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2 光ヶ丘女子高 8139 石川　瑠菜 ｲｼｶﾜ ﾙﾅ 中・高・一般女子3000m 10:20.00
2 光ヶ丘女子高 8140 新美　佳奈 ﾆｲﾐ ｶﾅ 中学・高校女子1500m 4:50.00
2 光ヶ丘女子高 8141 渡邉　絢香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 中学・高校女子1500m 4:50.00
2 光ヶ丘女子高 8142 雨宮　沙空 ｱﾒﾐﾔ ｻｸﾗ 中・高・一般女子3000m 9:50.00
2 光ヶ丘女子高 8143 雨宮　希空 ｱﾒﾐﾔ ｷﾖﾗ 中・高・一般女子3000m 9:59.00
2 光ヶ丘女子高 8146 成瀬　夢乃 ﾅﾙｾ ﾕﾒﾉ 中・高・一般女子3000m 10:20.00
2 光ヶ丘女子高 8165 二村　夕希子 ﾌﾀﾑﾗ ﾕｷｺ 中・高・一般女子3000m 9:50.00
2 光ヶ丘女子高 8167 菅崎　单花 ｽｶﾞｻｷ ﾅﾐｶ 中学・高校女子1500m 5:05.00
2 光ヶ丘女子高 8145 山川　紗季 ﾔﾏｶﾜ ｻｷ 中学・高校女子1500m 4:45.00
2 光ヶ丘女子高 8151 山口　紋奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 中・高・一般女子3000m 9:40.00
2 光ヶ丘女子高 8155 西島　沙羅 ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾗ 中学・高校女子1500m 4:55.00
2 光ヶ丘女子高 8168 三浦　真珠 ﾐｳﾗ ﾏｼｭ 中学・高校女子1500m 4:59.00
2 光ヶ丘女子高 8205 田草川　舞桜 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾏｵ 中学・高校女子1500m 4:59.00
2 光ヶ丘女子高 8157 榊原　奈美希 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐｷ 中学・高校女子1500m 5:05.00
2 光ヶ丘女子高 8161 天野　花音 ｱﾏﾉ ﾊﾅﾈ 中学・高校女子1500m 4:40.00
2 光ヶ丘女子高 8163 平岡　那奈 ﾋﾗｵｶ ﾅﾅ 中学・高校女子1500m 4:59.00
2 光ヶ丘女子高 8164 二村　加寿世 ﾌﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 中学・高校女子1500m 5:05.00
3 成章高 9674 天野　慶 ｱﾏﾉ ｹｲ 高校・一般男子5000m 16:55.00
3 成章高 9675 金　稜哲 ｷﾝ ﾙﾝﾁｮﾙ 高校・一般男子5000m 15:55.00
3 成章高 9676 兵藤　心音 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｵﾝ 高校・一般男子5000m 16:15.00
3 成章高 9677 彦坂　汐 ﾋｺｻｶ ｼｵﾝ 高校・一般男子5000m 16:55.00
3 成章高 9681 斎藤　運 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾙ 高校・一般男子5000m 16:55.00
3 成章高 9687 天野　颯真 ｱﾏﾉ ｿｳﾏ 高校・一般男子5000m 15:55.00
3 成章高 9679 牧　義武 ﾏｷ ﾖｼﾑ 高校・一般男子5000m 16:55.00
3 成章高 9680 小久保　蒼大 ｺｸﾎﾞ ｿｳﾀ 高校・一般男子5000m 16:55.00
3 成章高 9423 前田　真優 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 中・高・一般女子3000m 10:55.00
3 成章高 9420 藤城　にこ ﾌｼﾞｼﾛ ﾆｺ 中・高・一般女子3000m 12:25.00
4 豊丘高 9328 日下部　愛里 ｸｻｶﾍﾞ ｱｲﾘ 中学・高校女子1500m 5:20.00
4 豊丘高 9330 鈴木　咲結 ｽｽﾞｷ ｻﾕｲ 中・高・一般女子3000m 11:10.00
4 豊丘高 9572 三浦　雄一郎 ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高校・一般男子5000m 16:40.00
4 豊丘高 9574 夏目　啓次郎 ﾅﾂﾒ ｹｲｼﾞﾛｳ 中学・高校男子3000m 9:50.00
5 岡崎城西 8243 相川　大翔 ｱｲｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 高校・一般男子5000m 15:15.00
5 岡崎城西 8282 朝岡　柊斗 ｱｻｵｶ ｼｭｳﾄ 高校・一般男子5000m 16:00.00
5 岡崎城西 8257 足立　謙成 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｾｲ 高校・一般男子5000m 15:50.00
5 岡崎城西 8261 天野　啓太 ｱﾏﾉ ｹｲﾀ 高校・一般男子5000m 14:50.00
5 岡崎城西 8247 荒木　陸 ｱﾗｷ ﾘｸ 中学・高校男子3000m 9:40.00
5 岡崎城西 8240 板倉　愛翔 ｲﾀｸﾗ ﾏﾅﾄ 高校・一般男子5000m 14:50.00
5 岡崎城西 8253 早川　恭介 ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳｽｹ 中学・高校男子3000m 9:30.00
5 岡崎城西 8252 太田　悠斗 ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 中学・高校男子3000m 9:15.00
5 岡崎城西 8270 川上　晃 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾗ 中学・高校男子3000m 9:30.00
5 岡崎城西 8262 柴田　開陸 ｼﾊﾞﾀ ｶｲﾘ 中学・高校男子3000m 9:30.00
5 岡崎城西 8234 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 高校・一般男子5000m 15:25.00
5 岡崎城西 8268 髙畑　蓮 ﾀｶﾊﾀ ﾚﾝ 高校・一般男子5000m 14:50.00
5 岡崎城西 8266 髙山　瑞士 ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞﾄ 高校・一般男子5000m 14:50.00
5 岡崎城西 8250 田上　楓人 ﾀﾉｳｴ ﾌｳﾄ 高校・一般男子5000m 15:50.00
5 岡崎城西 8249 鶴田　燿也 ﾂﾙﾀ ﾃﾙﾔ 高校・一般男子5000m 14:50.00
5 岡崎城西 8235 富村　幸三 ﾄﾐﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 高校・一般男子5000m 15:30.00
5 岡崎城西 8281 村田　悠悟 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺﾞ 高校・一般男子5000m 15:30.00
5 岡崎城西 8289 山村　恵大 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾀ 高校・一般男子5000m 15:50.00
5 岡崎城西 7832 折谷　優実 ｵﾘﾀﾆ ﾕｳﾐ 中学・高校女子1500m 4:50.00
5 岡崎城西 7842 甲斐　琴乃 ｶｲ ｺﾄﾉ 中学・高校女子1500m 4:45.00
5 岡崎城西 7839 金田　衣望 ｶﾅﾀﾞ ｴﾐ 中・高・一般女子3000m 10:08.00
5 岡崎城西 7841 上別府　七実 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾅﾅﾐ 中学・高校女子1500m 4:53.00
5 岡崎城西 7819 衣川　陽菜 ｷﾇｶﾞﾜ ﾋﾅ 中学・高校女子1500m 4:48.00
5 岡崎城西 7811 清水　美来 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 中学・高校女子1500m 4:45.00
5 岡崎城西 7833 高吉　ももこ ﾀｶﾖｼ ﾓﾓｺ 中学・高校女子1500m 4:43.00
