366 片岡　　佑太(2) 旭野高 33 L535 小薗　郁人(2) 豊田南高
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男子走幅跳

決　勝

1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ m m m m
1 F162 齊藤　千也(2) 江南高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾜｷ ｺｳｷ m m m m
2 F41 大脇　皇輝(2) 一宮北高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾑ m m m m
3 J272 大久保　希(2) 守山高 +/- +/- +/- +/-

ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ m m m m
4 J474 植田　好智(2) 名古屋高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｽｹ m m m m
5 225 坂野　公亮(2) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄﾞ ｹﾝｼﾝ m m m m
6 F51 井戸　謙心(2) 一宮北高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ m m m m
7 J269 中野　翔太(2) 守山高 +/- +/- +/- +/-

ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ m m m m
8 S216 石田　直哉(3) 豊明中 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｵ ｼｭﾝﾍﾟｲ m m m m
9 F155 松尾　崚平(3) 江南高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｼﾞ ﾊﾔﾄ m m m m
10 F392 大路　颯人(2) 西春高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｽｹ m m m m
11 J607 岡崎　有佑(2) 守山高 +/- +/- +/- +/-

ﾁｪ ﾃｳﾝ m m m m
12 P508 崔　太雄(2) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｲﾁﾛｳ m m m m
13 P513 小川　京一郎(2) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞ m m m m
14 P504 山中　杏時(2) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ｱﾓﾝ m m m m
15 S227 髙橋　亜門(2) 豊明中 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏｻﾀﾀﾞ m m m m
16 S33 大東　正忠(2) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾌｶﾔ ｼｮｳｴｲ m m m m
17 V157 深谷　笙瑛(2) 朝日丘中 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ m m m m
18 P506 大野　雄士(2) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｻｻ ﾕｷﾋﾄ m m m m
19 P483 大笹　友輝人(3) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ﾖﾈﾂﾞ ﾕｳｷ m m m m
20 V211 米津　優輝(2) 鶴城中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ m m m m
21 P484 加藤　詠一郎(3) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ｱﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ m m m m
22 S35 粟原　佑磨(1) TSM +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ m m m m
23 S39 小川　翔平(2) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾞﾜ ﾚﾝ m m m m
24 P496 田川　廉(3) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ m m m m
25 J145 加藤　和基(2) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾅｲ ｱﾔﾄ m m m m
26 K129 花井　彪人(3) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ m m m m
27 V16 藤本　空(3) 刈谷朝日中 +/- +/- +/- +/-

ｻﾉ ﾘｮｳｾｲ m m m m
28 V231 佐野　凌生(2) 城北中 +/- +/- +/- +/-

ｲｼｲ ﾐｽﾞｷ m m m m
29 V220 石井　瑞希(2) 城北中 +/- +/- +/- +/-

ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ m m m m
30 P600 清水　直登(2) 守山中 +/- +/- +/- +/-

ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾔ m m m m
31 P534 村井　和哉(3) 神の倉中 +/- +/- +/- +/-

ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ m m m m
32 F251 石井　貴啓(2) 尾北高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ m m m m
33 P110 中島　大輝(2) 名塚中 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ m m m m
34 P584 森澤　雄吾(3) 守山中 +/- +/- +/- +/-

ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾍｲ m m m m
35 V144 梅村　康平(2) 朝日丘中 +/- +/- +/- +/-
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決　勝

ｵﾁｱｲ ｼｮｳｺﾞ m m m m
36 P582 落合　将吾(3) 守山中 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ m m m m
37 S47 高橋　隼人(1) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾌｷﾊﾗ ﾋｶﾙ m m m m
38 S59 吹原　輝(1) TSM +/- +/- +/- +/-

ｲｼｶﾜ ｱﾕﾑ m m m m
39 V212 石川　歩夢(2) 鶴城中 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｷ m m m m
40 V134 西山　朋希(3) 朝日丘中 +/- +/- +/- +/-

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ m m m m
1 P601 守山中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾄ ｶﾝﾀ m m m m
2 S44 河澄　幹太(1) TSM +/- +/- +/- +/-

ｷｼ ｹｲﾀﾛｳ m m m m
3 V131 岸　慧太郎(3) 朝日丘中 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ m m m m
4 S53 西　徹朗(1) TSM +/- +/- +/- +/-

ｲﾉｳｴ ｹｲ m m m m
5 S37 井上　慶(3) TSM +/- +/- +/- +/-

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｭｳｶﾞ m m m m
6 P499 小林　飛向(3) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ﾂｶﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ m m m m
7 S72 塚本　恵蔵(3) 春日井中部中 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ m m m m
8 J512 伊藤　春喜(2) 瀬戸高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾄ ｱﾗﾀ m m m m
9 S43 河澄　新太(1) TSM +/- +/- +/- +/-

ｵﾊﾗ ｱﾕﾐ m m m m
10 J139 小原　歩(2) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ｱﾘﾀ ｼｮｳ m m m m
11 S30 有田　翔(3) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ m m m m
12 P17 中尾　有佑(2) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀ m m m m
13 S113 髙橋　駿太(2) 春日井中部中 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾊｼ ｺｳｷ m m m m
14 S65 大橋　功輝(3) 春日井中部中 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ m m m m
15 K181 城　聖一郎(3) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶﾞ m m m m
16 F393 森本　悠雅(2) 西春高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ m m m m
17 J419 多和田　拓馬(2) 愛知工高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ｼｭﾝ m m m m
18 P12 伊藤　駿(2) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ m m m m
19 S110 金子　奨平(2) 春日井中部中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾆ ﾊﾙｶ m m m m
20 J102 可兒　遥(1) 愛知高 +/- +/- +/- +/-

ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ m m m m
21 P481 前田　颯太(3) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ m m m m
22 H85 松尾　和樹(3) 名城大附属高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂｷ m m m m
23 V217 長坂　樹季(3) 城北中 +/- +/- +/- +/-

