
男子3000ｍタイムレース

ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 V4753 山本　涼太 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 中2 西尾東部中 11.24.47

2 V4748 天野　晴之 ｱﾏﾉ ﾊﾙﾕｷ 中2 西尾東部中 11.29.36

3 V254 松浦　拓哉 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾔ 中1 知立中 11.30.00

4 V255 中川　仁惺 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞﾝｾｲ 中1 知立中 11.30.00

5 Ｓ1283 松永　旺汰 ﾏﾂﾅｶﾞ ｵｳﾀ 中2 栄中 11.31.16

6 Ｓ1573  中川　幹太 ﾅｶｶﾞﾜ　ｶﾝﾀ 中1 春木中 11.32.89

7 V203 近藤　蒼泉 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 中1 西尾東部中 11.35.34

8 Ｓ1282 岩田　輝 ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ 中2 栄中 11.53.16

9 P1058 後藤　光貴 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 中1 猪高中 11.55.00

10 V208 三木　　琥 ﾐｷ ｺﾊｸ 中1 西尾東部中 12.09.71

11 V201 髙木　大地 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 中1 西尾東部中 12.15.33

12 W3948 高野　太明 ﾀｶﾉ ﾀｲﾒｲ 中1 南稜中 12.30.00

13 W3953 氏原　太陽 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 中1 南稜中 12.30.00

14 P1392 橋本　憲一郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中2 大須ＡＣ

15 P289 林　凌楽 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 中2 ＴＳＭ

16 P290 二村　敦貴 ﾌﾀﾑﾗ ｱﾂｷ 中2 ＴＳＭ

17 P282 佐々木　哲 ｻｻｷ ﾃﾂ 中1 ＴＳＭ

18 P286 鈴木　駿太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中1 ＴＳＭ

19 V4675 高橋　俊純 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｽﾞﾐ 中2 西尾中

20 V4671 本間　陽匡 ﾎﾝﾏ ｱｷﾏｻ 中2 西尾中

21 V4677 福田　大馳 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲﾁ 中2 西尾中

22 V280 鈴木　登篤 ｽｽﾞｷ ﾐﾄｸ 中1 西尾中

23 V282 山本　獅旺 ﾔﾏﾓﾄｼｵｵｳ 中1 西尾中

24 V283 中井　勇気 ﾅｶｲ ﾕｳｷ 中1 西尾中

25 V4663 大内　伶央斗 ｵｵｳﾁ ﾚｵﾄ 中3 西尾中
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ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 N1000 堀越　ルカス ﾎﾘｺｼ ﾙｶｽ 中3 宮田中 10.33.20

2 W4228 河合　優也 ｶﾜｲ ﾕｳﾔ 中1 南稜中 10.34.12

3 V4601 酒井　謙伍 ｻｶｲ ｹﾝｺﾞ 中2 TSM岡崎 10.37.13

4 Ｓ1433 穴井　陽大 ｱﾅｲ　ﾖｳﾀﾞｲ 中2 春木中 10.37.76

5 N1020 藤井　智大 ﾌｼﾞｲ　ﾄﾓﾋﾛ 中2 宮田中 10.40.00

6 V261 岡本　昂大 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 中1 知立中 10.40.00

7 T854 山本　帆人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 中2 南知多ＲＣ 10.40.50

8 N1199 森島　優樹 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ 中3 宮田中 10.46.90

9 V4751 小倉　大叶 ｵｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ 中2 西尾東部中 10.47.16

10 Ｓ1284 小島煉慈 ｺｼﾞﾏﾚﾝｼﾞ 中2 栄中 10.50.00

11 Ｓ1575 永山　大志 ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾀｲｼ 中2 春木中 10.50.89

12 P273 林　壱成 ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ 中2 ＴＳＭ 10.57.25

13 V4747 杉山　爽一郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 中2 西尾東部中 10.58.00

14 W3891 鳥山　　洸希 ﾄﾘｲ　ｺｳｷ 中1 豊川南部中 10.59.56

15 Ｓ1508 中川　太雅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 中1 SET PROJECT 11.00.00

16 W3433 大井　康平 ｵｵｲ ｺｳﾍｲ 中2 南稜中 11.00.00

17 W3954 疋田　桟士 ﾋｷﾀﾞ ｻﾝｼﾞ 中1 南稜中 11.10.00

18 Ｓ1574 中川　景太 ﾅｶｶﾞﾜ　ｹｲﾀ 中1 春木中 11.12.12

19 Ｓ1577 髙村　泰地 ﾀｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 中1 栄中 11.13.86

20 P1060 佐藤　桜介 ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 中1 猪高中 11.15.00

21 P1059 白石　大知 ｼﾗｲｼ ﾀｲﾁ 中1 猪高中 11.15.00

22 V206 鈴木　翔星 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｾｲ 中1 西尾東部中 11.18.49

23 P4851 山本　浩人 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 中2 猪高中 11.20.00

24 W3415 村田　光流 ﾑﾗﾀ ﾋｶﾙ 中3 南稜中 11.20.00

25 V204 角谷　達享 ｽﾐﾔ ﾀﾂｷ 中1 西尾東部中 11.20.21
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ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 T853 中村　光佑 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 中3 南知多ＲＣ 9.55.50

