
中学男子１５０ｍ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13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

ｶﾂﾗｷﾞ ﾊﾙﾄ ﾀｶﾊｼ ｼｭｳ

1 3212 桂木　遙都(中３) 守山西中 1 2972 髙橋　しゅう(中２) 大高中
ｱｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ ﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ

2 3210 青山　周平(中３) 守山西中 2 3100 津田　拓実(中３) なごや陸上ｸ

ｴﾋﾞ ｲﾂｷ ﾅﾘﾀ ﾘﾋﾄ

3 3108 海老　樹(中３) 御幸山中 3 3062 成田　俐士(中２) 大須AC
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ

4 3110 近藤　薫(中３) 御幸山中 4 3134 山田　悠世(中２) 御幸山中
ﾉﾑﾗ ｲｸﾐ ｱﾎﾞ ﾕｳｽｹ

5 3211 野村　郁心(中３) 守山西中 5 3104 安保　悠介(中３) 御幸山中
ｶﾅﾔ ｾｲﾀ ｼﾐｽﾞ ﾅﾙ

6 2997 金谷　晴風(中３) 宝神中 6 3420 清水　鳴(中３) 守山中
ｲﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

7 3421 岩野　大地(中３) 守山中 7 3109 加藤　俊介(中３) 御幸山中
ﾖｼﾉ ｼｭｳ ﾆｼｵ ﾀｲ

8 2966 吉野　朱祐(中３) 大高中 8 3063 西尾　泰(中２) 大須AC

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

ｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

1 3105 伊藤　壮宏(中３) 御幸山中 1 3053 近藤　祥太(中２) 大須AC
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

2 3088 中島 悠太(中２) TSM 2 3591 中村　裕二(中２) 守山西中
ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾏ ｶﾜｽﾞﾐ ｶｲｾｲ

3 3218 早川　良磨(中３) 守山西中 3 3122 川住　快成(中２) 御幸山中
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｷ ﾜﾀﾞ ﾓﾄﾅｵ

4 2967 松本　大輝(中３) 大高中 4 3468 和田　素直(中３) 吉根中
ｵｵｼﾛ ﾚﾝﾄ ﾀｶﾊﾗ ﾖｳﾀ

5 2994 大城　蓮斗(中３) 宝神中 5 3058 高原　耀太(中２) 大須AC
ｷﾑﾗ ｶｲﾄ ﾐﾜ ﾊﾙﾕｷ

6 3032 木村　海斗(中３) 大須AC 6 3132 三輪　?之(中２) 御幸山中
ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ ｲﾏﾑﾗ ｿﾗ

7 3093 神谷 流星(中２) TSM 7 2968 今村　宇(中３) 大高中
ｵｶﾞﾀ ｱﾑﾛ ｸﾗﾁ ﾂｶｻ

8 3592 緒方　亜夢呂(中２) 守山西中 8 3470 倉知　司(中３) 吉根中

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

ﾔﾏﾜｷ ﾕｳﾄ ｻｶｲ ﾀｹﾙ

1 3905 山脇　有翔(中１) 大須AC 1 3054 酒井　尊琉(中１) 大須AC
ｵﾁｱｲ ﾀｲｼ ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ

2 3117 落合　泰史(中２) 御幸山中 2 4101 小田　遥斗(中１) 御幸山中
ｵｸ ﾊﾙﾄ ｼﾐｽﾞ ﾗｲｶ

3 3051 奥　晴斗(中１) 大須AC 3 3904 清水　徠翔(中２) 大須AC
ｺﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ

4 3467 近藤　大和(中３) 吉根中 4 3001 瀧本　和希(中２) 宝神中
ﾄﾘｻﾜ ﾘｮｳ ｱｶｲｹ ｴｲﾀ

5 3129 鳥澤　凌(中２) 御幸山中 5 5498 赤池　瑛太(中１) SET PROJECT
ｱｻﾇﾏ ﾚｵﾝ ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ

6 3046 浅沼　怜音(中２) 大須AC 6 5905 三浦　優侍朗(中１) SET PROJECT
ｷﾀﾉ ﾅﾂﾐ ｱﾊﾞﾛｽｱﾄﾞﾘｱﾝ

7 3119 北野　巽(中２) 御幸山中 7 5499 アバロス　アドリアン(中１) SET PROJECT
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ

8 3040 高橋　宗汰(中２) 大須AC 8 3133 山田　想大(中２) 御幸山中



中学男子１５０ｍ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13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

ｻﾉ ﾊﾛｳ

1 4188 佐野　葉朗(中１) 御幸山中 1
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ ﾐﾅﾐﾔﾏ ｺｳｷﾞ

2 4082 佐藤　大悟(中１) 吉根中 2 4186 南山　昂儀(中１) 御幸山中
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂｱｷ ﾊﾗｻｷ ﾄﾓﾕｷ

3 3130 中山　辰秋(中２) 御幸山中 3 3436 原﨑　智之(中２) 守山中
ｲﾅｶﾞｷ ﾗｲ ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾜ

4 3113 稲垣　来依(中２) 御幸山中 4 3057 杉山　永遠(中１) 大須AC
ﾖｼｶﾜ ﾕｳｾｲ ｶｶﾑ ｿｳｽｹ

5 5485 ??川 祐生(中２) 豊明中 5 5863 各務 壮祐(中１) 豊明中
ｲﾁﾔﾏ ﾚｵ ﾏｷﾖﾘ ｶﾊﾞﾘｴﾃ

6 4165 一山　怜央(中３) TSM 6 5865 牧寄　カバリエテ(中１) 豊明中
ﾆｲﾐ ｺﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼｮｳ

7 5497 新美 虎太郎(中２) 豊明中 7 3127 田中　琉翔(中２) 御幸山中
ｱｻｲ ﾕｲﾄ ﾅｶﾀﾆ ｹﾝｼﾝ

8 3434 浅井　結翔(中２) 守山中 8 4189 中谷　絢心(中１) 御幸山中

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

1 1

ｳｴﾉ ｹｲｼﾞ ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ

2 3925 上野　ケイジ(中１) 守山西中 2 3350 市川　圭祐(中３) 桜田中
ｶﾐﾔ ﾋﾛｷ ｲｼﾞﾏ ｼﾞｮｳ

3 3353 神谷　洋稀(中２) 桜田中 3 3929 井島　城(中１) 守山西中
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｶﾜｻｷ ﾀｹﾋﾛ

4 3348 前田　健心(中３) 桜田中 4 4343 川﨑　武泰(中１) 守山西中
ﾀｶｲ ﾕｳﾀ ﾋﾗｲﾜ ｷｲﾁ

5 6867 高井　佑太(中３) 愛知陸協 5 3928 平岩　希一(中１) 守山西中
ｲﾉｳｴ ｷｯﾍﾟｲ ｵｶﾓﾄ ｺｳｶﾞ

6 3426 井上　桔平(中２) 守山中 6 3927 岡本　浩芽(中１) 守山西中
ﾌﾁ ｺｳﾀﾛｳ ｱﾗﾀ ﾋｮｳｶﾞ

7 3351 渕　晃太朗(中３) 桜田中 7 3349 新　彪雅(中３) 桜田中
ｱｷﾀ ﾕｳ ﾄﾐﾀ ﾕｷﾅﾘ

8 3346 秋田　悠(中３) 桜田中 8 5563 富田　倖成(中２) 味美中

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

1 1

ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｷﾏﾀ ﾅｺﾞﾑ

2 5472 原田　翔太郎　(中２) 日進中 2 3099 木股　和夢(中３) なごや陸上ｸ
ｲﾄｳ ｷﾗﾄ ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ

3 3926 伊藤　煌空人(中１) 守山西中 3 3911 柘植　翔太(中１) 大高中
ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾊﾞ ﾖｼﾔ

4 3102 水野　和生(中１) なごや陸上ｸ 4 3914 松葉　吉哉(中１) 大高中
ﾏｴﾀﾞ ｻﾜﾊﾙ ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾄ

5 4036 前田　爽陽(中１) 桜田中 5 3354 木下　愛斗(中２) 桜田中
ｸﾗﾓﾄ ｿﾗ ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋｻ

6 5477 倉元　大空　(中２) 日進中 6 3355 早川　知寿(中２) 桜田中
ﾐﾈ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾀ ｹﾝﾄ

7 4342 峰　翼(中１) 守山西中 7 4037 矢田　健兎(中１) 桜田中
ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ

8 4341 加藤　快一(中１) 守山西中 8 4344 岡田　京士(中１) 守山西中



中学男子１５０ｍ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

13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

ﾐﾔｻﾄ ｱｷﾗ

2 4347 宮里　暁(中１) 守山西中 2
ﾐｽﾞﾉ ｶｼﾞ

3 4345 水野　舵(中１) 守山西中 3
ｷﾉｼﾀ ｼｽﾞｸ

4 3908 木下　紫月(中１) 大高中 4
ﾐﾜﾀ ｾﾅ

5 3909 三和田　瀬凪(中１) 大高中 5
ﾓﾘ ｺｳｷ

6 4034 森　光輝(中１) 桜田中 6
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ

7 4035 安藤　太一(中１) 桜田中 7
ﾓﾘｶﾜ ﾀｲｾｲ

8 3357 森川　泰成(中２) 桜田中 8



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62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

