
記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　36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

ﾄｸﾓﾄ ｹﾝﾀ ｻｶｲ ﾏﾅﾄ

1 P2195 徳元　謙太(3) 港南 1 P1756 酒井　真人(2) 千種台
ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾘｸ ﾐﾔｹ ｷｮｳﾍｲ

2 S831 東川　陸(3) 高蔵寺 2 P1804 三宅　恭平(2) 沢上
ｶﾙｰﾌ ｱｲﾏﾝ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

3 P2200 カルーフ　アイマン(3) 港南 3 S828 尾澤　侑真(2) 高蔵寺
ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ

4 P2027 大橋 宏斗(3) 豊国 4 S625 鈴木　陸斗(2) 高蔵寺
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｼ ﾐﾜ ﾘｮｳｴｲ

5 S623 望月　雅史(3) 高蔵寺 5 P1770 三輪　亮英(3) 天神山
ﾌｸｼﾏ ﾐｷ ｵｵﾜｷ ｺｳﾍｲ

6 P1649 福島　三輝(3) 萩山 6 P2338 大脇　康平(3) 神の倉
ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｷ ｱｻｲ ｼｭﾝｷ

7 P2039 水野　友喜(3) 守山東 7 P2927 浅井　駿輝(1) 神の倉
ｲﾜﾂﾎﾞ ﾚｲﾔ ﾓﾘﾔﾏ ﾀｯｾｲ

8 P2198 岩坪　澪夜(3) 港南 8 P2380 森山　達成(3) 宝神

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

ﾌﾙﾊｼ ｲｻｷ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾘｱﾑ

1 P1933 古橋　功基(2) 守山 1 P1800 ウィリアムズ　利亜武(2) 沢上
ｼﾞｭﾀﾞｲ ﾅｵﾄ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾄ

2 P2197 寿台　直人(3) 港南 2 P2343 石川　雄斗(2) 神の倉
ｷﾑﾗ ｼｭﾝｷ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ

3 P1776 木村　駿希(3) 天神山 3 P2211 竹内　友啓(2) 港南
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｳﾉ ﾚﾝ

4 P2206 鈴木　颯斗(2) 港南 4 P1687 宇野　蓮(2) 宝神
ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｳｸ

5 P1788 宮崎　浩輔(2) 天神山 5 P2210 東山　紅空(2) 港南
ｲﾄｳ ﾀｶﾄ ﾅｶﾞｼﾏ ﾙﾏﾝ

6 P2041 伊藤　享飛(2) 守山東 6 S624 長嶋　流万(2) 高蔵寺
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｱｵﾔﾏ ｼｭｳ

7 P2802 安田　涼平(1) 港南 7 P1616 青山　崇(2) 猪高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾄ

8 P2207 小林　あるまん(2) 港南 8 P2030 宮﨑 健斗(3) 豊国

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

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ ﾓﾘﾋﾗ ﾏｻｱｷ

1 P2504 髙島　蒼大(1) 冨士 1 P2196 森平　雅章(3) 港南
ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｼ

2 P1917 小幡　岳人(2) 守山 2 P1654 安藤　蒼史(2) 萩山
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｽｽﾞｷ ｱﾂﾋﾛ

3 P2379 伊藤　大輝(3) 宝神 3 P2441 鈴木　敦大(2) 富田
ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾝﾔ ﾏｷ ｱﾂｼ

4 P2911 原田　蓮也(1) 港南 4 P2025 牧 篤志(3) 豊国
ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ

5 P2045 樋口　宗頼(2) 守山東 5 P2340 中山　汰樹(2) 神の倉
ﾆｼ ﾃﾂﾛｳ ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ

6 P1615 西　徹朗(2) 猪高 6 P1994 金田　朋也(2) 汐路
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ ｷﾑﾗ ｶﾝﾀ

7 P1782 片桐　颯太(2) 天神山 7 P2044 木村　寛太(2) 守山東
ｻｶｲ ﾚｵ ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲﾄ

8 P2657 坂井　玲音(1) 吉根 8 P1684 西川　大翔(3) 宝神



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　36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

ｵﾇﾏ ﾘｭｳﾄ ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ

1 S603 小沼　竜都(1) 訓原 1 P1890 林　凜太朗(3) 瑞穂ヶ丘
ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ ｺｼﾞﾏ ｹﾝｾｲ

2 P2208 岩田　悠雅(2) 港南 2 P2051 小島　健誠(3) 守山東
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ ｼｮｳﾀﾞ　ｶｽﾞﾄ

3 P1660 近藤　凌平(2) 萩山 3 P1978 庄田　一翔(2) 大須ＡＣ
ﾎｿｶﾜ ｼﾞﾝﾔ ﾅｶﾔ ｽﾐﾋﾛ

4 P2313 細川　人矢　(2) 伊勢山 4 P1853 仲谷　純明(2) 冨士
ｻｲﾄｳ　ﾕｳｼ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ

5 P1975 齋藤　佑至(2) 大須ＡＣ 5 P1571 山口　竜輝(2) 吉根
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾗｲ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

6 P2505 松永　海来(1) 冨士 6 P1619 鈴木　康汰(2) 猪高
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾊﾔｼ ﾚｵ

7 P1777 内藤　遼(3) 天神山 7 P2356 林　玲碧(3) 豊正
ｵｶﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ

8 P1888 岡野　圭伸(3) 瑞穂ヶ丘 8 P1818 中山　蓮(3) 牧の池

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

ｶｷﾞﾔ ｿﾗ ｼﾏﾀﾞ　ｼｵﾝ

1 P1565 鍵谷　空(2) 吉根 1 P2917 島田　織臣(2) 大須ＡＣ
ｸｼﾞﾒ ｷｮｳ ﾆｲｶﾞﾜ ｱﾂｼ

2 P1849 久次米　響(2) 冨士 2 P1665 新川　篤史(2) 萩山
ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾊﾙ ｻﾗｵｶ ﾅｵﾔ

3 P2199 橋本　友陽(3) 港南 3 S823 更岡　尚哉(2) 高蔵寺
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ｱｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ

4 P3011 松本　康太郎(1) 守山東 4 P2654 青山　幸平(1) 吉根
ｲﾀｸﾗ　ﾕｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ

5 P1971 板倉　有紀(2) 大須ＡＣ 5 P2747 清水　竜生(1) 藤森
ｲｼｻﾞｷ ﾏｻｷ ﾃﾗｵ　ﾕｳｲﾁﾛｳ

6 P2995 石﨑　正樹(1) 守山東 6 P2956 寺尾　裕市朗(2) 猪高
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｷ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ

7 P2437 山田　多希(2) 富田 7 P2365 岡田　陸(2) 豊正
ｶﾄｳ　ﾘｮｳﾏ ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

8 P2916 加藤　凌麻(1) 大須ＡＣ 8 P1682 前田　絢音(3) 宝神

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

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

ﾖﾈｼｹﾞ ﾀｲﾖｳ ｶﾄｳ ｺｳｷ

1 P2202 米重　太陽(3) 港南 1 P1668 加藤　浩貴(2) 萩山
ﾖﾈｼｹﾞ ｿﾗ ﾖｺﾔﾏ ｺｳｽｹ

2 P2203 米重　宙(3) 港南 2 P2049 横山　孝祐(2) 守山東
ﾌﾅﾊｼ ﾘｮｳｺﾞ ﾊｷﾞｵｶ ｼｮｳ

3 P2038 舩橋　諒伍(3) 守山東 3 P1786 萩岡　聖(2) 天神山
ﾊｼﾓﾄ ｱﾂﾔ ﾂｹﾞ ﾅｵﾘ

4 P1882 橋本　温哉(2) 藤森 4 P2909 柘植　直莉(1) 港南
ｵｵｾﾞｷ ｱｵｲ ｲｶﾀﾞｲ ﾘｵ

5 35251 大関　葵(2) 高蔵寺 5 P2026 筏井 理雄(3) 豊国
ﾔｽｲ ｼｮｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ

6 P1808 安井　翔太(2) 牧の池 6 P2563 渡邊　陽介(1) 守山
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 P2028 岡田 遼(3) 豊国 7 P1894 土屋　翔太郎(2) 瑞穂ヶ丘
ﾄｻﾞｷ ﾘｸ ﾐﾔﾏﾂ　ﾘｮｳｺﾞ

8 P2053 戸崎　陸(2) 守山東 8 P1636 宮松　良伍(2) 千鳥丘



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　36組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ｱﾍﾞ ﾚｲ ﾏｾｷﾞ  ｹｲﾄ

1 P1918 阿部　令(2) 守山 1 P1669 柵木　敬翔(2) 萩山
ﾔﾏｻｶ　ｼｭﾝﾔ ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ

2 P2714 山坂　隼也(1) 猪高 2 P2564 藤田　尚己(2) 守山
ｲﾃﾞﾉ ﾀｶﾔ ﾓﾄﾑﾗ　ﾘｭｳﾎｳ

3 P2996 井手野　嵩也(1) 守山東 3 P2957 本村　竜鳳(1) 大須ＡＣ
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｯｻ ｺﾓﾘ ｱｵｲ

4 P2442 松原　一颯(2) 富田 4 P2934 小森　葵(1) 神の倉
ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ ｼﾞﾝｵ ﾏｻｷ

5 P1928 中島　颯太(2) 守山 5 P2801 陣野　政気(1) 港南
ｶﾄｳ　ｶｽﾞﾏ ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ

6 P2483 加藤　一真(1) 大須ＡＣ 6 P1881 田中 柊真　(2) 藤森
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ

7 P2597 坂口　心之助(1) 牧の池 7 P1922 影山　敬祐(2) 守山
ｸﾛｷ ﾀｶﾌﾐ ｷﾅﾐ ﾋﾅﾀ

8 P3000 黒木　孝史(1) 守山東 8 35241 木南　日向(1) 高蔵寺

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

ﾋｮｳﾄﾞｳ　ｾｲﾔ ｳｴﾓﾄ ﾄﾓﾔ

1 P1639 兵藤　聖矢(2) 千鳥丘 1 P2212 上本　智也(2) 港南
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

2 P2905 渡邉　大暉(1) 瑞穂ヶ丘 2 P1895 三浦　健太郎(2) 瑞穂ヶ丘
ﾋﾗﾔﾏ　ﾕｳﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ

3 P2704 平山　裕也(1) 猪高 3 P2205 近藤　翔也(3) 港南
ﾓﾘｲ ﾓﾄﾂｸﾞ ﾊﾔｶﾜ　ｶｽﾞﾋﾛ

4 P2048 森井　元嗣(2) 守山東 4 P2499 早川　和宏(1) 千鳥丘
ﾐﾜ ｷｮｳﾍｲ ﾎﾘｲ ﾔﾏﾄ

5 P2763 三輪　恭平(3) 豊正 5 P2047 堀井　豪斗(2) 守山東
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾄｸﾞﾁ ｶｲ

6 P3015 渡邊　太翼(1) 守山東 6 P3003 渡久地　海(1) 守山東
ﾀｶｾ ﾋﾛｷ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

7 20903 高瀬　裕規(2) 名古屋聾 7 P2034 伊藤 優真(2) 豊国
ｺﾞﾄｳ　ﾋﾃﾞｷ ｻｶｲ ﾕｲﾄ

8 P1637 後藤　秀樹(2) 千鳥丘 8 P1926 酒井　祐依斗(2) 守山

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

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾐﾂ

1 P3014 山田　幸音(1) 守山東 1 P2665 森下　春満(1) 吉根
ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ

2 P1618 神谷　優斗(2) 猪高 2 P2031 加藤 諒馬(3) 豊国
ｴｻｷ ｺｳｷ ｻﾄｳ　ﾕｳﾔ

3 S817 江崎　光輝(1) 高蔵寺 3 P1632 佐藤　友哉(2) 千鳥丘
ｱｻﾋﾅ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｽｹ

4 P2762 朝比奈　拓海(1) 宝神 4 P2718 中村　裕介(1) 猪高
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

5 P2052 小島　諒大(2) 守山東 5 P2443 森田　隼一郎(2) 富田
ｲｼｸﾞﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾔ

6 P2209 石黒　竜之介(2) 港南 6 P1781 小倉　和也(2) 天神山
ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ

7 P1784 杉本　蒼汰(2) 天神山 7 P2805 山崎　ケンジ(1) 港南
ﾔﾏﾉ　ｱｻｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

8 P2715 山野　朝生(1) 猪高 8 P2436 宮本　悠太朗(2) 富田



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　36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