ｲﾜｻ ｱﾙﾑ m m m m
24 P101 岩佐　光夢(3) 名塚中 +/- +/- +/- +/-

ﾅﾝﾌﾞ ﾕｳﾔ m m m m
25 V60 南部　友哉(3) 矢作北中 +/- +/- +/- +/-

ﾎﾘｴ ﾘｮｳﾀ m m m m
26 H63 堀江　涼太(3) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ｾｺ ｼﾝﾔ m m m m
27 H461 世古　真也(2) 向陽高 +/- +/- +/- +/-

ｶｴﾃﾞ ｼｮｳｷ m m m m
28 K138 楓　将輝(2) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ﾜｷﾀ ﾀｸﾔ m m m m
29 F203 脇田　拓也(2) 一宮西高 +/- +/- +/- +/-
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ｵｵﾀ ｱｵｲ m m m m
30 J521 太田　葵(2) 瀬戸高 +/- +/- +/- +/-

ｸﾛｴ ｺｳｷ m m m m
31 F74 黒江　恒輝(2) 津島高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ m m m m
32 S71 田村　純基(3) 春日井中部中 +/- +/- +/- +/-

ｵﾀﾞ ｿｳﾏ m m m m
33 J386 織田　宗馬(2) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ m m m m
34 N188 川崎　駿(3) 古知野中 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳﾔ m m m m
35 J264 望月　龍也(2) 春日井南高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ m m m m
36 S45 北原　拓弥(3) TSM +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾀﾞ ﾘｷ m m m m
37 P1 池田　力(3) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ m m m m
38 P5 山田　純輝(3) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ m m m m
39 P501 小松　健太郎(2) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾏ m m m m
40 V201 竹原　悠真(3) 鶴城中 +/- +/- +/- +/-

3組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾕｳﾔ m m m m
1 F40 加藤　優弥(2) 一宮北高 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ m m m m
2 N11 森田　雄太(3) 宮田中 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ m m m m
3 J130 山本　和輝(3) 市工芸高 +/- +/- +/- +/-

ｻﾄｳ ﾚﾝ m m m m
4 H599 佐藤　蓮(2) 愛産大工高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾉ ｼｮｳﾍｲ m m m m
5 H469 川野　翔平(2) 向陽高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ m m m m
6 H602 伊藤　楓(2) 愛産大工高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾜﾀ ｺｳｷ m m m m
7 V61 岩田　晃輝(2) 矢作北中 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ m m m m
8 N2 渡辺　裕介(3) 宮田中 +/- +/- +/- +/-

ﾁｪ ﾕﾝﾎ m m m m
9 P516 崔　潤浩(3) 冨士中 +/- +/- +/- +/-

ｾﾝｶﾞ ｼｮｳｺﾞ m m m m
10 K131 千賀　章吾(3) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ｲｼｲ ﾖｳ m m m m
11 J34 石井　遥(3) 瀬戸西高 +/- +/- +/- +/-

ｳﾒﾀﾆ ﾀﾞｲｷ m m m m
12 N107 梅谷　太紀(3) 大口中 +/- +/- +/- +/-

ｵｻﾀﾞ ｼｮｳｴｲ m m m m
13 V240 長田　将英(3) 西尾東部中 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ m m m m
14 J15 早矢仕　凌平(2) 春日井工高 +/- +/- +/- +/-

ﾄﾓｴ ｺｳｼﾞﾛｳ m m m m
15 F300 巴　洸二朗(2) 一宮南高 +/- +/- +/- +/-

ｽｴﾄﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ m m m m
16 N162 末富　涼介(2) 古知野中 +/- +/- +/- +/-

ｱｵﾔﾏ ｾｲｷ m m m m
17 H452 青山　晟己(2) 市工業高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾔﾏ ｺﾞｳ m m m m
18 F257 吉山　剛(2) 新川高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ m m m m
19 J31 中島　拓紀(3) 瀬戸西高 +/- +/- +/- +/-

ｱｵｷ ﾕｳﾄ m m m m
20 F590 青木　勇澄(3) 誠信高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾔ m m m m
21 J33 中島　知哉(3) 瀬戸西高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ m m m m
22 K200 吉田　貴洋(3) 常滑高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾔ m m m m
23 J414 中川　陸矢(3) 愛知工高 +/- +/- +/- +/-
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ﾎﾘｶﾜ ﾘｭｳﾄ m m m m
24 P3 堀川　隆人(3) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾔ m m m m
25 121 奥村　優生野(2) 大同大大同高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｽｹ m m m m
26 K112 松崎　洋介(2) 半田東高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾀｶﾞｷ ﾀｸﾐ m m m m
27 J352 板垣　　拓海(3) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ m m m m
28 N175 三輪　遼太朗(3) 古知野中 +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞﾖｼ ｶｽﾞｷ m m m m
29 J350 藤吉　　寿樹(3) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｸｻ ﾉﾘﾕｷ m m m m
30 K195 草　紀之(2) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ m m m m
31 K90 鈴木　　優大(2) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ｵｾﾞｷ ｺｳﾔ m m m m
32 J252 尾関　航弥(2) 春日井南高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾅｶ ﾕｳ m m m m
33 F292 田中　佑(3) 一宮南高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾂﾐ ﾕｳｲﾁ m m m m
34 J559 勝見　優一(2) 東海高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ m m m m
35 J565 岡島　圭吾(2) 東海高 +/- +/- +/- +/-

4組
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ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾍｲ m m m m
1 J570 後藤　陽平(2) 東海高 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ m m m m
2 J278 平野　裕大(2) 旭丘高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾜﾉ ｼｮｳ m m m m
3 P579 岩野　翔(3) 守山中 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ m m m m
4 F500 伊藤　昇馬(2) 滝高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾂｶ ﾌｳﾀ m m m m
5 L476 高塚　風太(3) 碧南工高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｲﾐ ﾕｳﾄ m m m m
6 L468 新美　宥人(2) 碧南工高 +/- +/- +/- +/-

