
高校OP男子100m

決　勝　14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

ｴｸﾞﾁ ﾀｲﾁ オホ　ヒロキ

1 J192 江口　太一(2) 愛工大名電高 1 J599 於保　裕喜(3) 至学館高

ﾆｲｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

2 J185 新川　将平(2) 愛工大名電高 2 J187 大内　寛之(2) 愛工大名電高

ナガシマ　ヒカル ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ

3 J601 長島　光(1) 至学館高 3 H122 三井　匠(2) 大同大大同高

ｵｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ

4 J212 桶田　大晟(1) 愛工大名電高 4 J235 村上　翔(2) 愛工大名電高

ｼﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｷ

5 J190 篠原　宏輔(2) 愛工大名電高 5 J184 西村　太希(2) 愛工大名電高

ﾉﾑﾗ ｼﾝｽｹ ｵｵﾔ ﾀｹﾙ

6 J188 野村　信介(2) 愛工大名電高 6 J213 大矢　健琉(1) 愛工大名電高

ﾅﾘｷﾖ ﾀｲｷ トダ　ユウキ

7 J200 成清　太綺(1) 愛工大名電高 7 J88 戸田　由騎(1) 愛知高

オザキ　リクト ホリベ　トモヤ

8 J612 尾﨑　陸登(1) 名古屋西高 8 J75 堀部　智也(2) 愛知高

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

ヒラノ　ユウタ オチアイ　アツノリ

1 J278 平野　裕大(2) 旭丘高 1 J160 落合　惇寛(2) 名古屋西高

ハリウ　ショウヘイ クニマサ　カンタ

2 H750 針生　祥平(1) 瑞陵高 2 J164 國政　貫太(2) 名古屋西高

ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵｷ ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ

3 H768 友永　尚希(1) 昭和高 3 J223 大野　友佑(1) 愛工大名電高

ﾐﾜ ｺﾀﾛｳ アマノ　ミヅキ

4 J706 三輪　虎太朗(1) 愛工大名電高 4 J171 天野　瑞月(2) 名古屋西高

ナイトウ　コウスケ ﾉｾ ﾀﾞｲｷ

5 J109 内藤　洸輔(2) 愛知高 5 J711 野瀬　大輝(1) 愛工大名電高

スオウ　タツキ ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

6 J594 周防　達輝(2) 至学館高 6 J202 尾河　亮太(1) 愛工大名電高

クワタ　リョウキ ﾋﾗﾓﾄ ｹﾝｺﾞ

7 J592 桑田　凌希(3) 至学館高 7 J131 平本　健悟(2) 市工芸高

タカイ　ノリヨシ スギワカ　ユウマ

8 J104 高井　教圭(2) 愛知高 8 J672 杉若　佑真(1) 名古屋西高

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

オクノ　ヨウヘイ コダマ　カズマ

1 H237 奥野　耀平(2) 瑞陵高 1 J622 児玉　和真(1) 山田高

ﾂﾁｲｽﾞ ﾕｳｷ イイダ　ユウタロウ

2 J207 土射津　佑起(1) 愛工大名電高 2 H349 飯田　優太朗(3) 富田高

ｷﾀ ｱｷﾋﾛ ハナイ　ユウダイ

3 H774 喜多　昭裕(1) 昭和高 3 H683 花井　雄大(1) 松蔭高

サツカワ　クオン ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ

4 J522 佐津川　久遠(1) 名古屋西高 4 J712 内藤　隆介(1) 愛工大名電高

ｻｻｷ ｶﾝﾀ ヌマ　ハルキ

5 H775 佐々木　寛太(1) 昭和高 5 J861 沼間　春輝(1) 至学館高

スズキ　トモヤ ｲｹﾔﾏ ﾀｲﾁ

6 J163 鈴木　友也(2) 名古屋西高 6 J201 池山　大地(1) 愛工大名電高

マエダ　ショウゴ ｶﾜﾂ ﾓﾘﾁｶ

7 J573 前田　章吾(2) 山田高 7 J231 川津　守央(2) 愛工大名電高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ナカノ　タクマ

8 J198 安藤　孝浩(2) 愛工大名電高 8 J119 中野　拓磨(3) 菊華高



高校OP男子100m

決　勝　14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

ムラカミ　ナオキ タツヤマ　ケイシン

1 J817 村上　真規(1) 旭丘高 1 H687 龍山　圭眞(1) 松蔭高

ｸﾆﾖｼ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

2 J186 國吉　佑輔(2) 愛工大名電高 2 H778 中村　康貴(1) 大同大大同高

ニカイドウ　シュン ツノダ　マナト

3 J598 二階堂　隼(2) 至学館高 3 H751 角田　学斗(1) 瑞陵高

ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾀ イシハラ　タカマサ

4 J226 奥原　祐太(2) 愛工大名電高 4 J122 石原　誉将(2) 菊華高

オオトモ　ツバサ タガワ　シュン

5 J702 大友　翼(1) 天白高 5 J596 田川　舜(2) 至学館高

イノウエ　イツキ ウメバヤシ　タクミ

6 J668 井上　樹(1) 名古屋西高 6 J860 梅林　拓海(1) 至学館高

マエダ　タツトシ ウジハラ　エイキ

7 J424 前田　龍利(1) 菊華高 7 J806 氏原　栄樹(1) 菊華高

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ ｸﾛﾍﾞ ﾘｭｳｷ

8 J794 若林　知哉(1) 山田高 8 H872 黒部 龍希(1) 富田高

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

ｱｻﾉ ﾄｳﾔ ミナミカワ　リョウタロウ

1 H771 浅野　冬弥(1) 昭和高 1 H681 南川　竜太郎(1) 松蔭高

キクチ　シンペイ ヨシダ　ハル

2 H818 菊地　慎平(1) 旭丘高 2 J858 吉田　繁流(1) 至学館高

ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｽｹ ウチダ　シンジ

3 H120 片山　裕介(2) 大同大大同高 3 J575 内田　伸司(2) 山田高

クロダ　ケイスケ ｵｵｸﾎﾞ　ﾘｭｳｾｲ

4 H752 黒田　啓介(1) 瑞陵高 4 J545 大久保　瑠星(2) 熱田高

ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾔ キムラ　リョウタ

5 H121 奥村　優生野(2) 大同大大同高 5 H708 木村　亮太(1) 富田高

オカモト　タクマ ハヤカワ　ケイスケ

6 H348 岡本　拓真(2) 富田高 6 H712 早川　佳佑(1) 富田高

スギヤマ　アラタ タカサキ　ユウヤ

7 H414 杉山　新(2) 名古屋工学院高 7 J605 髙﨑　優也(2) 至学館高

ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳﾀ マツバラ　マサト

8 H835 古本 凌大  (1) 熱田高 8 J120 松原　将永(3) 菊華高

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

ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ コンドウ　ソウイチロウ

1 H785 佐藤　博也(1) 大同大大同高 1 J734 近藤　宗一郎(1) 愛知高

ﾌｸｲ ﾀｹﾙ ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｾｲ

2 H838 福井 慧   (1) 熱田高 2 H783 岩永　向世(1) 大同大大同高

モリカワ　ヨウイチロウ ｻﾊｼ ﾋﾃﾞｷ

3 J736 森川　陽一朗(1) 愛知高 3 H773 佐橋　秀紀(1) 昭和高

ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ

4 H787 佐藤　嵩瑠(1) 大同大大同高 4 H779 近藤　優(1) 大同大大同高

アカダ　ユウスケ ﾓﾘｼﾏ ｹｲﾀ

5 H828 赤田　裕介(1) 名古屋工学院高 5 H833 森島 啓太   (1) 熱田高

コヅカ　コウタロウ クラトミ　シンゴ

6 J735 小塚　功太郎(1) 愛知高 6 H686 藏冨　真吾(1) 松蔭高

ｵｸﾑﾗ ｺｳｽｹ カニ　ハルカ

7 H119 奥村　幸涼(2) 大同大大同高 7 J102 可兒　遥(1) 愛知高

 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳｼﾞﾛｳ イイダ　リュウト

8 H837 多賀屋 裕次朗 (1) 熱田高 8 H709 飯田　龍斗(1) 富田高



高校OP男子100m

決　勝　14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

1 1

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ サトウ　マサヤ

2 P539 宮崎 湧太(2) 神の倉中 2 J830 佐藤　雅也(1) 名古屋工学院高

ｲﾄｳ ｺｳｽｹ ｿｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

3 J135 伊藤　滉祐(2) 市工芸高 3 H113 曽川　裕貴(2) 大同大大同高

ﾖﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ サゴ　ヨシユキ

4 H789 依田　陵吾(1) 大同大大同高 4 J803 佐護　祥之(1) 菊華高

 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾐ ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