ｻﾉ ﾀｹﾙ ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾔ

1 5-448 佐野　尊(大１) 中京大 1 2821 二宮　瑠哉(高３) 名古屋西高
ﾅｶﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ ｵｵﾆｼ  ｱｷﾋﾛ

2 952 永野　響(大１) 中京大 2 2891 大西　瞭弘(高３) 愛工大名電高

ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ｷﾑﾗ ﾊﾔﾃ

3 5309 木下　凌輔(高３) 松蔭高 3 3686 木村　颯 愛教大ｸ名古屋

ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

4 428 竹内　大和(大２) 中京大 4 4922 田邉 隼門(高２) 中京大中京高

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ ｱｵｲ ﾕｳﾀ

5 459 佐藤　智博(大４) 中京大 5 6315 青井　優太(高３) 大府東高
ﾀﾃﾉ ｼｭﾝｷ ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ

6 4907 舘野 峻輝(高３) 中京大中京高 6 4897 桂木 大和(高３) 中京大中京高

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ

7 426 清水　章吾(大２) 中京大 7 3160 山口　恭平 POWERMAX
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ ｶﾔﾏ ﾕｳｷ

8 4911 高橋 大地(高２) 中京大中京高 8 4914 香山 勇輝(高２) 中京大中京高

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

ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ ｲｹﾀﾞ  ｼｮｳﾔ

1 5233 伊藤　大翔(高２) 名古屋大谷高 1 2887 池田　翔哉(高３) 愛工大名電高

ﾅｶﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ

2 3242 中山　聖 愛教大ｸ名古屋 2 32 針生　祥平(大３) 名古屋大
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｽｽﾞｷ  ﾊﾔﾄ

3 3124 尾澤　侑真(高３) 栄徳高 3 2885 鈴木　颯斗(高３) 愛工大名電高

ﾆｼｶﾜﾗ ﾄﾓｷ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ

4 1054 西川原 友輝(大１) 名古屋大 4 127 北村　祐人(大３) 愛知教育大
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾏ ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ

5 5228 小島　拓真(高２) 名古屋大谷高 5 136 前田　和軌(大３) 愛知教育大
ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾄ ｽｽﾞｷ  ﾘｸﾄ

6 4905 西垣 拓音(高３) 中京大中京高 6 2892 鈴木　陸斗(高３) 愛工大名電高

ｱﾏﾉ ﾄﾓﾔ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ

7 3246 天野　知哉 愛教大ｸ名古屋 7 3120 清水　竜生(高２) 栄徳高
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ ﾄﾐﾀ ﾀｲﾘ

8 64 新海　涼司(Ｍ２) 名古屋大 8 563 冨田　泰理(大２) 南山大

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

ｶﾈｺ ﾘｳ ﾌｸｼﾏ ﾐｷ

1 5042 金子　吏佑(高２) 名古屋南高 1 1025 福島　三輝(大１) 東海学園大
ｱｻｲ ﾚｵ ﾆﾜ  ｺｳｾｲ

2 6298 浅井　伶勇(高２) 横須賀高 2 2898 丹羽　皓星(高２) 愛工大名電高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ

3 3249 山田　祐輔 愛教大ｸ名古屋 3 3560 谷川　友希 AGX
ｼｮｳﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ｵｶﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

4 2820 庄田　一翔(高３) 名古屋西高 4 5034 岡林　空良(高２) 名古屋南高
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾀｸﾐ ﾑｶｲ ﾕｳﾀ

5 2888 宮澤　拓己(高３) 愛工大名電高 5 4937 向井 悠汰(高１) 中京大中京高

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ ｲﾇｶｲ ﾋｻﾄ

6 5212 小林　あるまん(高３) 名古屋大谷高 6 5302 犬飼　一紗人(高２) 松蔭高
ｵｶｿﾞｴ ｼｭｳﾍｲ ｵｵｼﾏ ｼｭﾝｲﾁ

7 4925 岡副 周平(高２) 中京大中京高 7 6293 大島　俊一(高３) 横須賀高
ｷｼｵｶ ｹﾝｼﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｷ

8 6432 岸岡　賢真(高２) 東海南高 8 2906 渡邉　大暉(高２) 愛工大名電高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62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

ｻｲﾄｳ ﾎﾀﾞｶ ﾏｷﾉ ｼｮｳｴｲ

1 5224 齊藤　穂高(高３) 名古屋大谷高 1 5188 牧野　祥英　(高２) 瑞陵高
ｻﾜｲ ｹｲｼ ｴｸﾞﾁ ﾘｸ

2 3817 澤井　奎志 愛教大ｸ名古屋 2 3153 江口　大陸(3) 山田高
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾀﾛｳ

3 5-725 伊藤　有哉(大２) 至学館大 3 2911 松本　康太郎(高２) 愛工大名電高

ｳｴｿﾞﾉ ﾀｸﾐ ｶﾐﾔ ｼｭﾝｷ

4 992 上薗　巧(大１) 愛知大 4 5-1036 神谷　駿輝(大１) 南山大
ｶｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ｷｷﾂ ﾕｳｶﾞ

5 3245 掛村　将之 愛教大ｸ名古屋 5 5241 喜々津　侑駕(高１) 名古屋大谷高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ ﾐｽﾞﾉ ｶﾝﾀ

6 3446 近藤　俊樹 愛知県庁ｸﾗﾌﾞ 6 544 水野　寛大(大２) 東海学園大
ｻｶｲ  ﾚｵ ｱﾄﾐ ﾄｼｱｷ

7 2899 坂井　玲音(高２) 愛工大名電高 7 3250 跡見　俊明 愛教大ｸ名古屋

ﾊﾀﾞ  ｺｳｴｲ ﾅﾘﾀ ｻﾄｼ

8 2893 羽田　皓栄(高２) 愛工大名電高 8 3002 成田　啓史(高３) 名古屋高

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

ｵｵﾀｹ ﾊﾙﾄ ﾀﾑﾗ ﾅｷﾞ

1 6359 大竹　陽士(高２) 大府高 1 2947 田村　凪(高２) 愛知総合工科高

ｽｻｷ ﾕｳｽｹ ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾄ

2 2833 洲崎　友祐(高２) 守山高 2 9194 大村　悠登(大２) 愛知陸協
ｺﾓﾘ ｱｵｲ ﾀｹﾅｶ  ﾕｳﾄ

3 3081 小森　葵(2) 旭丘高 3 2922 竹中　雄音(高２) 愛工大名電高

ﾖﾈｶﾜ ﾕｳｷ ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

4 6340 米川　悠貴(高２) 大府東高 4 2760 鈴村　州平(高３) 春日井高
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ ｱｽﾞﾏ ｼﾝｺﾞ

5 3001 高山　博任(高３) 名古屋高 5 3030 東　信吾(高３) 名古屋高
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾙ ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

6 5078 松本　蒼琉(高３) 富田高 6 6309 北村　一馬(高２) 福祉大付高
ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ ｵｵﾊｼ ﾄｼｷ

7 3009 上村　諒(高２) 名古屋高 7 6423 大橋　駿稀(高２) 知多翔洋高
ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｱｻﾉ ﾋﾕｳ

8 5-495 磯部　亮太(大４) 中部大 8 5027 浅野　陽勇(高３) 名古屋南高

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

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

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ ｲﾜﾈ  ｶｲﾄ

1 3023 中村　瑛 No-Mark 1 2910 岩根　海翔(高２) 愛工大名電高

ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ ｲｼｸﾞﾛ ﾘｮｳﾄ

2 3011 山内　研人(高２) 名古屋高 2 3597 石黒　遼人 中京大ｸﾗﾌﾞ
ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｷ ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｺｳｾｲ

3 4981 中谷　友己(高２) 天白高 3 5227 前泊　晃成(高２) 名古屋大谷高

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ﾊﾞﾝﾉ 

4 883 小島　優佑(大１) 愛知教育大 4 3207 阪野 颯音(高１) 至学館高
ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ ﾆﾜ ﾀｲｾｲ

5 9 深津　義士(大４) 名古屋大 5 6327 丹羽　大聖(高２) 大府東高
ﾊﾀ ｿﾗﾄ ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

6 5194 秦　空翔(高２) 瑞陵高 6 3113 安田　涼平(高２) 明和高
ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

7 3077 平野　誠一(大３) 名大医AC 7 6299 山口　達也(高３) 横須賀高
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ ｻﾄｳ ﾘｮｳ

8 5-711 水野　祐亮(大４) 至学館大 8 3152 佐藤　領(3) 山田高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62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

ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾙ ﾓﾛﾊｼ ﾋｶﾙ

1 3104 本田　輝(高２) 明和高 1 5225 諸橋　輝(高２) 名古屋大谷高

ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ ｳｴｿﾞﾉ ﾕｳﾔ

2 3393 荒川　雄太(高１) 明和高 2 5057 上園　優哉(高３) 惟信高
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾖｼｷ ﾀﾏｺｼ ﾋﾛﾄ

3 6312 下條　喜輝(高１) 福祉大付高 3 2797 玉腰　大翔(高３) 瀬戸西高
ｱｵﾔﾏ ﾚﾝ ｲﾀｸﾗ ﾕｳｷ

4 3151 青山　廉武(2) 山田高 4 2867 板倉　有紀(高３) 愛知高
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ ｵｶﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ

5 3154 井口　裕賀(3) 山田高 5 3361 岡村　隆平 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ
ｶﾀｵｶ ﾌｳｶﾞ ﾀｶｾ ｺｳﾀ

6 5081 片岡　楓賀(高２) 富田高 6 9209 高瀬　光太 愛知陸協
ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ ｵｵﾊﾗ ﾊﾙｷ

7 5092 近藤　恭弘(高２) 名城大附高 7 5642 大原　遙起(高１) 名古屋大谷高

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾄ ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ

8 2755 安立　温人(高２) 春日井高 8 5637 猪上　詞穏(高１) 名古屋大谷高

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

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

ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ ﾀｹﾊﾅ ﾀｸﾄ

1 3094 中澤　依吹(高２) 春日井西高 1 6322 竹花　匠翔(高３) 大府東高
ﾅｶﾀ  ﾂｸﾙ ﾊｷﾞﾀ ﾌｳﾄ

2 2904 中田　創(高２) 愛工大名電高 2 5237 萩田　楓斗(高２) 名古屋大谷高

ｵｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ ｽｲｹﾝ ｹｲﾀ

3 3075 岡村　琉聖(大３) 名大医AC 3 2853 水軒　啓太(高２) 愛知高
ﾆﾜ ﾋﾃﾞﾋﾛ ｸﾛｷ ﾀｶﾌﾐ

4 3146 丹羽　瑛祐(高２) 至学館高 4 5234 黒木　孝史(高２) 名古屋大谷高

ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾐﾂ ﾔｽﾀﾞ ﾚｲ

5 2971 森下　春満(高２) 千種高 5 3046 安田　零唯(高３) 菊華高
ｱﾗｶﾜ ﾀｲｷ ｷﾇﾑﾗ  ｱｵﾄ

6 5101 荒川　泰輝(高２) 名城大附高 6 2920 絹村　碧斗(高２) 愛工大名電高

ｲｼｶﾜ  ｻﾄｷ ｴｻｷ ｺｳｷ

7 2914 石川　智基(高１) 愛工大名電高 7 3121 江崎　光輝(高２) 栄徳高
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾀﾉ ﾘｭｳｺｳ

8 2868 山崎　孝太朗(高３) 愛知高 8 3020 片野　龍幸(高１) 名古屋高

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

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

ｻｻｷ ｺｳﾀﾛｳ ﾉﾀﾞ ｹｲ

1 5520 佐々木　康太郎(高１) 向陽高 1 3577 野田　慧(大２) 名大医AC
ﾏﾂﾉﾋﾗ ｿｳｲﾁ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｷ

2 5255 松野平　壮一(高２) 東郷高 2 3074 菅原　祐樹(大２) 名大医AC
ｲｿｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ ｵｶ ｹﾝﾒｲ

3 3116 磯貝　一真(高３) 栄徳高 3 6450 岡　賢明(高２) 東海南高
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻｱｷ ﾂﾂﾞｷ ﾀﾞｲﾄ

4 5240 降幡　正章(高３) 名古屋大谷高 4 5018 都築　大翔(高２) 昭和高
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ ｶﾂﾗ  ﾅｷﾞﾄ

5 545 山田　健太(大４) 東海学園大 5 2907 桂　凪澄(高２) 愛工大名電高

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ

6 5313 吉田　響(高２) 松蔭高 6 6310 髙橋　巧誠(高２) 福祉大付高
ﾉﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾖｼｵｶ  ﾘｮｳﾔ

7 5357 野田　恭助(高２) 星城高 7 2900 吉岡　亮哉(高２) 愛工大名電高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝﾔ

8 3125 渡邊　太翼(高２) 栄徳高 8 2970 金井　純也(高２) 千種高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62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

ｲｼｻﾞｷ ﾏｻｷ ｶﾄｳ ﾏｻｷ

1 5091 石崎　正樹(高２) 名城大附高 1 3359 加藤 正清(高１) 至学館高
ｳｷﾀ ﾐﾅﾄ ﾊﾅｲ ﾚｵﾅ

2 5644 浮田　湊(高１) 名古屋大谷高 2 6350 花井　玲央那(高２) 大府高
ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｹｲ ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ

3 5361 松本　一慶(高２) 星城高 3 5697 藤田　修平(大２) 名城大
ﾔｽｴ ﾕｳﾏ ﾐﾂｲ ﾋｶﾙ

4 3697 安江　悠真 中部桃丘TFC 4 3102 三井　晃(高２) 明和高
ｻｺｳ ｲｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ

5 3367 酒匂　郁海 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 5 3131 渡邊　太智(高２) 栄徳高
ｼｵｻﾞﾜ ﾘｸ ｵｸﾑﾗ ﾜﾀﾙ

6 5338 塩澤　陸(高２) 豊明高 6 4950 奥村　渡(高３) 同朋高
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾏ ﾊﾅﾀﾞ ﾚﾝ

7 5336 徳永　拓磨(高２) 豊明高 7 5239 花田　蓮(高１) 名古屋大谷高

ｺｼﾞﾏ ｲﾂｷ ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ

8 5694 小島　一桐(高１) 緑高 8 3136 太田　俊介(高２) 至学館高

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

ｷﾀ ﾖｳﾀ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺﾀﾛｳ

1 2825 北　陽太(高２) 名古屋西高 1 5645 橘　虎太朗(高１) 瑞陵高
ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾀﾞｲ ﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ

2 3048 早川　壮大(高２) 菊華高 2 5346 田村　優成(高３) 享栄高
ｻｶｲ  ﾕｽﾞｷ ﾓﾘﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

3 2921 酒井　裕月輝(高２) 愛工大名電高 3 6311 森部　蒼一朗(高２) 福祉大付高
ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｱｻﾋｶﾞﾀ ｿﾗﾋｺ

4 5031 樋口　皓太(高２) 名古屋南高 4 6354 旭形　空彦(高２) 大府高
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ

5 3135 池田　竜一(高２) 至学館高 5 6330 林　優澄(高２) 大府東高
ｸｼﾀﾞ ｺｳﾖｳ ｴｻｶ ﾀｶﾄ

6 6319 串田　幸陽(高２) 大府東高 6 5347 江坂　貴翔(高３) 享栄高
ｺﾌｼﾞ ﾀﾞｲｷ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ

7 2869 古藤　大騎(高３) 愛知高 7 3379 土屋　友汰(高１) 春日井高
ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝ ﾋﾗ ﾘｭｳｷ

8 4962 安達　蓮(高２) 天白高 8 2866 比良　隆樹(高１) 愛知高

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

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

ﾌｼﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾍｲ

1 3330 藤野　響(1) 旭丘高 1 5303 桒山　康平(高２) 松蔭高
ｷﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ ｵﾀﾞ ｱｷﾗ

2 5-615 木林　翼(大３) 愛知学院大 2 3118 織田　明 愛知マスターズ

ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾝ ｼﾓﾑﾗ ﾊﾙｶ

3 5325 福谷　謙真(高２) 大同大大同高 3 9177 下村　遼 愛知陸協
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ ﾊﾏｸﾞﾁ ｲｸﾔ

4 4116 丸山　諒(大３) 名大医AC 4 5011 濱口　郁也(高２) 昭和高
ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

5 5532 田中　悠雅(高１) 富田高 5 5431 渡邉　哲平(高２) 熱田高
ﾊﾘﾏ ﾀｸﾔ ｲｶｲ ﾊﾔﾃ

6 5231 播摩　拓也(高２) 名古屋大谷高 6 3150 猪飼　疾風(3) 山田高
ﾔｽﾅｶﾞ ｴｲｷ ｷｸﾁ ﾘｸﾄ

7 147 安永　英生(大２) 愛知教育大 7 6451 菊池　陸斗(高２) 東海南高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾏ

8 3167 山﨑　拓武 Try-C 8 5422 前川　涼馬(高２) 熱田高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62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

ｼﾊﾞﾐﾔ ｺｳｽｹ ﾌｼﾞｲ ｶｹﾙ

1 4980 芝宮　光亮(高２) 天白高 1 5099 藤井　飛翔(高２) 名城大附高
ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾀ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｻｸ

2 5411 清水　結太(高２) 向陽高 2 2849 鈴木　大策(高２) 愛知高
ｽｽﾞﾑﾗ ﾑｲ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