5 岡崎城西 7818 谷口　晴菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 中学・高校女子1500m 4:43.00
5 岡崎城西 7827 林　愛望 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 中学・高校女子1500m 4:30.00
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5 岡崎城西 7834 平岡　彩花 ﾋﾗｵｶ ｱﾔｶ 中学・高校女子1500m 4:55.00
5 岡崎城西 7825 藤田　栞野 ﾌｼﾞﾀ ｶﾉ 中学・高校女子1500m 4:55.00
5 岡崎城西 7815 森　千紘 ﾓﾘ ﾁﾋﾛ 中学・高校女子1500m 4:43.00
6 豊橋西高 9842 豊田　昇太 ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高校・一般男子5000m 17:00.00
7 愛知陸協 6751 阿久根　優奈 ｱｸﾈ ﾕﾅ 中学・高校女子1500m 5:16.34
8 豊田大谷高 8668 加藤　大源 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｹﾞﾝ 高校・一般男子5000m 16:10.00
8 豊田大谷高 8669 小林　颯 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 高校・一般男子5000m 14:59.00
8 豊田大谷高 8672 松井　碧也 ﾏﾂｲ ﾘｸﾔ 高校・一般男子5000m 15:30.00
8 豊田大谷高 8680 单　怜生 ﾐﾅﾐ ﾚｵ 高校・一般男子5000m 14:39.00
8 豊田大谷高 8679 内山　駿 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ 高校・一般男子5000m 14:59.00
8 豊田大谷高 8681 梅村　涼雅 ｳﾒﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 高校・一般男子5000m 15:50.00
8 豊田大谷高 8691 加藤　晨 ｶﾄｳ ｼﾝ 中学・高校男子3000m 9:30.00
8 豊田大谷高 8695 近藤　巧琉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾙ 高校・一般男子5000m 16:10.00
8 豊田大谷高 8678 高須　空魚 ﾀｶｽ ｸｵ 高校・一般男子5000m 16:10.00
8 豊田大谷高 8693 本田　奏弥 ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾔ 高校・一般男子5000m 15:30.00
8 豊田大谷高 8675 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 高校・一般男子5000m 14:20.00
8 豊田大谷高 8698 宮碕　颯来 ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ 中学・高校男子3000m 10:15.00
8 豊田大谷高 8689 山本　優晟 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 中学・高校男子3000m 9:30.00
8 豊田大谷高 8929 野田　康貴 ﾉﾀﾞ ｺｳｷ 中学・高校男子3000m 10:15.00
8 豊田大谷高 8043 江島　さくら ｴｼﾞﾏ ｻｸﾗ 中学・高校女子1500m 4:55.00
8 豊田大谷高 8033 杉浦　さくら ｽｷﾞｳﾗ ｻｸﾗ 中学・高校女子1500m 4:43.00
8 豊田大谷高 8036 鈴木　陽香 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 中・高・一般女子3000m 12:00.00
8 豊田大谷高 8034 石川　桜子 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 中学・高校女子1500m 4:45.00
8 豊田大谷高 8041 嵯峨崎　恋花 ｻｶﾞｻｷ ﾚﾅ 中・高・一般女子3000m 10:35.00
8 豊田大谷高 8035 中馬　蘭奈 ﾁｭｳﾏ ﾗﾝﾅ 中・高・一般女子3000m 9:35.00
8 豊田大谷高 8044 前田　珠希 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏｷ 中学・高校女子1500m 5:25.00
8 豊田大谷高 8042 山本　滝穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｷﾎ 中学・高校女子1500m 5:10.00
10 愛知高 2839 浅野　龍毅 ｱｻﾉ ﾘｭｳｷ 高校・一般男子5000m 14:25.00
10 愛知高 2851 天野　威風 ｱﾏﾉ ｲﾌﾞｷ 中学・高校男子3000m 8:40.00
10 愛知高 2842 小倉　謙心 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾝ 中学・高校男子3000m 8:35.00
10 愛知高 2845 酒井　健成 ｻｶｲ ｹﾝｾｲ 高校・一般男子5000m 14:25.00
10 愛知高 2844 谷村　恒晟 ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｾｲ 高校・一般男子5000m 14:25.00
10 愛知高 2840 中村　悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 高校・一般男子5000m 14:25.00
10 愛知高 2846 藤井　智己 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｷ 高校・一般男子5000m 14:25.00
10 愛知高 2843 三輪　凌太郎 ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高校・一般男子5000m 14:25.00
10 愛知高 2878 杉戸　健太 ｽｷﾞﾄ ｹﾝﾀ 高校・一般男子5000m 14:50.00
10 愛知高 2879 鈴木　優太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 中学・高校男子3000m 8:59.00
10 愛知高 2852 仙石　旭 ｾﾝｺﾞｸ ｱｷﾗ 高校・一般男子5000m 15:10.00
10 愛知高 2858 長谷川　直哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 中学・高校男子3000m 8:59.00
10 愛知高 2850 平井　翼 ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 中学・高校男子3000m 8:29.00
10 愛知高 2854 三浦　幹大 ﾐｳﾗ ｶﾝﾀ 中学・高校男子3000m 9:20.00
10 愛知高 2881 遠藤　奏羽 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾜ 中学・高校男子3000m 8:59.00
10 愛知高 2882 市丸　健太 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ 中学・高校男子3000m 8:59.00
10 愛知高 2864 遠藤　優成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 中学・高校男子3000m 8:45.00
10 愛知高 2863 大堀　陽輝 ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ 中学・高校男子3000m 8:49.00
10 愛知高 2861 小澤　陽一路 ｵｻﾞﾜ ﾋｲﾛ 中学・高校男子3000m 9:09.00
10 愛知高 2860 加藤　草太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 中学・高校男子3000m 8:45.00