5 H836 渡邊 聡己 (1) 熱田高 5 H788 伊藤 純(1) 大同大大同高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳﾏ カイ　アキト

6 H839 谷口 楓真   (1) 熱田高 6 J737 甲斐　暉人(1) 愛知高

ﾆﾜ ｹﾝﾄ ｼﾐｽﾞ ﾘｸ

7 H776 丹羽　健斗(1) 大同大大同高 7 H877 清水　陸(1) 大同大大同高

モリモト　ケンイチ ハネダ　アサキ

8 J802 森本　拳一(1) 菊華高 8 J805 羽根田　旭騎(1) 菊華高



高校op男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

クワヤマ　テッペイ ﾐﾁｼﾀ　ｵｳﾀﾛｳ

1 J61 桒山　鉄平(2) 明和高 1 H544 道下　桜太朗(2) 熱田高

ニワ　ケンタ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳｾｲ

2 H696 丹羽　建太(1) 天白高 2 H791 溝口　航生(1) 大同大大同高

ワキタ　マナブ ニシガキ　リュウタロウ

3 J674 脇田　真武(1) 名古屋西高 3 J665 西垣　颯太郎(1) 明和高

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ ヤマモト　タダムネ

4 J236 長谷川　智(2) 愛工大名電高 4 H244 山本　侃宗(2) 瑞陵高

ミヤモト　ヒロユキ ｵﾉ　ｷｭｳﾀﾛｳ

5 J293 宮本　博行(2) 旭丘高 5 H548 小野　玖太郎(2) 熱田高

カワハラ　イッケイ ヤマモト　ユウト

6 J54 河原　一慶(2) 明和高 6 J661 山本　悠人(1) 明和高

ヤマダ　アルモン オカダ　リョウヤ

7 J866 山田　アルモン(1) 至学館高 7 J662 岡田　凌弥(1) 明和高

カジノ　シュウマ ﾊﾔｼ　ﾕｳｼ

8 J670 梶野　秀真(1) 名古屋西高 8 H551 林　勇志(2) 熱田高

ヤマダ　ユウキ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 

9 J667 山田　裕貴(1) 明和高 9 H842 中川 稜雅(1) 熱田高

ニシ　ハヤタ ミヤジマ　ショウ

10 J673 西　速汰(1) 名古屋西高 10 H698 宮島　翔(1) 天白高

コバヤシ　タケシ ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

11 J165 小林　健志(2) 名古屋西高 11 J796 植田　拓真(1) 山田高

ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｾｲ ｵｵﾔ ﾔｽﾅﾘ

12 J708 花田　光生(1) 愛工大名電高 12 H841 大矢 靖也 (1) 熱田高

ヨシハラ　サトシ ニシ　ケンシン

13 J279 吉原　慧(2) 旭丘高 13 J664 西　健伸(1) 明和高

ナガサキ　リョウ カノウ　ユウダイ

14 J162 長崎　稜(2) 名古屋西高 14 J865 加納　裕大(1) 至学館高

タケカワ　ガイト コジマ　ユウヘイ

15 J174 竹川　凱登(2) 名古屋西高 15 H753 小島　悠平(1) 瑞陵高

ﾁｬﾔ ﾕｳﾄ イシカワ　セイマ

16 H769 茶谷　友翔(1) 昭和高 16 J864 石川　聖真(1) 至学館高

サカキバラ　タクミ

17 J63 榊原　匠海(2) 明和高



高校op男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3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

ﾋﾗﾂｶ ﾀﾞｲｷ

1 J750 平塚　大樹(1) 名東高 1

ﾄﾀﾞ ﾚﾝﾀ

2 H786 戸田　蓮大(1) 大同大大同高 2

タケシタ　リョウ

3 H754 竹下　諒(1) 瑞陵高 3

ﾑﾛｵｶ ﾕｷﾋﾛ

4 J549 室岡　幸衛(1) 名東高 4

ｵｸﾑﾗ ﾀﾂｷ

5 H770 奥村　竜生(1) 昭和高 5

ｲｲﾀﾞ ﾚﾝ

6 H879 飯田　蓮(1) 大同大大同高 6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ

7 H780 渡邊　誠也(1) 大同大大同高 7

ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ

8 J746 川上　諒馬(1) 名東高 8

ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾔ

9 H880 石原　尚弥(1) 大同大大同高

ﾓﾘﾀ ﾄｼｶ

10 H782 守田　利嘉(1) 大同大大同高

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ

11 J748 齊藤　千晃(1) 名東高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾛｳ

12 H792 渡邊　拓郎(1) 大同大大同高

サカキバラ　エイキ

13 H699 榊原　英輝(1) 天白高

ｵｵｲﾜ ﾕｳｽｹ

14 J749 大岩　佑輔(1) 名東高

ﾐｽﾞﾉ ｼｵﾝ

15 J752 水野　史遥(1) 名東高

ﾋｺﾞ ｶｽﾞｷ

16 H784 肥後　一輝(1) 大同大大同高



高校OP女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

1 1

モリ　ホノカ タニムラ　ミサキ

2 J5062 森　穂乃果(2) 愛知高 2 J5066 谷村　美咲(2) 愛知高

ミズノ　アサヒ ｵｵﾔﾏ ﾕﾒｶ

3 J5064 水野　あさひ(2) 愛知高 3 J5127 大山　夢叶(2) 愛工大名電高

スギウラ　ナオ オカダ　キョウカ

4 J5078 杉浦　奈央(2) 愛知高 4 J5365 岡田　京華(1) 明和高

イカイ　サアヤ スズキ　カナ

5 J5072 井貝　沙彩(1) 愛知高 5 J5063 鈴木　佳菜(2) 愛知高

オオヤ　サヤナ タテイシ　ルナ

6 J5074 大矢　紗也菜(1) 愛知高 6 J5076 立石　留菜(1) 愛知高

カトウ　アヤナ ミヤタ　アユミ

7 H5304 加藤　綾菜(3) 椙山高 7 J5118 宮田　歩美(2) 名古屋西高

カトウ　アヤナ ｱﾋﾟｱﾀｳｨｱ ﾎﾀﾙ

8 J5304 加藤　綾菜(3) 椙山高 8 J5298 アピアタウィア　蛍(1) 名東高

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

1 1

クニエダ　ミナミ ハヤシ　ユウカ

2 H5067 國枝　美南(3) 桜花学園高 2 H5071 林　柚花(2) 桜花学園高

スギシタ　モアナ ﾉﾅｶ ｺﾅﾂ

3 J5300 杉下　もあな(1) 瑞陵高 3 J5092 野中　小夏(2) 名東高

ﾋﾗﾉ ｱﾔｾ スギヤマ　ユウリ

4 J5128 平野　絢瀬(2) 愛工大名電高 4 J5390 椙山　裕理(1) 名古屋西高

サジ　カナコ スミダ　マユ

5 J5133 佐治　佳奈子(2) 聖霊高 5 J5071 隅田　眞憂(1) 愛知高

ヤマグチ　ミサト タカハシ　マナ

6 J5318 山口　真知(2) 山田高 6 J5308 高橋　愛(1) 椙山高

コンドウ　アイリ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾏｷ

7 J5404 近藤　愛莉(1) 椙山高 7 J5430 小林　小万記(1) 愛工大名電高

タカハシ　ナオ ハヤシ　レイナ

8 J5307 高橋　直(1) 椙山高 8 J5360 林　玲奈(1) 名古屋西高

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

1 1

 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｻ ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