3 6343 鈴村　武生(高２) 大府東高 3 5636 山元　虹輝(高１) 名古屋大谷高

ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ ｷﾀﾑﾗ ｲｸﾐ

4 5068 三宅　優都(高２) 惟信高 4 5287 北村　郁海(高２) 市工業高
ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾏ ｼﾏﾉ ﾚｵﾝ

5 3047 杉本　爽真(高２) 菊華高 5 4121 島野　礼音(大２) 名大医AC
ﾀｶﾊｼ ｱﾂｷ ｱｻｲ ﾘｸ

6 5397 高橋　篤生(高２) 向陽高 6 5370 浅井　理工(高２) 星城高
ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾄｳ ｻﾄｼ

7 5585 西川　悠大(高１) 桜台高 7 6325 加藤　智(高２) 大府東高
ｲﾉｼﾏ ｺｳﾒｲ ｶﾄｳ  ﾘｮｳﾏ

8 2823 猪嶋　耕明(高２) 名古屋西高 8 2908 加藤　凌麻(高２) 愛工大名電高

27組 風(+/-    ) 28組 風(+/-    )

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

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾓﾘﾓﾄ ｼｭｳｺﾞ

1 9221 杉山　友祐(Ｍ２) 愛知陸協 1 3331 森本　嵩梧(2) 旭丘高
ﾊﾔﾀ ｲﾌﾞｷ ｲｼｶﾜ ｹｲﾀ

2 5271 早田　依蕗(高２) 桜台高 2 5249 石川　恵太(高２) 名古屋大谷高

ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ ﾀﾅｶ ｼｭﾝｾｲ

3 2930 吉田　圭汰(高３) 市工芸高 3 5607 田中　駿成(高１) 昭和高
ｼﾉｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｷ

4 5293 篠川　稜太朗(高２) 市工業高 4 5549 水野　将宜(高１) 名古屋南高
ｻｶｷﾏ ﾘｮｳ ﾖｼﾏﾂ ﾂﾊﾞｻ

5 5195 榊間　涼(高２) 南陽高 5 3141 吉松　翼(高２) 至学館高
ｳﾉ ｿｳﾀ ｸﾆｼｹﾞ ﾐｽﾞﾄ

6 6370 宇野　颯太(高３) 東海商高 6 6376 國重　瑞人(高２) 東海商高
ｶﾊﾞｷ ﾀｲﾁ ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ

7 3143 椛木　泰地(高２) 至学館高 7 5075 加藤　翔馬(高２) 惟信高
ｵｸﾑﾗ ｿｳｺﾞ ﾏﾂｵｶ ｶｲﾘ

8 5426 奥村　颯悟(高２) 熱田高 8 5530 松岡　海璃(高１) 富田高

29組 風(+/-    ) 30組 風(+/-    )

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

ｵｶﾀﾞ  ﾘｸ ｼﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

1 2886 岡田　陸(高３) 愛工大名電高 1 3361 島田　慎生(1) 山田高
ｲｿｶﾞｲ ﾘｮｳ ｶﾜﾀ ｹｲﾏ

2 3168 磯谷　凌 Try-C 2 3019 川田　圭真(高１) 名古屋高
ｼﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

3 3398 島村　和優(高１) 愛知高 3 5434 山田　航輔(高２) 熱田高
ｶﾜｻｷ ﾌﾐｵ ｶﾆｴ ﾘｭｳﾀ

4 5472 川崎　史雄(高２) 緑高 4 6422 蟹江　隆太(高２) 知多翔洋高
ﾑｶｲ ﾘｭｳｾｲ ﾆﾑﾗ ｿｳﾔ

5 5424 向井　琉晟(高２) 熱田高 5 5433 二村　颯耶(高２) 熱田高
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

6 6543 内藤　凌央(高１) 大府高 6 5435 原田　智行(高２) 熱田高
ﾂｹﾞ ﾅｵﾘ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ

7 5423 柘植　直莉(高２) 熱田高 7 6303 安田　光志(高２) 横須賀高
ﾄﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ

8 5695 戸谷　壮宏(大２) 名城大 8 5263 榊原　裕太(高２) 東郷高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62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

ｻｺﾔ ｲﾂｷ ﾔﾏﾉ ｱｻｷ

1 3332 迫屋　樹(1) 旭丘高 1 3008 山野　朝生(高２) 名古屋高
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ ｽｴ ﾘｮｳﾀ

2 6436 田村　優真(高２) 東海南高 2 6342 須江　椋大(高２) 大府東高
ﾊﾔｼ ｾｲﾀ ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞｭｳﾛｳ

3 5605 林　誠太(高１) 昭和高 3 5548 鈴木　成十朗(高１) 名古屋南高
ﾑｸﾉｷ ｶｽﾞﾔ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ

4 2996 椋木　壱哉(高２) 高蔵寺高 4 6351 安達　雄樹(高２) 大府高
ﾄﾞﾔﾏ ﾅｵｷ ﾆｼﾉ ﾖｼﾋﾛ 

5 3149 土山　直輝(2) 山田高 5 3423 西野　嘉鉱(高１) 名古屋高
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾊﾙﾔ

6 5314 藤村　祥太(高２) 松蔭高 6 5273 佐藤　遥也(高２) 桜台高
ｺｳｹﾂ ﾊﾙﾄ ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｷ

7 5324 纐纈　陽都(高２) 大同大大同高 7 5318 竹本　遥稀(高２) 松蔭高
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾞﾝ ｶｹﾙ

8 5276 岡田　優太郎(高２) 桜台高 8 5262 陣　翔(高２) 東郷高

33組 風(+/-    ) 34組 風(+/-    )

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

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ ｽｽﾞﾑﾗ ｿｳﾀ

1 3324 長谷川　湘平(高１) 春日井東高 1 3268 鈴村　颯太(高１) 旭野高
ｱｲｶﾜ ｶｲﾄ ｻﾄｳ ｼｭｳﾎｳ

2 6405 相川　海門(高２) 半田工高 2 5344 佐藤　修鳳(高２) 豊明高
ﾎﾎﾞｳ ﾀｸﾐ ﾀﾏｷ ﾕｳﾏ

3 5315 保浦　匠美(高２) 松蔭高 3 3299 玉木　佑磨(高１) 春日井西高
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾜﾄ

4 6331 齋藤　悠真(高２) 大府東高 4 5202 林田　和土(高２) 中村高
ｶｻﾏﾂ ｶﾝﾀ ﾋｵｷ ﾘｭｳﾔ

5 6468 笠松　貫太(高２) 半田東高 5 557 日置　竜也(大３) 南山大
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ｺｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ

6 6328 山田　幸誠(高２) 大府東高 6 6378 小嶋　大誠(高２) 東海商高
ﾆｲﾐ ﾊﾔﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾛｳ

7 3049 新美　颯人(高２) 菊華高 7 5609 北村　和太郎(高１) 昭和高
ﾂｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾊﾀﾉ ｼｮｳｲﾁ

8 5017 柘植　健太郎(高２) 昭和高 8 3021 羽田野　省一(高１) 名古屋高

35組 風(+/-    ) 36組 風(+/-    )

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

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

1 3285 長谷川　湧已(高１) 市工芸高 1 6532 近藤　宙(高１) 半田東高
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾁ ﾓﾘ ﾕｳﾄ

2 4948 宮本　生智(高３) 同朋高 2 6414 森　祐翔(高２) 知多翔洋高
ﾎｿｴ ﾀﾞｲﾄ ｱｵﾔｷﾞ ｺｳ

3 3388 細江　大翔(高１) 春日井高 3 5556 青柳　光(高１) 向陽高
ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾏｻ ﾅｶｼﾏ ｶｲ

4 6545 斎藤　照将(高１) 大府高 4 5587 中島　快(高１) 桜台高
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ ｲｼﾓﾄ ﾅｵｷ

5 3234 岡本　昂大(高１) 千種高 5 5-613 石本　尚輝(大２) 愛知学院大
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ ｻｶｲ ﾄｼﾔ

6 5621 下村　悠生(高１) 松蔭高 6 5327 酒井　俊弥(高２) 大同大大同高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｯﾍﾟｲ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ

7 3018 杉山　竜平(高１) 名古屋高 7 5256 鈴木　竣也(高２) 東郷高
ﾀｹｳﾁ ﾙｲ ｻｶｲ ｵｳﾀ

8 3103 竹内　琉維(高２) 明和高 8 2836 酒井　應汰(高２) 守山高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62組

37組 風(+/-    ) 38組 風(+/-    )

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

ﾜｶｽｷﾞ ﾕｲﾄ ﾃﾗﾓﾄ ｷﾗﾄ

1 2793 若杉　唯人(高２) 瀬戸高 1 6529 寺本　煌士(高２) 福祉大付高
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾀｶｸﾜ ﾕｳﾀ

2 3322 髙橋　和希(高１) 春日井東高 2 5622 高桑　佑汰(高１) 松蔭高
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾏ ﾅｶﾞｾ ﾅｵﾑ