2 V4302 山田　来夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ 中2 愛知陸協 9.55.93

3 N1111 小山　蓮 ｺﾔﾏ　ﾚﾝ 中2 宮田中 9.58.77

4 W3411 有村　健汰 ｱﾘﾑﾗ ｹﾝﾀ 中3 南稜中 9.59.73

5 N1200 尾関　勘太郎 ｵｾﾞｷ ｶﾝﾀﾛｳ 中3 宮田中 10.00.12

6 N1023 森　綾輝 ﾓﾘ　ｱﾔｷ 中2 宮田中 10.00.40

7 V4752 坂本　大典 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 中2 西尾東部中 10.05.16

8 P244 猿渡　大智 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾀﾞｲﾁ 中3 東港中 10.05.74

9 N1014 大堀　陽輝 ｵｵﾎﾘ　ﾊﾙｷ 中2 宮田中 10.06.95

10 V4492 杉浦　良輝 ｽｷﾞｳﾗ　ﾖｼｷ 中3 鶴城中 10.10.00

11 W3424 原田　朔 ﾊﾗﾀﾞ ｻｸ 中2 南稜中 10.11.47

12 Ｎ1202 吉野　由晟 ｷﾉ　ﾕｳｾｲ 中3 愛知陸協 10.11.62

13 W4227 長嶋　駿和 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ 中3 南稜中 10.12.45

14 P248 祖父江　晴天 ｿﾌﾞｴ ﾊﾙﾀｶ 中2 東港中 10.15.80

15 V4750 鈴木　勇飛 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾋ 中2 西尾東部中 10.19.78

16 V4980 勝野　陽向 ｶﾂﾉ ﾋﾅﾀ 中2 知立中 10.20.00

17 V256 日野　宙良 ﾋﾉ ｿﾗ 中1 知立中 10.20.00

18 V251 末吉　悠人 ｽｴﾖｼ ﾊﾙﾄ 中1 知立中 10.20.00

19 V4600 古賀　雅也 ｺｶﾞ ﾏｻﾔ 中1 TSM岡崎 10.20.52

20 W3949 磯田　楽來 ｲｿﾀﾞ ﾗｸ 中1 南稜中 10.22.14

21 P250 三ツ井　意兼 ﾐﾂｲ ﾉﾘｶﾈ 中2 東港中 10.22.45

22 V687 大津　諒弥 ｵｵﾂ ﾘｮｳﾔ 中2 西尾東部中 10.22.78

23 P251 山田　将平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 中2 東港中 10.23.16

24 V4604 舩山　歩 ﾌﾅﾔﾏ ｱﾘｸ 中2 TSM岡崎 10.29.90

25 P1052 小松　映智 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｻﾄ 中1 猪高中 10.30.00

26 Ｓ1547 加藤　瑛一 ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ 中2 SET PROJECT 10.30.00
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ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 V4947 井野　開 ｲﾉ ﾊﾙｷ 中2 知立中 9.35.00

2 V4784 熱海　琢人 ｱﾀﾐ ﾀｸﾄ 中2 愛知陸協 9.37.47

3 V4549 古市　翼 ﾌﾙｲﾁ ﾂﾊﾞｻ 中3 末野原中 9.39.45

4 V4546 内山　駿 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ 中3 末野原中 9.39.55

5 J3246 尾上　陽人 ｵﾉｳｴ　ﾊﾙﾄ 高1 旭野高 9.40.41

6 J3057 小野　隼 ｵﾉ　ﾊﾔﾄ 高2 愛知高 9.41.09

7 3496 長尾　侑生斗 ﾅｶﾞｵ　ﾕｷﾄ 高1 愛産大工業高 9.41.37

8 V262 加藤　晨 ｶﾄｳ ｼﾝ 中3 浄水中 9.42.52

9 J3226 舟橋　良祐 ﾌﾅﾊｼ　ﾘｮｳｽｹ 高1 旭野高 9.44.26

10 Ｓ1430 近藤　佑亮 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｽｹ 中3 春木中 9.44.35

11 V4595 中保　勲 ﾅｶﾎ ｲｻｵ 中2 TSM岡崎 9.44.72

12 3484 青木　朝日 ｱｵｷ　ｱｻﾋ 高1 愛産大工業高 9.44.85

13 J2843 小阪　壮平 ｺｻｶ ｿｳﾍｲ 高1 東海高 9.45.03

14 P271 加藤　草太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 中2 ＴＳＭ 9.45.34

15 N1011 小野　太陽 ｵﾉ　ﾀｲﾖｳ 中2 宮田中 9.47.54

16 J3037 青山　崇 ｱｵﾔﾏ　ｼｭｳ 高1 愛知高 9.47.58

17 H3069 矢形　駿汰 ﾔｶﾀ ｼｭﾝﾀ 高2 名経大高蔵高 9.48.59

18 J3247 横山　孝祐 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｽｹ 高1 旭野高 9.48.85

19 H3038 滝　優佑 ﾀｷ ﾕｳｽｹ 高2 名経大高蔵高 9.48.85

20 V4985 柳　尚吾 ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 中2 知立中 9.50.00

21 J3243 兼岩　優太 ｶﾈｲﾜ ﾕｳﾀ 高1 千種高 9.50.00

22 V619 川本　隼汰 ｶﾜﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 中2 安城西中 9.50.35

23 V133 加藤　快都 ｶﾄｳ ｶｲﾄ 中2 安城西中 9.53.55

24 V27 神田　悦士 ｶﾝﾀﾞ ｴﾂﾄ 中1 TSM岡崎 9.54.62

25 P4847 福田　啓吾 ﾌｸﾀ ｹｲｺﾞ 中2 猪高中 9.55.00

26 W3431 曽田　翔五 ｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 中2 南稜中 9.55.21

４　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 M1921 畠山　大輔 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高2 豊川工高 9.10.73