2 H5425 小笠原　里紗 (1) 熱田高 2 J5431 齋藤　みゆ(1) 愛工大名電高

オオタ　ユウユ イソガイ　ヒナコ

3 J5141 太田　結夕(2) 聖霊高 3 J5385 磯貝　日向子(1) 明和高

ｱｵﾏﾂ ﾗﾑ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ

4 J5519 青松　羅夢(1) 山田高 4 H5384 山本　真友香(1) 昭和高

ミヤモト　タマキ クボタ　アリサ

5 J5443 宮本　珠希(1) 愛知高 5 J5473 窪田　有桜(1) 椙山高

サイノヒラ　サヤカ アサイ　ヒカル

6 J5085 斉野平　彩夏(2) 菊華高 6 H5328 浅井　ひかる(1) 松蔭高

ｶﾜﾀﾞ　ｱﾔﾉ スギウラ　シノカ

7 H5232 川田　彩乃(2) 熱田高 7 H5299 杉浦　詩乃香(1) 瑞陵高

サワムラ　アイ ハルタ　サヤカ

8 J5312 澤村　愛衣(1) 椙山高 8 J5387 春田　沙也香(1) 明和高



高校OP女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

1 1

ヨシモト　ヒナ ヒラヌマ　サホ

2 J5444 吉本　秘那(1) 愛知高 2 J5413 平沼　紗帆(1) 桜花学園高

イセ　ヒナコ ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ

3 J5140 伊勢　日向子(2) 聖霊高 3 H5426 松岡 瑞生   (1) 熱田高

 ｵｵﾀｹ ｱﾔ タカギ　エミリ

4 H5422 大竹　亜耶  (1) 熱田高 4 H5412 高木　瑛深里(1) 桜花学園高

シバタ　アム モリタ　ルイカ

5 H5327 柴田　朝夢(1) 松蔭高 5 H5405 森田　るいか(1) 桜花学園高

 ﾌｸﾀ ｼｽﾞｸ ヤマダ　リエ

6 H5420 福田 しずく  (1) 熱田高 6 H5339 山田　梨愛(1) 富田高

ニッタ　ヒナ ナカシマ　サキ

7 J5470 新田　雛(1) 菊華高 7 H5407 中島　彩希(1) 桜花学園高

ミズカミ　アイナ チノ　サヤカ

8 H5471 水上　愛菜(1) 菊華高 8 H5408 千野　さやか(1) 桜花学園高

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



高校OP女子1500m

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

オオノ　モモカ

1 J5335 大野　百花(2) 至学館高

ハチガ　サホ

2 J5138 八賀　小穂(1) 聖霊高

オノ　アヤハ

3 H5389 小野　礼葉(1) 明和高

カトウ　アヤナ

4 H5304 加藤　綾菜(3) 椙山高

ヤマグチ　ユミカ

5 J5354 山口　由望香(2) 至学館高

 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ

6 H5424 吉田 桃子 (1) 熱田高

フモト　ミカ

7 J5134 麓　実華(2) 聖霊高

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾅ

8 H5423 山本 結菜   (1) 熱田高

サクマ　アンナ

9 H5409 佐久間　杏奈(1) 桜花学園高

カンモリ　カヨ

10 H5404 上森　佳代(1) 桜花学園高

スズキ　アユミ

11 J5469 鈴木　歩美(1) 菊華高

ﾌｸｼﾏ ｿﾖｶ

12 H5452 福島　颯(1) 名東高

アサイ　コトワ

13 J5132 浅井　思羽(2) 聖霊高

イシバシ　キョウカ

14 J5342 石橋　京佳(1) 至学館高

シバタ　ナナハ

15 J5136 柴田　菜々春(1) 聖霊高

ハヤシ　アオイ

16 J5137 林　蒼依(1) 聖霊高

ノダ　アミ

17 J5340 野田　亜美(3) 至学館高

ソウマ　カエデ

18 J5353 相馬　楓(2) 至学館高

マツオ　ニジホ

19 H5009 松尾　虹歩(2) 名女大高

セノオ　ナツコ

20 J5135 妹尾　夏子(2) 聖霊高



中学OP男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

タカダ　コウキ ノジマ　ショウゴ

1 P487 髙田　皓生(3) 冨士中 1 P728 野島　昌悟(3) 守山東中

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾝｽｹ ヨシダ　ハルト

2 P340 渡辺　顕祐(3) 大須AC 2 P833 吉田　晴登(2) 豊正中

シバガキ　タクミ ｱﾘﾀ ｼｮｳ

3 P498 柴垣　拓実(3) 冨士中 3 P192 有田　翔(3) 千種台中

ｺﾔﾅｷﾞ ｶｲﾘ アンドウ　リョウスケ

4 P253 小柳　界力(3) 猪高中 4 P475 安藤　綾祐(3) 冨士中

オクムラ　トシヤ イナガワ　ケイスケ

5 P723 奥村　俊哉(3) 守山東中 5 P511 稲川　慧亮(2) 冨士中

オオモリ　ヒロフミ ｱｶｼ ﾄｼｷ

6 P722 大森　浩史(3) 守山東中 6 P256 明石　敏暉(3) 猪高中

ナカシマ　ユウキ ゴトウ　ナオユキ

7 P727 中嶋　湧希(3) 守山東中 7 P459 後藤　直之(3) 港南中

ﾁｮｳﾉ ｺｳﾍｲ オオシマ　イオリ

8 P263 蝶野　浩平(3) 猪高中 8 P512 大島　伊織(2) 冨士中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

タケウチ　ヨウヘイ ニノミヤ　リョウ

1 P293 竹内　洋平(2) 藤森中 1 P299 二宮　諒(2) 藤森中

オリヤマ　ユウキ ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

2 P460 折山　悠稀(3) 港南中 2 P783 大平　健太郎(2) 名古屋中

イワツボ　レイヤ ハギハラ　カドシマ

3 P468 岩坪　澪夜(2) 港南中 3 P688 萩原　圭島(3) 守山西中

トクモト　ケンタ ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ

4 P465 徳元　謙太(2) 港南中 4 P275 佐々木　祥悟(2) 猪高中

オオハシ　ヒロト タケオ　ユウジ

5 P322 大橋　宏斗(2) 豊国中 5 P312 竹尾　勇司(3) 豊国中

ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

6 P328 石原　健次(3) 宝神中 6 P331 伊藤　大輝(2) 宝神中

アオキ　リョウ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾏｻｷ

7 P698 青木　崚(3) 守山西中 7 P780 堀米　晶貴(3) 名古屋中

イトウ　タツキ ヨシダ　プリンス

8 P463 伊藤　樹(3) 港南中 8 S163 吉田　プリンス(2) 高森台中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

ｱｵﾔﾏ ｼｭｳ フジワラ　ユウセイ

1 P1184 青山　崇(1) 猪高中 1 P671 藤原　勇成(3) 守山西中

マツダ　ナオト タカノ　ミズキ

2 P461 松田　直人(3) 港南中 2 P296 髙野　瑞基(2) 藤森中

カトウ　ユウタ ﾆﾜ ｾﾝﾄ

3 P491 加藤　悠太(3) 冨士中 3 P327 丹羽　星艶斗(3) 宝神中

コバヤシ　ヒュウガ タカハシ　ハヤト

4 P499 小林　飛向(3) 冨士中 4 P1193 高橋　隼人(1) 藤森中

チェ　スンホ スズキ　ハヤト

5 P637 崔　承浩(3) 冨士中 5 P1092 鈴木　颯斗(1) 港南中

チェ　ユンホ コジマ　リキ

6 P516 崔　潤浩(3) 冨士中 6 P1147 小島　理希(1) 冨士中

ジュダイ　ナオト ﾅｶ ﾅｵｷ

7 P467 寿台　直人(2) 港南中 7 P280 中　直輝(2) 猪高中

モリヒラ　マサアキ オオツ　ナオヤ

8 P466 森平　雅章(2) 港南中 8 P311 大津　直也(3) 豊国中



中学OP男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

イサジ　ハヤタ ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ

1 P476 伊佐治　颯大(3) 冨士中 1 P1464 加藤 暖大(1) 神の倉中

イシヤマ　ハルキ ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

2 P298 石山　遼紀(2) 藤森中 2 P271 安田　匠吾(2) 猪高中

タカヤ　ユウト ｶﾄｳ ｿｳﾙ

3 P732 高家　悠人(3) 守山東中 3 21713 加藤　壮流(3) 牧の池中

ﾅﾘﾀ ｹｲｼ オオタニ　ヒロト

4 P1235 成田　啓史(1) 名古屋中 4 P735 大谷　浩登(3) 守山東中

モリシタ　タクミ トイダ　レン

5 P865 森下　匠(3) 桜田中 5 S157 樋田　蓮(2) 高森台中

ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ カタセ　アキト

6 P1183 西　徹朗(1) 猪高中 6 P685 片瀬　瑛仁(3) 守山西中

ミズノ　ヒビキ ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

7 S155 水野　飛美生(2) 高森台中 7 P665 田中　颯真(2) 沢上中

ｵｶﾉ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾔﾏｼﾀ　ｱｵｲ

8 P1385 岡野　圭伸(2) 瑞穂ヶ丘中学校 8 P974 山下　碧(1) 神丘中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

ｳﾉ ﾚﾝ チェ　テウン

1 P1420 宇野　蓮(1) 宝神中 1 P508 崔　太雄(2) 冨士中

ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ フジタ　リキマル

2 12402 片桐　颯太(1) 天神山中 2 P489 藤田　力丸(3) 冨士中

タケウチ　トモヒロ カスガ　アユム

3 P1098 竹内　友啓(1) 港南中 3 S161 春日　歩(2) 高森台中

トクガワ　カズマ ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ

4 P856 徳川　和馬(2) 桜田中 4 P1441 樋口 宗頼(1) 守山東中

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｯｾｲ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ

5 P334 森山　達成(2) 宝神中 5 P1189 髙田　直希(1) 猪高中

ｲｿﾑﾗ　ｶｲ キタセ　ユウト

6 P1470 磯村　開(1) 大須AC 6 P324 北瀨　湧斗(2) 豊国中

タカヤマ　ヒロト ハラダ　エイイチロウ

7 P1232 高山　博任(1) 名古屋中 7 P1199 原田　英一郎(1) 藤森中

コンドウ　ユウキ タカオ　ソウイチロウ

8 P1337 近藤　裕紀(2) 桜田中 8 P1090 髙尾　壮一郎(2) 港南中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

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

オオノ　ユウジ ｲｲﾀﾞ ｶｲﾄ

1 P506 大野　雄士(2) 冨士中 1 P370 飯田　海斗(3) 天神山中

オオササ　ユキヒト ミヤザキ　ケント

2 P483 大笹　友輝人(3) 冨士中 2 P325 宮﨑　健斗(2) 豊国中

ハシモト　ハルヤ ﾊｷﾞﾜﾗ　ｱｵｲ

3 P1205 橋本　温哉(1) 藤森中 3 P978 萩原　碧海(1) 神丘中

オガワ　キョウイチロウ アサイ　シンノスケ

4 P513 小川　京一郎(2) 冨士中 4 P1089 浅井　慎之亮(3) 港南中

ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｶｾﾞ ミヤモト　ユウマ

5 P793 門脇　春風(2) 名古屋中 5 P544 宮本　侑茉(2) 神の倉中

タケダ　リオ ｵｵｼﾏ ｲﾁ

6 P492 武田　麗緒(3) 冨士中 6 P372 大島　莞知(3) 天神山中

ヒガシヤマ　コウク ﾃﾗｼﾀ ﾚﾝﾄ

7 P1097 東山　紅空(1) 港南中 7 21722 寺下　廉人(3) 牧の池中

コバヤシ　アルマン ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

8 P1094 小林　あるまん(1) 港南中 8 P376 山下　翔平(3) 天神山中



中学OP男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ アサイ　アツキ

1 12417 宮崎　浩輔(1) 天神山中 1 P316 浅井　敦貴(3) 豊国中

トヤ　ケイゴ アサイ　シュンスケ

2 P294 戸谷　啓吾(2) 藤森中 2 P295 浅井　駿佑(2) 藤森中

ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｼﾛｳ ｲﾄｳ ｿｳﾀ

3 P272 宮川　晃士朗(2) 猪高中 3 P781 伊藤　颯汰(3) 名古屋中

カネダ　トモヤ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ

4 P1105 金田　朋也(1) 汐路中 4 P1454 石川 雄斗(1) 神の倉中

ﾉﾀﾞ ｼｭｳﾄ ハラタ　ヒロト

5 P784 野田　脩斗(2) 名古屋中 5 P729 原田　裕豊(3) 守山東中

ｵﾉｽﾞｶ ﾊﾔﾄ ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

6 P1331 小野塚　隼人(2) 牧の池中 6 P1185 江口　和慶(1) 猪高中

ｻｶｲ ﾏﾅﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｷ

7 P1018 酒井　真人(1) 千種台中 7 16710 山田　多希(1) 富田中

カトウ　カズヤ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾘｱﾑ

8 P470 加藤　和弥(2) 港南中 8 P1356 ウィリアムズ　利亜武(1) 沢上中

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

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

ヤマナカ　アンジ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ

1 P504 山中　杏時(2) 冨士中 1 P779 近藤　颯祐(3) 名古屋中

ニシモリ　タイセイ ﾆｼｵ　ﾗｲｼﾞ

2 P1151 西森　泰生(1) 冨士中 2 P1387 西尾　頼二(2) 瑞穂ヶ丘中学校

カステイヨ　アンジュス フタミ　カイセイ

3 P1383 カステイヨ　アンジュス(2) 千鳥丘中 3 P1152 二見　海成(1) 冨士中

ヨシダ　トモキ キムラ　トウマ

4 P1233 吉田　智貴(1) 名古屋中 4 P860 木村　斗真(2) 桜田中

ミヤマツ　リョウゴ タナカ　カズハ

5 P985 宮松　良伍(1) 千鳥丘中 5 P1150 田仲　主覇(1) 冨士中

ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ ヨネシゲ　ソラ

6 P1438 小澤 由暉(1) 守山東中 6 P473 米重　宙(2) 港南中

ソブエ　リョウ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

7 P1142 祖父江　涼(1) 吉根中 7 P1187 鈴木　康汰(1) 猪高中

スギタニ　トウマ ｲｴﾀﾞ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ

8 P1202 杉谷　登馬(1) 藤森中 8 P1384 家田　英和(2) 瑞穂ヶ丘中学校

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

タカハシ　リョウタロウ ｲﾄｳ ﾀｶﾄ

1 P847 髙橋　良太郎(2) 汐路中 1 P1437 伊藤 享飛(1) 守山東中

ｲｼﾔﾏ ｼｭﾝ ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

2 P662 石山　隼(2) 沢上中 2 P329 前田　絢音(2) 宝神中

ヤマグチ　リュウキ ﾊｷﾞｵｶ ｼｮｳ

3 P979 山口　竜輝(1) 千鳥丘中 3 12404 萩岡　聖(1) 天神山中

イトウ　タイヨウ ﾊﾔｼ　ﾘﾝﾀﾛｳ

4 P830 伊藤　太陽(2) 豊正中 4 P1388 林　凜太朗(2) 瑞穂ヶ丘中学校

ハヤシ　レオ ﾊﾗﾀ ｾﾞﾝｼﾞ

5 P1214 林　玲碧(2) 豊正中 5 P1325 原田　善次(1) 牧の池中

ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾍｲ ﾔｽﾄﾐ ﾚｵ

6 P374 後藤　柊平(3) 天神山中 6 P1191 安富　玲皇(1) 猪高中

モンデン　ユイト ﾏｷ ﾕｳﾄ

7 P831 門田　唯人(2) 豊正中 7 P1326 牧　雄斗(1) 牧の池中

ｽｽﾞｷ ｱﾂﾋﾛ ハシモト　トモハル

8 16714 鈴木　敦大(1) 富田中 8 P469 橋本　友陽(2) 港南中



中学OP男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

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

ﾐｳﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ

1 P1393 三浦　健太郎(1) 瑞穂ヶ丘中学校 1 P281 中垣　温斗(2) 猪高中

イトウ　カイセイ コンドウ　ショウマ

2 P1101 伊藤　快晟(1) 港南中 2 P850 近藤　祥午(2) 汐路中

ｲﾜﾀ ｺｳｷ ﾆｼﾀﾞ　ﾀｸﾐ

3 P1315 岩田　幸樹(1) 名古屋北中 3 P968 西田　匠見(1) 神丘中

ﾋﾗﾀ ｱﾂﾔ ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ

4 P335 平田　敦也(2) 宝神中 4 P1182 萩原　健人(2) 猪高中

カギヤ　ソラ ナカヤマ　ケン

5 P1140 鍵谷　空(1) 吉根中 5 P1203 中山　憲(1) 藤森中

カドワキ　レン スギヤマ　マサト

6 P1146 門脇　蓮(1) 冨士中 6 P836 杉山　真人(2) 豊正中

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ キトウ　マサキ

7 16715 宮本　悠太朗(1) 富田中 7 P834 鬼頭　雅軌(2) 豊正中

イワタ　ユウガ ｷﾑﾗ ｶﾝﾀ

8 P1095 岩田　悠雅(1) 港南中 8 P1440 木村 寛太(1) 守山東中

21組 風(+/-    ) 22組 風(+/-    )