3 3266 鈴木　琉馬(高１) 旭野高 3 2808 長瀬 尚武(高２) 瀬戸西高
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾙﾄ ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ

4 5247 山本　有瑠斗(高２) 名古屋大谷高 4 3119 坂口　心之助(高２) 栄徳高
ﾂﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾃﾗﾓﾄ ｹｲｺﾞ

5 3126 津山　晃大朗(高２) 栄徳高 5 3326 寺本　圭吾(高１) 春日井東高
ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ ｶｺ ﾕｳｷ

6 3394 橋本　幸征(高１) 明和高 6 5323 加古　裕貴(高２) 大同大大同高

ﾃﾗﾆｼ ｶﾅﾒ ﾅｶﾑﾗ ｺﾊｸ

7 3430 寺西　要(高１) 名古屋高 7 6402 中村　瑚伯(高２) 半田工高
ﾉﾑﾗ ｾｲﾔ ﾏｴﾀﾞﾖｳﾀ

8 2872 野村　青矢(高３) 愛知高 8 2983 前田　陽太(高３) 名古屋商高

39組 風(+/-    ) 40組 風(+/-    )

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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ ﾀﾝｹﾞ ﾕｳﾀ

1 3233 遠藤　由翔(高１) 千種高 1 5021 丹下　雄太(高２) 昭和高
ﾐｶﾐ ﾕｳｽｹ ｲﾏｲ ｶｲﾙ

2 3392 三上　祐介(高１) 名古屋西高 2 3227 今井　海琉(高１) 千種高
ｱｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｱｵｷ ﾊﾙ

3 3118 青山　幸平(高２) 栄徳高 3 5618 青木　晴(高１) 昭和高
ﾓﾘ ｺｳｾｲ ｶﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ

4 3025 森　弘成(高１) 名古屋高 4 5620 川田　悠太(高１) 昭和高
ｽｽﾞｷ ﾘｸ ﾊｯﾄﾘ ﾃﾙﾋｺ

5 5200 鈴木　陸(高２) 中村高 5 5693 服部　輝彦(高１) 緑高
ﾁﾊﾞ ｿｳｷ ﾋﾛﾀ ﾏｻﾕｷ

6 3365 千葉　爽貴(1) 山田高 6 5616 廣田　雅之(高１) 昭和高
ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾏ ｻﾄｳ ｱﾕﾑ

7 5535 岡村　優真(高１) 富田高 7 3127 佐藤　歩夢(高１) 栄徳高
ｼｲﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

8 5623 椎橋　亮典(高１) 松蔭高 8 5203 鈴木　友規(高２) 中村高

41組 風(+/-    ) 42組 風(+/-    )

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ ｻｺ ﾊﾔﾄ

1 5682 小林　蓮太郎(高１) 熱田高 1 2800 迫　駿登(高２) 瀬戸西高
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

2 5684 上田　航輝(高１) 熱田高 2 5604 林　大地(高１) 昭和高
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ﾂﾎﾞｲ ﾊﾙﾄ

3 3262 中村　凌玖斗(高１) 旭野高 3 3090 坪井　春和(2) 旭丘高
ｲｼｶﾜ ｿﾗ ﾔｽｴ ｱｻﾄ

4 6508 石川 蒼空(高１) 半田工高 4 3261 安江　亜聡(高１) 旭野高
ｶｸﾔ ﾕｳﾄ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ

5 5599 角屋　優翔(高１) 惟信高 5 5437 後藤　大輝(高２) 熱田高
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

6 5697 山本　竜也(高１) 緑高 6 6534 小田　隼太朗(高１) 半田東高
ｲﾃﾞ ﾘｮｳﾀ ｵｶﾄﾞ ｼｭｳﾏ

7 5531 井手　涼太(高１) 富田高 7 6511 岡戸 柊馬(高１) 半田工高
ｶﾅﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ ｺｾｷ ｹｲﾀ

8 3270 金森　慎平(高１) 旭野高 8 6425 小関　啓太(高２) 半田工高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62組

43組 風(+/-    ) 44組 風(+/-    )

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

ｺﾃﾞﾗ ﾌｳﾏ ｵﾘﾄ ﾕｳﾔ

1 3303 小寺　楓真(高１) 春日井西高 1 3075 折戸　優哉(高２) 菊里高
ｵｶｼﾞﾏ ｶｹﾙ ﾀｶﾊｼ ﾚｲ

2 3350 岡島 蹴(高１) 至学館高 2 3185 高橋　澪(高２) 春日井商高
ｵｵﾔﾏ ﾘｷ ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ

3 3358 大山 立稀(高１) 至学館高 3 5351 水野　翔太(高２) 享栄高
ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ ﾌｷｼﾏ ﾐﾂﾄ

4 3349 田中 孝太朗(高１) 至学館高 4 3347 福島 光時(高１) 至学館高
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｷ

5 5619 山田　航太郎(高１) 昭和高 5 6547 中園　優希(高１) 大府東高
ｱｶｼ ｺｳﾍｲ ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

6 3356 明石 康平(高１) 至学館高 6 3360 松浦 好紘(高１) 至学館高
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

7 3142 山下　和真(高２) 至学館高 7 5238 小川　晃平(高２) 名古屋大谷高

ﾅｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ﾑﾗｾ ﾀｲﾁ

8 3351 内藤 颯(高１) 至学館高 8 3354 村瀬 太一(高１) 至学館高

45組 風(+/-    ) 46組 風(+/-    )

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

ﾄｳﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ ｱﾄｳ ﾀｲｶﾞ

1 2752 唐谷　俊佑(高２) 春日井工高 1 5638 阿藤　大河(高１) 名古屋大谷高

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀ

2 5352 河村　侑哉(高２) 享栄高 2 3339 湯本　翔太(高１) 春日井商高
ﾑﾗｾ ｶｲｷ ｻｶｼﾀ ｼｮｳｺﾞ

3 5613 村瀬　海輝(高１) 昭和高 3 3357 坂下 奨悟(高１) 至学館高
ﾂﾂﾞｷ ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

4 5640 都築　温人(高１) 名古屋大谷高 4 6313 伊藤　颯飛(高１) 福祉大付高
ﾀｶｶﾞｷ  ｷｮｳ ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｮｳ

5 2895 高垣　響(高２) 愛工大名電高 5 5328 川久保　涼(高２) 大同大大同高

ﾎｿﾉ ｹｲｽｹ ｷﾑﾗ ｱｷﾄ

6 5206 細野　圭右(高２) 中村高 6 3209 木村　瑛都(高１) 高蔵寺高
ﾉﾘﾀｹ ﾄｳｲ ﾅｶﾊｼ ｲﾌﾞｷ

7 2807 則武 冬依(高２) 瀬戸西高 7 3077 中橋　惟吹(高２) 菊里高
ｻｼﾞ ﾀｶﾉﾘ ｲｼｶﾜ ﾀｸﾄ

8 6493 佐治　孝紀(高１) 横須賀高 8 2952 石河　巧都(高３) 愛知総合工科高

47組 風(+/-    ) 48組 風(+/-    )

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

ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲｼ ﾓﾘ ｶﾝﾀ

1 6455 門脇　啓志(高２) 東海南高 1 3131 森　貫太 愛知マスターズ

ﾆｼﾜｷ ﾚﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ

2 5533 西脇　蓮(高１) 富田高 2 3304 松本　誠也(高１) 春日井西高
ﾖｼｶﾜ ﾀﾂﾔ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

3 5441 吉川　達也(高２) 熱田高 3 5534 佐藤　亮汰(高１) 富田高
ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾀ ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ

4 6548 富樫　祐太(高１) 大府東高 4 3300 紅林　大晴(高１) 春日井西高
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾏｻ ﾀｶｵｶ ﾕｳｷ

5 3235 中村　貴優(高１) 千種高 5 5602 高岡　祐希(高１) 惟信高
ﾊｯﾀ ｱｷﾌﾐ ｲｹﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ

6 6542 八田　啓史(高１) 半田東高 6 5292 池村　智徳(高２) 市工業高
ﾂﾈｶﾜ ﾄｼﾋｺ ｲｻｼﾞ ｶﾅｳ

7 3132 恒川　峻彦(高２) 栄徳高 7 4984 伊佐次　叶(高２) 天白高
ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｲｹｶﾞﾔ ﾕｳﾅ

8 3232 飯田　隼平(高１) 千種高 8 3336 池ヶ谷　悠名(高１) 春日井商高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62組

49組 風(+/-    ) 50組 風(+/-    )

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

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾂﾈﾖｼ ﾘｭﾄ

1 5495 村上　遥(高１) 豊明高 1 2742 恒吉　竜翔(高２) 春日井工高
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ ｵｵﾀ ｼｮｳﾔ

2 3208 川口　健伸(高１) 高蔵寺高 2 5543 太田　翔也(高１) 豊明高
ﾄﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾓﾘｼﾀ ﾏﾅﾄ