10 愛知高 2862 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 中学・高校男子3000m 9:09.00
10 愛知高 2875 柴田　恭佑 ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 中学・高校男子3000m 9:09.00
10 愛知高 2865 寺本　悠二 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 中学・高校男子3000m 9:09.00
10 愛知高 2880 野川　元希 ﾉｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 中学・高校男子3000m 8:45.00
10 愛知高 2876 橋本　憲一郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 中学・高校男子3000m 8:59.00
10 愛知高 2535 荻野　瑛未 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐ 中学・高校女子1500m 4:59.00
10 愛知高 2536 山本　彩加 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 中・高・一般女子3000m 10:19.00
10 愛知高 2515 中村　日胡 ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 中・高・一般女子3000m 10:19.00
10 愛知高 2541 山口　巴菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 中・高・一般女子3000m 11:19.00
10 愛知高 2522 大野　紗季 ｵｵﾉ ｻｷ 中学・高校女子1500m 4:59.00
10 愛知高 2540 古川　悠茜 ﾌﾙｶﾜ ﾕｱ 中・高・一般女子3000m 10:19.00
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11 矢作中 10037 白石　真心 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾑﾈ 中学・高校男子3000m 9:45.00
11 矢作中 9808 宮本　帆乃香 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 中学・高校女子1500m 5:30.00
11 矢作中 10064 荒井　天吾 ｱﾗｲ ﾃﾝｺﾞ 中学・高校男子3000m 10:50.00
11 矢作中 10047 寒藤　創介 ｶﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ 中学・高校男子3000m 10:50.00
11 矢作中 10053 鈴木　悠真 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 中学・高校男子3000m 10:50.00
11 矢作中 10055 藤澤　悠晃 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｱｷ 中学・高校男子3000m 10:50.00
11 矢作中 10058 松山　克功 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ 中学・高校男子3000m 11:30.00
11 矢作中 9815 鈴木　彩花 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 中学・高校女子1500m 5:30.00
11 矢作中 9821 三田部　栞里 ﾐﾀﾍﾞ ｼｵﾘ 中学・高校女子1500m 6:20.00
11 矢作中 9818 吉田　凪紗 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 中学・高校女子1500m 5:30.00
11 矢作中 10070 大山　七輝 ｵｵﾔﾏ ﾅﾅｷ 中学・高校男子3000m 10:50.00
11 矢作中 10071 水越　朔也 ﾐｽﾞｺｼ ｻｸﾔ 中学・高校男子3000m 11:15.00
11 矢作中 10046 三井　直 ﾐﾂｲ ﾅｵ 中学・高校男子3000m 11:20.00
12 愛知陸協 9721 本田　椋也 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 高校・一般男子5000m 15:50.00
13 ＮＧＵＲＣ 7835 高岸　修司 ﾀｶｷﾞｼ ｼｭｳｼﾞ 高校・一般男子5000m 15:53.68
14 ＡＧＸ 3180 内山　貴大 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 高校・一般男子5000m 18:00.00
14 ＡＧＸ 3183 児玉　一 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞ 高校・一般男子5000m 15:59.00
15 愛知陸協 6907 池谷　理玖 ｲｹﾔ ﾘｸ 中学・高校男子3000m 9:30.00
16 愛知黎明 861 淺野　将大 ｱｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 中学・高校男子3000m 9:59.00
16 愛知黎明 867 池田　悠大 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 中学・高校男子3000m 9:16.00
16 愛知黎明 527 大原　理恵子 ｵｵﾊﾗ ﾘｴｺ 中学・高校女子1500m 5:10.02
16 愛知黎明 527 大原　理恵子 ｵｵﾊﾗ ﾘｴｺ 中・高・一般女子3000m 10:57.96
16 愛知黎明 864 髙崎　貫太 ｺｳｻﾞｷ ｶﾝﾀ 中学・高校男子3000m 9:23.00
16 愛知黎明 529 斎木　宥月 ｻｲｷ ﾕﾂﾞｷ 中学・高校女子1500m 5:25.00
16 愛知黎明 862 鈴木　一稀 ｽｽﾞｷ ｲﾂｷ 中学・高校男子3000m 10:08.00
16 愛知黎明 532 野口　希桜 ﾉｸﾞﾁ ﾏｵ 中学・高校女子1500m 5:12.00
16 愛知黎明 875 服部　海紀 ﾊｯﾄﾘ ｶｲｷ 高校・一般男子5000m 17:00.00
16 愛知黎明 525 濱口　愛奈 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 中・高・一般女子3000m 10:50.00
16 愛知黎明 523 蒔田　結菜 ﾏｷﾀ ﾕﾅ 中・高・一般女子3000m 10:52.00
16 愛知黎明 872 松本　旺育 ﾏﾂﾓﾄ ｵｳｽｹ 中学・高校男子3000m 10:20.00
16 愛知黎明 871 宮川　和磨 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 中学・高校男子3000m 10:06.00
16 愛知黎明 873 森川　耀 ﾓﾘｶﾜ ﾖｳ 高校・一般男子5000m 16:20.00
16 愛知黎明 868 森島　優樹 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ 中学・高校男子3000m 10:00.00
16 愛知黎明 866 安田　弘光 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 高校・一般男子5000m 17:20.00
17 豊橋東高 9773 伊藤　彰吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 高校・一般男子5000m 15:50.0
17 豊橋東高 9793 伊藤　凛太朗 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 高校・一般男子5000m 16:50.0
17 豊橋東高 9780 植村　龍一 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 高校・一般男子5000m 15:45.0
17 豊橋東高 9789 及部　巧翔 ｵﾖﾍﾞ ﾀｸﾄ 高校・一般男子5000m 16:30.0