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

シオカワ　テツハル

1 P1206 塩川　徹治(1) 藤森中 1

コンドウ　ショウヤ ｵﾘﾀ ﾋﾛﾑ

2 P1091 近藤　翔也(2) 港南中 2 P1309 折田　大夢(1) 名古屋北中

ﾂｼﾞｵｶ ﾊﾙﾄ イズム　コウキ

3 P336 辻岡　暖留(2) 宝神中 3 P1103 泉　幸輝(1) 港南中

ﾌﾙｺﾞｵﾘ ｼｭﾝｲﾁ ﾔｽｲ ｼｮｳﾀ

4 P273 古郡　駿一(2) 猪高中 4 P1322 安井　翔大(1) 牧の池中

ウエモト　トモヤ ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ

5 P1099 上本　智也(1) 港南中 5 P1312 前田　直哉(1) 名古屋北中

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ハラダ　ショウタ

6 P1332 中山　蓮(2) 牧の池中 6 P984 原田　翔太(1) 千鳥丘中

ホソイ　ヒナタ ﾂﾁﾔ　ｼｮｳﾀﾛｳ

7 P1145 細井　陽(1) 吉根中 7 P1392 土屋　翔太郎(1) 瑞穂ヶ丘中学校

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｵｷ

8 P1310 前田　健翔(1) 名古屋北中 8 P1324 辻村　真生樹(1) 牧の池中

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

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

1 1

ナカシマ　ケイスケ ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｶﾞ

2 P1197 中島　京佑(1) 藤森中 2 P1421 井上　凌我(1) 宝神中

タナカ　シュウマ ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

3 P1204 田中　柊真(1) 藤森中 3 P1188 吉村　太我(1) 猪高中

サトウ　ユウヤ ナカゴメ　ユウスケ

4 P981 佐藤　友哉(1) 千鳥丘中 4 P1195 中込　雄介(1) 藤森中

ﾀｶｾ ﾋﾛｷ ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ

5 20903 高瀬　裕規(1) 名古屋聾高 5 P1186 神谷　優斗(1) 猪高中

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｾｲ ｲｹﾀﾞ　ﾕｳｺﾞ

6 P282 中川　輝星(2) 猪高中 6 P960 池田　有吾(1) 神丘中

ｿｶﾞﾍﾞ　ﾏﾁ ゴトウ　ヒデキ

7 P972 曽我部真知(1) 神丘中 7 P986 後藤　秀樹(1) 千鳥丘中

ｺｻﾞｷ ｿｳﾏ ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾔ

8 P277 小﨑　颯万(2) 猪高中 8 12486 小倉　和也(1) 天神山中



中学OP男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　27組

25組 風(+/-    ) 26組 風(+/-    )