ﾅﾙｾ ﾄﾓｱｷ m m m m
7 L145 成瀬　友瑛(2) 知立東高 +/- +/- +/- +/-

ｻｻｷ ﾏｻﾔ m m m m
8 H347 佐々木　雅也(2) 緑高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺｲ ｶｲﾄ m m m m
9 F360 横井　海都(1) 一宮高 +/- +/- +/- +/-

ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ m m m m
10 F441 石川　達哉(2) 小牧南高 +/- +/- +/- +/-

ﾎﾘｳﾁ ｹｲｽｹ m m m m
11 F75 堀内　啓介(2) 津島高 +/- +/- +/- +/-

ｳﾝﾉ ﾖｳｽｹ m m m m
12 J290 海野　陽介(2) 旭丘高 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ m m m m
13 H292 和田　達希(3) 松蔭高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ m m m m
14 V375 小川　紘生(3) 六ツ美北中 +/- +/- +/- +/-

ﾑﾗﾀ ﾔﾏﾄ m m m m
15 H124 村田　大和(3) 名古屋南高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ m m m m
16 F496 西田　卓史(3) 滝高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ m m m m
17 J370 山下　　尚浩(2) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾉｼﾀ ﾑﾂｷ m m m m
18 N187 木下　睦貴(3) 古知野中 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾆｼ ﾚｵﾝ m m m m
19 L742 中西　怜音(3) 刈谷北高 +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ m m m m
20 F493 小倉　拓巳(3) 滝高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｻｷ ﾏｻﾄ m m m m
21 S31 大崎　雅人(3) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ m m m m
22 K100 水野　翔太(2) 大府東高 +/- +/- +/- +/-
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ﾌﾅﾊｼ ｹｲﾀ m m m m
23 J132 舩橋　慧多(2) 市工芸高 +/- +/- +/- +/-

ｸﾗﾁ ﾀｹｵ m m m m
24 F364 倉知　剛生(3) 西春高 +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ m m m m
25 F199 池田　大輝(2) 一宮西高 +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ ﾕｳﾀﾞｲ m m m m
26 K162 浅野　雄大(3) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘ ｱｵｲ m m m m
27 P188 森　葵生(3) 千種台中 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗｲ ｼﾓﾝ m m m m
28 F602 平井　志門(2) 誠信高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ m m m m
29 F559 中村　晃浩(3) 古知野高 +/- +/- +/- +/-

ｺｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ m m m m
30 F38 小﨑　航大(3) 一宮北高 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ m m m m
31 H333 渡邉　大祐(3) 緑高 +/- +/- +/- +/-

ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ m m m m
32 H430 荒井　貴大(3) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ m m m m
33 J142 川村　健志(3) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｲﾐ ｷﾐﾀｶ m m m m
34 K179 新美　公隆(2) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｶﾐ ﾄﾓｷ m m m m
35 J8 深見　友輝(3) 春日井工高 +/- +/- +/- +/-

5組
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ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ m m m m
1 H49 渡辺　大貴(2) 鳴海高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ m m m m
2 F102 林田　和也(3) 一宮商高 +/- +/- +/- +/-

ｲｼﾊﾗ ｼﾞﾝ m m m m
3 V11 石原　仁(3) 刈谷朝日中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾊﾗ ｹｲﾄ m m m m
4 J5 河原　敬都(2) 春日井工高 +/- +/- +/- +/-

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ m m m m
5 K111 小林　千真(3) 半田東高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾜｷ ﾏｻｼ m m m m
6 673 大脇　将史(2) 名古屋工業大 +/- +/- +/- +/-

ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂﾔ m m m m
7 J488 寺田　篤矢(3) 菊里高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾄ m m m m
8 J435 萩原　聡人(2) 名古屋高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ﾕｷﾄ m m m m
9 H360 伊藤　幸人(3) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗﾉ ｿｳﾏ m m m m
10 J423 平野　想真(2) 愛知工高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾞｲｺｸ ﾀｶﾄﾓ m m m m
11 H427 大黒　貴智(3) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ m m m m
12 H215 伊藤　　竜司(2) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾘﾀﾆ ｶｽﾞｷ m m m m
13 699 針谷　和希(3) 南山大 +/- +/- +/- +/-

ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ m m m m
14 F367 佐藤　憲信(3) 西春高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｲﾜ ｼｮｳﾀ m m m m
15 N67 大岩　聖汰(3) 滝中 +/- +/- +/- +/-

ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ m m m m
16 F188 柴田　大雅(3) 一宮西高 +/- +/- +/- +/-

ｽｷﾞﾑﾗ ﾀﾂｷ m m m m
17 H253 杉村　竜基(3) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾊﾞﾀ ﾏｻｼ m m m m
18 J52 幅田　真史(2) 明和高 +/- +/- +/- +/-

ﾌﾞﾝﾉ ﾘｮｳﾀ m m m m
19 V203 分野　涼太(3) 鶴城中 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾝ m m m m
20 H593 田畑　健心(3) 愛産大工高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｲﾄｳ ｺｳｽｹ m m m m
21 J109 内藤　洸輔(2) 愛知高 +/- +/- +/- +/-
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ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ m m m m
22 L409 望月　拓実(3) 三好高 +/- +/- +/- +/-

ﾎｿﾀﾞ ﾅｵﾔ m m m m
23 H47 細田　直矢(3) 鳴海高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾄ m m m m
24 F491 橋本　拓歩(3) 滝高 +/- +/- +/- +/-

ｿﾈ ｶﾝﾀ m m m m
25 F307 曽根　貫汰(3) 一宮興道高 +/- +/- +/- +/-

ﾑﾗｾ ﾀﾞｲｷ m m m m
26 H547 村瀬　大樹(2) 熱田高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ m m m m
27 J223 大野　友佑(1) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ m m m m
28 L411 岩元　将生(2) 三好高 +/- +/- +/- +/-

ﾃﾗｵ ﾔｽﾋﾄ m m m m
29 B127 寺尾　泰人 ﾏｽﾀｰｽﾞ名古屋 +/- +/- +/- +/-

ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ m m m m
30 H276 堀田　一馬(3) 松蔭高 +/- +/- +/- +/-