2 J3068 横手　晴登 ﾖｺﾃ　ﾊﾙﾄ 高2 愛知高 9.10.98

3 H3071 石島　湧大 ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 高1 名経大高蔵高 9.12.25

4 J2673 曽根　遼 ｿﾈ　ﾘｮｳ 高3 旭野高 9.12.86

5 V696 伊藤　一喜 ｲﾄｳ ｲｯｷ 中3 城北中 9.15.00

6 N980 古橋　希翁 ﾌﾙﾊｼ ｷｵ 中3 弥富中 9.19.37

7 M1919 宮本　晋佑 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｽｹ 高2 豊川工高 9.20.17

8 W3429 中村　公輔 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 中2 南稜中 9.20.58

9 J3032 早川　凌立 ﾊﾔｶﾜ　ﾘｮｳﾀ 高3 愛知高 9.21.13

10 H3048 星野　天翔 ﾎｼﾉ ﾀｶﾄ 高1 名経大高蔵高 9.22.11

11 M2128 鳥山　竜聖 ﾄﾘﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 高1 豊川工高 9.23.38

12 J3242 原崎　仁貴 ﾊﾗｻｷ ﾋﾄｷ 高1 千種高 9.24.59

13 W3309 中山　　達貴 ﾅｶﾔﾏ　ﾀﾂｷ 中3 豊川南部中 9.24.72

14 C2257 和田　侑磨 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 中3 TEAM KAKERU 9.24.78

15 V4565 山田　直希 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 中3 上郷中 9.25.78

16 J3236 山田　将生 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 高1 千種高 9.26.80

17 H3055 杉浦　晴人 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ 高1 名経大高蔵高 9.26.86

18 T762 林　大雅 ﾊﾔｼ ｵｵｶﾞ 中2 愛知陸協 9.27.31

19 Ｓ1423 加藤　賢斗 ｶﾄｳ ｹﾝﾄ 中3 東郷AC 9.28.56

20 V4594 桑田　駿介 ｸﾜﾀ ｼｭﾝｽｹ 中2 TSM岡崎 9.28.97

21 V4301 長谷川　直哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 中3 愛知陸協 9.30.00

22 H3059 ハルトノ　光 ﾊﾙﾄﾉ ﾋｶﾘ 高3 名経大高蔵高 9.30.20

23 J3056 奥迫　大陽 ｵｸｻｺ　ﾀｲﾖｳ 高2 愛知高 9.30.24

24 W4226 補永　立夢 ﾎﾅｶﾞ ﾀﾂﾑ 中3 南稜中 9.30.27

５　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 J3058 桑原　悠輔 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾕｳｽｹ 高2 愛知高 8.30.44

2 V4881 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 中3 逢妻中 8.40.17

3 J3038 小倉　謙心 ｵｸﾞﾗ　ｹﾝｼﾝ 高1 愛知高 8.44.96

4 J3031 片山　宗哉 ｶﾀﾔﾏ　ｿｳﾔ 高2 愛知高 8.47.17

5 J3041 酒井　健成 ｻｶｲ　ｹﾝｾｲ 高1 愛知高 8.48.43

6 P270 平井　翼 ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 中3 ＴＳＭ 8.53.48

7 J3042 藤井　智己 ﾌｼﾞｲ　ﾄﾓｷ 高3 愛知高 8.55.43

8 T766 阿知和優汰 ｱﾁﾜﾕｳﾀ 中3 愛知陸協 8.55.44

9 P243 大岩　蓮 ｵｵｲﾜ ﾚﾝ 中3 東港中 8.56.33

10 M1908 大橋　効一 ｵｵﾊｼ ｺｳｲﾁ 高3 豊川工高 8.56.96

11 J3219 加藤　太一 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 高1 千種高 8.57.48

12 J3040 谷村　恒晟 ﾀﾆﾑﾗ　ｺｳｾｲ 高1 愛知高 8.57.83

13 H3056 新海　弘一朗 ｼﾝｶｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 高1 名経大高蔵高 8.58.15

14 V4322 河野　温喜 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 中3 葵中 8.59.50

15 Ｗ3837 金田　健慎 ｶﾅﾀﾞ　ｹﾝｼﾝ 中3 愛知陸協 9.00.00

16 J3033 浅野　龍毅 ｱｻﾉ　ﾘｭｳｷ 高1 愛知高 9.01.34

17 P245 大岩　準 ｵｵｲﾜ ｼﾞｭﾝ 中3 東港中 9.01.34

18 J2803 大川　泰輝 ｵｵｶﾜ ﾀｲｷ 高2 千種高 9.02.81

19 V131 尾崎　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 中3 安城西中 9.04.29

20 M2127 都築　龍彌 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳﾋﾞ 高1 豊川工高 9.06.90

21 Ｗ3206 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ　ﾕｳ 中3 豊橋南陽中 9.07.46

22 W3309 夏目　拓 ﾅﾂﾒ ﾀｽｸ 中3 豊橋南部中 9.08.27
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男子5000ｍタイムレース

ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 C2291 小林　知央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋｻ トヨタSC 16.20.51

2 J2844 手塚　慎久 ﾃﾂﾞｶ ﾁｶﾋｻ 高1 東海高 16.21.85

3 747 福岡　泰地 ﾌｸｵｶ ﾀｲﾁ 大3 名古屋工業大学 16.22.43

4 611 石牧　良哉 ｲｼﾏｷ ﾖｼﾔ 大2 中部大学 16.25.11

5 B4402 堀井　康裕 ﾎﾘｲ　ﾔｽﾋﾛ 庄内RT 16.25.51

6 F3176 伴　翔太郎 ﾊﾞﾝ　ｼｮｳﾀﾛｳ 高2 一宮高 16.29.78

7 B4376 恒川　明彦 ﾂﾈｶﾜ ｱｷﾋｺ 庄内RT 16.29.88

8 Ｂ4160 岩本　貴志 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｼ RCベルマーレ 16.29.96