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

1 1

ヤマダ　ヒサト ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹﾐ

2 P980 山田　久斗(1) 千鳥丘中 2 P330 萩原　岳巳(2) 宝神中

ﾆｼﾊﾀ ｺｳｲﾁ ｷﾄｳ　ｿｳﾀ

3 P1329 西畑　晃一(1) 牧の池中 3 P1389 鬼頭　爽太(1) 瑞穂ヶ丘中学校

ｾﾄ　ｼﾞｭﾝ ﾜｼﾉ　ﾘｮｳｲﾁ

4 P977 瀬戸　潤(1) 神丘中 4 P1394 鷲野　凌一(1) 瑞穂ヶ丘中学校

サトウ　ケンタ ｷﾑﾗ　ﾕｳｾｲ

5 P1163 佐藤　健太(1) 冨士中 5 P1390 木村　勇聖(1) 瑞穂ヶ丘中学校

ﾊﾙﾔﾏ ﾀｶﾏﾙ イシグロ　リュウノスケ

6 20904 春山　貴丸(1) 名古屋聾高 6 P1096 石黒　竜之介(1) 港南中

ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ ワガツマ　ワタル

7 20902 大谷　亮輔(1) 名古屋聾高 7 P471 我妻　航(2) 港南中

ミヤケ　マサヤ ボウノ　マサキ

8 P1102 三宅　正也(1) 港南中 8 P1104 坊野　将希(1) 港南中

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

1 1

ｳｼｵ ｶﾂﾏｻ

2 P1423 牛尾　勝政(1) 宝神中 2

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｷ

3 16736 高橋　俊希(1) 富田中 3

ﾌｼﾞﾖｼ ｿｳﾏ

4 P1424 藤吉　壮馬(1) 宝神中 4

ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝ

5 16735 奥村　駿(1) 富田中 5

スギウラ　ユウト

6 P846 杉浦　佑都(2) 汐路中 6

ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾄ

7 16737 川崎　僚斗(1) 富田中 7

ｷﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

8 P1422 鬼頭　広大(1) 宝神中 8



中学OP男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾖｼﾔﾏ　ﾌﾐｼﾛ ヨシノ　アキミチ

1 P185 吉山　史城(3) 神丘中 1 P502 吉野　明道(2) 冨士中

タキザワ　ソウタ ｵｵﾉ ｶﾝﾀ

2 P514 瀧沢　奏太(2) 冨士中 2 P217 大野　幹太(2) 名古屋北中

オオマチ　コウスケ ヤマシタ　カイセイ

3 P527 大町　公祐(3) 神の倉中 3 P530 山下　開世(3) 神の倉中

テラシマ　ハル ｺｲﾃﾞ ｹｲｽｹ

4 P497 寺島　青(3) 冨士中 4 S63 小出　啓輔(2) JRC

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂ ｵｵｳﾁ ｼｮｳﾀ

5 P167 早川　里月(3) 神丘中 5 P1010 大内　菖太(1) 千種台中

ﾐﾔﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

6 P264 宮村　眞一郎(3) 猪高中 6 P276 山口　夏輝(2) 猪高中

シミズ　ソウタロウ ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ

7 P495 清水　蒼太郎(3) 冨士中 7 P168 岡田　敏男(3) 神丘中

クボ　マシュン ﾊﾔｼ ﾅﾙｷ

8 S158 久保　舞瞬(2) 高森台中 8 P165 林　育輝(3) 神丘中

ﾏｾ　ｲｵﾝ イトウ　タイチ

9 P180 間瀬 維温(2) 神丘中 9 P1237 伊藤　太一(1) 港南中

モリ　ヨウスケ ﾔｶﾞﾀ ｼｭﾝﾀ

10 P494 森　陽介(3) 冨士中 10 15174 矢形　駿汰(2) 沢上中

モウリ　トモキ ミヤジマ　ケンソウ

11 P493 毛利　智紀(3) 冨士中 11 P858 宮島　賢聡(2) 桜田中

ニシワキ　ショウタ ヤマシタ　ヒビキ

12 P500 西脇　翔太(3) 冨士中 12 P849 山下　響己(2) 汐路中

ﾓﾘｵｶ ﾕｳｾｲ ｺﾔﾏ ｶﾝｼﾞ

13 P660 森岡　佑成(2) 沢上中 13 S166 小山　寛司(2) TTD

ｱｻﾉ ﾘｭｳｷ ｶｲﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

14 T35 浅野　龍毅(1) 愛知陸協 14 P724 開田　響(3) 守山東中

ミモト　ユウ サワダ　イツキ

15 P867 三本　優(3) 桜田中 15 P863 澤田　樹(3) 桜田中

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

ｱﾍﾞ ｲｯｾｲ イトウ　ユウダイ

1 P1333 阿部　一生(2) 牧の池中 1 P503 伊藤　悠大(2) 冨士中

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻﾔ ﾀｶｲ ﾊﾙﾋ

2 P971 山口　昌也(1) 神丘中 2 12413 髙井　陽日(1) 天神山中

ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾃ ｾｲﾔ

3 20901 坪井　雅也(3) 名古屋聾高 3 P283 長手　晟也(2) 猪高中

スヤマ　ミズキ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶﾝﾀ　

4 P537 須山　瑞月(2) 神の倉中 4 P962 藤本　幹大(1) 神丘中

ササキ　マナト ﾔﾀﾍﾞ ｼﾝﾔ

5 P845 佐々木　学人(2) 汐路中 5 12418 矢田部　伸哉(1) 天神山中

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ

6 P1017 川本　結人(1) 千種台中 6 P720 伊藤　涼真(3) 守山東中

ウチダ　ソウヘイ ｶﾄｳ ｲｯｾｲ

7 P505 打田　蒼平(2) 冨士中 7 12426 加藤 一誠(1) 天神山中

ヨネシゲ　タイヨウ サカタ　ユウマ

8 P472 米重　太陽(2) 港南中 8 P1100 坂田　悠真(1) 港南中

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ ﾏﾂｼﾀ ﾗｲ

9 P274 後藤　裕太郎(2) 猪高中 9 P1357 松下　来良(1) 沢上中

ｺｼﾞﾏ ｷｲﾁ ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾔ

10 P369 小島　輝市(3) 天神山中 10 P1458 池田 陸哉(1) 神の倉中

フルカワ　アオイ ｱｻﾐ ﾘｭｳｷ

11 P535 古川　蒼(2) 神の倉中 11 P1465 浅見 龍希(1) 神の倉中

ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾛﾔ ｵｷﾞﾉ　ﾏｻｷ

12 P375 矢田部　宏哉(3) 天神山中 12 P976 荻野　真綺(1) 神丘中

サシダ　キョウスケ ﾊﾗ ｼｮｳﾀ

13 S277 指田　恭佑(1) 高森台中 13 P1190 波良　昇大(1) 猪高中

トクタケ　アユム ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｷ

14 P474 徳竹　歩夢(2) 港南中 14 P1460 谷口 英暉(1) 神の倉中

ｲﾉｸﾁ ｾｲﾔ ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲﾄ

15 S164 猪口　聖也(3) TTD 15 P332 西川　大翔(2) 宝神中



中学OP男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾌｼﾞﾏｷ ｿｳﾏ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1 12409 藤巻　壮真(1) 天神山中 1 S378 岡田　隆太郎(2) TTD

カワカミ　トモヒロ スズキ　ユウシ

2 P1109 川上　智大(1) 汐路中 2 P1106 鈴木　勇志(1) 汐路中

ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ﾆﾜ ｱｷﾄ

3 16717 森田　隼一朗(1) 富田中 3 P383 丹羽　亮人(3) 天神山中

ｶﾄｳ ﾀｹｷ ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

4 P1323 加藤　丈暉(1) 牧の池中 4 P1439 尾上 陽人(1) 守山東中

ｱﾗﾀｹ ﾐﾂｼﾞ ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞﾄｼ

5 P1330 荒武　光信(1) 牧の池中 5 P1442 深津 英寿(1) 守山東中

タナカ　ツバサ ｳﾗ ﾀｶｵ

6 P538 田中　翼(2) 神の倉中 6 P1320 浦　岳大(1) 牧の池中

カワカミ　カズヒロ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

7 P1110 川上　和大(1) 汐路中 7 S168 中村　空暉(3) TTD

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｯｻ ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ

8 16703 松原　一颯(1) 富田中 8 S165 北原　和幸(2) TTD

ﾀｹｶﾜ ﾘｮｳｽｹ ｲﾜﾀ ｼｮｳ

9 P1358 竹川　涼介(1) 沢上中 9 P382 岩田　翔(3) 天神山中

ｷﾑﾗ　ｺｳﾀ ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

10 P966 木村　洸太(1) 神丘中 10 P1451 石川 朋弥(1) 神の倉中

シラカワ　ジン ｻｶｼﾀ ﾕｳﾀ

11 S278 白川　仁(1) 高森台中 11 P1456 坂下 祐太(1) 神の倉中

ﾆﾜ ｾﾝﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ

12 P327 丹羽　星艶斗(3) 宝神中 12 P1448 田中 裕大(1) 神の倉中

ﾖｺﾀ ﾋﾛﾔ ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾏ

13 P1192 横田　寛也(1) 猪高中 13 P787 山﨑　聖真(2) 名古屋中

ﾖｺﾔﾏ ｺｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

14 P1445 横山 孝祐(1) 守山東中 14 S169 中村　侑暉(3) TTD

7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

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 P1321 林　亮太朗(1) 牧の池中 1

アサノ　タクミ

2 P1107 浅野　匠(1) 汐路中 2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

3 P1446 渡辺 翔(1) 守山東中 3

ﾎﾘｲ ﾔﾏﾄ

4 P1443 堀井 豪斗(1) 守山東中 4

ﾄﾀﾞ ｺｳﾀ

5 P1461 戸田 航太(1) 神の倉中 5

ﾜｷｻｶ ﾋﾛｼ

6 S380 脇坂　碩(1) TTD 6

ｵﾊﾞﾀ ﾙｲ

7 P1327 小畑　瑠良(1) 牧の池中 7

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ

8 P1450 山下 昂太郎(1) 神の倉中 8

ｶｽｶﾞｲ ﾄﾓｱｷ

9 P1459 春日井 智章(1) 神の倉中

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｳﾍｲ

10 S379 松原　周平(1) TTD

ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ

11 P1462 三浦 勇翔(1) 神の倉中

コイズミ　イッサ

12 P1225 小泉　一颯(2) 名古屋中

スズキ　ムツヤ

13 P1148 鈴木　睦耶(1) 冨士中

ﾓﾘｲ ﾓﾄﾂｸﾞ

14 P1444 森井 元嗣(1) 守山東中



中学OP女子100m

決　勝　20組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

イトウ　ヒナコ マスコ　リンカ

1 P5278 伊藤　日菜子(2) 藤森中 1 P5527 増子　凜香(3) 守山東中

ｷﾑﾗ ﾘｺ タナカ　ミユ

2 P5306 木村　莉子(3) 宝神中 2 P5525 田中　美有(3) 守山東中

ホソダ　アオバ フジヤマ　ケイ

3 P5518 細田　蒼葉(3) 守山東中 3 P5272 藤山　慶(2) 藤森中

ﾉﾅｶ ﾏﾕ ヒラノ　ミク

4 P5256 野中　麻由(3) 猪高中 4 P5285 平野　未矩(2) 藤森中

クボタ　ノア ｴｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

5 P5360 久保田　乃愛(3) 港南中 5 P5259 江口　菜月(2) 猪高中

バンノ　リンコ オカダ　ショウコ

6 P5362 坂野　倫子(3) 港南中 6 P5521 岡田　笑子(3) 守山東中

イソノ　スズハ ﾆｼｶﾜ ﾋﾖﾘ

7 P5376 礒野　涼葉(3) 冨士中 7 P5312 西川　ひより(3) 大須AC

ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉ

8 P5738 神田  彩名(1) 千種台中 8 P5882 山本　紫乃(1) 猪高中

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

ハセガワ　ヨウコ サトウ　カヨコ

1 P5274 長谷川　陽子(2) 藤森中 1 P5892 佐藤　華余子(1) 藤森中

マセギ　ミナミ ﾅｶﾔﾏ　ｲｽﾞﾐ

2 P6083 柵木　美南(1) 守山東中 2 P5718 中山いずみ(1) 神丘中

イド　ユウキ シバタ　ライム

3 P5361 井戸　優希(3) 港南中 3 P5295 柴田　瀬舞(3) 豊国中

ﾀｶｲｼ　ｴﾘ ｲｹﾀﾞ ｱｶﾘ

4 P6033 髙石　恵里(2) 瑞穂ヶ丘中学校 4 P5883 池田　朱梨(1) 猪高中

オクハラ　マキホ イワタ　サラ

5 P5607 奥原　真紀歩(2) 桜田中 5 P5519 岩田　彩楽(3) 守山東中

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ﾐﾉﾘ ｺﾀｷ ﾊﾅｴ

6 P6036 宮林　実里(2) 瑞穂ヶ丘中学校 6 S5055 小瀧　花愛(1) JRC

モリ　カナコ ムトウ　カナホ

7 P5528 森　香菜子(3) 守山東中 7 P5303 武藤　奏帆(2) 豊国中

ｽｷﾞﾑﾗ　ｻｸﾗ ｼﾓﾀﾞ ｼﾎ

8 P6031 杉村　さくら(2) 瑞穂ヶ丘中学校 8 P5305 下田　志帆(3) 宝神中

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

ｳｴﾉ ﾈﾈ ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ

1 S5049 上野　寧々(1) JRC 1 P5260 本田　和(2) 猪高中

ｲｼｸﾞﾛ　ﾐｸ ｵｶﾞﾜ　ｾｲﾅ

2 P5708 石黒　実玖(1) 神丘中 2 P6049 小川　聖奈(1) 瑞穂ヶ丘中学校

カワセ　ヒナタ イワタ　マオ

3 P5903 川瀨　雛(1) 藤森中 3 P5302 岩田　真緒(2) 豊国中

ｽｷﾞﾓﾄ　ｱﾔｶ カワムラ　ユウカ

4 P5703 杉本　彩華(1) 神丘中 4 P5280 河村　優佳(2) 藤森中

ハヤカワ　マユキ ﾀｸﾞﾁ　ｱｲｶ

5 P5611 早川　真幸(2) 桜田中 5 P6042 田口　愛佳(1) 瑞穂ヶ丘中学校

クレマツ　ユウカ ﾊﾞﾝ ｻｸﾗ

6 P5613 榑松　佑香(2) 桜田中 6 P6069 坂　咲花(1) 宝神中

ｵｶﾀﾞ　ﾊﾙﾅ ｵｵﾀﾆ ﾐｺﾄ

7 P6040 岡田　晴菜(1) 瑞穂ヶ丘中学校 7 P6070 大谷　美琴(1) 宝神中

カトウ　アヤカ イナミ　サナ

8 P5300 加藤　彩香(2) 豊国中 8 P5881 井並　紗那(1) 港南中



中学OP女子100m

決　勝　20組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

スズキ　サキカ カワイ　アコ

1 P5765 鈴木　咲香(1) 豊国中 1 P5763 河合　亜胡(1) 豊国中

ﾀｶｲ　ﾚｲﾅ ｽｽﾞｷ ﾕｲｺ

2 P6032 髙井　怜奈(2) 瑞穂ヶ丘中学校 2 P5994 鈴木　結子(1) 牧の池中

ナガイ　ミク アダチ　ミホ

3 S5340 長井　実久(1) 聖霊中 3 P5292 安立　美穂(3) 豊国中

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾘｻ

4 12488 遠藤　梨恋(1) 天神山中 4 P6034 水谷　理沙(2) 瑞穂ヶ丘中学校

トザキ　ウミ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ

5 P6079 戸崎　海(1) 守山東中 5 P5233 山口　紗知(2) 名古屋北中

ヨコチ　ユウナ ｲｺﾏ ﾕｳﾅ

6 P5758 横地　悠愛(3) 豊国中 6 P5231 生駒　祐奈(2) 名古屋北中

ﾔﾅﾓﾄ ｱｷ ﾊｯﾄﾘ ﾏｲ

7 P5890 栁本　亜希(1) 猪高中 7 P5995 服部　真依(1) 牧の池中

トオシマ　カエデ ヒサトミ　ヒナ

8 P6078 遠嶌　楓(1) 守山東中 8 S5344 久冨　妃奈(1) 聖霊中

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

ﾊﾗ ﾋﾅﾀ ミズタニ　アリサ

1 P6072 原　ひなた(1) 愛知淑徳中 1 P6084 水谷　有沙(1) 守山東中

ｱｶﾂﾞ ｻﾔ ハセガワ　ミオ

2 76017 赤津　沙耶(1) 金城学院中 2 P5768 長谷川　実音(1) 豊国中

オノデラ　スズネ ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾉ

3 P6075 小野寺　涼音(1) 守山東中 3 P5886 熊谷　智乃(1) 猪高中

マツイ　タカナ ノボリ　ホノカ

4 P5301 松井　孝奈(2) 豊国中 4 P5832 曻　帆乃果(1) 港南中

アベ　マナカ ｽｷﾞﾀ ﾏｵ

5 P5585 阿部　真奈佳(2) 豊正中 5 P5991 杉田　舞桜(1) 牧の池中

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾘｲ イシイ　アンナ

6 P6048 渡邉　万里衣(1) 瑞穂ヶ丘中学校 6 P5900 石井　杏奈(1) 藤森中

キトウ　ハナカ ﾎｯﾀ ｻｷ

7 P5760 鬼頭　花香(1) 豊国中 7 12487 堀田　紗希(1) 天神山中

ﾃﾗﾀﾞ ｶﾖ ｺﾞﾄｳ ｱｵﾊ

8 P5291 寺田　果代(2) 愛知淑徳中 8 P5981 五藤　蒼葉(1) 名古屋北中

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

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

マツイ　リオ クドウ　マナカ

1 P5829 松井　梨緒(1) 港南中 1 P5853 工藤　愛佳(1) 吉根中

ヨシダ　アヤネ ｸﾗﾀ ﾙﾅ

2 P5284 吉田　彩音(2) 藤森中 2 S5215 倉田　瑠奈(1) JRC

ﾐｽﾞｼﾏ　ﾌﾐｴ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾘｶ

3 P5705 水島　史恵(1) 神丘中 3 P5985 水谷　マリカ(1) 名古屋北中

ウスイ　コトネ フジワラ　アイリ

4 P5906 臼井　琴音(1) 藤森中 4 P5834 藤原　亜衣梨(1) 港南中

ｲﾄｳ ｴﾐｶ ミタニ　シオン

5 20911 伊藤　瑛巳佳(3) 名古屋聾高 5 P6085 三谷　汐音(1) 守山東中

ﾅｶｶﾞﾜ　ﾋﾅｺ イタクラ　メイ

6 P5717 中川日菜子(1) 神丘中 6 P5896 板倉　芽唯(1) 藤森中

ﾀﾏﾑﾗ　ｲﾌﾞｷ アベ　ミノリ

7 P5715 玉村　伊吹(1) 神丘中 7 P6073 安部　みのり(1) 守山東中

シマダ　ノゾミ ﾎｯﾀ ﾏﾅ

8 P5275 嶋田　望(2) 藤森中 8 P5889 堀田　茉那(1) 猪高中