ﾊﾊﾞ ﾕｳﾀ ﾅｶｼﾏ ｹｲｽｹ

1 P1667 幅　優太(2) 萩山 1 P1874 中島　京佑(2) 藤森
ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ ﾌｶﾔ　ﾋﾛﾄ

2 P1880 中山　憲(2) 藤森 2 P2918 深谷　天翔(2) 大須ＡＣ
ｷﾄｳ ﾏｻｷ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ

3 P2360 鬼頭　雅軌(3) 豊正 3 P1993 近藤　祥午(3) 汐路
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ ﾀﾃﾏﾂ ﾅｲｷ

4 P2439 加藤　友基(2) 富田 4 P3045 立松　奈稀(1) 富田
ｲｼﾊﾗ ｿｳ ﾅｶｺﾞﾒ ﾕｳｽｹ

5 P2753 石原 蒼(1) 宝神 5 P1872 中込　雄介(2) 藤森
ｺﾊﾞﾀ ﾘｭｳｷ ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ

6 P2769 古畑　龍生(1) 豊正 6 P2999 太田　俊介(1) 守山東
ｷﾓﾄ ﾀｸﾔ ｱｵﾔﾏ ﾊﾔﾀ

7 P3027 木本　拓哉(2) 守山東 7 P2993 青山　隼大(1) 守山東
ｲｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｽｷﾞｳﾗ ｶﾝﾀ

8 P1887 家田　英和(3) 瑞穂ヶ丘 8 P2898 杉浦　幹汰(1) 瑞穂ヶ丘

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

ﾌﾀﾑﾗ ﾕｳ ｽｽﾞｷ ﾄｳﾏ

1 P1931 二村　優(2) 守山 1 P2552 鈴木　翔真(1) 守山
ｳｼｵ ｶﾂﾏｻ ﾊﾗﾀﾞ　ｼｮｳﾀ

2 P1690 牛尾　勝政(2) 宝神 2 P1635 原田　翔太(2) 千鳥丘
ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ ｺｳ

3 20902 大谷　亮輔(2) 名古屋聾 3 P3006 橋本　昂(1) 守山東
ﾋｼﾀﾞ ﾘｸ ｻｶｲ ﾊﾔﾄ

4 P1779 菱田　莉玖(3) 天神山 4 P2024 酒井 隼斗(3) 豊国
ﾓﾘﾔﾏ ｹｲﾀﾂ ﾊﾏｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ

5 P2760 森山　敬達(1) 宝神 5 P2939 濱島　康太郎(1) 神の倉
ﾅｶﾀ ﾂｸﾙ ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

6 P2899 中田　創(1) 瑞穂ヶ丘 6 P2929 岡田　優太郎(1) 神の倉
ｵｵﾑﾗ ｿｳｼ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ

7 P2594 大村　壮司(1) 牧の池 7 P2937 西村　駿(1) 神の倉
ﾀﾅﾊｼ ﾊﾔﾄ ｳｴﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ

8 P1780 棚橋　隼斗(3) 天神山 8 P2497 植田　孝行(1) 千鳥丘

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

ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ ﾕｳﾔ

1 P2043 尾上　陽人(2) 守山東 1 P2997 伊藤　佑哉(1) 守山東
ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾀ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏｻﾅﾘ

2 P2902 水野　瑛太(1) 瑞穂ヶ丘 2 P2591 宮園　将成(1) 萩山
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ ｴｶﾞﾐ　ﾖｼｷ

3 P2050 渡辺　翔(2) 守山東 3 P1973 江上　欣希(1) 大須ＡＣ
ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞﾄｼ ｽﾐｶﾏ ﾀｲｷ

4 P2046 深津　英寿(2) 守山東 4 P2036 炭竃 大貴(2) 豊国
ﾂｶﾓﾄ ｱﾕｷ ﾅｶｵ ｼｮｳﾔ

5 P3002 塚本　歩輝(1) 守山東 5 P2758 中尾　翔矢(1) 宝神
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｽﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ

6 P2994 安藤　誉純(1) 守山東 6 P1893 小林　聖治(2) 瑞穂ヶ丘
ｱｻﾀﾞ ｺｳｴｲ ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾗ

7 35207 浅田　光瑛(1) 高蔵寺 7 P1974 黒田　暁(2) 大須ＡＣ
ｼｹﾞｴﾀ ｱﾂﾄ ｲｹﾀﾞ　ﾊﾙﾏ

8 P2503 重枝　篤人(1) 冨士 8 P2717 池田　悠真(1) 猪高



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　36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

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ ｷﾄｳ ｿｳﾀ

1 P2904 山本　紘夢(1) 瑞穂ヶ丘 1 P1891 鬼頭　爽太(2) 瑞穂ヶ丘
ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ ﾊﾙﾔﾏ ﾀｶﾏﾙ

2 P3004 中嶋　洋樹(1) 守山東 2 20904 春山　貴丸(2) 名古屋聾
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ ｼｵｶﾜ ﾃﾂﾊﾙ

3 P2555 林　朋広(1) 守山 3 P1883 塩川　徹治(2) 藤森
ｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ ｱﾗｷ ﾉﾄﾞｶ

4 P1892 木村　勇聖(2) 瑞穂ヶ丘 4 P2761 荒木　温(1) 宝神
ﾔﾏﾀﾞ　ﾋｻﾄ ｼﾓｾ ﾗｲﾙ

5 P1631 山田　久斗(2) 千鳥丘 5 P2803 下畝　來琉(1) 港南
ﾎｿｴ ﾂﾊﾞｻ ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾘｮｳ

6 P2900 細江　翼(1) 瑞穂ヶ丘 6 P2736 河原崎 凌生(1) 藤森
ﾎﾝﾀﾞ　ｼｭﾝﾀ ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾏ

7 P1634 本田　竣大(2) 千鳥丘 7 P3013 森下　和真(1) 守山東
ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾛｱｷ ﾂｼﾞ ﾊﾙﾄ

8 P2500 山﨑　大輝(1) 千鳥丘 8 P1670 辻　暖大(2) 萩山

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

ｲｼｶﾜ ｾｼﾙ ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ

1 P2804 石川　世記(1) 港南 1 P3005 永谷　太一(1) 守山東
ﾔﾏｵ　ﾘｭｳﾅ ｸｽﾞﾔ ｱｻﾋ

2 P2634 山尾　竜成(1) 千種台 2 P2566 葛谷　旭陽(1) 汐路
ｻｶｲ ﾕﾂﾞｷ ｶｼﾜｷﾞ　ﾄﾓﾅﾘ

3 10201 酒井　裕月輝(1) 冨士 3 P2494 柏木　那誠(1) 千鳥丘
ﾋｶﾞｼ ﾋｭｳｶﾞ ﾊﾗﾀ ﾅｵﾕｷ

4 P2512 東　飛向(1) 冨士 4 P3007 原田　直幸(1) 守山東
ﾃﾗｼﾏ ﾃﾙ ｳﾄﾞｳ ｴｲｽｹ

5 P2507 寺島　輝(1) 冨士 5 P2655 有働　英佑(1) 吉根
ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｼ

6 P2511 鈴木　想助(1) 冨士 6 P2590 小川　徹士(1) 萩山
ﾀｷｶﾜ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

7 P2625 滝川　千裕(1) 千種台 7 P2598 西田　凌太(1) 牧の池
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳﾏ ｳﾁｷ ﾊﾙﾄﾓ

8 20905 岡部　翔真(1) 名古屋聾 8 P2568 内木　晴朝(1) 汐路

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

ﾀｶｶﾞｷ　ｷｮｳ ﾎﾘｴ ﾋﾛﾌﾐ

1 P2484 高垣　響(1) 大須ＡＣ 1 P2558 堀江　宏文(1) 守山
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳ ﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ

2 P2901 水谷　有羽(1) 瑞穂ヶ丘 2 P2903 森　龍晟(1) 瑞穂ヶ丘
ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ ｶﾈｺ ﾖｳﾀ

3 P1671 小島　颯太(2) 萩山 3 P2768 金子　陽大(2) 豊正
ﾌｼﾞｲ　ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ

4 P2869 藤井　大我(2) 大須ＡＣ 4 P2936 鈴木　竣也(1) 神の倉
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷ

5 15130 安藤　寛泰(3) 沢上 5 P2799 金沢　耀(1) 港南
ｶﾜｶﾐ　ﾘｭｳﾔ ﾊﾔｶﾜ　ﾏｺﾄ

6 P2705 河上　龍弥(1) 猪高 6 P1638 早川　誠(2) 千鳥丘
ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ

7 P2754 水野　航太(1) 宝神 7 P2896 安藤　輝(1) 瑞穂ヶ丘
ｵｶ　ﾋﾛｱｷ ｽｽﾞｷ ｸﾘｭｳ

8 P2703 岡　弘晃(1) 猪高 8 P1663 鈴木　玖颯(2) 萩山



記録会中男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　36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