9 B4387 岡村　豊明 ｵｶﾑﾗ ﾄﾖｱｷ 庄内RT 16.31.00

10 B4459 佐伯　崇洋 ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 名古屋市消防局 16.33.89

11 759 三井　玲央 ﾐﾂｲ ﾚｵ 大2 名古屋工業大学 16.35.27

12 B4414 廣瀬　史明 ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ No-Mark 16.36.30

13 J3227 田島　駿介 ﾀｼﾞﾏ　ｼｭﾝｽｹ 高1 旭野高 16.36.49

14 754 藤田　悠真 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 大3 名古屋工業大学 16.37.11

15 1220 石原　輝力 ｲｼﾊﾗ ﾃﾙﾁｶ 大1 名古屋工業大学 16.38.00

16 C2321 稲葉　賢治 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 富士松ＡＣ 16.39.66

17 F2925 岡本　岳人 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾄ 高2 西春高 16.39.83

18 1355 井手　大生 ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｷ 大1 名古屋工業大学 16.40.00

19 B4647 綿谷　良平 ﾜﾀﾔ　ﾘｮｳﾍｲ にっとＴＦＣ 16.41.00

20 677 鈴木　皓翔 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 大4 南山大学 16.41.05

21 1001 小島　悠平 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 大1 愛知教育大 16.42.31

22 B9389 安藤　優汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知陸協 16.42.41

23 437 野田　晴樹 ﾉﾀﾞ　ﾊﾙｷ 大2 至学館大学 16.43.58

24 F3714 佐藤 眞紘 ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 高1 津島東高 16.43.66

25 B4249 日比野　啓一 ﾋﾋﾞﾉ ｹｲｲﾁ 愛知県庁クラブ 16.45.00

26 A961 小田　龍意 ｵﾀﾞ ﾘｭｳｲ ぬまちゃんず 16.45.00

1　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 C2182 島田　拓弥 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ I.A.R.C 15.54.70

2 J3021 久保　舞瞬 ｸﾎﾞ　ﾏｼｭﾝ 高2 愛知高 15.54.83

3 Ｊ2802 稲山　太郎 ｲﾅﾔﾏ ﾀﾛｳ 高2 千種高 15.59.02

4 15 中本　雄大 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 大3 愛知教育大 16.02.49

5 F3175 渡邊　創史 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿｳｼ 高2 一宮高 16.03.72

6 J3228 山口　大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ 高1 旭野高 16.06.56

7 F2988 杉本　輝 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｶﾙ 高2 津島高 16.06.78

8 C2185 轟　暁光 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｷﾋﾛ I.A.R.C 16.07.45

9 3107 斉藤　亘輝 ｻｲﾄｳ　ｺｳｷ 高3 愛産大工業高 16.08.18

10 H3049 本多　秋詩 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾀ 高1 名経大高蔵高 16.08.55

11 3112 岩崎　翔悟 ｲﾜｻｷ　ｼｮｳｺﾞ 高3 愛産大工業高 16.09.04

12 J3049 天野　威風 ｱﾏﾉ　ｲﾌﾞｷ 高1 愛知高 16.09.59

13 C2524 深田　貴博 ﾌｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 安城快足AC 16.09.74

14 M2151 加藤　琉希 ｶﾄｳ ﾘｭｳｷ 高1 豊川工高 16.10.34

15 H3047 池沢　悠矢 ｲｹｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 高1 名経大高蔵高 16.10.40

16 3098 河野　幸汰 ｶﾜﾉ　ｺｳﾀ 高2 愛産大工業高 16.10.58

17 M1897 相場　太智 ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾁ 高2 豊橋南高 16.10.88

18 F3401 中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 高3 愛知黎明高 16.11.00

19 B9327 西岡　大志 ﾆｼｵｶ　ﾀﾞｲｼ 高3 愛知陸協 16.12.05

20 C2281 松井　隆宏 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ トヨタSC 16.12.12

21 3117 杉浦　大空　 ｽｷﾞｳﾗ　ｿﾗ 高3 愛産大工業高 16.14.11

22 3206 鈴木　貫太 ｽｽﾞｷ　ｶﾝﾀ 高1 愛産大工業高 16.14.47

23 J2687 杵鞭　源 ｷﾈﾑﾁ　ｹﾞﾝ 高2 旭野高 16.16.32

24 917 神野　航汰 ｼﾞﾝﾉ　ｺｳﾀ Ｍ２ 至学館大学 16.17.45

25 F2991 服部　宗馬 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 高2 津島高 16.18.11

26 117 三輪　賢治 ﾐﾜ ｹﾝｼﾞ 大3 愛知大 16.18.43

27 B4373 野崎　洋平 ﾉｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ 庄内RT 16.19.70

2　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 J3016 三芳　源 ﾐﾖｼ　ｹﾞﾝ 高2 愛知高 15.28.93