17 豊橋東高 9456 庄田　美有 ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾕ 中学・高校女子1500m 5:30.0
17 豊橋東高 9451 高橋　茉里 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 中・高・一般女子3000m 13:00.0
18 愛知陸協 6866 藤井　敬史郎 ﾌｼﾞｲ ｹｲｼﾛｳ 中学・高校男子3000m 9:10.00
19 旭野高 2736 山口　大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 高校・一般男子5000m 14:40.00
19 旭野高 2735 田島　駿介 ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 高校・一般男子5000m 14:25.00
19 旭野高 2731 鳥居　拓実 ﾄﾘｲ ﾀｸﾐ 高校・一般男子5000m 15:50.00
19 旭野高 2451 三浦　萌々子 ﾐｳﾗ ﾓﾓｺ 中・高・一般女子3000m 9:40.00
20 愛知陸協 6974 北上　惇生 ｷﾀｶﾐ ｱﾂｷ 中学・高校男子3000m 9:35.0
21 県庁クラブ 3451 池上　大輔 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 高校・一般男子5000m 15:35.00
21 県庁クラブ 3441 片岡　哲朗 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 高校・一般男子5000m 16:00.00
22 藤ノ花女子高 9361 井下　真友 ｲｼﾀ ﾏﾕ 中学・高校女子1500m 5:18.95
22 藤ノ花女子高 9367 岩原　宙美 ｲﾜﾊﾗ ﾋﾛﾐ 中学・高校女子1500m 5:33.19
23 刈谷高 8334 河田　海翔 ｶﾜﾀ ｶｲﾄ 中学・高校男子3000m 9:40.00
23 刈谷高 8335 杉浦　隆一郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ高校・一般男子5000m 16:20.00
23 刈谷高 8341 小田　逸平 ｵﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 高校・一般男子5000m 17:30.00
23 刈谷高 8330 廣森　健斗 ﾋﾛﾓﾘ ｹﾝﾄ 高校・一般男子5000m 17:30.00
23 刈谷高 7859 太田　愛子 ｵｵﾀ ｱｲｺ 中学・高校女子1500m 4:55.00
23 刈谷高 7856 佐藤　綾畝 ｻﾄｳ ｱﾔｾ 中学・高校女子1500m 4:39.00
23 刈谷高 7863 石川　茉弥 ｲｼｶﾜ ﾏﾔ 中・高・一般女子3000m 11:45.00
23 刈谷高 7871 木村　菜々子 ｷﾑﾗ ﾅﾅｺ 中学・高校女子1500m 5:59.00
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24 吉良中 10771 澤村　優仁 ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾄ 中学・高校男子3000m 9:31.11
24 吉良中 10774 大久保　森尋 ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾘﾋﾛ 中学・高校男子3000m 10:03.11
24 吉良中 10341 都築　優衣華 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲｶ 中学・高校女子1500m 4:38.97
24 吉良中 10667 青山　晄也 ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ 中学・高校男子3000m 10:46.47
25 愛知陸協 9500 石田　恵梨果 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 中・高・一般女子3000m 10:40.00
26 津島東高 1215 黒川　拓海 ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 高校・一般男子5000m 14:45.00
26 津島東高 1222 佐藤　眞紘 ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 高校・一般男子5000m 15:30.00
26 津島東高 1239 小鹿　祐渡 ｵｼﾞｶ ﾕｳﾄ 高校・一般男子5000m 15:30.00
26 津島東高 1214 町田　光己 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾂｷ 高校・一般男子5000m 15:30.00
26 津島東高 1238 岩田　玄弥 ｲﾜﾀ ｹﾞﾝﾔ 高校・一般男子5000m 15:30.00
26 津島東高 1226 坂田　透 ｻｶﾀ ﾄｵﾙ 高校・一般男子5000m 16:10.00
26 津島東高 1240 室　達哉 ﾑﾛ ﾀﾂﾔ 高校・一般男子5000m 15:30.00
26 津島東高 1213 岩井　颯太 ｲﾜｲ ｿｳﾀ 高校・一般男子5000m 15:50.00
26 津島東高 1228 服部　敬介 ﾊｯﾄﾘ ｹｲｽｹ 中学・高校男子3000m 9:30.00
26 津島東高 707 加藤　萌菜 ｶﾄｳ ﾓﾅ 中学・高校女子1500m 5:10.00
26 津島東高 708 加藤　美羽 ｶﾄｳ ﾐｳ 中学・高校女子1500m 5:10.00
27 愛知東邦大学 757 安永　賢士郎 ﾔｽﾅｶﾞ ｹﾝｼﾛｳ 高校・一般男子5000m 14:40.00
28 愛知陸協　工藤聖桜 6886 工藤　　聖桜 ｸﾄﾞｳ ﾐｳ 中学・高校女子1500m 5:10.00
29 愛知陸協 9701 羽根　早玖哉 ﾊﾈ ｻｸﾔ 中学・高校男子3000m 9:50.00
30 愛知陸協　工藤愛桜 6887 工藤　愛桜 ｸﾄﾞｳ ﾏｲﾐ 中・高・一般女子3000m 11:15.00
33 愛知陸協 6752 水谷　侑愛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｱ 中学・高校女子1500m 4:48.00
34 新川高 923 中島　裕也 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 高校・一般男子5000m 15:50.00
35 豊田工科高 8927 石田　知憲 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 高校・一般男子5000m 17:50.00
35 豊田工科高 8373 前岡　真拓 ﾏｴｵｶ ﾏﾋﾛ 高校・一般男子5000m 16:40.00
35 豊田工科高 8384 松井　元希 ﾏﾂｲ ｹﾞﾝｷ 高校・一般男子5000m 16:30.00
35 豊田工科高 8385 松井　洋樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 高校・一般男子5000m 17:30.00
35 豊田工科高 8386 水時　蓮 ﾐｽﾞﾄｷ ﾚﾝ 高校・一般男子5000m 18:30.00
35 豊田工科高 8383 山岸　卓眞 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸﾏ 高校・一般男子5000m 18:00.00
35 豊田工科高 8388 岩下　颯汰 ｲﾜｼﾀ ｿｳﾀ 高校・一般男子5000m 17:20.00
35 豊田工科高 8376 牛田　吏皇 ｳｼﾀﾞ ﾘｵ 高校・一般男子5000m 18:00.00
35 豊田工科高 8381 酒井　朝陽 ｻｶｲ ｱｻﾋ 高校・一般男子5000m 16:50.00
35 豊田工科高 8387 髙嶋　亮太 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 高校・一般男子5000m 16:50.00
36 豊川工高 9546 池田　明良 ｲｹﾀﾞ ﾒｲﾗ 中学・高校男子3000m 9:25.00
36 豊川工高 9545 城所　貴也 ｷﾄﾞｺﾛ ﾀｶﾔ 中学・高校男子3000m 9:45.00
36 豊川工高 9543 相澤　直弥 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 中学・高校男子3000m 9:55.00