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾜｶﾞﾂﾏ ﾜﾀﾙ

1 P1896 小川　晃平(1) 瑞穂ヶ丘 1 P2201 我妻　航(3) 港南
ｳﾉ　ｱｻﾋ ｵｵﾊｼ　ﾘｭｳｾｲ

2 P2708 鵜野　朝光(1) 猪高 2 P2711 大橋　琉生(1) 猪高
ﾏｽﾀﾞ ｴｲｽｹ ﾎｿｶﾞｲ ｹｲ

3 P2667 増田 詠介(2) 千鳥丘 3 P2557 細貝　慧(1) 守山
ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳﾏ ｲﾏﾖｼ ﾘｮｳﾀ

4 P3008 藤島　壮真(1) 守山東 4 P2549 今吉　崚太(1) 守山
ｺﾔﾏ ﾀｲｷ ﾊｼﾓﾄ　ｹｲﾀ

5 P2551 小山　汰輝(1) 守山 5 P2709 橋本　啓太(1) 猪高
ｵｻﾌﾈ ﾐｽﾞｷ ﾏｽｲ ﾋﾛﾄ

6 P2550 長船　瑞生(1) 守山 6 P3009 増井　洋都(1) 守山東
ﾌｼﾞｲ　ｱｷﾋﾛ ｼｵｻﾞﾜ ﾘｸ

7 P2710 藤井　暁大(1) 猪高 7 P2935 塩澤　陸(1) 神の倉
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｺﾞ ﾄﾖｼﾏ ｼﾝﾍﾟｲ

8 P2897 坂本　琉悟(1) 瑞穂ヶ丘 8 P1664 豊島　慎平(2) 萩山

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

1 1

ﾏﾂﾔ ｻﾄﾙ ｸﾒ ﾊﾙｷ

2 P2559 松谷　悟(1) 守山 2 P2756 久米　春樹(1) 宝神
ｲﾄｳ ﾘﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

3 P2998 伊藤　莉月(1) 守山東 3 P2973 吉田　将隆(1) 港南
ﾜｶｽｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ ﾖｼﾀﾞ　ｺｳｾｲ

4 P2562 若杉　僚士(1) 守山 4 P2541 吉田　幸成(1) 千鳥丘
ﾕｶﾜ ｶｽﾞｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

5 P2561 湯川　和輝(1) 守山 5 12410 齋藤 裕大(1) 天神山
ﾀｶｳｵ ﾄｳｷ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ

6 P2554 高魚　桐季(1) 守山 6 P2807 松下　雄治(1) 港南
ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ ﾅｶﾐﾁ ﾚｲ

7 P3012 南　良樹(1) 守山東 7 P2757 中道　黎(1) 宝神
ｷﾀｼﾞﾏ ｻｸﾔ ﾊﾔｼ ﾅｵｷ

8 P3047 北嶋　朔矢(1) 富田 8 P3036 林　直希(1) 神丘

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

1 1

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾗﾀ ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼｷ

2 P3042 谷口　新(1) 神丘 2 12417 川口　慶記(1) 天神山
ｶﾜｻｷ ﾘｸ ｵｵﾂﾙ ﾚｲｼﾞ

3 13504 川﨑　莉空(1) 豊正 3 P3050 大鶴　礼司(1) 富田
ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝ ﾖｺﾀ ﾄｳｲ

4 P2440 奥村　駿(2) 富田 4 P2772 横田　透唯(1) 豊正
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ ｵｵﾑﾛ ｺｳｾｲ

5 P3010 松井　カイト(1) 守山東 5 12411 大室　光生(1) 天神山
ﾋﾗﾀ ｱﾂﾔ ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

6 P1685 平田　敦也(3) 宝神 6 P2961 増田　健悟(1) 神丘
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹﾐ ﾄﾔ ﾘｮｳｾｲ

7 P1683 萩原　岳巳(3) 宝神 7 P3048 戸谷　凌星(1) 富田
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾜﾄ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｷ

8 12401 林田 和土(1) 天神山 8 P2444 高橋　俊希(2) 富田



記録会中男100m

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会中男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ｻｻｷ ﾕｳﾔ

1 P2404 武田　佳之(3) 萩山 1 P1846 佐々木　佑哉(2) 冨士
ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾍｲ ﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2 P1830 打田　蒼平(3) 冨士 2 P1622 波良　昇大(2) 猪高
ｱｻﾐ ﾘｭｳｷ ﾄﾐﾅﾘ ﾄﾓｷ

3 P2352 浅見　龍希(2) 神の倉 3 P1927 冨成　知希(2) 守山
ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾔ ﾀｹｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

4 P2346 池田　陸哉(2) 神の倉 4 P1802 竹川　涼介(2) 沢上
ﾌﾅﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ｻｶｼﾀ ﾕｳﾀ

5 S633 舟橋　良祐(2) 高蔵寺 5 P2345 坂下　祐太(2) 神の倉
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ ｲﾜﾑﾗ ｷｲﾁ

6 S626 長谷川　源(3) 高蔵寺 6 P2976 岩村　輝壱(2) 沢上
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ

7 P1611 山口　夏輝(3) 猪高 7 P2050 渡辺　翔(2) 守山東
ｶﾄｳ ｲｯｾｲ ｱﾘﾀ ﾄﾓﾔ

8 P1783 加藤　一誠(2) 天神山 8 P1938 有田　智哉(2) 守山
ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ ﾓﾘｱｲ ｲﾂｷ

9 P2204 徳竹　歩夢(3) 港南 9 P1997 森合　一樹(2) 汐路
ﾏﾂｼﾀ ﾗｲ ｶﾜｸﾁ ﾋﾛｼ

10 P1801 松下　来良(2) 沢上 10 P1657 川口　博史(2) 萩山
ｷﾈﾑﾁ ｹﾞﾝ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ

11 S832 杵鞭　源(3) 高蔵寺 11 P2339 田中　裕大(2) 神の倉
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ ｽｽﾞｷ ﾕｳｼ

12 P1666 西澤　凜(2) 萩山 12 P1995 鈴木　勇志(2) 汐路
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ ﾄﾀﾞ ｺｳﾀ

13 S632 渡邉　凌央(2) 高蔵寺 13 P2348 戸田　航太(2) 神の倉
ﾌｶｵ ﾊﾔﾄ ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ

14 P1833 深尾　隼人(3) 冨士 14 P1791 鈴木　聖也(3) 沢上
ﾐﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ

15 P2405 光本　悠人(3) 萩山 15 24302 中村昂太郎(3) 萩山
ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾔ

16 S627 小島　准(3) 高蔵寺 16 P1840 鈴木　睦耶(2) 冨士
ﾋﾛｲ ﾀｶﾋｻ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ

17 P1930 広井　隆寿(2) 守山 17 P1799 山田　尚幸(3) 沢上
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ

18 P1925 小林　健一(2) 守山 18 P1775 林　泰輝(3) 天神山
ﾌｼﾞﾏｷ ｿｳﾏ ｵﾄｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ

19 P1787 藤巻　壮真(2) 天神山 19 P2930 音窪　一真(1) 神の倉
ﾅｶﾈ ﾏｻｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｷ

20 35205 中根　誠貴(3) 高蔵寺 20 P2347 谷口　英暉(2) 神の倉
ｲｿﾑﾗ ﾕｳﾀ

21 P2403 磯村　優太(3) 萩山



記録会中男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

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

ｶﾐﾔﾏ ﾅｵｷ ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

1 P1803 神山　直輝(2) 沢上 1 P1655 石田　航大(2) 萩山
ｺﾞﾄｳ ｶｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｽﾞﾐ

2 P2506 後藤　楓依(1) 冨士 2 P2994 安藤　誉純(1) 守山東
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ

3 P1792 近藤　優成(3) 沢上 3 S818 小林　凜宮(1) 高蔵寺
ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ

4 P1797 荒木　純太(3) 沢上 4 15128 山本　大悟(3) 沢上
ｼｵｻﾞｷ ﾋﾛｼ ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ

5 P2569 塩崎　大史(3) 汐路 5 S625 鈴木　陸斗(2) 高蔵寺
ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ ﾎﾞｸｲ ｶｹﾙ

6 P1828 伊藤　悠大(2) 冨士 6 P2556 朴井　翔(1) 守山
ﾏｷﾉ ｶｲﾄ ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ

7 P2942 牧野　海斗(1) 神の倉 7 P2940 林　泰地(1) 神の倉
ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ｱｻﾉ ﾀｸﾐ

8 P1620 吉村　太我(2) 猪高 8 P1996 浅野　匠(2) 汐路
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ ｼﾐｽﾞ　ｿｳｽｹ

9 S631 藤本　幸志朗(2) 高蔵寺 9 P2713 志水　創介(1) 猪高
ｶﾄｳ ﾀｹｷ ｵｼﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ

10 P1809 加藤　丈暉(2) 牧の池 10 P1794 押村　健生(3) 沢上
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀ ｳﾗ ﾀｶｵ

11 P2073 柴山　凜太(3) 桜田 11 P1806 浦　岳大(2) 牧の池
ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞｼﾏ ﾙﾏﾝ

12 P2043 尾上　陽人(2) 守山東 12 S624 長嶋　流万(2) 高蔵寺
ｼﾐｽﾞ ｼｮｰﾝ ｶﾆｴ ｺｳﾀ

13 P2567 清水　ショーン(1) 汐路 13 P2932 蟹江　孝太(1) 神の倉
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ ﾓﾘﾀ ﾀｲｶﾞ

14 P3014 山田　幸音(1) 守山東 14 P2944 森田　大雅(1) 神の倉
ｵｵｻﾜ ｼｭﾝﾔ ｻｶｲ ﾏﾅﾄ

15 P1921 大澤　竣哉(2) 守山 15 P1756 酒井　真人(2) 千種台
ﾋﾛｾ ｺｳｽｹ ｸﾗﾁ ｺｳｷ

16 P2327 廣瀬　康介(2) 神丘 16 P2656 倉知　晃希(1) 吉根
ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞﾄｼ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ

17 P2046 深津　英寿(2) 守山東 17 S604 高柳　太壱(2) 白木
ｺｲﾃﾞ ｹｲｽｹ ｲｼｶﾜ ｱﾂﾔ

18 S469 小出　啓輔(3) 豊山ＪＲＣ 18 P2928 石川　敦也(1) 神の倉
ﾆｼﾓﾘ ﾀｲｾｲ ﾑﾄｳ ｼｮｳﾀ

19 P1843 西森　泰生(2) 冨士 19 P1936 武藤　翔大(2) 守山
ｱﾗﾀｹ ﾐﾂｼﾞ ﾖｼﾀﾞ　ｿｳｲﾁ

20 P1816 荒武　光信(2) 牧の池 20 P2716 吉田　創一(1) 猪高



記録会中男1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ﾂｶﾓﾄ ｱﾕｷ ﾊﾞﾝﾉ ﾀｲﾖｳ

1 P3002 塚本　歩輝(1) 守山東 1 P3046 坂野　太洋(1) 富田
ｲﾄｳ　ﾚﾝ ｷﾖﾀ　ｸﾛｳﾄﾞ

2 P2496 伊藤  　廉(1) 千鳥丘 2 P2495 清田　蔵人(1) 千鳥丘
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾏ ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｼﾝ

3 P2797 藤村　柊磨(1) 伊勢山 3 12485 坪井　賢心(1) 天神山
ﾐｽﾞｸﾁ ﾀｶﾄ ｱｻﾀﾞ ｺｳｴｲ

4 P2977 水口　貴翔(1) 沢上 4 35207 浅田　光瑛(1) 高蔵寺
ｿｶﾞ ﾕｳﾔ ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 P2553 曾我　有弥(1) 守山 5 P2963 川田　遼太朗(1) 神丘
ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ

6 12486 鈴木　悠生(1) 天神山 6 P2592 原田　航佑(1) 萩山
ﾗﾋｽﾞﾐ　ﾘｮｳ ﾏｽｲ ﾋﾛﾄ

7 P2707 来肥住　涼(1) 猪高 7 P3009 増井　洋都(1) 守山東
ｻｶﾀ ﾕｳﾏ ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

8 P2213 坂田　悠真(2) 港南 8 P1555 西田　匠見(2) 神丘
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｽｹ ﾋﾞﾄｳ ﾀｹﾙ

9 P2565 宮下　雄介(1) 汐路 9 P2502 尾藤　健(1) 冨士
ﾊﾝﾀﾞ　ｱｷﾗ ｲﾄｳ ﾘﾂｷ

10 P2706 半田　瑛(1) 猪高 10 P2998 伊藤　莉月(1) 守山東
ｷﾑﾗ ｼﾘｭｳ ｼﾝﾃﾞﾝ ﾀﾂﾔ

11 P2595 木村　史龍(1) 牧の池 11 20901 新田　達哉(1) 名古屋聾
ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲﾄ ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ

12 P2931 片桐　瑛登(1) 神の倉 12 P2799 佐藤　匡翼(1) 港南
ﾏﾂﾓﾄ ｵｳｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

13 15135 松本　旺育(1) 沢上 13 P2755 小川　瑞稀(1) 宝神
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾊﾙ

14 P2659 中林　琢磨(1) 吉根 14 P2498 鈴木　慶春(1) 千鳥丘
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｵｵｾﾞｷ ｱｵｲ

15 P2933 小林　聡太(1) 神の倉 15 35251 大関　葵(2) 高蔵寺
ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳﾏ

16 P3005 永谷　太一(1) 守山東 16 P3008 藤島　壮真(1) 守山東
ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾘ ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ

17 P2593 植田　悟主(1) 牧の池 17 35206 井上　隼(1) 高蔵寺
ｴｻｷ ｺｳｷ ﾐｽﾞﾉ ｿﾗ

18 S817 江崎　光輝(1) 高蔵寺 18 P2943 水野　蒼空(1) 神の倉
ﾐﾈ ｼｵﾝ ﾀｷﾉ ｺｳｽｹ

19 P2599 峯　志穏(1) 牧の池 19 P2800 瀧野　康介(1) 港南
ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾐﾈ ﾔﾌﾞﾉ ﾄｳﾀ

20 15127 大嶋　嘉峰(3) 沢上 20 P2806 薮野　斗汰(1) 港南

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　33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 ﾅﾂｷ ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ

1 P6195 江口　菜月(3) 猪高 1 P6443 岡田　晴菜(2) 瑞穂ヶ丘
ﾏｽｶﾜ ﾏﾕ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾘｻ

2 P6247 枡川　真夕(2) 萩山 2 P6581 水谷　有沙(2) 守山東
ﾀｶｲｼ ｴﾘ ﾆﾜ ﾅﾅﾐ

3 P6436 髙石　恵里(3) 瑞穂ヶ丘 3 P6222 丹羽　七奈海(3) 萩山
ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ

4 P6343 神田  彩名(2) 千種台 4 P6578 西澤　優月(2) 守山東
ﾏｻﾉ ｼﾎ ｽｷﾞﾑﾗ ｻｸﾗ

5 P6474 政野　志歩(2) 守山 5 P6434 杉村　さくら(3) 瑞穂ヶ丘
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉ ｼﾝﾔ ﾓﾓｶ

6 P6198 山本　紫乃(2) 猪高 6 P6433 新矢　百華(3) 瑞穂ヶ丘
ﾀｶﾊｼ ｺﾄｺ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ

7 P6218 髙橋　こと子(3) 萩山 7 P6439 宮林　実里(3) 瑞穂ヶ丘
ｾﾝﾀﾑ ｼｵﾝ ﾄｵｼﾏ ｶｴﾃﾞ

8 P6217 センタム　詩音(3) 萩山 8 P6575 遠嶌　楓(2) 守山東

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

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾅ ｻﾄｳ ﾐｷ

1 P6568 溝口　夏菜(3) 守山東 1 P6693 佐藤　美紀(2) 伊勢山
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾊ ｲﾏﾎﾘ ｺﾄ

2 P6476 渡邊　万巴(2) 守山 2 P6178 今堀　古都(3) 愛知淑徳
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾘ ﾌﾙﾏ ﾘｵ

3 P6352 小泉　愛里(2) 千種台 3 P6557 古間 莉緒(2) 豊国
ﾀｶｲ ﾚｲﾅ ﾄｻﾞｷ ｳﾐ

4 P6435 髙井　怜奈(3) 瑞穂ヶ丘 4 P6576 戸崎　海(2) 守山東
ﾏｽｺ ｶﾎ ﾐﾔｺ　ﾓﾓｶ

5 P6248 益子　佳歩(2) 萩山 5 P6985 都　百花(1) 猪高
ｵｵﾐﾔ ﾐｸ ﾏｾｷﾞ ﾐﾅﾐ

6 P6832 大宮　実久(1) 守山 6 P6580 柵木　美南(2) 守山東
ﾂﾂﾐ ｱｲｶ ｲﾅﾐ ｻﾅ

7 P6505 堤　愛花(1) 大須ＡＣ 7 P6658 井並　紗那(2) 港南
ｶﾜﾁ ﾏｲ ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾐ

8 P6234 河内　舞(2) 萩山 8 P7191 松浦　涼実(1) 守山東

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

ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾊ ﾜﾀﾍﾞ ﾐｻｷ

1 P7182 小田　万葉(1) 守山東 1 P7109 渡部　美咲(1) 瑞穂ヶ丘
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｵ ｷﾀｻﾞｷ ﾅﾐ

2 P6559 長谷川 実音(2) 豊国 2 P6835 北崎　七海(1) 守山
ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｴ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ

3 P6721 近藤　萌映(2) 神の倉 3 P6697 佐藤　ちひろ(2) 伊勢山
ｽｽﾞｷ ｱｲﾅ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｻ

4 P6175 鈴木　愛奈(3) 愛知淑徳 4 P6437 水谷　理沙(3) 瑞穂ヶ丘
ｶﾜｼﾏ ﾎﾉｶ ﾑﾄｳ ｶﾅﾎ

5 P7120 川嶋　朋栞(1) 神の倉 5 P6550 武藤 奏帆(3) 豊国
ﾀｸﾞﾁ ｱｲｶ ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ

6 P6445 田口　愛佳(2) 瑞穂ヶ丘 6 P6503 大田　瑞穂(2) 大須ＡＣ
ｵｵﾀﾆ ﾐｺﾄ ﾆｼｶﾜ ｱﾕﾐ

7 P6268 大谷　美琴(2) 宝神 7 P7186 西川　あゆみ(1) 守山東
ｱｵﾔﾏ ﾘﾝ ｵｶｼﾞﾏ ﾏﾎ

8 P6569 青山　凜(3) 守山東 8 P7180 岡嶋　真帆(1) 守山東



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　33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

ﾍﾝｻﾞﾝ ﾙｶ ｲﾇﾀ　ﾓﾅﾐ

1 P6246 平安山　琉華(2) 萩山 1 P6991 狗田　もなみ(1) 猪高
ｽｽﾞｷ ｻｷｶ ﾀﾅｶ ﾘﾅ

2 P6556 鈴木 咲香(2) 豊国 2 S5723 田中　莉奈(1) 高蔵寺
ｶﾄｳ ｱﾔｶ ｵｶﾞﾀ　ﾕﾘ

3 P6547 加藤 彩香(3) 豊国 3 P6994 緒方　悠里(1) 猪高
ﾖｺﾁ ﾐｽﾞｷ ｳｽｲ ｺﾄﾈ

4 P7001 横地　瑞希(1) 藤森 4 P6428 臼井　琴音(2) 藤森
ｷﾑﾗ　ﾘﾅ ｳｴﾉ ﾈﾈ

5 P6992 木村　莉那(1) 猪高 5 S5429 上野　寧々(2) 豊山ＪＲＣ
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ ｲﾅｶﾞﾜ ｻｱﾔ

6 P6421 宮本　朱理(2) 藤森 6 P7049 稲川　紗有弥(1) 伊勢山
ｲﾅｶﾞｷ ﾅｷﾞｻ ｺﾀｷ ﾊﾅｴ

7 P6228 稲垣　凪咲(2) 萩山 7 S5433 小瀧　花愛(2) 豊山ＪＲＣ
ﾐｽﾞﾉ ｺﾅ ｶﾜｲ ｱｺ

8 P6849 水野　杏菜(1) 守山 8 P6555 河合 亜胡(2) 豊国

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

ﾏﾂｲ ﾘｵ ｲﾅﾐ ﾓｱ

1 P6653 松井　梨緒(2) 港南 1 P7061 井並　萌彩(1) 港南
ﾉﾎﾞﾘ ﾎﾉｶ ｽｷﾞｳﾗ ﾘｻ

2 P6655 昇　帆乃果(2) 港南 2 P6174 杉浦　利早(3) 愛知淑徳
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ ﾋﾉ ｼｽﾞｸ

3 P6689 清水　結衣(3) 伊勢山 3 P7028 日野　静来(1) 豊正
ｵｶﾞﾜ ﾘﾝｶ ﾔﾏﾀﾞ　ｱｽﾞﾐ

4 P6571 小川　凜花(2) 守山東 4 P6208 山田　愛純(2) 千鳥丘
ﾏｴﾀﾞ ｺﾄﾈ ｲﾜﾀ ｶﾎ

5 P6177 前田　琴音(3) 愛知淑徳 5 P6774 岩田　華歩(2) 富田
ﾓﾁﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ ｲﾏｲ ﾘｻｺ

6 P6441 望田　千鶴(3) 瑞穂ヶ丘 6 S5728 今井　理紗子(2) 高蔵寺
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾘ ｳｻﾐ ｱｽﾞｻ

7 P6657 藤原　亜衣莉(2) 港南 7 P6961 宇佐見　梓(1) 吉根
ｷﾄｳ ﾊﾅｶ ｲﾜﾀ ﾏｵ

8 P6552 鬼頭 花香(2) 豊国 8 P6549 岩田 真緒(3) 豊国

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

ｲﾁｶﾜ　ﾓﾓｶ ﾀｶﾉ ｻｵﾘ

1 P6986 市川　百椛(1) 猪高 1 P6840 高野　早織(1) 守山
ﾖｼｶﾜ　ｾﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾎ

2 P6920 吉川　せな(1) 千種台 2 P6205 山口　梓芳(2) 猪高
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲﾅ

3 P6438 宮原　萌(3) 瑞穂ヶ丘 3 P7190 本田　結菜(1) 守山東
ｲｼｲ ｱﾝﾅ ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ

4 P6422 石井　杏奈(2) 藤森 4 P7062 久保田　月楠(1) 港南
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉ ﾆｯﾀ ﾐｸ

5 P6877 山本　紘乃(1) 萩山 5 P6551 仁田 未来(2) 豊国
ﾂﾎﾞｲ ﾐｽﾞｷ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ

6 P6826 坪井 瑞季(1) 豊国 6 P6237 榊原　彩乃(2) 萩山
ﾂｶﾀﾞ ｱﾘｻ ｻﾄｳ ﾘﾎ

7 P7130 塚田　有沙(1) 神の倉 7 P7123 佐藤　璃歩(1) 神の倉
ﾀｹﾀﾞ　ﾏｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾛｶ

8 P7115 竹田　真子(1) 大須ＡＣ 8 P7052 山崎 幌花(1) 伊勢山



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　33組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ｱｶｵ ﾋｶﾘ ﾌﾙﾀ ﾋﾅｾ

1 P6224 赤尾　ひかり(2) 萩山 1 P6847 古田　ひなせ(1) 守山
ｶｲﾀﾞ ｱｶﾈ ﾐﾔｹ ﾏｲ

2 P6573 開田　朱音(2) 守山東 2 P7116 三宅　舞(1) 大須ＡＣ
ﾐｽﾞﾉ ｻﾔ ﾅｶﾂ ｼｮｳｺ

3 P7170 水野　さや(1) 沢上 3 76027 中津　憧子(2) 金城学院
ﾖｼﾀｹ ｺﾄﾈ ｵｸﾞﾗ ﾅﾅｺ

4 12486 吉竹　琴音(1) 天神山 4 P6718 小椋　菜々子(2) 神の倉
ﾎｯﾀ ﾏﾅ ｲﾜﾀ　ﾘｻ

5 P6203 堀田　茉那(2) 猪高 5 P6916 岩田　理沙(1) 千種台
ｲﾄｳ ﾅﾅ ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ

6 76018 伊藤　菜那(2) 金城学院 6 P6579 原田　凜(2) 守山東
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｵ ｲﾀｸﾗ ﾒｲ