2 35 原　敦也 ﾊﾗ ｱﾂﾔ 大2 愛知教育大 15.28.97

3 C2188 緒方　航 ｵｶﾞﾀ ﾜﾀﾙ I.A.R.C 15.29.10

4 C2428 石橋 佑規 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ TPAC 15.30.76

5 J3022 西田　太郎 ﾆｼﾀﾞ　ﾀﾛｳ 高2 愛知高 15.30.84

6 J3039 三輪　凌太郎 ﾐﾜ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3 愛知高 15.33.82

7 F3272 立松 和馬 ﾀﾃﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 高2 津島東高 15.36.05

8 J3015 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ　ﾔﾏﾄ 高2 愛知高 15.37.42

9 F3706 黒川 拓海 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 高2 津島東高 15.37.52

10 J2804 吉野　明道 ﾖｼﾉ ｱｷﾐﾁ 高2 千種高 15.37.68

11 119 三浦　颯士 ﾐｳﾗ ｿｳｼ 大3 愛知大 15.37.92

12 J3036 中村　悠人 ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾙﾄ 高1 愛知高 15.39.48

13 B 9401 安田　真基 ﾔｽﾀ ﾞﾏｻｷ 愛知陸協 15.40.00

14 D826 川村　航太 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ ＴＴランナーズ 15.40.00

15 J3023 永井　蓮 ﾅｶﾞｲ　ﾚﾝ 高2 愛知高 15.43.59

16 H3075 田村　脩翔 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾄ 高1 名経大高蔵高 15.44.44

17 M1910 富安　純 ﾄﾐﾔｽ ｼﾞｭﾝ 高2 豊川工高 15.44.87

18 J2710 鵜飼　蓮 ｳｶｲ ﾚﾝ 高3 守山高 15.46.72

19 F3399 堀田　純聖 ﾎｯﾀ　ｼﾞｭﾝｾｲ 高2 愛知黎明高 15.48.00

20 617 山口　凱生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｷ 大2 中部大学 15.48.69

21 A968 羽生田　智彦 ﾊﾆｳﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ ぬまちゃんず 15.50.00

22 1315 大橋　虎也 ｵｵﾊｼ ｺｳﾔ 大2 南山大学 15.50.00

23 C9183 久嶋　肇 ｸｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知陸協 15.51.18

24 744 新宮　良啓 ｼﾝｸﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 大4 名古屋工業大学 15.52.13

25 C2294 山口　潤 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ トヨタSC 15.52.30

26 J3019 実松　雅史 ｻﾈﾏﾂ　ﾏｻｼ 高2 愛知高 15.52.81

3　組

４　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 612 鵜飼　涼矢 ｳｶｲ ﾘｮｳﾔ 大2 中部大学 14.59.00

2 409 椛澤　俊哉 ｶﾊﾞｻﾜ　ﾄｼﾔ 大3 至学館大学 14.59.99

3 C2169 諸熊　祥希 ﾓﾛｸﾏ ﾖｼｷ 三菱自動車岡崎 15.02.77

4 C2288 緒方　樹 ｵｶﾞﾀ ｲﾂｷ トヨタSC 15.06.25

5 J2648 福山　楊介 ﾌｸﾔﾏ ﾖｳｽｹ 高2 愛知総合工科高 15.10.12

6 M1917 住原　聡太 ｽﾐﾊﾗ ｿｳﾀ 高2 豊川工高 15.12.65

7 J3053 黒宮　颯太 ｸﾛﾐﾔ　ｿｳﾀ 高1 愛知高 15.13.32

8 H3052 長谷川　源 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 高2 名経大高蔵高 15.13.61

9 18 吉岡　優希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 大3 愛知教育大 15.15.31

10 H3074 勝田　俊介 ｶﾂﾀ ｼｭﾝｽｹ 高1 名経大高蔵高 15.17.03

11 C2168 小島　慎也 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 三菱自動車岡崎 15.17.71

12 3115 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾀ 高3 愛産大工業高 15.17.97

13 H3068 樋渡　雄太 ﾋﾜﾀｼ ﾕｳﾀ 高2 名経大高蔵高 15.18.11

14 J3010 山内　智幸 ﾔﾏｳﾁ　ﾄﾓﾕｷ　　　　　　　　　　　　　　　　　高3 愛知高 15.18.42

15 Ｊ2805 瀧沢　奏太 ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 高2 千種高 15.18.59

16 H3039 高橋　一颯 ﾀｶﾊｼ ｲｯｻ 高2 名経大高蔵高 15.19.10

17 M1915 柿原　寿樹 ｶｷﾊﾗ ﾄｼｷ 高3 豊川工高 15.19.52

18 A957 割田　雄貴 ﾜﾘﾀ ﾕｳｷ ぬまちゃんず 15.20.00

19 391 長濱　朋哉 ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾄﾓﾔ 大4 至学館大学 15.20.00

20 675 渡邉　凌太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大2 南山大学 15.20.00

21 B4261 大久保　利哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ 愛知県庁クラブ 15.20.32

22 C2301 堤　悠真 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾏ トヨタSC 15.20.86

23 F3396 松本　結叶 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 高3 愛知黎明高 15.22.00

24 J3029 長谷川　昂輝 ﾊｾｶﾞﾜ　ｺｳｷ 高2 愛知高 15.24.70

25 J3014 井田　洸陽 ｲﾀﾞ　ｺｳﾖｳ 高3 愛知高 15.26.09

26 J3048 立松　昇剛 ﾀﾃﾏﾂ　ｼｮｳｺﾞｳ 高3 愛知高 15.26.49



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 C2460 松井　将器 ﾏﾂｲ　ﾏｻｷ 三河高原キャンプ村 14.28.05

D721 河野　宏樹 ｺｳﾉ ﾋﾛｷ ＴＴランナーズ 14.30.00

2 C2450 酒井　拓欣 ｻｶｲ ﾀｸﾔ TPAC 14.30.11

3 3 舟橋　祐哉 ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾔ M1 愛知教育大 14.30.31

C2195 辰巳　慶宏 ﾀﾂﾐ　ﾖｼﾋﾛ ウインドアップ 14.30.55

4 1000 木村　将成 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 大1 愛知教育大 14.30.88

5 D714 山口　真弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ＴＴランナーズ 14.39.00

6 5157 竹中　泰知 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ Team  F.O.R 14.40.00

7 C2190 高橋　佳希 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ I.A.R.C 14.42.22

8 5155 磯尾　友規 ｲｿｵ ﾄﾓﾉﾘ Team  F.O.R 14.45.00

9 A954 山内　康平 ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾍｲ ぬまちゃんず 14.45.00

10 C2725 祖父江　大尚 ｿﾌﾞｴ ﾀﾞｲｼﾞ I.A.R.C 14.47.58

11 Ｊ2807 西村　翔太 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ 高3 千種高 14.49.17