36 豊川工高 9541 諏訪　歩夢 ｽﾜ ｱﾕﾑ 中学・高校男子3000m 9:39.00
37 マツシタイッカドウジョウ 9700 松下　獅 ﾏﾂｼﾀ ﾚｵ 中学・高校男子3000m 9:30.00
38 新城有教館高 9604 鈴木　瑛心 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 中学・高校男子3000m 9:45.00
38 新城有教館高 9603 竹川　真矢 ﾀｹｶﾜ ｼﾝﾔ 中学・高校男子3000m 9:26.00
38 新城有教館高 9606 平田　悠真 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾏ 高校・一般男子5000m 16:35.00
38 新城有教館高 9607 松岡　遼拓 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ 中学・高校男子3000m 10:20.00
38 新城有教館高 9609 浅井　亮祐 ｱｻｲ ﾘｮｳｽｹ 中学・高校男子3000m 10:35.00
38 新城有教館高 9611 松村　莉空 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ 中学・高校男子3000m 10:07.00
38 新城有教館高 9370 石井　智佳 ｲｼｲ ﾁｶ 中学・高校女子1500m 5:45.00
38 新城有教館高 9373 加藤　愛海 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 中学・高校女子1500m 5:20.00
38 新城有教館高 9368 國松　見有 ｸﾆﾏﾂ ﾐﾕ 中学・高校女子1500m 5:20.00
38 新城有教館高 9369 寺部　光希 ﾃﾗﾍﾞ ﾐｷ 中学・高校女子1500m 5:05.00
38 新城有教館高 9374 七原　小夏 ﾅﾅﾊﾗ ｺﾅﾂ 中学・高校女子1500m 5:16.00
38 新城有教館高 9375 林　咲来 ﾊﾔｼ ｻｷ 中・高・一般女子3000m 11:45.0
38 新城有教館高 9372 星野　琴未 ﾎｼﾉ ｺﾄﾐ 中学・高校女子1500m 5:37.00
38 新城有教館高 9379 織田　富士子 ｵﾘﾀ ﾌｼﾞｺ 中学・高校女子1500m 5:18.00
38 新城有教館高 9378 鳥居　優衣 ﾄﾘｲ ﾕｲ 中学・高校女子1500m 5:20.00
39 葵中 9982 安部　和希 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 中学・高校男子3000m 9:59.00
40 名古屋高 3016 石原　暖己 ｲｼﾊﾗ ｱﾂｷ 中学・高校男子3000m 9:30.00
41 羽田中 12936 村田　周一郎 ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 中学・高校男子3000m 9:20.0
41 羽田中 12938 守山　晴之 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 中学・高校男子3000m 9:20.0
42 豊橋工高 9734 北﨑　大翔 ｷﾀｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 高校・一般男子5000m 15:14.99
42 豊橋工高 9737 加藤　碧 ｶﾄｳ ｱｵ 中学・高校男子3000m 9:24.99
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42 豊橋工高 9740 長嶋　駿和 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ 中学・高校男子3000m 10:04.99
42 豊橋工高 9741 大竹　遼 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳ 中学・高校男子3000m 10:29.99
42 豊橋工高 9744 大仲　雄哉 ｵｵﾅｶ ﾕｳﾔ 高校・一般男子5000m 17:59.99
42 豊橋工高 9721 西村　捷英 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 中学・高校男子3000m 9:29.99
42 豊橋工高 9726 菅沼　颯太 ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 高校・一般男子5000m 15:29.99
43 宮田中 324 丹家　琉翔 ﾀﾝｹ ﾙｲﾄ 中学・高校男子3000m 10:15.00
44 愛知マスターズ 5849 髙木　大 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 高校・一般男子5000m 15:45.00
45 時習館高 9576 鈴木　亮太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 中学・高校男子3000m 9:10.00
45 時習館高 9578 深谷　麻陽 ﾌｶﾔ ｱｻﾋ 高校・一般男子5000m 15:40.00
45 時習館高 9575 牧野　修也 ﾏｷﾉ ｼｭｳﾔ 高校・一般男子5000m 15:40.00
45 時習館高 9589 向井　研斗 ﾑｶｲ ｹﾝﾄ 高校・一般男子5000m 16:10.00
45 時習館高 9592 岩井　快拓 ｲﾜｲ ｶｲﾀ 高校・一般男子5000m 16:20.00
45 時習館高 9587 千葉　聡一郎 ﾁﾊﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 中学・高校男子3000m 17:10.00
45 時習館高 9584 内藤　俊哉 ﾅｲﾄｳ ﾄｼﾔ 高校・一般男子5000m 17:10.00
45 時習館高 9583 平松　拓真 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 高校・一般男子5000m 17:10.00
45 時習館高 9590 三浦　勇人 ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ 高校・一般男子5000m 17:10.00
45 時習館高 9346 河合　菜々実 ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 中学・高校女子1500m 5:00.00
45 時習館高 9344 中根　彩生 ﾅｶﾈ ｱﾔﾐ 中・高・一般女子3000m 10:40.00
46 田原陸上 12790 前川　心響 ﾏｴｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 中学・高校男子3000m 9:40.00
47 知立高 8554 渡邊　颯人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 高校・一般男子5000m 17:30.00
47 知立高 8551 森重　敬太 ﾓﾘｼｹﾞ ｹｲﾀ 中学・高校男子3000m 10:30.00
47 知立高 7972 加藤　友希 ｶﾄｳ ﾕｷ 中学・高校女子1500m 5:20.0
47 知立高 7970 今田　奈沙 ｺﾝﾀﾞ ﾅｻ 中学・高校女子1500m 5:20.0
47 知立高 7971 村上　彩夏 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｶ 中学・高校女子1500m 5:20.0
49 岡崎高 8704 鈴木　将矢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 高校・一般男子5000m 14:35.00
49 岡崎高 8705 浅井　駿佑 ｱｻｲ ｼｭﾝｽｹ 高校・一般男子5000m 15:25.00
49 岡崎高 8725 鈴木　隆之介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 中学・高校男子3000m 10:30.00
49 岡崎高 8726 中山　創麻 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ 中学・高校男子3000m 11:00.00
49 岡崎高 8730 青井　慎太郎 ｱｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ 中学・高校男子3000m 9:45.00