7 P6423 小泉　茉央(2) 藤森 7 P6418 板倉　芽唯(2) 藤森
ｱﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ ﾎｯﾀ ﾊﾙﾅ

8 P7000 安藤　帆花(1) 藤森 8 76005 堀田　陽奈(3) 金城学院

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

ﾂﾈﾔﾏ ﾘﾅ ﾓﾘｼﾀ ﾋﾅﾀ

1 35217 常山　莉奈(1) 高蔵寺 1 P7055 森下　陽(1) 伊勢山
ﾋﾗｵｶ ﾘｺ ﾊﾔｼ ﾏﾋﾛ

2 P7188 平岡　茉子(1) 守山東 2 S5720 林　希弥(1) 高蔵寺
ｱﾍﾞ ﾐﾉﾘ ｳｴｽｷﾞ ﾊﾙﾅ

3 P6570 安部　みのり(2) 守山東 3 76045 上杉　榛奈(1) 金城学院
ﾅｶﾔﾏ ﾁﾊﾙ ｲﾉｳｴ ｶｻﾞﾈ

4 P6446 中山　千陽(2) 瑞穂ヶ丘 4 P6229 井上　風音(2) 萩山
ﾅﾙｵｶ ﾅﾐ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾊ

5 35254 成岡　菜美(2) 高蔵寺 5 76012 本多　結羽(2) 金城学院
ﾊﾔｼ ﾎﾀﾙｺ ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ

6 P6357 林　蛍子(3) 天神山 6 P6558 村上 綾音(2) 豊国
ｵｶ ｸﾙﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ

7 P7018 岡　来美(1) 豊正 7 P7022 渡邊　彩心(1) 豊正
ﾀｶﾔ ｻｷ ｱｶﾂ ｻﾔ

8 P6574 高家　沙姫(2) 守山東 8 76017 赤津　沙耶(2) 金城学院

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

ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺﾄﾅ

1 P6963 柴田　陽菜(1) 吉根 1 P7206 一柳　采那(2) 富田
ﾋﾗｲﾜ ｱﾕﾐ ｶﾄｳ　ﾕｳﾘ

2 P6845 平岩　歩(1) 守山 2 P6996 加藤　由理(1) 猪高
ﾊﾞﾝﾉ ﾐｵ ｼﾗｲ ｶﾝﾅ

3 P6654 坂野　実央(2) 港南 3 P7125 白井　寛菜(1) 神の倉
ｵｸﾆｼ ﾅﾂｷ ｼｲﾔ ﾘﾉ

4 P7181 奥西　夏季(1) 守山東 4 76025 椎屋　璃乃(2) 金城学院
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ ｶﾘｳ ｻｸﾗ

5 P6167 田中　綾乃(2) 吉根 5 P6696 狩生　さくら(2) 伊勢山
ﾅｶﾀ ﾙﾉ ｲﾄｳ ﾐｻｷ

6 P7050 中田　瑠乃(1) 伊勢山 6 P7057 伊藤　美咲(1) 港南
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾓｶ ｷﾀﾔ ﾕｳﾅ

7 P7056 水谷　百花(1) 伊勢山 7 P6837 北谷　優奈(1) 守山
ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｷ ｲﾏｲ　ﾋﾅ

8 35259 中西　椿(2) 高蔵寺 8 P6824 今井　陽菜(1) 千鳥丘



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　33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

ﾑﾗﾓﾄ ﾘﾉｶ ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾅ

1 P6416 村元　梨乃佳(2) 藤森 1 76034 近藤　瀬奈(1) 金城学院
ﾎｼﾔ ｶﾚﾝ ﾐｽﾞｼﾏ ﾌﾐｴ

2 P6802 星屋　華怜(2) 愛知淑徳 2 P6150 水島　史恵(2) 神丘
ｼﾉﾀﾞ ｺﾊﾙ ｷｵｯｶ ﾚｲ

3 P7124 篠田　小遥(1) 神の倉 3 P7204 キオッカ 礼(2) 愛知淑徳
ｱｶﾊﾞｴ ｻｷｺ ﾑﾗｲ ﾘｵ

4 P7011 赤波江　彩季子(1) 宝神 4 35202 村井　里緒(1) 高蔵寺
ｱﾘｶﾜ　ﾕｳｶ ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾐ

5 P6988 有川　侑花(1) 猪高 5 S5725 高木　日菜美(1) 高蔵寺
ﾆｼｶﾜ ｱﾐ ﾃﾗﾀﾞ ｶﾖ

6 12488 西川　杏実(1) 天神山 6 P6179 寺田　果代(3) 愛知淑徳
ｸｽﾞﾔ ﾐﾗﾝ ﾜﾀﾞ ﾅｽﾞﾅ

7 P6701 葛谷　みらん(2) 伊勢山 7 P7137 和田　菜杏奈(1) 神の倉
ﾌﾅﾊｼ ﾏﾅ ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

8 P7189 舩橋　愛奈(1) 守山東 8 P6201 鈴木　梨奈(2) 猪高

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

ﾆﾜ ﾕｳﾅ ﾀｶﾀ ﾐｻｷ

1 P6968 丹羽　佑奈(1) 吉根 1 P7105 高田　実咲(1) 瑞穂ヶ丘
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ

2 P7183 川口　未菜(1) 守山東 2 P6852 渡邊　莉水(1) 守山
ｲﾜｲ ﾓﾈ ﾐﾌﾞｶ ﾊﾙﾅ

3 76042 岩井　百音(1) 金城学院 3 P7209 身深　遥菜(1) 富田
ｶﾄｳ ｱｲﾘ ｶﾄｳ ｻﾜﾈ

4 P7032 加藤　愛理(1) 愛知淑徳 4 P6806 加藤　爽音(2) 冨士
ﾐﾂｷ ﾃﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ

5 P6448 三木　添(2) 瑞穂ヶ丘 5 P6969 長谷川　沙姫(1) 吉根
ﾊﾔｼ ﾏｲ ﾊﾔｶﾜ ﾄﾚﾉ

6 P7162 林　愛唯(1) 港南 6 P6807 早川　友連乃(2) 冨士
ﾎﾘ　ﾄﾜ ｼﾊﾞﾀ ﾁｴﾘ

7 P6997 堀　叶花(1) 猪高 7 P6828 柴田 千衣里(1) 豊国
ｱｶﾎﾘ ﾓﾈ ｶﾀﾊﾗ ﾏｺ

8 P7177 赤堀　百音(1) 守山東 8 12404 片原　真子(1) 天神山

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

ｳﾒﾑﾗ ｱｲ ｴﾊﾗ ｺｳｺ

1 P7179 梅村　碧(1) 守山東 1 76037 江原 煌子(1) 金城学院
ｴﾋﾞｺ ﾅﾙﾐ ｺﾄﾞ ｼｵﾘ

2 P6432 蛯子　成美(3) 瑞穂ヶ丘 2 P6839 古戸　茉悠理(1) 守山
ﾆｼﾑﾗ ﾐｵﾄ ｵﾘﾍﾞ ﾏｺ

3 P6843 西村　美音(1) 守山 3 P6833 織部　真子(1) 守山
ｲﾄｳ ﾏﾎ ｻｶｲ　ﾙﾉ

4 P6431 伊藤　真歩(3) 瑞穂ヶ丘 4 P6995 酒井　琉希(1) 猪高
ﾀﾉｳｴ ｺﾄﾊ ﾀｷﾓﾄ ｻｷ

5 76029 田上 琴葉(2) 金城学院 5 P7185 瀧本　紗己(1) 守山東
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾖﾘ ﾔｽｴ ﾊﾅ

6 P6875 松田　陽和(1) 萩山 6 P6450 安江　巴菜(2) 瑞穂ヶ丘
ｲﾄｳ ﾊﾅ ﾊﾏﾀﾞ ﾘｻ

7 P7178 伊藤　瑛(1) 守山東 7 P6874 濱田　理沙(1) 萩山
ｵｶｻﾞｷ ﾏﾐｺ ﾐｳﾗ ﾏﾋﾛ

8 P6554 岡崎 万実子(2) 豊国 8 P6983 三浦　真尋(1) 萩山



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　33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

ｵｶﾑﾗ ｱﾔｶ ﾑｺｳﾔﾏ ｶｽﾞﾈ

1 P6737 岡村　彩花(2) 豊正 1 P7108 向山　和音(1) 瑞穂ヶ丘
ｵｵｳﾁ ｱﾔﾈ ｲﾄｳ ｱﾕﾅ

2 P7002 大内　綾音(1) 藤森 2 P6870 伊藤　歩菜(1) 萩山
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｺﾅ ｶﾜｾ ﾘｵ

3 P6727 杉山　恋菜(2) 神の倉 3 12418 川瀬　凜緒(1) 天神山
ｼｵﾉ　ｱﾔｶ ｶﾈｺ ﾙﾘ

4 P6993 塩野　綾香(1) 猪高 4 P6834 金子　瑠莉(1) 守山
ﾎｯﾀ ｱｽﾞﾐ ﾔﾏｻﾞﾜ　ﾋﾅﾀ

5 P6848 堀田　愛純(1) 守山 5 P6990 山澤　ひなた(1) 猪高
ﾌｼﾞｷ ｻｻﾗ ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ

6 76035 藤木　桜々羅(1) 金城学院 6 P7184 庄司　有希(1) 守山東
ﾅｶｼﾏ ﾐｸ ｷﾏﾀ ﾕｶﾘ

7 P6577 中島　未来(2) 守山東 7 P6838 木全　ゆかり(1) 守山
ﾜﾆﾍﾞ ｶｳﾘ ﾆｯﾀ ﾓﾓｶ

8 35215 鰐部　かうり(1) 高蔵寺 8 P6844 新田　桃々果(1) 守山

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

ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾈ ﾊﾅﾉ ﾘｵ

1 P6572 小野寺　涼音(2) 守山東 1 P7176 花野　りお(2) 守山東
ﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾔｽｲ ﾓﾓ

2 P7192 森　優菜(1) 守山東 2 P6850 安井　桃(1) 守山
ｺｶﾞｲ ｻﾂｷ ﾅｻ ﾎﾉｶ

3 P6444 小貝　さつき(2) 瑞穂ヶ丘 3 76038 奈佐 帆奈(1) 金城学院
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷ ｲﾄｳ ﾘｺ

4 P6449 森山　美希(2) 瑞穂ヶ丘 4 76036 伊藤　莉子(1) 金城学院
ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ ﾊﾔｶﾜ ｱｶﾘ

5 P6719 松田　弥侑(2) 神の倉 5 P7006 早川　明里(1) 藤森
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ ｳｽｲ ﾙﾅ

6 P7129 田中　日彩(1) 神の倉 6 P6831 臼井　瑠菜(1) 守山
ﾋﾗﾉ ﾐﾕ ｶﾜｾ ｼﾅ

7 P6853 平野　実優(1) 汐路 7 P7121 川瀬　詩奈(1) 神の倉
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾘ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ

8 P6846 福田　実莉(1) 守山 8 P6560 伊藤 百花(2) 豊国

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

1 1

ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ ﾏｾ ｱﾕﾐ

2 S5721 阿部　遥香(1) 高蔵寺 2 P6147 間瀬　歩美(2) 神丘
ｵｵｲｼ ｱｷｺ ﾂﾂﾞｷ ﾘﾝ

3 P6200 大石　章子(2) 猪高 3 P6842 都築　凜(1) 守山
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ ｵｲｶﾜ ﾕｶ

4 76041 高山　莉帆(1) 金城学院 4 S5722 及川　ゆか(1) 高蔵寺
ｻｲﾀﾞ ﾐｵ ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾅ

5 P6829 濟田 美桜(1) 豊国 5 P6830 杉本 陽南(1) 豊国
ﾎｿﾉ ﾕｷﾉ ﾊﾏﾅｶ ｹｲ

6 20912 細野　幸乃(3) 名古屋聾 6 P7134 濵中　佳(1) 神の倉
ﾊﾘﾔ ﾕｲ ﾔｽｲ ﾄﾓｶ

7 P7007 針谷　柚衣(1) 藤森 7 76039 安井 文那(1) 金城学院
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｺ ｷﾀﾑﾗ ｸﾙﾐ

8 76046 長島 理子(1) 金城学院 8 P6836 北村　来未(1) 守山



記録会中女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　33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

1 1

ｻｻﾊﾗ ﾜｶﾅ ﾀｶﾊｼ ﾋｲﾛ

2 P7104 笹原　和奏(1) 瑞穂ヶ丘 2 P7017 髙橋　陽色(1) 宝神
ﾐｽﾞﾉ ﾏｲ ｶﾜﾐﾂ ﾙﾅｺ

3 P7135 水野　真衣(1) 神の倉 3 P7163 川満　琉南子(1) 港南
ｵｵｶﾞｹ ﾕﾒ ｸｾﾞ ｶﾎ

4 P6720 大掛　佑芽(2) 神の倉 4 P7208 久世　華穂(1) 富田
ﾆｼｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾓﾃｷﾞ ﾚｲｶ

5 P7107 西口　夏希(1) 瑞穂ヶ丘 5 P7060 茂手木　麗華(1) 港南
ｵｵﾉ ｻｴ ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾘ

6 S5717 大野　紗依(1) 高蔵寺 6 P7059 本田　きらり(1) 港南
ﾀｶﾔ ｱﾔ ﾃﾞﾜ ﾅﾅﾎ

7 P7106 高谷　明生(1) 瑞穂ヶ丘 7 P7132 出羽　七帆(1) 神の倉
ﾎﾘﾍﾞ ｱｲﾘ ｼﾁ ﾊﾙｶ

8 76028 堀部　あいり(2) 金城学院 8 P7030 志知　春花(1) 豊正

33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

ﾀｹｼﾏ ｷｸﾉ

2 P7128 竹嶌　菊乃(1) 神の倉 2
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾉ

3 P7145 山口　祐妃乃(1) 神丘 3
ﾉﾀﾞ ﾘﾘｶ

4 P7021 野田　莉々華(1) 豊正 4
ｲｼｶﾜ ｻｴ

5 P7012 石川　沙依(1) 宝神 5
ｷﾑﾗ ﾐｶ

6 P7013 木村　実加(1) 宝神 6
ｲﾉｳｴ ｾｱ

7 P7210 井上　汐亜(1) 富田 7
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｳ

8 P7015 遠藤　みう(1) 宝神 8



記録会中女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

ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾅ ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ

1 P6151 田島　彩名(2) 神丘 1 P6652 林　彩愛(3) 港南
ｳｴﾉ ﾈﾈ ﾉﾓ ﾏﾐｻ

2 S5429 上野　寧々(2) 豊山ＪＲＣ 2 12402 野茂　真美咲(1) 天神山
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾋｼﾞﾘ

3 S5561 渡邉　万倫(2) 訓原 3 P6361 中村　聖里(3) 天神山
ｲﾅﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ ﾜｼﾂﾞ ﾓﾄｶ

4 P6153 稲本　つぐみ(2) 神丘 4 S5719 鷲津　心花(1) 高蔵寺
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙｺ ｳｻﾐ ﾅｵ

5 P6395 吉田　薫子(2) 冨士 5 P6730 宇佐見　直緒(3) 豊正
ﾂｹﾞ ﾎﾉｶ ｶﾜｾ ｶﾉﾝ

6 P6725 柘植　穂乃果(2) 神の倉 6 P6351 川瀨　歌音(2) 千種台
ﾀｶﾔ ｻｷ ﾓﾘｵｶ ｻﾔｶ

7 P6574 高家　沙姫(2) 守山東 7 P6370 森岡　沙耶香(2) 沢上
ﾂﾀﾞ ｱﾔﾉ ｵｸﾆｼ ﾅﾂｷ

8 P6841 津田　彩乃(1) 守山 8 P7181 奥西　夏季(1) 守山東
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾉ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ

9 S5430 遠藤　毬乃(3) 豊山ＪＲＣ 9 15109 山田　芽依(2) 沢上
ｵｵﾊｼ ﾓﾓｶ ﾀﾅｶ ﾘﾅ

10 P6391 大橋　桃香(3) 冨士 10 S5723 田中　莉奈(1) 高蔵寺
ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾅ ｲﾜﾅｶﾞ ｼｵﾘ

11 P6360 小出　有菜(3) 天神山 11 P7058 岩永　志織(1) 港南
ｶﾞﾅﾊ ﾐﾗｲ ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾐ

12 P6726 我那覇　みらい(2) 神の倉 12 S5725 高木　日菜美(1) 高蔵寺
ｺﾀｷ ﾊﾅｴ ｱﾍﾞ ﾐﾉﾘ

13 S5433 小瀧　花愛(2) 豊山ＪＲＣ 13 P6570 安部　みのり(2) 守山東
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ ﾊﾔｼ ｼｵﾘ

14 P6373 中村　万桜(2) 沢上 14 P6509 林　詩織(2) 汐路
ﾀﾏｺｼ ｻﾂｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾈ

15 P6396 玉腰　さつき(2) 冨士 15 P6572 小野寺　涼音(2) 守山東
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ

16 P6717 渡辺　晴奈(3) 神の倉

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

ﾀｷﾓﾄ ｻｷ

1 P7185 瀧本　紗己(1) 守山東 1
ﾓﾘ ﾉｱ

2 76026 森 望葵(2) 金城学院 2
ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ

3 P7024 鈴木　湖香菜(1) 豊正 3
ｵﾉ ﾐｵ

4 P7031 小野　美桜(1) 豊正 4
ｻｶｲ ﾐｸ

5 12428 酒井　美空(1) 天神山 5
ｶﾄｳ ﾁｻ

6 76021 加藤 千沙(2) 金城学院 6
ﾅｲﾄｳ ﾕｷ

7 12406 内藤　有紀(1) 天神山 7
ｻｲﾄｳ ﾁｶ

8 P7149 斉藤　千花(1) 神丘 8
ﾏｽｷ ｱｲﾈ

9 12432 舛木　愛音(1) 天神山
ﾀｶｷﾞ ｺﾅﾐ

10 P7147 高木　胡波(1) 神丘
ﾔﾏｼﾀ ﾓｴ

11 12408 山下　萌瑛(1) 天神山
ｱｶﾎﾘ ﾓﾈ

12 P7177 赤堀　百音(1) 守山東
ﾓﾘ ﾕｳﾅ

13 P7192 森　優菜(1) 守山東
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｶ

14 12407 中村　純風(1) 天神山
ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾐ

15 P6925 小林　霞(1) 千種台



記録会一般･高校男100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｶﾙ ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾌﾐ

1 J1463 長島　光(2) 至学館 1 H1462 大森 浩史(1) 瑞陵
ｱｵｷ　ｴｲﾙ ｽｷﾞﾜｶ　ﾕｳﾏ

2 J1287 青木　映瑠(2) 名古屋西 2 J1288 杉若　佑真(2) 名古屋西
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ

3 H1317 溝口　宏直(3) 富田 3 H1464 永田 智也(1) 瑞陵
ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝ

4 J1094 戸田　由騎(2) 愛知 4 H1279 内山　蓮(2) 東海学園
ﾏﾂｵ　ｹﾝﾄ ｻﾂｶﾜ　ｸｵﾝ

5 J1280 松尾　健永(2) 名古屋西 5 J1282 佐津川　久遠(2) 名古屋西
ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾔ ｵｵﾄﾓ ﾂﾊﾞｻ

6 J1101 奥村　俊哉(1) 愛知 6 H1355 大友　翼(2) 天白
ｺﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ ｲｹﾔﾏ ﾀｲﾁ

7 J1107 小塚　功太郎(2) 愛知 7 J1015 池山　大地(2) 愛工大名電
ｳﾒﾀﾆ　ﾀﾞｲｷ ﾉﾑﾗ ｼﾝｽｹ

8 J1477 梅谷　太紀(1) 名古屋西 8 J1005 野村　信介(3) 愛工大名電

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｸﾛｺｳﾁ ﾘｸﾄ

1 J1016 尾河　亮太(2) 愛工大名電 1 J1125 黒河内　陸人(2) 愛知
ｳｴｽｷﾞ ﾀｹﾄ ﾃﾗｲ ﾄﾓﾔ

2 H1468 上杉 健人(1) 瑞陵 2 J1159 寺井　智也(2) 明和
ｽｵｳ ﾀﾂｷ ｲｿﾍﾞ ﾀｸﾐ

3 J1456 周防　達輝(3) 至学館 3 H1467 磯部 拓(1) 瑞陵
ﾊﾘｭｳ ｼｮｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ　ﾛｳ

4 H1154 針生　祥平(2) 瑞陵 4 J1476 中村　朗(1) 名古屋西
ｸﾛﾉ ｿｳｲ ﾇﾏ ﾊﾙｷ

5 H1274 黒野　壮唯(2) 東海学園 5 J1464 沼間　春輝(2) 至学館
ｲﾉｳｴ　ｲﾂｷ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

6 J1283 井上　樹(2) 名古屋西 6 H1083 中村　康貴(2) 大同大大同
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙ ﾊﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ

7 J1461 吉田　繁流(2) 至学館 7 H1102 花井　雄大(2) 松蔭
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｼ

8 J1554 佐藤　優樹(1) 菊里 8 J1029 藤田　和志(1) 愛工大名電

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

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾄ

1 J1462 梅林 拓海(2) 至学館 1 J1595 髙木　健人(1) 旭丘
ｸﾛｷ ｹｲﾄ ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

2 J1211 黒木 馨斗(2) 守山 2 H1116 古本　凌大  (2) 熱田
ﾅｶﾆｼ ﾘﾝﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

3 J1630 中西　琳哉(1) 愛工大名電 3 J1542 小林　荘太(1) 明和
ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ ﾐﾂﾉﾘ　ｶｲ

4 J1642 岡田　敏男(1) 愛知 4 J1475 光法　快(1) 名古屋西
ﾀﾁｶﾜ ｿｳﾜ ﾀﾝｷﾞｸ ﾕｳﾀ

5 H1271 立川　奏和(2) 東海学園 5 J1151 丹菊　優太(2) 明和
ｻｯｻ ﾋﾛﾔ ｳｴﾑﾗ　ﾚｲｼﾞ

6 J1030 佐々　浩也(1) 愛工大名電 6 H955 上村　怜士(2) 向陽
ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ

7 H1586 田口　聖和(1) 松蔭 7 J1212 中野　翔太(3) 守山
ｱﾘﾀ ｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｸ

8 J1624 有田　翔(1) 愛工大名電 8 H1082 清水　陸(2) 大同大大同

訂正版



記録会一般･高校男100m 訂正版

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

ｼﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ ｻﾄｳ ﾀｹﾙ

1 J1567 篠田　圭佑(1) 明和 1 H1094 佐藤　嵩瑠(2) 大同大大同
ｲﾇｶｲ ﾖｼﾋﾛ ｱｶｼ ﾄｼｷ

2 J1150 犬飼　佳寛(2) 明和 2 H1480 明石　敏暉(1) 天白
ﾊﾔｼ ﾅﾙｷ ｶｲ ｱｷﾄ

3 J1490 林　育輝(1) 至学館 3 J1127 甲斐　暉人(2) 愛知
ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾞｳﾀ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