12 A959 掛布　晃 ｶｹﾉ ｱｷﾗ ぬまちゃんず 14.50.00

13 C2724 下地　健介 ｼﾓｼﾞ ｹﾝｽｹ I.A.R.C 14.50.64

14 M1906 福田　翔哉 ﾌｸﾀ ｼｮｳﾔ 高3 豊川工高 14.51.53

15 410 川島　颯太 ｶﾜｼﾏ　ｿｳﾀ 大3 至学館大学 14.51.65

16 396 日々　友耶 ﾋﾋﾞ　ﾄﾓﾔ 大4 至学館大学 14.51.86

17 C2299 村山　悠斗 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ トヨタSC 14.54.05

18 Ｃ2385 酒井　一 ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ SRC 14.54.40

19 415 辻村　駿介 ﾂｼﾞﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ 大3 至学館大学 14.55.00

20 J2693 有路　翔 ｱﾘｼﾞ ｶｹﾙ 高3 高蔵寺高 14.55.43

21 128 間瀬　智哉 ﾏｾ ﾄﾓﾔ 大3 愛知大 14.56.06

22 J3047 服部　尊 ﾊｯﾄﾘ　ﾀｹﾙ 高3 愛知高 14.57.12

23 J3034 中村　颯汰 ﾅｶmﾗ　ｿｳﾀ 高2 愛知高 14.58.33

５　組



女子3000ｍタイムレース

ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 Ｓ6431 中野華実 ﾅｶﾉﾊﾅﾐ 中1 栄中 13.00.00

2 Ｓ6430 中村美波 ﾅｶﾑﾗﾐﾅﾐ 中1 栄中 13.00.00

3 V9522 服部　璃虹 ﾊｯﾄﾘ ﾘｺ 中1 西尾東部中 13.19.88

4 V9514 杉山　　凜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 中1 西尾東部中 13.21.28

5 W7805 渡辺　みいな ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｲﾅ 中1 南稜中 13.21.30

6 Ｓ6426 宮﨑　亜沙美 ﾐﾔｻﾞｷ　ｱｻﾐ 中1 春木中 13.28.55

7 W7473 木戸　一乃 ｷﾄﾞ ｶｽﾞﾉ 中2 南稜中 14.09.36

8 V8858 市川　凛香 ｲﾁｶﾜ　ﾘﾝｶ 中3 鶴城中

9 N6203 小出　芽以 ｺｲﾃﾞ ﾒｲ 中2 AC一宮Junior

10 P8876 野村　美結 ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 中1 ＴＳＭ

11 N6136 久保田　優芽 ｸﾎﾞﾀ　ﾕﾒ 中2 宮田中

12 N6248 纐纈　叶実 ｺｳｹﾂ　ｶﾅﾐ 中1 宮田中

13 N6254 野津　知里 ﾉﾂﾞ　ﾁｻﾄ 中1 宮田中

14 V9067 田中　小萩 ﾀﾅｶ ｺﾊｷﾞ 中2 西尾中

15 V9064 渡邉　愛蘭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾗ 中2 西尾中

16 V9577 岡田　栞奈 ｵｶﾀ ﾞｶﾝﾅ 中1 西尾中

17 V9573 佐野　結夏 ｻﾉ ﾕｲｶ 中1 西尾中

18 Ｓ6427 柴田　優衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 中2 春木中

19 W7765 甲地　杏菜 ｶｯﾁ　ｱﾝﾅ 中1 豊川南部中

20 W7767 小林　花帆 ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾎ 中1 豊川南部中

21 W7762 河上　優奈 ｶﾜｶﾐ　ﾕｳﾅ 中1 豊川南部中

22 W7769 古田　望華 ﾌﾙﾀ　ﾓｶ 中1 豊川南部中

23 W7759 鈴木　伽奈 ｽｽﾞｷ　ｶﾅ 中1 豊川南部中

1　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 P8521 青山　萌 ｱｵﾔﾏ ﾓｴ 中2 猪高中 11.20.00

2 T5678 佐々　春奈 ｻｯｻ ﾊﾙﾅ 中3 南知多ＲＣ 11.20.00

3 N6011 長島　咲七 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾅ 中3 愛知陸協 11.21.99

4 W7975 諌山　萌依 ｲｿﾔﾏ ﾒｲ 中3 南稜中 11.24.13

5 N6120 岡地　里紗 ｵｶﾁ　ﾘｻ 中3 宮田中 11.25.26

6 N6184 大原　理恵子 ｵｵﾊﾗ ﾘｴｺ 中3 AC一宮Junior 11.26.14

7 V9138 星井　暁名 ﾎｼｲ ｱｷﾅ 中2 西尾東部中 11.27.19

8 N6148 宮田　紗希 ﾐﾔﾀ　ｻｷ 中2 宮田中 11.28.62

9 V8857 志村　温 ｼﾑﾗ　ﾉﾝ 中3 鶴城中 11.30.00

10 Ｓ6319 小木曽　美春 ｺｷﾞｿ　ﾐﾊﾙ 中2 春木中 11.43.24

11 P9466 里井　涼香 ｻﾄｲ ｽｽﾞｶ 中1 猪高中 11.45.00

12 P9463 中垣　春音 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾈ 中1 猪高中 11.45.00

13 Ｓ6424 山﨑　愛結 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕ 中1 春木中 11.45.32

14 Ｓ6142 近藤　彩咲 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｴ 中2 栄中 11.53.94

15 N6144 平手　心麗 ﾋﾗﾃ　ﾐﾚｲ 中2 宮田中 11.54.19

16 Ｓ6322 今川　玲奈 ｲﾏｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 中2 春木中 11.58.02