49 岡崎高 8727 河村　綾人 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾄ 中学・高校男子3000m 11:00.00
49 岡崎高 8728 西連寺　航 ｻｲﾚﾝｼﾞ ｺｳ 中学・高校男子3000m 10:20.00
49 岡崎高 8729 鈴木　麟太郎 ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 中学・高校男子3000m 10:00.00
49 岡崎高 8714 三宅　空 ﾐﾔｹ ｿﾗ 高校・一般男子5000m 16:50.00
49 岡崎高 8935 辻　陽介 ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ 高校・一般男子5000m 16:10.00
49 岡崎高 8068 北川　遥菜 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 中・高・一般女子3000m 11:00.00
49 岡崎高 8058 平石　梨夏 ﾋﾗｲｼ ﾘﾝｶ 中学・高校女子1500m 5:15.00
49 岡崎高 8713 小林　加弦 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 中学・高校男子3000m 9:35.00
49 岡崎高 8057 清水　彩子 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｺ 中学・高校女子1500m 5:25.00
51 半田高 6409 新海　奎太 ｼﾝｶｲ ｹｲﾀ 高校・一般男子5000m 16:40.00
52 愛知陸協 9501 三浦　天音 ﾐｳﾗ ｱﾏﾄ 中学・高校女子1500m 4:58.00
53 ＴＳＭ 3078 鈴木　駿太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中学・高校男子3000m 9:45.00
53 ＴＳＭ 3082 大久保　卓人 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 中学・高校男子3000m 11:45.00
53 ＴＳＭ 3083 大河内　椋介 ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 中学・高校男子3000m 9:45.00
53 ＴＳＭ 2823 加藤　あす葉 ｶﾄｳ ｱｽﾊ 中学・高校女子1500m 4:55.00
53 ＴＳＭ 2829 松本　紗直 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ 中学・高校女子1500m 4:55.00
54 愛知陸協 9192 山本　成晃 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘｱｷ 高校・一般男子5000m 15:45:00.0
55 愛知陸協 9981 宇野　莉里杏 ｳﾉ ﾘﾘｱ 中・高・一般女子3000m 10:00.00
58 末野原中 10328 熊谷　豪流 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ 中学・高校男子3000m 9:54.67
59 翔单中 9535 髙松　真悠 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾕ 中学・高校女子1500m 5:20.52
59 翔单中 9537 森　日菜子 ﾓﾘ ﾋﾅｺ 中学・高校女子1500m 5:20.98
60 猪高中 2944 小松　映智 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｻﾄ 中学・高校男子3000m 8:55.55
60 猪高中 2952 佐藤　桜介 ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 中学・高校男子3000m 9:45.45
61 安城西中 10573 髙松　桜太 ﾀｶﾏﾂ ｵｳﾀ 中学・高校男子3000m 9:15.00
62 豊橋单高 9309 榎本　加枝 ｴﾉﾓﾄ ｶｴ 中・高・一般女子3000m 10:59.99
62 豊橋单高 9312 河合　風单 ｶﾜｲ ﾌｳﾅ 中・高・一般女子3000m 11:09.99
62 豊橋单高 9317 中川　紗弥 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔ 中・高・一般女子3000m 9:59.99
62 豊橋单高 9316 内藤　結菜 ﾅｲﾄｳ ﾕｲﾅ 中・高・一般女子3000m 11:29.99
63 TSM岡崎 9715 横山　拳 ﾖｺﾔﾏ ｹﾞﾝ 中学・高校男子3000m 9:44.99



所属No 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ エントリー種目 記録
63 TSM岡崎 9714 蜂須賀　蒼 ﾊﾁｽｶ ｱｵｲ 中学・高校男子3000m 8:58.99
63 TSM岡崎 9717 上村　海斗 ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ 中学・高校男子3000m 10:29.99
63 TSM岡崎 9521 髙塚　瞳衣 ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 中学・高校女子1500m 5:09.99
64 渥美農高 9493 真野　わか菜 ﾏﾉ ﾜｶﾅ 中・高・一般女子3000m 11:45.00
65 S.T 9867 足立　龍紀 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 中学・高校男子3000m 10:00.00
65 S.T 9869 鈴木　登篤 ｽｽﾞｷ ﾐﾄｸ 中学・高校男子3000m 10:00.00
65 S.T 9873 柴田　貫慈 ｼﾊﾞﾀ ｶﾝｼﾞ 中学・高校男子3000m 9:40.00
65 S.T 9628 副島　佑衣 ｿｴｼﾞﾏ ﾕｲ 中学・高校女子1500m 4:55.00
65 S.T 9629 森田　ここ乃 ﾓﾘﾀ ｺｺﾉ 中学・高校女子1500m 5:10.00
65 S.T 9631 稲葉　瑠璃 ｲﾅﾊﾞ ﾙﾘ 中学・高校女子1500m 5:10.00
65 S.T 9635 近藤　真依 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 中学・高校女子1500m 5:10.00
65 S.T 9636 鈴木　ちひろ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 中学・高校女子1500m 5:30.00
65 S.T 9637 冨澤　茉那 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 中学・高校女子1500m 5:00.00
66 愛知陸協 9165 井上　崇 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 高校・一般男子5000m 15:39.9
67 名経大学高蔵高 5139 石濵　　創志 ｲｼﾊﾏ ｿｳｼ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5123 犬塚　　陸斗 ｲﾇｽﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 中学・高校男子3000m 9:10.00
67 名経大学高蔵高 5133 加藤　　快都 ｶﾄｳ ｶｲﾄ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5125 河邊　　勇希 ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5129 岸　　凌平 ｷｼ ﾘｮｳﾍｲ 中学・高校男子3000m 9:00.00
67 名経大学高蔵高 5140 近田　　一耀 ｺﾝﾀﾞ ﾋｶﾘ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5138 佐藤　　輝一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ 中学・高校男子3000m 9:00.00