4 J1631 杉山　豪汰(1) 愛工大名電 4 J1646 松原　康太(1) 愛知
ｵｵｲﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ

5 J1550 大板　蒼一朗(1) 明和 5 J1559 村上　広大(1) 菊里
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾆｲﾉ ﾘｵ

6 H1587 山田　健太郎(1) 松蔭 6 H1282 新納　理央(2) 東海学園
ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ

7 J1672 奥邑　亮太郎(1) 名東 7 J1100 近藤　宗一郎(2) 愛知
ﾁｮｳﾉ ｺｳﾍｲ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

8 J1593 蝶野　浩平(1) 旭丘 8 J1093 岡田　朋也(2) 愛知

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

ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ ﾈﾓﾄ　ｼｭﾝｽｹ

1 H1659 奥村　涼平(1) 熱田 1 H951 根本　峻佑(2) 向陽
ﾀﾂﾔﾏ ｹｲｼﾝ ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ

2 H1111 龍山　圭眞(2) 松蔭 2 J1263 山田　朝陽(2) 旭丘
ﾓﾘｼﾀ　ﾀｸﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

3 H1500 森下　匠(1) 向陽 3 J1625 安藤　綾祐(1) 愛工大名電
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ｶﾏﾀﾞ ﾘｵ

4 J1589 田中　雄也(1) 旭丘 4 J1764 釜田 理央(1) 至学館
ｲﾜﾏ　ｼｭﾝ ｵｵｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾑ

5 H1498 岩間　駿(1) 向陽 5 J1214 大久保　希(3) 守山
ｲｼｶﾜ ﾚﾝﾀ ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

6 J1596 石川　廉太(1) 旭丘 6 J1215 岡崎　有佑(3) 守山
ﾓﾘｼﾏ ｹｲﾀ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

7 H1113 森島　啓太   (2) 熱田 7 J1551 平林　竜弥(1) 菊里
ｸﾛﾍﾞ ﾘｭｳｷ ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾕｷ

8 H1316 黒部　龍希(2) 富田 8 J1573 後藤　直之(1) 市工芸

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

 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

1 H1128 多賀屋　裕次朗 (2) 熱田 1 H1354 濱田　龍星(2) 天白
ｵｵｼﾏ ｼｭﾝｽｹ ﾌｸｼﾏ　ｹｲﾀ

2 J1590 大嶋　俊介(1) 旭丘 2 H1503 福島　啓太(1) 向陽
ｷﾀﾅｶ ﾀﾂﾐ ﾄﾐｻｷ ﾕｳｼﾞ

3 H1112 北中　達巳(2) 熱田 3 J1757 富崎　湧仁(1) 至学館
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｸﾐ ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾀ

4 J1132 別府　拓(1) 愛知 4 J1763 高橋　風太(1) 至学館
ｻﾄｳ ｺｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

5 J926 佐藤　幸紀(2) 市工芸 5 J1549 山田　瞬平(1) 明和
ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ ﾊﾅｲ ﾚﾝ

6 B1317 柴田　卓也　 マスターズ 6 H1657 花井　蓮(1) 熱田
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ

7 H1315 木村　亮太(2) 富田 7 J1553 近藤　秀(1) 菊里
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ ﾌｼﾞｲ ｺｳﾍｲ

8 H1321 近藤　智之(2) 富田 8 J1558 藤井　康平(1) 菊里



記録会一般･高校男100m 訂正版

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ｵｵﾂｶ ｼｵﾝ

1 J1648 大塚　至恩(1) 愛知 1
ﾀｹｶﾜ ｶｽﾞｷ ﾏｽﾀﾞ ﾄｳﾏ

2 J1643 竹川　和樹(1) 愛知 2 H1593 増田　闘馬(1) 大同大大同
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾙﾊ

3 H1320 伊藤　太一(2) 富田 3 H1589 村松 流葉(1) 松蔭
ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾉﾘ

4 J1219 松田　潤平(3) 守山 4 J1674 清水　芳紀(1) 名東
ﾏｴﾀ ｿｳﾀ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ

5 H1584 前田　颯太(1) 松蔭 5 J1124 水野　裕登(1) 愛知
ｶﾆ ﾊﾙｶ ﾌｼﾞﾀﾆ　ﾄｷﾔ

6 J1105 可兒　遥(2) 愛知 6 H1696 藤谷友樹也(1) 熱田
ﾀｹｵ　ﾕｳｼﾞ ﾅｶｾ ﾑﾂｷ

7 H1496 竹尾　勇司(1) 向陽 7 H1565 中瀬　睦基(1) 天白
ｺﾆｼ ｶｲﾄ ｲﾄｳ ｾｲﾏ

8 H1654 小西　海斗(1) 名古屋工学院 8 J1089 伊藤　聖真(2) 愛知

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

ﾄﾐﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

2 H1598 富田　崚介(1) 大同大大同 2 J1131 長谷川　裕哉(1) 愛知
ｿｳﾌｸ ﾕｳﾀ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾛｼ

3 H1564 早福　裕太(1) 天白 3 J917 東山　博(2) 市工芸
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ

4 H1534 山田　省吾(1) 富田 4 J1221 岡田 尚也　(2) 守山
ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾀｹｳﾁ ｱｷﾋﾄ

5 J1600 飯田　駿佑(1) 旭丘 5 J1598 竹内　亮人(2) 旭丘
ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ

6 H1095 伊藤　純(2) 大同大大同 6 H1092 佐藤　博也(2) 大同大大同
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ

7 H1533 佐藤　大輔(1) 富田 7 J1676 川崎　亮太(1) 守山
ﾔｶﾞﾐ ｺｳｷ ｶﾀｾ　ｱｷﾄ

8 H1583 八神　亘輝(1) 松蔭 8 H1495 片瀬　瑛仁(1) 向陽

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

ｶﾄｳ　ｾｲﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

2 H949 加藤　誓太郎(2) 向陽 2 H1592 山本　雄稀(1) 大同大大同
ﾂﾂﾞｷ　ｺｳｷ ﾎｿｴ ﾋﾛﾄ

3 H958 都築　宏紀(2) 向陽 3 H1623 細江 大翔(1) 瑞陵
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ ｶﾐﾆｼｿﾞﾉ ﾘｮｳ

4 H1084 近藤　優(2) 大同大大同 4 H1531 上西園　涼(1) 富田
ﾎｿｲ ｱﾂｷ ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ

5 H1661 細井　敦生(1) 熱田 5 J1649 廣瀬　拓海(1) 愛知
ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ ｳﾒﾑﾗ ﾕｳﾄ

6 J1603 伊藤　大晴(1) 旭丘 6 J1677 梅村　雄都(1) 守山
ｷｸﾁ ｼﾝﾍﾟｲ ﾕｷ ﾘｭｳﾄ

7 J1262 菊地　慎平(2) 旭丘 7 J1216 柚木　龍斗(2) 守山
ﾆｼﾜｷ ﾄｼｷ ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ

8 J1755 西脇　稔希(1) 山田 8 J1602 石黒　大輝(1) 旭丘



記録会一般･高校男100m 訂正版

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

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

1 1

ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀﾞｲ ﾅｶﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

2 H1597 加藤　遼大(1) 大同大大同 2 H1722 中谷 元(1) 大同大大同
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｶﾞｸ

3 J1681 宮澤　祐貴(1) 守山 3 H1595 松山　雅楽(1) 大同大大同
ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｴﾉﾓﾄ ﾌﾐﾔ

4 H1529 榎本　翔太(1) 富田 4 H1530 榎本　郁也(1) 富田
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

5 J1679 田中　翔馬(1) 守山 5 J1678 近藤　和弥(1) 守山
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ

6 H1652 藤原　優樹(1) 名古屋工学院 6 J1572 五嶋　優磨(1) 市工芸
ｱﾗｶﾜ ﾋﾀｶ ｲﾅﾓﾄ ﾕﾗ

7 H1528 荒川　陽嵩(1) 富田 7 J1571 稲本　悠良(1) 市工芸
ｶﾂｻﾞｷ ﾚｵ ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾕｳﾉｽｹ

8 H1596 勝崎　励雄(1) 大同大大同 8 J1770 松永 優之介(1) 守山

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



記録会高男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

ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ

1 J1018 内田　賢志(3) 愛工大名電 1 J1052 内藤　隆介(2) 愛工大名電
ﾄﾐﾀﾞ ﾅｵｷ ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ

2 J1034 冨田　直希(3) 愛工大名電 2 J1548 米山　樹(1) 明和
ｲﾓﾄ ﾐﾂｷ ﾆｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ

3 J1027 井本　光紀(2) 愛工大名電 3 J1161 西垣　颯太郎(2) 明和
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳ

4 J1269 齋藤　千晃(2) 名東 4 J1627 服部　諒(1) 愛工大名電
ﾌﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙ

5 J1673 古川　幸治(1) 名東 5 J1544 寺島　青(1) 明和
ﾐｽﾞﾉ ｼｵﾝ ｶﾄｳ ｱﾔﾄ

6 J1275 水野　史遥(2) 名東 6 J1006 加藤　綾人(3) 愛工大名電
ﾋﾋﾞﾉ ﾘｷﾔ ｳﾒﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

7 J1025 日比野　力哉(2) 愛工大名電 7 J1162 梅本　崇弘(2) 明和
ｷﾑﾗ ｶﾝﾀ ｵｵｲﾜ ﾕｳｽｹ

8 J1017 木村　寛汰(2) 愛工大名電 8 J1273 大岩　佑輔(2) 名東
ﾂﾁﾔ ｹｲﾀ ｽﾐ ｺｼﾞﾛｳ

9 J1045 土屋　慶太(2) 愛工大名電 9 H1114 住　小次郎  (2) 熱田
ｵｵｻﾜ ｶﾞｸﾄ ｿｴｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ

10 J1041 大澤　学人(3) 愛工大名電 10 J1555 副島　康平(1) 菊里
ｽｽﾞﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ

11 J1024 鈴村　祐介(3) 愛工大名電 11 H1161 竹下 諒(2) 瑞陵
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

12 J1010 小林　高暢(3) 愛工大名電 12 J1046 吉田　光毅(2) 愛工大名電
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾗｸ ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾔ

13 J1628 後藤　厳楽(1) 愛工大名電 13 J1154 岡田　凌弥(2) 明和
ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾔ ﾓｳﾘ ﾄﾓｷ

14 J1266 山内　直也(2) 名東 14 J1543 毛利　智紀(1) 明和
ﾊﾗﾀ ﾕｳﾔ ｲﾘ ﾕｳｷ

15 J1044 原田　侑弥(2) 愛工大名電 15 J1547 伊里　友希(1) 明和
ﾎﾘｴ ｿｳﾀﾛｳ ﾊﾔｼｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

16 J1756 堀江　爽太郎(1) 名東 16 H1621 林垣 悠乃(1) 瑞陵
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾓﾘ ﾖｳｽｹ

17 J1152 山本　悠人(2) 明和 17 J1028 森　陽介(1) 愛工大名電
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ

18 J1019 渡邊　樹(2) 愛工大名電 18 J1629 中野　雄次郎(1) 愛工大名電
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾄ ﾖｼﾔﾏ ﾌﾐｼﾛ

19 J1008 松本　貴斗(3) 愛工大名電 19 J1597 吉山　史城(1) 旭丘

訂正版



記録会高男1500m 訂正版

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

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

1 J1560 鈴木　優汰(1) 菊里 1
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

2 H1611 田邊　優一(1) 昭和 2
ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ

3 B1317 柴田　卓也　 マスターズ 3
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴｲｷ

4 H1353 榊原　英輝(2) 天白 4
ﾋｺﾞ ｶｽﾞｷ

5 H1091 肥後　一輝(2) 大同大大同 5
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

6 J1773 野沢　佑太(1) 至学館 6
ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ

7 H1663 山内　健瑠(1) 熱田 7
ｲｲﾀﾞ ﾚﾝ

8 H1097 飯田　蓮(2) 大同大大同 8
ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｷ

9 H1566 浅井　淳希(1) 天白
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｶｹﾞ

10 J1762 山本　崇景(1) 至学館
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ

11 J923 萩原　希(2) 市工芸
ｼﾀﾞ ｼｹﾞｻﾄ

12 H1665 信田　重智(2) 熱田
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ

13 J1758 田中　裕文(1) 至学館
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

14 H1656 柴山　祐基(1) 熱田
ｵｸﾑﾗ ﾀﾂｷ

15 H933 奥村　竜生(2) 昭和
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ

16 J1760 山本 裕太(1) 至学館
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ

17 H1664 山本　理陽(1) 熱田
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ

18 H1096 後藤　祐矢(2) 大同大大同
ｶｲﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

19 J1588 開田　響(1) 旭丘
ｶｻﾊﾗ ﾀｹｼ

20 J1599 笠原　健(1) 旭丘
ﾋﾀﾞ ﾕｳﾏ

21 J1604 肥田　侑真(1) 旭丘



記録会一般･高校女100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

ｱｹｶﾞﾐ ｷﾘｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ

1 J5704 明上　桐子(2) 明和 1 J5889 山田　玲奈(1) 名東
ﾀﾃｲｼ ﾙﾅ ｸﾛｷ　ﾉﾘｶ

2 J5654 立石　留菜(2) 愛知 2 J5759 黒木　法香(2) 名古屋西
ﾉﾅｶ　ﾏﾕ ｼｶﾏ　ｼﾞｭﾉ

3 J5879 野中　麻由(1) 愛工大名電 3 J5755 鹿間　珠乃(2) 名古屋西
ｻﾀｹ ﾘﾉ ｼﾗｲ ｻﾅ

4 J5882 佐竹　里野(1) 明和 4 J5859 白井　沙奈(2) 至学館
ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ

5 J5878 久保田　乃愛(1) 山田 5 J5652 吉田　凛(1) 愛知
ｺﾏｷ　ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾚｱ

6 J5753 駒木　遥(2) 名古屋西 6 H5579 小林　来有(2) 熱田
ｱｷｵ　ｶｴ ﾋｷﾉ ﾉﾘｺ

7 J5752 秋尾　佳恵(2) 名古屋西 7 J5735 比企野　紀子(2) 旭丘
ｵｵﾀ ｱｶﾈ ｺｲｹ ﾘﾎ

8 H5472 大田　あかね(3) 桜花学園 8 J5705 小池　里歩(2) 明和

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

ﾓﾘﾀ ﾕｲ ｶﾄｳ ﾕﾘｴ

1 J5655 森田　柚衣(1) 愛知 1 J5845 加藤　友理恵(1) 椙山女学園
ｸﾗｻｷ ｱﾔﾈ ｵｵﾀﾆ ｱｽﾞｻ

2 H5734 倉崎 彩音(1) 瑞陵 2 H5610 大谷 あずさ(2) 瑞陵
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ ｼﾊﾞﾀ ｱﾑ

3 H5475 林　柚花(3) 桜花学園 3 H5570 柴田　朝夢(2) 松蔭
ｺｳﾑﾗ ﾓﾓｶ ｵｸﾔﾏ ｲﾂﾞﾐ

4 J5666 香村　百華(1) 愛知 4 H5572 奥山 いづみ(2) 松蔭
ｵｸﾞﾛｱﾐ ﾁﾉ ｻﾔｶ

5 J5749 小黒　亜美(1) 名東 5 H5477 千野　さやか(2) 桜花学園
ｸﾜﾔﾏ　ﾓﾓｶ ﾂﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ

6 J5939 桑山　桃花(1) 名古屋西 6 J5587 土田　歩(2) 菊里
ｽﾐﾀﾞ ﾏﾕ ｺｼﾞﾏ ﾕﾘｻ

7 J5646 隅田　眞憂(2) 愛知 7 J5994 小嶋　友利佐(1) 愛工大名電
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾏｷ

8 J5604 高橋　直(2) 椙山女学園 8 J5667 宮本　珠希(2) 愛知

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾗｺ ｶﾒｲ　ｷﾐｶ

1 H5873 今村 桜子(1) 瑞陵 1 J5894 亀井　希未香(1) 名古屋西
ｲﾁｵｶ ﾘｻ ｲｿｶﾞｲ ﾋﾅｺ

2 H5878 市岡　里彩(1) 熱田 2 J5702 磯貝　日向子(2) 明和
ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕ

3 H5608 神田 唯衣(2) 瑞陵 3 H5874 山下 舞柚(1) 瑞陵
ﾊﾔｶﾜ ｾﾘｶ ｻﾜﾑﾗ ｱｲ

4 J5583 早川　世利加(2) 菊里 4 J5609 澤村　愛衣(2) 椙山女学園
ﾓﾘﾀ ｾﾅ ｱｵﾏﾂ ﾗﾑ

5 H5759 森田　星南(1) 富田 5 J5844 青松　羅夢(2) 山田
ﾏｻｷ ﾁﾉ ｱﾗｼ ﾕｲﾅ

6 H5678 正木　ちの(2) 富田 6 J6013 嵐　結菜(1) 愛知
ﾅｶｼﾏ ｻｷ ﾊﾙﾀ ｻﾔｶ

7 H5476 中島　彩希(2) 桜花学園 7 J5706 春田　沙也香(2) 明和
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ ﾖｶﾜ ﾋﾅﾀ

8 J5605 高橋　愛(2) 椙山女学園 8 J5987 余川　日菜多(1) 明和

訂正版
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

ｶﾜｸﾞﾁ ｻｷ ﾅｶﾞｲ　ﾕｳｷ

1 J6061 川口　紗葵(1) 明和 1 J5945 永井　優希(1) 明和
ｺﾝﾄﾞｳ　ﾁﾅﾂ ｲﾄｳ ﾕｳｷ

2 J5944 近藤　千夏(1) 明和 2 H5879 伊藤　優姫(1) 熱田
ｺﾀﾆ　ｻｸﾗ ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ

3 H5774 小谷　さくら(1) 向陽 3 J6018 林　樹里(1) 守山
ﾄﾞｲ ﾙﾅ ｱﾏﾉ ｻｷ

4 J5707 土井　月菜(2) 明和 4 J5992 天野　紗希(1) 愛工大名電
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｴ ｷﾀﾉ ﾀﾏｴ

5 H5675 山田　梨愛(2) 富田 5 J5584 北野　珠瑛(2) 菊里
ｳｻﾐ ﾋﾅﾉ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ

6 H5677 宇佐美　妃那乃(2) 富田 6 J5993 水谷　友月(1) 愛工大名電
ﾖｼﾓﾄ ﾋﾅ ｸﾉ ｱﾕﾐ

7 J5668 吉本　秘那(2) 愛知 7 J6062 久野　あゆみ(1) 明和
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ ｺﾝﾄﾞｳ　ｱﾔｶ

8 H5843 小川　なつき(1) 松蔭 8 H5772 近藤　彩夏(1) 向陽

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

1 1

ﾔｽｲ ﾅﾅﾐ ﾌｸｼﾏ ｽｽﾞﾐ

2 J5592 安井　菜々美(2) 菊里 2 H5881 福島　涼未(1) 熱田
ｱｻﾉ ﾘﾅ ｵｵﾀ ﾘﾘｶ

3 H5844 浅野　里奈(1) 松蔭 3 J5712 太田　莉々華(2) 守山
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｶ ﾅｶﾑﾗ ｺﾉﾐ

4 J6063 長谷川　彩花(1) 椙山女学園 4 J5951 中村　このみ(1) 菊里
ｲﾏﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ ﾉﾀﾞ ﾘｶﾅ

5 J5715 今村　杏朱(2) 守山 5 H5882 野田　梨夏菜(1) 熱田
ｴﾄｳ ﾏﾘﾝ ﾖｼﾓﾄ ﾏﾅ

6 H5847 衛藤　碧海(1) 松蔭 6 J5952 吉本　真菜(1) 菊里
ｼｭﾄﾞｳ ﾋﾅﾉ ﾉﾊﾗ ﾐﾕ

7 H5809 首藤　姫奈乃(1) 富田 7 H5883 野原　実侑(1) 熱田
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｱ ｽｽﾞｷ ﾕｶﾉ

8 J6058 谷口　瑠愛(1) 山田 8 H5898 鈴木佑香乃(1) 熱田

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

1 1

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ

2 J6019 今井　遥花(1) 守山 2
ﾅｶﾀﾆ　ﾐﾁｶ

3 H5775 中谷　美千歌(1) 向陽 3
ﾂﾈｶﾜ ｱﾑﾅ

4 H5852 恒川　編菜(1) 桜花学園 4
ｱｷﾀ ﾕｳﾘ

5 H5806 秋田　優里(1) 富田 5
ｵｶﾄﾞ ﾚｲﾗ

6 H5850 岡戸　玲羅(1) 桜花学園 6
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｴﾃﾞ

7 J5713 谷口　楓(2) 守山 7
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾎ

8 H5828 神保　美歩(1) 天白 8
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決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｿﾌﾞｴ ﾐﾕｷ

1 H5833 祖父江　美雪(1) 天白
ｳﾒﾀﾞ ﾕｷ

2 H5841 梅田　夕姫(1) 松蔭
ﾀｶﾉ ﾀﾏﾕ

3 H5832 高野　珠由(1) 天白
ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ

4 J6060 木村 愛海(1) 名古屋西
ｶﾄｳ　ﾋﾄﾐ

5 J5940 加藤　瞳(1) 名古屋西
ﾉﾑﾗ　ﾈﾈ

6 J5947 野村　ねね(1) 明和
ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ

7 H5880 髙橋　胡桃(1) 熱田
ｶｼﾜﾓﾘ ﾆｺ

8 H5831 柏森　にこ(1) 天白
ｲﾜｻ ﾖｼﾈ

9 J5946 岩佐　欣音(1) 明和