17 V9347 古川　乃々果 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾉｶ 中1 知立中 12.00.00

18 V9557 川島　実桜 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 中1 知立中 12.00.00

19 V9565 下川　心人 ｼﾓｶﾜ ｺﾄ 中1 知立中 12.00.00

20 V9133 國場　円香 ｺｸﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 中2 西尾東部中 12.02.58

21 V9515 角倉　莉菜 ｽﾐｸﾗ ﾘﾅ 中1 西尾東部中 12.09.63

22 N6146 水野　麻美 ﾐｽﾞﾉ　ﾏﾐ 中2 宮田中 12.27.44

23 V9519 鈴木　杏胡 ｽｽﾞｷ ｱｺ 中1 西尾東部中 12.28.23

24 Ｓ6143 佐々木　寧子 ｻｻｷ ﾈﾈ 中2 栄中 12.31.78

2　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 Ｎ6277 古川　璃音 ﾌﾙｶﾜ　ﾘｵﾝ 高3 豊川高 10.45.52

2 Ｎ6295 阪井　空 ｻｶｲ　ｿﾗ 高1 豊川高 10.45.54

3 Ｓ6343 渡邉　凜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 中2 長久手中 10.49.99

4 V9344 鈴木　きょうこ ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 中2 知立中 10.50.00

5 V9346 伊藤　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 中2 知立中 10.50.00

6 V9325 山口　紋奈 ﾔｱｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 中3 依佐美中 10.51.82

7 N6127 森　優果 ﾓﾘ　ﾕｳｶ 中3 宮田中 10.52.36

8 P9060 山下　美智乃 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾉ 中3 長良中 10.53.44

9 V8981 谷口　晴菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 中3 TSM岡崎 10.54.84

10 Ｎ6010 古川　悠茜 ﾌﾙｶﾜ　ﾕｱ 中2 弥富北中 10.55.00

11 2104 平下　美波 ﾋﾗｼﾀ　ﾐﾅﾐ 大4 至学館大学 11.00.00

12 N6182 石田　莉子 ｲｼﾀﾞ ﾘｺ 中1 AC一宮Junior 11.00.48

13 N6183 入山　ひなの ｲﾘﾔﾏ ﾋﾅﾉ 中3 AC一宮Junior 11.01.77

14 V9510 谷口　ひかり ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 中1 平坂中 11.02.78

15 W7459 河合　菜々実 ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 中3 南稜中 11.05.95

16 W7812 宮田　紗更 ﾐﾔﾀ ｻｻﾗ 中1 南稜中 11.06.46

17 Ｓ6144 渡邉　亜実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 中2 栄中 11.08.78

18 Ｓ6318 金子　亜佑美 ｶﾈｺ　ｱﾕﾐ 中2 春木中 11.11.18

19 P8691 堀川　そよぐ ﾎﾘｶﾜ ｿﾖｸﾞ 中2 大須ＡＣ 11.17.29

20 V9131 南部　ひかり ﾅﾝﾌﾞ ﾋｶﾘ 中2 西尾東部中 11.18.29

21 N6122 貝吹　明香 ｶｲﾌﾞｷ　ｱｽｶ 中3 宮田中 11.19.24

22 C2259 工藤　聖桜 ｸﾄﾞｳ ﾐｳ 中1 TEAM KAKERU 11.19.41

3　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 V9401 壁谷　衿奈 ｶﾍﾞﾔ ｴﾘﾅ 中2 竜海中 10.18.06

2 V8930 森　千莉 ﾓﾘ ｾﾝﾘ 中2 浄水中 10.18.50

3 V8791 山川　紗季 ﾔﾏｶﾜ ｻｷ 中3 SQUAD-TAKUYA 10.19.81

4 P8519 山本　理乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 中2 猪高中 10.20.00

5 V9186 坂田　朋花 ｻｶﾀ ﾄﾓｶ 中2 平坂中 10.20.00

6 P8741 野茂　真美咲 ﾉﾓ ﾏﾐｻ 中3 天神山中 10.22.08

7 J6864 小田木　陽和 ｵﾀﾞｷﾞ　ﾋﾖﾘ 高2 愛知高 10.22.51

8 M6216 白井　花乃 ｼﾗｲ ﾊﾅﾉ 高2 豊橋南高 10.23.72

9 Ｓ6383 織田　晃帆 ｵﾀﾞ ｱｷﾎ 中1 SET PROJECT 10.25.00

10 2101 加藤　晶　 ｶﾄｳ　ｱｷﾗ 大4 至学館大学 10.30.00

11 V8929 鈴木　陽香 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 中3 浄水中 10.30.00

12 Ｈ6515 金子　藍 ｶﾈｺ　ｱｲ 高2 豊明高 10.30.24

13 W7469 浅井　慧 ｱｻｲ ｹｲ 中2 南稜中 10.31.43

14 J7002 井之輪　歩里 ｲﾉﾜ ｱﾕﾘ 高1 千種高 10.31.97

15 2318 斉藤　栞 ｻｲﾄｳ　ｼｵﾘ 大３ 名古屋大 10.37.55

16 J6873 廣畑　歩美 ﾋﾛﾊﾀ　ｱﾕﾐ 高1 愛知高 10.38.30

17 2103 丹羽　菜々子 ﾆﾜ　ﾅﾅｺ 大4 至学館大学 10.40.00

18 Ｗ7321 夏目　結可 ﾅﾂﾒ ﾕｲｶ 中2 豊川一宮中 10.42.39

19 J7007 三浦　萌々子 ﾐｳﾗ　ﾓﾓｺ 高1 旭野高 10.42.73

20 J6866 前田　友美菜 ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾐﾅ 高2 愛知高 10.43.93

21 J6642 野村　晶美 ﾉﾑﾗ　ｱｷﾐ 高2 旭野高 10.44.23

22 J6860 森　乙葉 ﾓﾘ　ｵﾄﾊ 高2 愛知高 10.44.82

23 J6707 坪井　美波 ﾂﾎﾞｲ ﾐﾅﾐ 高2 千種高 10.45.00

24 J6706 平野　萌珠 ﾋﾗﾉ ﾒｸﾞﾐ 高2 千種高 10.45.00

25 J7003 渡邊　かの子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉｺ 高1 千種高 10.45.00

４　組



ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 2151 下山田　絢香 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ　ｱﾔｶ 大2 椙山女学園大 9.35.75