67 名経大学高蔵高 5141 鈴木　　公輔 ｽｽﾞｷ  ｺｳｽｹ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5131 鈴木　　陸覇 ｽｽﾞｷ  ﾘｸﾊ 中学・高校男子3000m 9:00.00
67 名経大学高蔵高 5127 仙石　　大翔 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾙﾄ 中学・高校男子3000m 9:45.00
67 名経大学高蔵高 5128 曽田　　翔五 ｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 中学・高校男子3000m 9:25.00
67 名経大学高蔵高 5137 中村　　元紀 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 中学・高校男子3000m 9:25.00
67 名経大学高蔵高 5142 林　　大雅 ﾊﾔｼ ｵｵｶﾞ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5126 福田　　啓吾 ﾌｸﾀ ｹｲｺﾞ 中学・高校男子3000m 9:25.00
67 名経大学高蔵高 5132 福田　　大馳 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲﾁ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5121 二村　　敦貴 ﾌﾀﾑﾗ ｱﾂｷ 中学・高校男子3000m 9:25.00
67 名経大学高蔵高 5130 柳　　尚吾 ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 中学・高校男子3000m 8:45.00
67 名経大学高蔵高 5122 山田　　来夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ 中学・高校男子3000m 9:00.00
67 名経大学高蔵高 5143 吉村　　颯音 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 中学・高校男子3000m 9:00.00
68 中部大第一高 5380 神部　大希 ｶﾝﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 高校・一般男子5000m 14:55.00
68 中部大第一高 5381 黒野　隆 ｸﾛﾉ ﾘｭｳ 中学・高校男子3000m 9:09.00
68 中部大第一高 5376 後藤　留生 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｲ 中学・高校男子3000m 8:44.00
68 中部大第一高 5375 小東　玄汰 ｺﾋｶﾞｼ ｹﾞﾝﾀ 中学・高校男子3000m 8:50.00
68 中部大第一高 5384 大和田　純平 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ中学・高校男子3000m 9:09.00
68 中部大第一高 5385 近藤　大智 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 高校・一般男子5000m 14:54.00
68 中部大第一高 5382 平松　享祐 ﾋﾗﾏﾂ ｷｮｳｽｹ 高校・一般男子5000m 14:35.00
68 中部大第一高 5383 平松　龍青 ﾋﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 高校・一般男子5000m 14:39.00
68 中部大第一高 4587 丹羽　琴音 ﾆﾜ ｺﾄﾈ 中・高・一般女子3000m 9:29.00
68 中部大第一高 4591 三田　結菜 ｻﾝﾀﾞ ﾕﾅ 中・高・一般女子3000m 10:45.00
68 中部大第一高 4589 青山　萌 ｱｵﾔﾏ ﾓｴ 中学・高校女子1500m 5:20.00
68 中部大第一高 4590 平泉　心穂 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾐﾎ 中学・高校女子1500m 4:50.00
70 蒲郡クラブ 7720 山本　晃之 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ 高校・一般男子5000m 15:56.09
71 豊橋北部中 12794 中田　拓一郎 ﾅｶﾀ ﾀｸｲﾁﾛｳ 中学・高校男子3000m 10:45.0
71 豊橋北部中 12798 西村　祐貴 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 中学・高校男子3000m 10:40.0
71 豊橋北部中 12795 横内　晴人 ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 中学・高校男子3000m 10:30.0
73 古知野中 385 板津　昊佑 ｲﾀﾂﾞ ｺｳｽｹ 中学・高校男子3000m 9:55.14
73 古知野中 456 竹内　優梨子 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘｺ 中学・高校女子1500m 5:45.95
73 古知野中 387 古澤　駿太 ﾌﾙｻﾜ ｼｭﾝﾀ 中学・高校男子3000m 10:20:23.0
73 古知野中 436 巻野　伶奈 ﾏｷﾉ ﾚｲﾅ 中学・高校女子1500m 5:30.45
73 古知野中 391 三島　飛翔 ﾐｼﾏ ｱｽｶ 中学・高校男子3000m 10:15.45
73 古知野中 450 森田　景 ﾓﾘﾀ ｹｲ 中学・高校女子1500m 5:55.23
74 豊明高 5341 松田　ヨハネ ﾏﾂﾀﾞ ﾖﾊﾈ 中学・高校男子3000m 9:30.00
74 豊明高 5339 近藤　佑亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 中学・高校男子3000m 9:00.00
74 豊明高 5343 村井　侍音 ﾑﾗｲ ｼｵﾝ 中学・高校男子3000m 9:45.00
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74 豊明高 5340 都築　哲太 ﾂﾂﾞｷ ﾃｯﾀ 中学・高校男子3000m 9:15.00
74 豊明高 5332 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 中学・高校男子3000m 9:00.00
74 豊明高 5333 福井　康生 ﾌｸｲ ｺｳｷ 中学・高校男子3000m 8:30.00
74 豊明高 5474 永山　大志 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ 中学・高校男子3000m 10:00.00
74 豊明高 5473 藤原　光一郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ中学・高校男子3000m 9:30.00
74 豊明高 4571 水谷　舞愛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｲｱ 中学・高校女子1500m 5:00.00
74 豊明高 4572 牧　夏帆 ﾏｷ ﾅﾂﾎ 中学・高校女子1500m 5:20.00
74 豊明高 4578 杉浦　桜空 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾗ 中学・高校女子1500m 5:00.00
74 豊明高 4579 近藤　綾音 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 中学・高校女子1500m 5:30.00
74 豊明高 4574 後藤　美咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 中学・高校女子1500m 5:05.00
74 豊明高 4573 片原　未紗音 ｶﾀﾊﾗ ﾐｻﾈ 中学・高校女子1500m 5:05.00
75 AC一宮Junior 375 石田　莉子 ｲｼﾀﾞ ﾘｺ 中・高・一般女子3000m 10:20.00
75 AC一宮Junior 377 岩田　留依 ｲﾜﾀ ﾙｲ 中・高・一般女子3000m 11:00.00