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ m m m m
31 218 近藤　拓真(2) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾔ ﾀｹﾙ m m m m
32 J213 大矢　健琉(1) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾀｶﾋｺ m m m m
33 D34 加藤　隆彦 東三河AC +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ｱﾂｼ m m m m
34 J438 加藤　敦詞(1) 名古屋高 +/- +/- +/- +/-

ｵﾘｲ ｹﾝｽｹ m m m m
35 K163 折井　健介(3) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾌﾞ ﾄﾓﾔ m m m m
36 K174 大部　智也(2) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

6組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｶﾜ ﾓﾄｷ m m m m
1 H448 西川　寛基(3) 市工業高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾀ ﾘｭｳﾔ m m m m
2 K89 大田　竜也(2) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾔ m m m m
3 H54 山下　寛矢(3) 鳴海高 +/- +/- +/- +/-

ｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ m m m m
4 J417 須田　達也(3) 愛知工高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾈｺ ﾅｵｷ m m m m
5 J66 金子　直生(3) 愛知高 +/- +/- +/- +/-

ｵﾉ ﾄｼﾕｷ m m m m
6 H590 小野　理之(2) 愛産大工高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ m m m m
7 H59 松本　純一(2) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾅﾙｾ ﾀｶﾌﾐ m m m m
8 F490 成瀨　貴文(3) 滝高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾀﾛｳ m m m m
9 F346 橋爪　悠太朗(2) 一宮高 +/- +/- +/- +/-

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ m m m m
10 J180 堀内　裕太(3) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ m m m m
11 H210 松本　稜河(3) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺｲ ﾘｮｳｼﾞ m m m m
12 H46 横井　涼二(3) 鳴海高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ m m m m
13 H199 緒方　亮介(3) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ m m m m
14 J202 尾河　亮太(1) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝ m m m m
15 H310 服部　廉 東郷高 +/- +/- +/- +/-

ｴｸﾞﾁ ﾏｻｷ m m m m
16 F67 江口　昌輝(3) 津島高 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘｷ ﾀﾞｲﾁ m m m m
17 H328 森木　大智 東郷高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ m m m m
18 L414 横田　幹太(2) 三好高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｷ m m m m
19 J184 西村　太希(2) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-
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ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾔ m m m m
20 H217 竹田　修弥(2) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ｱｷﾗ m m m m
21 H197 伊藤　洸(3) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ﾂﾏｶﾞﾘ ｼｮｳﾀ m m m m
22 K114 津曲　章太(3) 大府高 +/- +/- +/- +/-

ﾉｾ ﾕｳﾀ m m m m
23 H151 野瀬　優太(3) 天白高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｹｲ ﾕｳｻｸ m m m m
24 F174 武井　悠朔(3) 江南高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ m m m m
25 H76 中野　裕仁(1) 名城大附属高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾃﾏﾂ ｹｲﾀ m m m m
26 H251 立松　啓太(2) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ m m m m
27 L479 加藤　隆一(2) 碧南工高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾘ ｱｷ m m m m
28 727 松森　映(4) 名城大 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾀ ｺｳｷ m m m m
29 H74 太田　光紀(2) 名城大附属高 +/- +/- +/- +/-

ｱｷﾀ ﾘｮｳｽｹ m m m m
30 H443 秋田　凌典(3) 市工業高 +/- +/- +/- +/-

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ m m m m
31 H18 佐藤　智博(2) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ m m m m
32 179 加藤　光司(M2) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ m m m m
33 B9020 木村　友紀 愛知陸協 +/- +/- +/- +/-
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試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ

1 354 山崎　優太(2) 至学館大 m m m m
ｲｼｲ ﾀｹｼ

2 X9993 石井　健史 三菱名古屋 m m m m
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1組
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾒﾑﾗ ﾄｼﾔ