中学OP女子100m

決　勝　20組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ｲﾄｳ　ﾏﾎ

1 P6028 伊藤　真歩(2) 瑞穂ヶ丘中学校 1

ｵｵﾆｼ ﾕｳｶ タナカ　アヤノ

2 P5988 大西　優華(1) 牧の池中 2 P5855 田中　綾乃(1) 吉根中

キシガミ　リン ﾅｶﾂ ｼｮｳｺ

3 P5852 岸上　鈴(1) 吉根中 3 76027 中津　憧子(1) 金城学院中

ハラダ　リン イケダ　キサキ

4 P6082 原田　凜(1) 守山東中 4 P5849 池田　希咲(1) 吉根中

タカギ　カズサ ミゾタ　アカリ

5 P5893 高木　七咲(1) 藤森中 5 P5859 溝田　明佳里(1) 吉根中

ｲﾄｳ ﾅﾅ オオハシ　ユキ

6 76018 伊藤　菜那(1) 金城学院中 6 P5851 大橋　ユキ(1) 吉根中

コイズミ　マオ ｼﾏｻﾞｷ ﾓｴｶ

7 P5901 小泉　茉央(1) 藤森中 7 76041 島崎　萌香(3) 金城学院中

ミヤモト　ジュリ ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾗﾗ

8 P5899 宮本　朱理(1) 藤森中 8 P5990 山﨑　きらら(1) 牧の池中

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

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

1 1

ﾎｿﾉ ﾕｷﾉ ﾌｼﾞｲ ｻｴ

2 20912 細野　幸乃(2) 名古屋聾高 2 76024 藤井　彩瑛(1) 金城学院中

ﾊﾐﾙﾄﾝ ﾙﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾉｱ

3 12490 ﾊﾐﾙﾄﾝ  月(1) 天神山中 3 P5989 河村　望愛(1) 牧の池中

ｴﾋﾞｺ　ﾅﾙﾐ ﾋﾀﾞｶ ﾐﾕ

4 P6029 蛯子　成美(2) 瑞穂ヶ丘中学校 4 76019 日高　未結(1) 金城学院中

オカムラ　アヤカ ｱｻｲ ﾘｺ

5 P5917 岡村　彩花(1) 豊正中 5 P5993 浅井　理子(1) 牧の池中

イナバ　サツキ ｻｶｲ ﾐｸ

6 P5593 稲葉　沙月(2) 豊正中 6 P6091 酒井 美紅(1) 神の倉中

ムラモト　マノカ ﾓﾘ ﾉｱ

7 P5905 村元　茉乃歌(1) 藤森中 7 76026 森　望葵(1) 金城学院中

マセ　アユミ ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ

8 P5279 間瀬　あゆ実(2) 藤森中 8 76022 吉田　有伽(1) 金城学院中

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

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

1 1

オカザキ　マミコ ﾑﾗﾀ　ﾏﾄﾞｶ

2 P5762 岡崎　万実子(1) 豊国中 2 P6037 村田　聖歌(2) 瑞穂ヶ丘中学校

バンノ　リオ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾎ

3 P5830 坂野　実央(1) 港南中 3 P5891 山口　梓芳(1) 猪高中

ﾎﾘﾍﾞ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

4 76028 堀部　あいり(1) 金城学院中 4 P5887 鈴木　梨奈(1) 猪高中

ｲｼｶﾜ ｱﾔｺ ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ

5 76023 石川　絢子(1) 金城学院中 5 P5888 田村　望(1) 猪高中

ムラモト　リノカ オガワ　リンカ

6 P5894 村元　梨乃佳(1) 藤森中 6 P6074 小川　凜花(1) 守山東中

ｲｼﾔ ﾘﾉ ナカシマ　ミク

7 76025 椎屋　璃乃(1) 金城学院中 7 P6080 中島　未来(1) 守山東中

ﾀﾉｳｴ ｺﾄﾊ ｱｻﾀﾞ　ﾀﾏｷ

8 76029 田上　琴葉(1) 金城学院中 8 P6039 浅田　珠希(1) 瑞穂ヶ丘中学校



中学OP女子100m

決　勝　20組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

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

1 1

ﾓﾘﾔﾏ　ﾐｷ ｸﾗﾁ ｶｵﾘ

2 P6046 森山　美希(1) 瑞穂ヶ丘中学校 2 P6071 倉知　香織里(1) 宝神中

ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ カイダ　アカネ

3 P6087 松田 弥侑(1) 神の倉中 3 P6076 開田　朱音(1) 守山東中

ワン　ミカシン ｽｷﾞﾔﾏ ｺｺﾅ

4 P5923 王　美嘉欣(1) 港南中 4 P6097 杉山 恋菜(1) 神の倉中

タナカ　コユキ ﾌｸｼﾏ　ﾅﾅ

5 P5924 田中　湖雪(1) 港南中 5 P6044 福島　奈々(1) 瑞穂ヶ丘中学校

ﾐﾂｷ　ﾃﾝ ﾔｽｴ　ﾊﾅ

6 P6045 三木　添(1) 瑞穂ヶ丘中学校 6 P6047 安江　巴菜(1) 瑞穂ヶ丘中学校

イイダ　サエ ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｶ

7 P5833 飯田　沙衣(1) 港南中 7 P6067 前田　杏夏(2) 宝神中

ｵﾉ ｺﾄﾊ ｵｵｲｼ ｱｷｺ

8 P5885 小野　ことは(1) 猪高中 8 P5884 大石　章子(1) 猪高中



中学OP女子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

イケオ　ユイ ナカガワ　キリ

1 S5009 池尾　優衣(3) 聖霊中 1 S5008 中川　稀理(3) 聖霊中

オクオカ　ミノリ ウメムラ　マイ

2 S5012 奥岡　みのり(2) 聖霊中 2 P5520 梅村　舞(3) 守山東中

ｲｼﾀﾞ　ｻｴ イマイ　リアン

3 P5177 石田 彩英(2) 神丘中 3 S5338 今井　梨杏(2) 聖霊中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｶﾄｳ　ｱﾕﾐ

4 P5165 小林　瑞樹(3) 神丘中 4 P5719 加藤　愛弓(1) 神丘中

ヒロカワ　スズネ ﾐﾔﾊﾗ ｱﾕｶ

5 P5381 廣川　鈴音(2) 冨士中 5 P5221 宮原　歩楓(3) 名古屋北中

タナカ　コトナ ｸﾗﾀ ﾙﾅ

6 P5367 田中　琴奈(3) 冨士中 6 S5215 倉田　瑠奈(1) JRC

ｻｻｷ ﾓﾅﾐ モロズミ　アイシャ

7 P5163 佐々木もなみ(3) 神丘中 7 P6066 両角　愛紗(2) 港南中

ｱｶﾐﾈ ｱｲﾅ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ

8 S5046 赤嶺　あいな(2) JRC 8 P5261 栁田　和薫(2) 猪高中

ワタナベ　ハルナ ヤマグチ　サクラ

9 P5420 渡辺　晴奈(2) 神の倉中 9 S5013 山口　さくら(2) 聖霊中

ナガイ　マイ ﾎﾘ ｱｽｶ

10 P5410 永井　真愛(2) 神の倉中 10 S5181 堀　明日香(3) TTD

ナカクラ　チカハ ニシカワ　アカリ

11 P5417 中倉　史葉(2) 神の倉中 11 S5342 西川　明里(1) 聖霊中

ハタダ　ワコ ﾀｼﾞﾏ　ｱﾔﾅ

12 S5015 畑田　和子(3) 聖霊中 12 P5709 田島　彩名(1) 神丘中

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾉ タマコシ　サツキ

13 S5050 遠藤　毬乃(2) JRC 13 P5868 玉腰　さつき(1) 冨士中

ゴトウ　サナエ ｺﾀｷ ﾊﾅｴ

14 P5598 後藤　さなえ(3) 汐路中 14 S5055 小瀧　花愛(1) JRC

フルマ　リオ イシカワ　スミレ

15 P5766 古間　莉緒(1) 豊国中 15 S5010 石川　純怜(3) 聖霊中

ｳｴﾉ ﾈﾈ ヤマダ　カノン

16 S5049 上野　寧々(1) JRC 16 S5014 山田　華穏(2) 聖霊中



中学OP女子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｽｷﾞﾄﾞ ｼﾎ ハヤシ　シオリ

1 P5317 杉戸　志帆(3) 天神山中 1 P5835 林　詩織(1) 汐路中

ユタニ　モモカ ﾆﾜ ﾏﾕｺ

2 S5339 油谷　李果(1) 聖霊中 2 76031 丹羽　真悠子(1) 金城学院中

ｲﾉｺ ﾕｳｶ ｲﾅﾓﾄ　ﾂｸﾞﾐ

3 76043 猪子　祐加(3) 金城学院中 3 P5713 稲元つぐみ(1) 神丘中

オオハシ　モモカ ニシザワ　ユヅキ

4 P5383 大橋　桃香(2) 冨士中 4 P6081 西澤　優月(1) 守山東中

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾅ ﾐﾔﾊﾗ　ﾓｴ

5 P5983 古川　優水(1) 名古屋北中 5 P6035 宮原　萌(2) 瑞穂ヶ丘中学校

ﾄｲﾀﾞ　ﾐｳ ｼﾝﾔ　ﾓﾓｶ

6 P5170 樋田 美羽(2) 神丘中 6 P6030 新矢　百華(2) 瑞穂ヶ丘中学校

ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｻﾜ ﾅｶﾔﾏ　ﾁﾊﾙ

7 P5176 松原 さわ(2) 神丘中 7 P6043 中山　千陽(1) 瑞穂ヶ丘中学校

シマザキ　リンカ ｺｶﾞｲ　ｻﾂｷ

8 P5601 嶋﨑　鈴花(2) 汐路中 8 P6041 小貝　さつき(1) 瑞穂ヶ丘中学校

ヨシダ　カオルコ タカヤ　サキ

9 P5867 吉田　薫子(1) 冨士中 9 P6077 高家　沙姫(1) 守山東中

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｶ ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾄｷ

10 P5662 橋本　有加(3) 富田中 10 P6010 杉浦　未都季(1) 沢上中

ﾐｽﾞﾉ ｿｱﾔ イドタ　ナホ

11 76020 水野　早彩(1) 金城学院中 11 P5837 井戸田　奈穂(1) 汐路中

ウメムラ　ハツネ ｶﾄｳ ﾁｻ

12 S5016 梅村　初音(2) 聖霊中 12 76021 加藤　千沙(1) 金城学院中

ｲﾉｸﾏ　ﾐﾉﾘ ｻﾜﾀﾞ ｲﾁ

13 P5721 猪熊みのり(1) 神丘中 13 76030 澤田　一(1) 金城学院中

ガネコ　ハナ カトウ　ミヤビ

14 P5522 我如古　巴南(3) 守山東中 14 P5576 加藤　雅(3) 豊正中

ハマダ　アオイ ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ

15 S5343 濱田　葵(1) 聖霊中 15 P6012 中村　万桜(1) 沢上中

マエハラ　フタバ

16 S5341 前原　芙束(1) 聖霊中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8