75 AC一宮Junior 347 神藏　奏心 ｶﾐｸﾗ ｿｳｼ 中学・高校男子3000m 10:15.00
76 ＡＣ一宮 360 坂川　真由美 ｻｶｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 中・高・一般女子3000m 9:55.00
76 ＡＣ一宮 363 木村　敏弘 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 高校・一般男子5000m 18:30.00
77 横須賀高 6294 甲斐　元翔 ｶｲ ﾊﾙﾄ 高校・一般男子5000m 17:00.00
77 横須賀高 6301 平尾　海翔 ﾋﾗｵ ｶｲﾄ 高校・一般男子5000m 16:00.00
77 横須賀高 6304 中州　由登 ﾅｶｽ ﾕｳﾄ 高校・一般男子5000m 17:30.00
77 横須賀高 6295 山下　瑛慎 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾝ 中学・高校男子3000m 9:50.00
77 横須賀高 6481 山本　帆人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 中学・高校男子3000m 10:00.00
77 横須賀高 6190 澤田　温香 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 中・高・一般女子3000m 10:30.00
77 横須賀高 6195 吉田　帆奈美 ﾖｼﾀﾞ ﾎﾅﾐ 中・高・一般女子3000m 12:00.00
77 横須賀高 6196 岩田　彩美 ｲﾜﾀ ｱﾔﾐ 中・高・一般女子3000m 11:30.00
77 横須賀高 6197 榊原　日菜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾅ 中・高・一般女子3000m 10:30.00
77 横須賀高 6200 小野原　陽和 ｵﾉﾊﾗ ﾋﾖﾘ 中・高・一般女子3000m 10:30.00
77 横須賀高 6189 石黒　日菜 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾅ 中学・高校女子1500m 5:30.00
77 横須賀高 6202 北村　優奈 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 中・高・一般女子3000m 12:00.00
78 岩津中 9992 宮田　蓮 ﾐﾔﾀ ﾚﾝ 中学・高校男子3000m 9:50.00
79 豊川高 9642 安藤　翔吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ 中学・高校男子3000m 8:50.00
79 豊川高 9620 今泉　裕貴 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 中学・高校男子3000m 8:50.00
79 豊川高 9631 徳永　恭仁 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 高校・一般男子5000m 15:30.00
79 豊川高 9659 中山　達貴 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂｷ 中学・高校男子3000m 8:50.00
79 豊川高 9652 野村　慈音 ﾉﾑﾗ ｼｵﾝ 中学・高校男子3000m 8:50.00
79 豊川高 9658 柳原　裕次郎 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ中学・高校男子3000m 8:50.00
79 豊川高 9630 栁本　和紀 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 中学・高校男子3000m 8:50.00
81 中部大学 52187 山口　奈緒子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｺ 中・高・一般女子3000m 10:30.0
82 椙山女学園大 2089 下山田　絢香 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中・高・一般女子3000m 9:20.00
83 ＴＴランナーズ 13037 浦野　倫生 ｳﾗﾉ ﾘｵ 中学・高校男子3000m 9:45.00
84 ＴＴランナーズ 7809 西原　寿弘 ﾆｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 高校・一般男子5000m 16:50.00
84 ＴＴランナーズ 7826 山口　真弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高校・一般男子5000m 14:49.00
85 千種高校 0 山田　将生 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 中学・高校男子3000m 8:55.00
85 千種高校 2603 渡邊　かの子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉｺ 中学・高校女子1500m 5:00.00
86 大垣日大高 820 安島　莉玖 ｱﾝｼﾞﾏ ﾘｸ 高校・一般男子5000m 14:54:00.0
86 大垣日大高 473 伊藤　蒼遥 ｲﾄｳ ｿﾖ 中学・高校女子1500m 4:39:00.0
86 大垣日大高 812 岡部　光流 ｵｶﾍﾞ ﾋｶﾙ 中学・高校男子3000m 9:40:00.0
86 大垣日大高 813 小川　大智 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 中学・高校男子3000m 8:39:00.0
86 大垣日大高 804 岸本　治衛 ｷｼﾓﾄ ﾊﾙﾓﾘ 高校・一般男子5000m 15:45:00.0
86 大垣日大高 805 木村　駿介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 高校・一般男子5000m 15:45:00.0
86 大垣日大高 815 ストウ　ナオキ ｽﾄｳ ﾅｵｷ 中学・高校男子3000m 8:55:00.0
86 大垣日大高 806 竹内　壮吾 ﾀｹｳﾁ ｿｳｺﾞ 高校・一般男子5000m 14:54:00.0
86 大垣日大高 807 田中　一範 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 高校・一般男子5000m 14:54:00.0
86 大垣日大高 808 豊吉　優理 ﾄﾖｼ ﾕｳﾘ 中学・高校男子3000m 9:40:00.0
86 大垣日大高 809 豊島　寛規 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 中学・高校男子3000m 8:39:00.0
86 大垣日大高 816 永田　愛己 ﾅｶﾞﾀ ｱｲｷ 高校・一般男子5000m 15:30:00.0
86 大垣日大高 476 野坂　和奏 ﾉｻｶ ﾜｶﾅ 中学・高校女子1500m 4:59:00.0
86 大垣日大高 810 服部　温仁 ﾊｯﾄﾘ ｱﾂﾄ 中学・高校男子3000m 9:40:00.0
86 大垣日大高 817 日比　健仁 ﾋﾋﾞ ｹﾝﾄ 高校・一般男子5000m 14:54:00.0
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86 大垣日大高 818 日比野　陸 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ 高校・一般男子5000m 14:38:00.0
86 大垣日大高 474 細野　凪咲 ﾎｿﾉ ﾅｷﾞｻ 中学・高校女子1500m 4:59:00.0
86 大垣日大高 477 宮川　優希 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ 中学・高校女子1500m 4:59:00.0
86 大垣日大高 811 村脇　凱 ﾑﾗﾜｷ ｶｲ 高校・一般男子5000m 15:45:00.0
86 大垣日大高 480 柳原　麻央 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 中学・高校女子1500m 4:59:00.0