1 F412 梅村　俊哉(2) 小牧高 m m m m
ﾂﾎﾞｲ ﾘｷ

2 F407 坪井　理樹(3) 小牧高 m m m m
ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ

3 H132 小松　勇太(2) 名古屋南高 m m m m
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

4 H338 池田　匠伍(3) 緑高 m m m m
ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ

5 J566 山内　涼平(3) 東海高 m m m m
ｲﾝﾃﾞﾝ ﾏｺﾄ

6 H150 因田　　誠(3) 天白高 m m m m
ﾏﾙﾀ ﾀｶﾄﾓ

7 J560 丸田　孝友(2) 東海高 m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

8 H180 竹内　佑輝(3) 豊明高 m m m m
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｷ

9 H172 川端　太暉(3) 豊明高 m m m m
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ

10 F599 山下　将貴(2) 誠信高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ

11 F8 渡邉　東生(3) 津島北高 m m m m
ﾂｹﾞ ﾀﾞｲｷ

12 H41 柘植　大輝(2) 中京大中京高 m m m m
ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷﾁ

13 H235 東　大吉(3) 瑞陵高 m m m m
ｶﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ

14 F122 金村　汰一(3) 起工高 m m m m
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ

15 H459 兼田　知弥(3) 向陽高 m m m m
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

16 F3 松田　幸二(3) 津島北高 m m m m
ﾐｳﾗ ﾀｶﾄ

17 J497 三浦　貴斗(3) 菊里高 m m m m
ﾎﾝﾀﾞ ﾎｼｿﾞｳ

18 F297 本田　星蔵(2) 一宮南高 m m m m
ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ

19 H145 佐藤　　暖(3) 天白高 m m m m
ﾕｷｼｹﾞ ﾄｵﾙ

20 F287 幸重　亘(3) 一宮南高 m m m m
ﾅｷﾞﾉ ｷｮｳｽｹ

21 H497 奈木野　京介(2) 同朋高 m m m m
ｱﾍﾞ ﾀｸﾄ

22 J197 阿部　拓斗(2) 愛工大名電高 m m m m
ｳﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ

23 J48 内山　航(3) 明和高 m m m m
ｷﾀﾉ ﾏｻﾋﾛ

24 H177 北野　雅大(3) 豊明高 m m m m
ｱｵﾉ ﾅｵﾄ

25 H595 青野　名央人(3) 愛産大工高 m m m m
ｱｵｲ ｹﾝ

26 H324 青井　謙 東郷高 m m m m
ｱｶﾂｶ ﾘｮｳｽｹ

27 J240 赤塚　亮介(3) 長久手高 m m m m
ｶﾐﾔ ﾀﾂﾖｼ

28 L480 神谷　辰良(2) 碧南工高 m m m m



ｻｲﾄｳ ﾄﾗｼﾞﾛｳ

29 J432 齋藤　寅次郎(2) 名古屋高 m m m m
ｲﾄｳ ﾕｳﾘ

30 J222 伊藤　勇力(2) 愛工大名電高 m m m m
ｻﾗｲ ｹｲｼｭｳ

31 K203 皿井　敬崇(2) 阿久比高 m m m m
ｶﾜﾉ ﾅﾙﾐ

32 F586 川野　成己(2) 誠信高 m m m m
ﾅｶﾀ ｼﾞｮｳ

33 L66 中田　丞(2) 愛産大三河高 m m m m
ﾊﾗﾂｶ ﾚﾝ

34 F28 原塚　錬(3) 一宮北高 m m m m
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

35 F418 松下　憂大(3) 海翔高 m m m m
ﾑｽﾞﾉ ﾖﾋﾄ

36 J267 水野　遥人(2) 守山高 m m m m
ﾓﾘｻﾞﾜ ｺｳ

37 J593 森澤　航(3) 至学館高 m m m m
ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

38 J247 村田　宏樹(3) 長久手高 m m m m
ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾀ

39 J217 長江　祐汰(3) 愛工大名電高 m m m m
ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ

40 L406 廣瀬　友亮(3) 三好高 m m m m
ｵｵﾀ ﾚｵ

41 K20 太田　黎生(3) 内海高 m m m m
ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ

42 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 m m m m
ｸﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ

43 H200 倉野　修宏(3) 名古屋大谷高 m m m m
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ

44 J295 猪上　凌汰(2) 春日井東高 m m m m
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵﾄ

45 J294 遠藤　麻緖斗(2) 春日井東高 m m m m
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ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

1 H226 鈴木　健太郎(1) 名古屋大谷高 m m m m
ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 H23 織田　大輝(3) 中京大中京高 m m m m
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ

3 H40 伊藤　温規(2) 中京大中京高 m m m m
ﾋﾗｲﾜ ﾏｻﾕｷ

4 J364 平岩　　優志(2) 旭野高 m m m m
ﾂｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

5 J409 塚本　竜誓(3) 愛知工高 m m m m
ﾕﾘｸｻ ﾄｵﾙ

6 K26 百合草　トオル(2) 内海高 m m m m
ｻﾄｳ ﾀｸﾔ

7 F225 佐藤　卓也(2) 五条高 m m m m
ｵﾉ ﾋﾛｷ

8 K193 小野　洋暉(2) 東海南高 m m m m
ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾏ

9 K130 早川　和真(3) 東海商高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ

10 K69 山田　真也(2) 半田商高 m m m m
ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ

11 H408 宮本　和季(2) 名南工高 m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

12 J6 近藤　俊介(2) 春日井工高 m m m m
ﾔｽｲ ｹｲﾀ

13 J465 安井　慶太(1) 名古屋高 m m m m
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾀｶ

14 J275 熊谷　智孝(3) 旭丘高 m m m m



ﾆﾜ ｱﾂｼ

15 F111 丹羽　淳志(2) 一宮商高 m m m m
ｳﾉ ﾀｲｾｲ

16 F49 宇野　太晟(2) 一宮北高 m m m m
ｳﾂﾐ ﾀｹｼ

17 J396 内海　健(2) 高蔵寺高 m m m m
ﾏﾂｵｶ ﾆｼｷ

18 K63 松岡　錦(3) 半田商高 m m m m
ﾅｶﾞｵｶ ﾄｳﾏ

19 F512 長岡　憧馬(2) 滝高 m m m m
ｶﾏｸﾗ ﾀﾞｲﾁ

20 F502 鎌倉　大地(2) 滝高 m m m m
ｽｷﾞｴ ﾔﾏﾄ

21 K64 杉江　大和(3) 半田商高 m m m m
ﾏｴﾉ ｾﾅ

22 F212 前埜　聖那(2) 佐織工高 m m m m
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾝ

23 K96 中村　　零音(2) 大府東高 m m m m
ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

24 H472 松田　春志(3) 惟信高 m m m m
ｼﾛﾔ ｼﾝｼﾞﾛｳ

25 H537 代谷　進二郎(3) 熱田高 m m m m
ｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ

26 J417 須田　達也(3) 愛知工高 m m m m
ｵｵｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ

27 F101 大川　凌司(3) 一宮商高 m m m m
ｲﾏｽ ｽﾊﾞﾙ

28 F20 今須　昴(2) 津島北高 m m m m
ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾐﾁ

29 H161 土方　晴達(2) 中村高 m m m m
ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

30 F398 吉田　哲哉(2) 西春高 m m m m
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾃ

31 K68 山本　颯(2) 半田商高 m m m m
ﾀｹﾔﾏ ﾄｵﾙ

32 H141 竹山　徹(3) 南陽高 m m m m
ｲﾝﾃﾞﾝ ﾗｲﾄﾞ

33 K24 位田　黎斗(2) 内海高 m m m m
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾔ

34 J414 中川　陸矢(3) 愛知工高 m m m m
ｲｿﾍﾞ ﾀｲｶﾞ

35 F170 磯部　泰我(3) 江南高 m m m m
ﾀﾏﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ

36 J572 玉村　心平(2) 山田高 m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ

37 L469 竹内　裕哉(2) 碧南工高 m m m m
ｲｼｸﾞﾛ ｱﾙﾌ

38 H249 石黒　在風(2) 瑞陵高 m m m m
ﾉﾑﾗ ｺｳｻｸ

39 F474 野村　公作(2) 滝高 m m m m
ｻﾜ ｱｷﾋﾛ

40 L134 澤　聡大(2) 知立東高 m m m m
ﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

41 L749 津田　大輝(2) 刈谷北高 m m m m
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ

42 F383 西川　雄樹(3) 西春高 m m m m
ｿﾌﾞｴ ﾀﾂｷ

43 F247 祖父江　樹(2) 尾北高 m m m m
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試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ

1 H282 小川　拓馬(3) 松蔭高 m m m m
ｶﾄｳ ﾏｷｼ

2 H245 加藤　蒔士(2) 瑞陵高 m m m m
ｱｻｲ ｷﾐﾔｽ

3 J595 浅井　公康(2) 至学館高 m m m m
ﾓﾘｻﾞﾜ ｺｳ

4 J593 森澤　航(3) 至学館高 m m m m
ｲｸﾀ ﾊﾔﾃ

5 J123 生田　颯(3) 市工芸高 m m m m
ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾀ

6 J217 長江　祐汰(3) 愛工大名電高 m m m m
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｭｳｾｲ

7 H545 大久保　瑠星(2) 熱田高 m m m m
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ

8 F383 西川　雄樹(3) 西春高 m m m m
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ

9 F103 井上　雄斗(3) 一宮商高 m m m m
ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ

10 F209 山下　海斗(3) 佐織工高 m m m m
ｻﾗｲ ｹｲｼｭｳ

11 K203 皿井　敬崇(2) 阿久比高 m m m m
ﾔｽｲ ｹｲﾀ

12 J465 安井　慶太(1) 名古屋高 m m m m
ｻｸﾏ ｹｲｽｹ

13 F9 佐久間　啓輔(3) 津島北高 m m m m
ﾏﾂｵｶ ﾆｼｷ

14 K63 松岡　錦(3) 半田商高 m m m m
ﾊｼﾓﾄ ｶﾂｷﾖ

15 J300 橋本　捷聖(2) 春日井東高 m m m m
ｶﾜﾉ ﾅﾙﾐ

16 F586 川野　成己(2) 誠信高 m m m m
ﾅｶｵ ｼﾝﾔ

17 J9 中尾　真也(3) 春日井工高 m m m m
ｼﾛﾀ ﾀｸﾏｻ

18 K184 城田　拓政(3) 東海南高 m m m m
ﾌﾅﾀﾞ ｹﾝｿﾞ-

19 L420 船田　ケンゾー(3) 三好高 m m m m
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

20 L421 岡本　佑大(3) 三好高 m m m m
ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ

21 F42 小松　真人(2) 一宮北高 m m m m
ｲﾄｳ ﾐﾁﾙ

22 H82 伊藤　充(3) 名城大附属高 m m m m
ｵｵﾀ ﾚｵ

23 K20 太田　黎生(3) 内海高 m m m m
ｲｼｸﾞﾛ ｱﾙﾌ

24 H249 石黒　在風(2) 瑞陵高 m m m m
ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄ

25 H204 中山　貴登(3) 名古屋大谷高 m m m m
ｸﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ

26 H200 倉野　修宏(3) 名古屋大谷高 m m m m
ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ

27 L406 廣瀬　友亮(3) 三好高 m m m m
ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷﾁ

28 H235 東　大吉(3) 瑞陵高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ

29 F208 渡邉　尚悟(3) 佐織工高 m m m m
ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳ

30 J455 渡部　凌(3) 名古屋高 m m m m
ｻｲﾄｳ ﾄﾗｼﾞﾛｳ

31 J432 齋藤　寅次郎(2) 名古屋高 m m m m
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ

32 J295 猪上　凌汰(2) 春日井東高 m m m m
ｵｵﾀﾆ ｲｯｾｲ

33 H538 大谷　一誠(3) 熱田高 m m m m
ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

34 J247 村田　宏樹(3) 長久手高 m m m m
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ﾂﾂｲ ﾕｳﾄ

35 H87 筒井　悠斗(3) 名城大附属高 m m m m
ｷﾀﾉ ﾏｻﾋﾛ

36 H177 北野　雅大(3) 豊明高 m m m m

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｹﾞ ﾀﾞｲｷ

1 H41 柘植　大輝(2) 中京大中京高 m m m m
ｳｻﾐ ﾓﾄｷ

2 J472 宇佐美　元輝(2) 名古屋高 m m m m
ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ

3 H36 中井　康二(3) 中京大中京高 m m m m
ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁ

4 J251 宮田　航一(2) 春日井南高 m m m m
ｷﾀﾃﾞ ﾏｷｵ

5 H413 北出　真貴緒　(3) 名古屋工学院 m m m m
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

6 J260 川口　健太(2) 春日井南高 m m m m
ﾋﾗｲﾜ ﾏｻﾕｷ

7 J364 平岩　　優志(2) 旭野高 m m m m
ｵﾉ ﾋﾛｷ

8 K193 小野　洋暉(2) 東海南高 m m m m
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾄ

9 F399 長谷川　祥士(2) 西春高 m m m m
ﾌｸｲ ﾀﾂﾔ

10 H464 福井　達也(2) 向陽高 m m m m
ｷﾘﾀﾆ ｹｲｺﾞ

11 H456 桐谷　啓吾(2) 市工業高 m m m m
ｷﾑﾗ ﾕｳｻｸ

12 F295 木村　優作(2) 一宮南高 m m m m
ｺｳｹﾂ ｼｭﾝｽｹ

13 H605 纐纈　駿介(2) 愛産大工高 m m m m
ﾀｹﾔﾏ ﾄｵﾙ

14 H141 竹山　徹(3) 南陽高 m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ

15 L469 竹内　裕哉(2) 碧南工高 m m m m
ﾆﾜ ｱﾂｼ

16 F111 丹羽　淳志(2) 一宮商高 m m m m
ﾀﾏﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ

17 J572 玉村　心平(2) 山田高 m m m m
ｳｶｲ ﾀﾂﾔ

18 H444 鵜飼　達矢(3) 市工業高 m m m m
ﾀﾀﾞ ｹﾝﾄ

19 K62 多田　拳叶(3) 半田商高 m m m m
ｸﾗﾐ ﾀｸﾐ

20 F123 倉見　匠(2) 起工高 m m m m
ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁ

21 H175 古川　皓一(2) 豊明高 m m m m
ﾕｷｼｹﾞ ﾄｵﾙ

22 F287 幸重　亘(3) 一宮南高 m m m m
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾃ

23 K68 山本　颯(2) 半田商高 m m m m
ﾏｴﾉ ｾﾅ

24 F212 前埜　聖那(2) 佐織工高 m m m m
ｶﾐﾔ ﾀﾂﾖｼ

25 L480 神谷　辰良(2) 碧南工高 m m m m
ｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ

26 F104 木村　将真(3) 一宮商高 m m m m
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ

27 H459 兼田　知弥(3) 向陽高 m m m m
ｵｵｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ

28 F101 大川　凌司(3) 一宮商高 m m m m
ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ

29 F106 木村　雄哉(3) 一宮商高 m m m m
ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ

30 F283 池田　健史(3) 一宮南高 m m m m
ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ

31 H336 前田　啓太(2) 緑高 m m m m
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ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ

32 H154 後藤　大輝(3) 天白高 m m m m
ﾕﾘｸｻ ﾄｵﾙ

33 K26 百合草　トオル(2) 内海高 m m m m
ﾑｽﾞﾉ ﾖﾋﾄ

34 J267 水野　遥人(2) 守山高 m m m m
ｲﾝﾃﾞﾝ ﾗｲﾄﾞ

35 K24 位田　黎斗(2) 内海高 m m m m
ﾎｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

36 H594 星田　晃大郎(3) 愛産大工高 m m m m
ﾂﾎﾞｲ ﾘｷ

37 F407 坪井　理樹(3) 小牧高 m m m m
ｳﾒﾑﾗ ﾄｼﾔ

38 F412 梅村　俊哉(2) 小牧高 m m m m
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1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴｷ ﾘｸ