2 C2131 山本　彩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 小島プレス 9,39.22

3 Ｗ7319 林　那優 ﾊﾔｼ ﾅﾕ 中3 豊川一宮中 9.51.30

4 J6850 吉田　彩乃 ﾖｼﾀﾞ　ｱﾔﾉ 高3 愛知高 9.51.79

5 J6849 松原　亜純 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｽﾐ 高3 愛知高 9.55.42

6 J6856 野津　里実 ﾉﾂﾞ　ｻﾄﾐ 高3 愛知高 9.55.46

7 J6872 太田　帆香 ｵｵﾀ　ﾎﾉｶ 高2 愛知高 9.56.64

8 J6863 江口　春姫 ｴｸﾞﾁ　ﾊﾙｷ 高2 愛知高 9.56.96

9 Ｎ6290 坂川　恋露 ｻｶｶﾞﾜ　ｺｺﾛ 高1 豊川高 9.59.12

10 J6870 猪飼　真莉子 ｲｶｲ　ﾏﾘｺ 高3 愛知高 9.59.41

11 V8859 林　愛望 ﾊﾔｼ　ﾏﾅﾐ 中3 鶴城中 10.00.00

12 V9568 林　彩夢 ﾊﾔｼ　ｱﾔﾒ 中1 鶴城中 10.00.00

13 V9223 中馬　蘭奈 ﾁｭｳﾏ ﾗﾝﾅ 中3 逢妻中 10.04.13

14 T5596 田島　愛梨 ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 中3 愛知陸協 10.05.90

15 W7457 相場　茉奈 ｱｲﾊﾞ ﾏﾅ 中3 南稜中 10.07.09

16 J6852 森田　柚衣 ﾓﾘﾀ　ﾕｲ 高3 愛知高 10.08.89

17 V9189 増田　吏紗 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 中3 愛知陸協 10.09.66

18 V9192 内山　由菜 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ 中3 逢妻中 10.12.80

19 P8877 二村　菜津乃 ﾌﾀﾑﾗ ﾅﾂﾉ 中3　 ＴＳＭ 10.13.22

20 2405 内藤　希実 ﾅｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 大1 愛知教育大 10.15.52

21 J6703 山本　睦乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉ 高2 千種高 10.15.77

５　組



男子5000ｍＷタイムレース

１　組

ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 36 小林　貫太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 大1 愛知教育大 20.32.46

2 797 鈴木　智大 ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾋﾛ 大2 名古屋大 20.51.16

3 878 梅本　崇弘 ｳﾒﾓﾄ　ﾀｶﾋﾛ 大１ 名古屋大 21.24.72

4 764 山田剛大 ﾔﾏﾀﾞﾀｹﾋﾛ 大4 名古屋市立大学 22.02.80

5 665 山田　華生 ﾔﾏﾀﾞ ｶｾｲ 大2 南山大学 22.30.00

6 786 冨田　諒 ﾄﾐﾀﾞ　ﾘｮｳ 大３ 名古屋大 22.50.64

7 B5259 稲吉　悠多 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ 至学館クラブ 22.55.65

8 F3145 服部　永遠 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾜ 高2 佐織工高 23.37.03

9 1226 冨田　尚希 ﾄﾐﾀ　ﾅｵｷ 大１ 名古屋大 24.42.35

10 F3502 齋藤　琉空 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 高1 佐織工高 24.43.72

11 F3487 杉野　悠人 ｽｷﾞﾉ ﾕｳﾄ 高1 西春高 24.45.95

12 J2712 宮澤　祐貴 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高3 守山高 24.56.66

13 879 山田　将也 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾔ 大１ 名古屋大 25.15.70

14 3111 朝隈　幸平 ｱｻｸﾏ　ｺｳﾍｲ 高3 愛産大工業高 26.01.87

15 B4288 中尾　圭 ﾅｶｵ ｹｲ 愛知マスターズ陸上名古屋26.23.12

16 H3046 彦坂　僚汰 ﾋｺｻｶ ﾘｮｳﾀ 高1 名経大高蔵高 27.05.93

17 J2714 生川　晴士郎 ﾅﾙｶﾜ ｾｲｼﾛｳ 高2 守山高 27.36.22

18 B9385 有路義敦 ｱﾘｼﾞﾖｼﾉﾌﾞ 愛知陸協 28.03.06

女子5000ｍＷタイムレース

1　組

ORD ナンバ－ 氏　　名 学年 　所　　属 資格記録 順位 記録

1 F6859 岩田　華侑 ｲﾜﾀ　ﾊﾅﾕ 高2 一宮高 25.33.73

2 2088 岩瀬　映伊美 ｲﾜｾ ｴｲﾐ 大2 皇學館大学 25.42.41

3 F6866 杉田　七海 ｽｷﾞﾀ　ﾅﾅﾐ 高2 一宮高 28.14.72

4 J6629 松井　歩未 ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 高2 旭丘高 28.28.56

5 F6867 松本　怜香 ﾏﾂﾓﾄ　ﾚｲｶ 高2 一宮高 28.58.98