1 F289 植木　陸(3) 一宮南高 m m m m
ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾔﾄ

2 F124 二宮　勇人(2) 起工高 m m m m
ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ

3 F283 池田　健史(3) 一宮南高 m m m m
ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ

4 F589 田中　直也(3) 誠信高 m m m m
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾔ

5 F573 杉山　涼也(2) 小牧工高 m m m m
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

6 L582 岡部　和洋(3) 衣台高 m m m m
ﾌﾙｶﾜ ｺｳｲﾁ

7 H175 古川　皓一(2) 豊明高 m m m m
ﾔｷﾞ ﾅｵﾔ

8 J421 八木　直也(2) 愛知工高 m m m m
ｽｻｷ ｺﾞｳ

9 F529 須崎　剛(3) 愛知啓成高 m m m m
ﾊｼﾓﾄ ｶﾂｷﾖ

10 J300 橋本　捷聖(2) 春日井東高 m m m m
ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾄ

11 F240 服部　拓斗(3) 尾北高 m m m m
ｴｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾐ

12 F308 江口　秀海(3) 一宮興道高 m m m m
ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾑ

13 H552 小柳　裕夢(2) 熱田高 m m m m
ｲﾜﾀ ﾘｸ

14 F419 岩田　里玖(3) 美和高 m m m m
ｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ

15 F104 木村　将真(3) 一宮商高 m m m m
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

16 F418 松下　憂大(3) 海翔高 m m m m
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

17 H346 安藤　大智(2) 緑高 m m m m
ｽｷﾞｴ ﾔﾏﾄ

18 K64 杉江　大和(3) 半田商高 m m m m
ﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

19 L749 津田　大輝(2) 刈谷北高 m m m m
ﾜｼｵ ﾅｵｷ

20 K140 鷲尾　直貴(3) 東海商高 m m m m
ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ

21 L59 柴田　聖信(3) 愛産大三河高 m m m m
ﾏｷﾉ ｶｲﾄ

22 F47 牧野　快士(2) 一宮北高 m m m m
ｵｵﾀﾆ ｲｯｾｲ

23 H538 大谷　一誠(3) 熱田高 m m m m
ｶﾏﾀ ﾀｹｵﾐ

24 H431 鎌田　剛臣(3) 昭和高 m m m m
ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｱｷ

25 J138 村上　尚彰(2) 名東高 m m m m
ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ

26 H216 菅谷　弥史　(2) 名古屋大谷高 m m m m
ｼﾛﾀ ﾀｸﾏｻ

27 K184 城田　拓政(3) 東海南高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ

28 J359 渡邉　　晃輔(3) 旭野高 m m m m
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

29 L421 岡本　佑大(3) 三好高 m m m m
ﾀﾀﾞ ｹﾝﾄ

30 K62 多田　拳叶(3) 半田商高 m m m m
ｶﾄｳ ﾏｷｼ

31 H245 加藤　蒔士(2) 瑞陵高 m m m m
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ

32 J433 水野　裕也(2) 名古屋高 m m m m
ｳﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ

33 J48 内山　航(3) 明和高 m m m m
ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

34 J225 島田　友樹(2) 愛工大名電高 m m m m
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｸ

35 H236 藤谷　拓(3) 瑞陵高 m m m m
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ｲｼｲ ｻﾄｼ

36 H134 石井　達之(3) 名古屋南高 m m m m
ｲｼﾂﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

37 J101 石津　伸太朗(3) 愛知高 m m m m
ﾀﾞｲｺｸ ﾀｶﾄﾓ

38 H427 大黒　貴智(3) 昭和高 m m m m
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

39 L140 竹内　健太郎(3) 知立東高 m m m m
ｱｻﾉ ﾄﾓﾅﾘ

40 F221 浅野　智成(3) 五条高 m m m m
ｲｼｲ ﾕｳ

41 J469 石井　裕(2) 名古屋高 m m m m
ｶﾜｼﾞﾘ ｺｳﾍｲ

42 L138 川尻　晃平(3) 知立東高 m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

43 H180 竹内　佑輝(3) 豊明高 m m m m
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ

44 H154 後藤　大輝(3) 天白高 m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

45 K127 近藤　健太(3) 東海商高 m m m m
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

46 F121 松田　響(3) 起工高 m m m m
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ

47 H50 田中　颯(2) 鳴海高 m m m m
ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ

48 H227 藤井　瑞樹(1) 名古屋大谷高 m m m m
ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ

49 H145 佐藤　　暖(3) 天白高 m m m m
ﾔｷﾞ ﾀﾂﾔ

50 H213 八木　辰弥(3) 名古屋大谷高 m m m m
ﾎｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

51 H594 星田　晃大郎(3) 愛産大工高 m m m m
ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾔ

52 760 永井　翔也(4) 東海学園大 m m m m

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ

1 F183 山田　黎(2) 江南高 m m m m
ｼﾗｷ ﾄﾖﾋﾛ

2 F541 白木　豊大(2) 愛知黎明高 m m m m
ﾖｼｶﾈ ﾋﾛﾀｶ

3 F542 吉兼　大貴(2) 愛知黎明高 m m m m
ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ

4 H23 織田　大輝(3) 中京大中京高 m m m m
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｾｲ

5 H410 五藤　大誠(2) 名古屋工学院 m m m m
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ

6 F599 山下　将貴(2) 誠信高 m m m m
ｵｾﾞｷ ﾕｳｽｹ

7 F423 尾関　佑介(2) 美和高 m m m m
ﾊﾗ ｾｲﾊ

8 F428 原　勢波(2) 美和高 m m m m
ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁ

9 J251 宮田　航一(2) 春日井南高 m m m m
ｻﾜ ｱｷﾋﾛ

10 L134 澤　聡大(2) 知立東高 m m m m
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

11 J260 川口　健太(2) 春日井南高 m m m m
ｶﾏｸﾗ ﾀﾞｲﾁ

12 F502 鎌倉　大地(2) 滝高 m m m m
ﾅｶﾞｵｶ ﾄｳﾏ

13 F512 長岡　憧馬(2) 滝高 m m m m
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳﾏ

14 F417 柴山　佑真(3) 海翔高 m m m m
ｼﾝｶｲ ﾓﾘﾋﾛ

15 F501 新海　護尋(2) 滝高 m m m m
ｳｴｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ

16 K134 上地　凌平(3) 東海商高 m m m m
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ

17 J289 小島　祐輝(2) 旭丘高 m m m m
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ｸｽﾞﾔ ｼﾝﾀﾛｳ

18 F197 葛谷　慎太郎(2) 一宮西高 m m m m
ｶﾐﾔ ｿﾗ

19 J253 神谷　空良(3) 春日井南高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ

20 K69 山田　真也(2) 半田商高 m m m m
ﾄｷﾜｲ ｶｽﾞｷ

21 F231 常磐井　一樹(2) 五条高 m m m m
ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｮｳﾀ

22 F456 水谷　彰太(3) 犬山南高 m m m m
ﾉﾋﾗ ﾕｳｼﾝ

23 L413 野平　湧心(2) 三好高 m m m m
ﾔｽｴ ｶｽﾞﾏ

24 J482 安江  和馬(3) 瀬戸北総合高 m m m m
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ

25 J278 平野　裕大(2) 旭丘高 m m m m
ﾀﾅﾊｼ ﾕｳﾀ

26 F381 棚橋　勇太(3) 西春高 m m m m
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ

27 H40 伊藤　温規(2) 中京大中京高 m m m m
 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂｷ

28 J241 服部　　竜樹(2) 長久手高 m m m m
ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ

29 J470 稲田　裕介(2) 名古屋高 m m m m
ﾎﾝﾀﾞ ﾎｼｿﾞｳ

30 F297 本田　星蔵(2) 一宮南高 m m m m
ｺｲｹ ﾀｶｼ

31 F22 小池　聖(2) 津島北高 m m m m
ﾌｸｲ ﾀﾂﾔ

32 H464 福井　達也(2) 向陽高 m m m m
ｲﾝﾃﾞﾝ ﾏｺﾄ

33 H150 因田　　誠(3) 天白高 m m m m
ﾎｯﾀ ﾀﾂﾔ

34 F6 堀田　竜矢(3) 津島北高 m m m m
ﾀﾅｶ ﾀﾂｴｲ

35 J368 田中　　辰栄(2) 旭野高 m m m m
ﾋﾗﾉ ｿｳﾏ

36 J423 平野　想真(2) 愛知工高 m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

37 J514 近藤　力椰(3) 瀬戸高 m m m m
ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

38 F376 平野　新一(3) 西春高 m m m m
ｻﾉ ﾕｷｶ

39 H255 佐野　志佳(3) 瑞陵高 m m m m
ｺｳｹﾂ ｼｭﾝｽｹ

40 H605 纐纈　駿介(2) 愛産大工高 m m m m
ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ

41 J566 山内　涼平(3) 東海高 m m m m
ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

42 F398 吉田　哲哉(2) 西春高 m m m m
ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ

43 H540 八木　大輝(2) 熱田高 m m m m
ｱｻｲ ﾕｳﾄ

44 H317 朝井　優斗 東郷高 m m m m
ｱﾏｶﾜ ﾂﾖｼ

45 H436 天川　剛志(2) 昭和高 m m m m
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾄｷ

46 F347 宮崎　仁希(2) 一宮高 m m m m
ｵｶ ｼｮｳｺﾞ

47 J227 岡　将吾(2) 愛工大名電高 m m m m
ｶﾄｳ ﾐｷﾔ

48 H325 加藤　幹也 東郷高 m m m m
ﾅｽ ﾕｳﾀﾞｲ

49 K194 那須　勇大(2) 東海南高 m m m m
ｼﾗｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

50 H330 白神　雄大 東郷高 m m m m
ﾖｺﾀ ﾀｹﾙ

51 F7 横田　健瑠(3) 津島北高 m m m m
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