3 3338 外山　琉星(高１) 春日井商高 3 6515 森下 愛翔(高１) 半田工高
ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ｲｼｶﾞﾐ ﾕｳﾄ

4 3425 桂川 祐一 にっとTFC 4 2751 石神　勇翔(高２) 春日井工高
ﾀｶｻｷ ﾕｲﾄ ｲｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

5 3337 高崎　唯利(高１) 春日井商高 5 6512 伊川 洸乃(高１) 半田工高
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 5494 溝口　陽太(高１) 豊明高 6 6550 黒田　悠翔(高１) 大府東高
ﾖｼﾄﾐ ﾐﾔﾋﾞ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ

7 5360 吉富　雅(高２) 星城高 7 2748 萩原　翼(高２) 春日井工高
ﾅｶｺﾞｼ ﾕｳｷ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ

8 5524 中越　友輝(高１) 豊明高 8 3211 武田　啓人(高１) 高蔵寺高

51組 風(+/-    ) 52組 風(+/-    )

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

ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ ﾀｹﾓﾘ ﾄﾜ

1 6564 大西　翔瑛(高１) 知多翔洋高 1 4934 竹森  斗渉(高１) 中京大中京高

ｳﾏﾀﾞ ﾘｸ ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ

2 6561 馬田　莉玖(高１) 知多翔洋高 2 6560 大岩　拓史(高１) 知多翔洋高
ﾅｶﾞｲ ｺｳ ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ

3 3041 永井　煌(高２) 名古屋高 3 5-976 上村　壮汰(大１) 名古屋大
ｲｹﾀﾞ ｶﾂｷ ｶﾄｳ ﾕｲﾄ

4 6413 池田　克己(高２) 知多翔洋高 4 5632 加藤　結斗(高１) 名城大附高
ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ ｼﾝﾑﾗ ﾒｸﾞﾑ

5 3220 武田　源一郎(高１) 瀬戸西高 5 1034 榛村　恵武(大１) 南山大
ﾀｹﾅｶ ｴｲﾀ ｲｼﾜﾀ ｼｭﾝﾀ

6 5523 竹中　瑛舵(高１) 豊明高 6 5626 石渡　俊太(高１) 名城大附高
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾞﾝﾂ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ

7 5628 山口　禅次(高１) 名城大附高 7 5629 渡邉　陽(高１) 名城大附高
ｲﾉｳ ﾕｳｿﾞｳ ｸﾗﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 6562 稲生　祐三(高２) 知多翔洋高 8 5584 倉津　隆之介(高１) 東郷高

53組 風(+/-    ) 54組 風(+/-    )

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

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾔ ﾓﾐﾔﾏ ｶﾅﾀ

1 561 鈴木　龍也(大２) 南山大 1 6585 椴山　叶竜(高１) 東海南高
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾀ ｼﾌﾞﾔ ﾘｲﾁ

2 966 山口　寛大(大１) 南山大 2 5690 澁谷　理一(高１) 市工業高
ｱｻﾉ ﾀﾂﾅﾘ ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾀ

3 564 浅野　達成(大２) 南山大 3 3224 稲垣　颯汰(高１) 瀬戸西高
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｵｲ ﾂﾎﾞｳﾁ ﾘｸ

4 5688 榊原　蒼(高１) 市工業高 4 6581 坪内　陸(高１) 東海南高
ﾊｼﾞ ｺｳｽｹ ﾄﾐﾔｽ ｹﾝｽｹ

5 884 羽地　広輔(大１) 愛知教育大 5 6572 冨安　兼輔(高１) 東海南高
ｲﾏﾑﾗ ｿｳｼ ﾏﾂｲ ﾘｮｳ

6 560 今村　壮志(大３) 南山大 6 3223 松井　亮(高１) 瀬戸西高
ﾀｹｲﾁ ﾘｮｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾊﾙ

7 3219 竹市　涼平(高１) 瀬戸西高 7 5145 伊藤　葉琉(高２) 南陽高
ﾐｳﾗ ｼｭｳ ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ

8 3221 三浦　崇(高１) 瀬戸西高 8 3378 阿部　伶亮(高１) 春日井高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62組

55組 風(+/-    ) 56組 風(+/-    )

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

1 1

ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｷ ｲﾄｳ ｶﾂｷ

2 3277 村田　知輝(高１) 瀬戸高 2 3273 伊藤　功貴(高１) 瀬戸高
ｻｶﾀ ﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾖｳ

3 5665 坂田　晴(高１) 中村高 3 6522 山本　爽陽(高１) 半田高
ｲﾜﾀ ﾚｲ ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ

4 3257 岩田　怜(高１) 愛知商高 4 6518 江川　夢人(高１) 半田高
ｱｻﾉ ﾀｲｷ ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾛｳ

5 5666 浅野　大輝(高１) 中村高 5 9187 髙橋　徹朗 愛知陸協
ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ ｶｸﾀﾆ ﾄｼﾔ

6 3276 澤田　拳吾(高１) 瀬戸高 6 555 角谷　俊弥(大４) 南山大
ﾀｶﾀ ﾐﾂﾞｷ ｷﾀﾓﾄ ｺｳﾀ

7 3278 髙田　海槻(高１) 瀬戸高 7 3275 北本　晄大(高１) 瀬戸高
ｻｶｷﾏ ｺｳｾｲ ｲｼｲ ﾕｳﾔ

8 558 榊間　康生(大３) 南山大 8 2724 石井　由也(高２) 愛知商高

57組 風(+/-    ) 58組 風(+/-    )

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

1 1

ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｲﾜｲ ﾏｻﾑﾈ

2 5670 佐藤　良祐(高１) 中村高 2 3403 岩井　優宗(高１) 愛知高
ｶﾄｳ ﾙｲ ﾅｶﾞｲ ﾅｵｷ

3 3404 加藤　瑠惟(高１) 愛知高 3 3400 永井　七葵(高１) 愛知高
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ

4 5672 池田　侑星(高１) 中村高 4 5-712 宮崎　修輔(大４) 至学館大
ﾖｺｲ ﾀｸﾏ ﾋﾀﾞ ﾕｳｾｲ

5 5574 横井　拓真(高１) 大同大大同高 5 3399 肥田　悠聖(高１) 愛知高
ﾃﾗｶﾄﾞ ｵｳｽｹ ﾏｷ ｻｸﾀﾛｳ

6 3405 寺門　桜佑(高１) 愛知高 6 3397 牧　朔太郎(高１) 愛知高
ｲｴﾀﾞ ﾕｳｺﾞ ﾐﾔｹ ｺｳｷ

7 5671 家田　雄伍(高１) 中村高 7 3407 三宅　幸樹(高１) 愛知高
ﾅﾘﾀ ﾕｳｶﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾏ

8 5581 成田　優雅(高１) 大同大大同高 8 3409 渡邉　刀麻(高１) 愛知高

59組 風(+/-    ) 60組 風(+/-    )

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

1 1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾝ ｸﾗｼｹﾞ ﾊﾔﾄ

2 3255 渡邉　兼伸(高１) 守山高 2 5598 藏重　颯(高１) 天白高
ｵｵﾀ ｿｳﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ

3 3411 太田　崇登(高１) 愛知高 3 2812 山田恵大(高２) 長久手高
ｸﾎﾞ ﾅｵﾔ ｲﾄｳ ﾏﾔﾄ

4 2832 久保　直椰(高２) 守山高 4 4953 伊藤　真矢斗(高２) 同朋高
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ ｺﾃｲ ﾘｮｳﾀ

5 3410 中村　鴻志(高１) 愛知高 5 3297 古定　諒太(高１) 名東高
ﾜﾀﾍﾞ ｽｸﾞﾙ ｵｵﾔ ﾉﾘﾀｹ

6 3254 渡部　優(高１) 守山高 6 4949 大矢　典武(高２) 同朋高
ﾎﾗﾀ ﾚﾝ ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳﾀ

7 3251 洞田　廉(高１) 守山高 7 3412 藤島　颯大(高１) 愛知高
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ

8 3253 林　和輝(高１) 守山高 8 6487 北嶋　理人(高１) 半田高



男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　62組

61組 風(+/-    ) 62組 風(+/-    )

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

1 1

ﾐﾔｶﾞﾜ ｿﾗ ﾎｯﾀ ﾕｳｷ

2 5536 宮川　空(高１) 南陽高 2 5589 堀田　優樹(高１) 天白高
ﾏｽﾓﾄ ﾀﾂｷ ﾏｷﾉｼﾉｽｹ

3 5590 増元　達基(高１) 天白高 3 3286 牧野　獅之介(高１) 名古屋商高
ｲｹﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ

4 3291 池村　佳紀(高１) 名東高 4 5562 山下　優芽(高１) 同朋高
ﾔﾀﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ ｼﾐｽﾞﾀｲﾗ

5 5594 谷田部　僚介(高１) 天白高 5 3287 清水　平(高１) 名古屋商高
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ

6 5540 西村　斗望(高１) 南陽高 6 5563 小林　大心(高１) 同朋高
ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

7 5537 佐藤　翔平(高１) 南陽高 7 5597 齋藤　大地(高１) 天白高
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ

8 3292 杉山　紘大(高１) 名東高 8 5596 安藤　修平(高１) 天白高

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



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　32組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾏｺｼ ﾋﾛﾄ ﾀｹﾓﾘ ﾄﾜ

1 2797 玉腰　大翔(高３) 瀬戸西高 1 4934 竹森  斗渉(高１) 中京大中京高

ｲｼｹﾞ ﾀｲｷ ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

2 940 石毛　大輝(Ｍ１) 中京大 2 2760 鈴村　州平(高３) 春日井高
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｵｶｿﾞｴ ｼｭｳﾍｲ

3 3249 山田　祐輔 愛教大ｸ名古屋 3 4925 岡副 周平(高２) 中京大中京高

ｲｹﾀﾞ  ｼｮｳﾔ ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ

4 2887 池田　翔哉(高３) 愛工大名電高 4 64 新海　涼司(Ｍ２) 名古屋大
ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ

5 4897 桂木 大和(高３) 中京大中京高 5 3040 早川　智基 TSM
ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｷ

6 3243 池谷　英敏 愛教大ｸ名古屋 6 2906 渡邉　大暉(高２) 愛工大名電高

ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾄ ｲﾁﾘｭｳ ﾘﾝ

7 4905 西垣 拓音(高３) 中京大中京高 7 5685 一柳　凛(大３) 名城大
ｷﾘﾔﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ

8 4903 桐山  誠二郎(高３) 中京大中京高 8 3133 川口　真(高２) 至学館高

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾂｼﾞﾑﾗ  ﾏｵｷ ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾄ

1 2919 辻村　真生樹(高３) 愛工大名電高 1 2755 安立　温人(高２) 春日井高
ﾀｶﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

2 4908 高田  圭士郎(高３) 中京大中京高 2 4916 髙島 蒼大(高２) 中京大中京高

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ

3 5080 山田　康太(高２) 富田高 3 4932 鈴木  櫂斗(高１) 中京大中京高

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾗｲ ｺﾓﾘ ｱｵｲ

4 4917 松永 海来(高２) 中京大中京高 4 3081 小森　葵(2) 旭丘高
ｼﾞﾝｵ ﾏｻｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲﾄ

5 5248 陣尾　政気(高２) 名古屋大谷高 5 5209 水谷　魁志(高３) 名古屋大谷高

ｶﾐﾔ ｼｭﾝｷ ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾞｲ

6 5-1036 神谷　駿輝(大１) 南山大 6 4913 池田  駿大(高２) 中京大中京高

ﾐｽﾞﾉ ｶﾝﾀ ﾀｶｲ ﾕｳﾀ

7 544 水野　寛大(大２) 東海学園大 7 6867 高井　佑太(中３) 愛知陸協
ﾆﾜ  ｺｳｾｲ ｲﾜﾈ  ｶｲﾄ

8 2898 丹羽　皓星(高２) 愛工大名電高 8 2910 岩根　海翔(高２) 愛工大名電高

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏｴｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾎ

1 2970 金井　純也(高２) 千種高 1 2915 前島　和歩(高１) 愛工大名電高

ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

2 5233 伊藤　大翔(高２) 名古屋大谷高 2 5208 濱田　晃成(高３) 名古屋大谷高

ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ

3 3011 山内　研人(高２) 名古屋高 3 3088 中島 悠太(中２) TSM
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾙﾏﾝ ﾀｹﾓﾄ ｺｵｷ

4 5212 小林　あるまん(高３) 名古屋大谷高 4 6353 竹本　光騎(高２) 大府高
ｱｵﾔﾏ ｼｭｳ ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ

5 2841 青山　崇(高３) 愛知高 5 5072 中西　叶夢(高２) 惟信高
ｱﾄﾐ ﾄｼｱｷ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ

6 3250 跡見　俊明 愛教大ｸ名古屋 6 5-711 水野　祐亮(大４) 至学館大
ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾏ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ

7 3047 杉本　爽真(高２) 菊華高 7 3032 木村　海斗(中３) 大須AC
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾏ ｱｻｲ ﾚｵ

8 5228 小島　拓真(高２) 名古屋大谷高 8 6298 浅井　伶勇(高２) 横須賀高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　32組

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾀ  ﾂｸﾙ ｲﾇｶｲ ﾋｻﾄ

1 2904 中田　創(高２) 愛工大名電高 1 5302 犬飼　一紗人(高２) 松蔭高
ｵｶﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ ｽｲｹﾝ ｹｲﾀ

2 3361 岡村　隆平 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 2 2853 水軒　啓太(高２) 愛知高
ﾏｷﾉ ｼｮｳｴｲ ｼｵｻﾞﾜ ﾘｸ

3 5188 牧野　祥英　(高２) 瑞陵高 3 5338 塩澤　陸(高２) 豊明高
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｺｳｾｲ

4 3113 安田　涼平(高２) 明和高 4 5227 前泊　晃成(高２) 名古屋大谷高

ｵｵﾀｹ ﾊﾙﾄ ﾆﾑﾗ ｿｳﾔ

5 6359 大竹　陽士(高２) 大府高 5 5433 二村　颯耶(高２) 熱田高
ﾀｹﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｲﾀｸﾗ ﾕｳｷ

6 6352 竹本　響玖(高２) 大府高 6 2867 板倉　有紀(高３) 愛知高
ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ ｶﾄｳ ｺｳｽｹ

7 5399 岡田　明(高２) 向陽高 7 3029 加藤　広輔(高３) 名古屋高
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾔ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ

8 5272 武田　眞哉(高２) 桜台高 8 6305 榊原　京佑(高２) 横須賀高

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｶﾞﾉ ﾄﾗﾉｽｹ ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ

1 6469 菅野　虎之介(高２) 半田東高 1 5226 林　翼(高２) 名古屋大谷高

ｶﾂﾗ  ﾅｷﾞﾄ ﾊﾀ ｿﾗﾄ

2 2907 桂　凪澄(高２) 愛工大名電高 2 5194 秦　空翔(高２) 瑞陵高
ﾆﾜ ﾀｲｾｲ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

3 6327 丹羽　大聖(高２) 大府東高 3 3095 松本　祐輝(高３) 春日井西高
ｽｻｷ ﾕｳｽｹ ｷﾏﾀ ｶｲﾄ

4 2833 洲崎　友祐(高２) 守山高 4 5089 木全　海斗(高２) 名城大附高
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳ ｸｼﾀﾞ ｺｳﾖｳ

5 6333 荻原　琉(高３) 大府東高 5 6319 串田　幸陽(高２) 大府東高
ﾊﾅﾀﾞ ﾚﾝ ﾅｶﾀﾞ ﾋｶﾙ

6 5239 花田　蓮(高１) 名古屋大谷高 6 3091 中田　光(2) 旭丘高
ﾑｶｲ ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾊﾗ ﾊﾙｷ

7 5424 向井　琉晟(高２) 熱田高 7 5642 大原　遙起(高１) 名古屋大谷高

ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾙ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

8 3104 本田　輝(高２) 明和高 8 3093 藤田　悠生(高３) 春日井西高

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1 3093 神谷 流星(中２) TSM 1 3125 渡邊　太翼(高２) 栄徳高
ﾂﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ

2 3126 津山　晃大朗(高２) 栄徳高 2 2930 吉田　圭汰(高３) 市工芸高
ｵｵﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾀｶﾀﾞ  ﾕｳｼﾞﾛｳ

3 5013 大屋　亮太朗(高２) 昭和高 3 2913 髙田　裕二郎(高１) 愛工大名電高

ﾊﾔﾀ ｲﾌﾞｷ ｱｻﾋｶﾞﾀ ｿﾗﾋｺ

4 5271 早田　依蕗(高２) 桜台高 4 6354 旭形　空彦(高２) 大府高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ

5 3131 渡邊　太智(高２) 栄徳高 5 3094 中澤　依吹(高２) 春日井西高
ｵｵﾄﾓ ﾂｷﾄ ﾌｼﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

6 5071 大友　月登(高２) 惟信高 6 3330 藤野　響(1) 旭丘高
ｻｶｲ ﾀｲﾁ ｳｷﾀ ﾐﾅﾄ

7 3085 坂井 大一 (中２) TSM 7 5644 浮田　湊(高１) 名古屋大谷高

ｿﾉﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｿﾌﾞｴ ﾊﾔﾄ

8 5033 園田　進之介(高２) 名古屋南高 8 5415 祖父江　隼人(高３) 日進高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　32組

13組 14組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｶﾀﾞ ﾘｵ ｷｷﾂ ﾕｳｶﾞ

1 3260 髙田　理生(高１) 旭野高 1 5241 喜々津　侑駕(高１) 名古屋大谷高

ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾀﾞｲ

2 5435 原田　智行(高２) 熱田高 2 3048 早川　壮大(高２) 菊華高
ｱｻﾋﾅ ﾀｸﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ

3 5230 朝比奈　拓海(高２) 名古屋大谷高 3 3110 近藤　薫(中３) 御幸山中
ﾀｷﾉ ｺｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ

4 5066 瀧野　康介(高２) 惟信高 4 5044 橋本　昂汰(高２) 名古屋南高
ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｲﾉｼﾏ ｺｳﾒｲ

5 5303 桒山　康平(高２) 松蔭高 5 2823 猪嶋　耕明(高２) 名古屋西高
ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾞｵ ｺｳｽｹ

6 990 後藤　大輔(大１) 愛知大 6 3136 長尾　孝介 愛知マスターズ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ ﾏﾂｶﾜ ｹﾞﾝﾀ

7 3362 山口　峰昌 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 7 3073 松川　玄汰(高２) 菊里高
ﾀﾃﾏﾂ ﾀｸﾔ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｻｸ

8 5069 立松　拓也(高２) 惟信高 8 2849 鈴木　大策(高２) 愛知高

15組 16組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ ﾐﾁﾊﾀ ﾘｸ

1 6351 安達　雄樹(高２) 大府高 1 5413 道端　莉久(高３) 中川商高
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｻｺ ﾊﾔﾄ

2 6349 加藤　大雅(高２) 大府高 2 2800 迫　駿登(高２) 瀬戸西高
ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ ｲﾄｳ ﾊﾙ

3 5532 田中　悠雅(高１) 富田高 3 3157 伊藤　春(2) 山田高
ｲｶｲ ﾊﾔﾃ ﾔｽﾀﾞ ﾚｲ

4 3150 猪飼　疾風(3) 山田高 4 3046 安田　零唯(高３) 菊華高
ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾄﾘｲ ｹﾝﾀﾞｲ

5 5318 竹本　遥稀(高２) 松蔭高 5 3122 鳥居　健大(高２) 栄徳高
ﾂｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｱｲｶﾜ ﾅｵﾄ

6 5017 柘植　健太郎(高２) 昭和高 6 6961 相川　尚門(中３) 河和中
ｲｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ﾆｲﾐ ﾊﾔﾄ

7 5929 石田　琥太郎(中３) 東郷ＡＣ 7 3049 新美　颯人(高２) 菊華高
ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾉｽｹ ｻﾄｳ ﾊﾙﾔ

8 5512 山下　岳之助(中３) SET PROJECT 8 5273 佐藤　遥也(高２) 桜台高

17組 18組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾉﾑﾗ ｲｸﾐ ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ

1 3211 野村　郁心(中３) 守山西中 1 3393 荒川　雄太(高１) 明和高
ｶｽｶﾞ ﾄﾜ ｱｵﾔｷﾞ ｺｳ

2 3213 春日　叶羽(中３) 守山西中 2 5556 青柳　光(高１) 向陽高
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾜﾄ ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾏ

3 5202 林田　和土(高２) 中村高 3 5422 前川　涼馬(高２) 熱田高
ｼﾐｽﾞ ﾅﾙ ﾋｵｷ ﾘｭｳﾔ

4 3420 清水　鳴(中３) 守山中 4 557 日置　竜也(大３) 南山大
ﾌｼﾞｲ ﾈｵ ｶﾄｳ ｻﾄｼ

5 3072 藤井　音央(高２) 菊里高 5 6325 加藤　智(高２) 大府東高
ｶｺ ﾕｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ

6 5323 加古　裕貴(高２) 大同大大同高 6 6401 山本　拓真(高２) 半田工高
ｵｸﾑﾗ ｿｳｺﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ

7 5426 奥村　颯悟(高２) 熱田高 7 6331 齋藤　悠真(高２) 大府東高
ｽｽﾞﾑﾗ ｿｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾙｲ

8 3268 鈴村　颯太(高１) 旭野高 8 3103 竹内　琉維(高２) 明和高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　32組

19組 20組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝ ﾏﾂﾉﾋﾗ ｿｳｲﾁ

1 4962 安達　蓮(高２) 天白高 1 5255 松野平　壮一(高２) 東郷高
ｵﾘﾄ ﾕｳﾔ ｱｻｲ ｼｮｳﾖｳ

2 3075 折戸　優哉(高２) 菊里高 2 2997 浅井　翔陽(高２) 高蔵寺高
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾏ

3 5256 鈴木　竣也(高２) 東郷高 3 3218 早川　良磨(中３) 守山西中
ｶﾆｴ ﾘｭｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ

4 6422 蟹江　隆太(高２) 知多翔洋高 4 6513 山口 健(高１) 半田工高
ｶﾜｻｷ ﾌﾐｵ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾅｷﾞﾄ

5 5472 川崎　史雄(高２) 緑高 5 5480 畔栁 凪斗(中２) 豊明中
ﾉﾑﾗ ｾｲﾔ ﾅｶｼﾏ ﾀｲﾁ

6 2872 野村　青矢(高３) 愛知高 6 6510 中島 太地(高１) 半田工高
ｺｼﾞﾏ ｲﾂｷ ﾊﾞﾝヴｱﾝﾋ ﾌｯｸ

7 5694 小島　一桐(高１) 緑高 7 3112 バンヴアンヒ　フック(中３) 御幸山中
ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｷ ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

8 6547 中園　優希(高１) 大府東高 8 3234 岡本　昂大(高１) 千種高

21組 22組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾋ

1 5238 小川　晃平(高２) 名古屋大谷高 1 6568 武内　雄飛(高１) 東海南高
ｽｽﾞｷ ﾘｸ ﾗﾋｽﾞﾐ ﾘｮｳ

2 5200 鈴木　陸(高２) 中村高 2 4964 来肥住　涼(高２) 天白高
ｱｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ

3 3210 青山　周平(中３) 守山西中 3 5437 後藤　大輝(高２) 熱田高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ ｼﾉｸﾗ ｱｵﾄ

4 3233 遠藤　由翔(高１) 千種高 4 5172 篠倉　碧仁(高２) 愛産大工高
ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ ﾅｶﾞｾ ﾅｵﾑ

5 5558 中田　健太(中３) 味美中 5 2808 長瀬 尚武(高２) 瀬戸西高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ

6 3182 中村　優希(高３) 春日井商高 6 3086 髙島 悠生 (中２) TSM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

7 5431 渡邉　哲平(高２) 熱田高 7 5555 伊藤　綾佑(中３) 味美中
ｶﾂﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ

8 3325 勝又　潤矢(高１) 春日井東高 8 3324 長谷川　湘平(高１) 春日井東高

23組 24組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀ

1 3363 渡邉　綾柊(1) 山田高 1 3339 湯本　翔太(高１) 春日井商高
ﾓﾘ ﾕｳﾄ ｼﾉｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 6414 森　祐翔(高２) 知多翔洋高 2 5293 篠川　稜太朗(高２) 市工業高
ｼﾊﾞﾐﾔ ｺｳｽｹ ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳﾔ

3 4980 芝宮　光亮(高２) 天白高 3 6415 杉浦　僚哉(高２) 知多翔洋高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

4 5168 高橋　祐汰(高２) 愛産大工高 4 5684 上田　航輝(高１) 熱田高
ｲﾏｲ ｶﾞｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ

5 2763 今井　楽翔(高２) 春日井高 5 5682 小林　蓮太郎(高１) 熱田高
ﾉﾘﾀｹ ﾄｳｲ ｳｽｲ ﾀｸﾐ

6 2807 則武 冬依(高２) 瀬戸西高 6 5173 臼井　拓海　(高２) 愛産大工高
ﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

7 5152 西　隆之介(高２) 愛産大工高 7 5444 髙橋佑多(中３) 豊明栄中
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

8 3322 髙橋　和希(高１) 春日井東高 8 5534 佐藤　亮汰(高１) 富田高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　32組

25組 26組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｷﾀﾞ ﾄﾓｷ

1 3184 鈴木　雄大(高２) 春日井商高 1 5174 喜田　友葵(高２) 愛産大工高
ﾋﾗ ｿｳｲ ﾁﾉ ﾘｮｳﾔ

2 3043 比良　壮維(中２) 大須AC 2 5151 千野　涼也(高２) 愛産大工高
ｵﾉ ｿｳﾀ ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ

3 3217 小野　颯太(高１) 瀬戸西高 3 5290 鈴木　彼方(高３) 市工業高
ﾀｶﾊﾗ ﾖｳﾀ ﾀｹｵ ﾏﾂﾘ

4 3058 高原　耀太(中２) 大須AC 4 5149 竹尾　祭(高２) 愛産大工高
ｵﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ｱｻﾇﾏ ﾚｵﾝ

5 5443 小山瑞希(中３) 豊明栄中 5 3046 浅沼　怜音(中２) 大須AC
ｸﾉ ﾀｸﾏ ｼﾞﾝ ｶｹﾙ

6 5175 久野　巧真(高２) 愛産大工高 6 5262 陣　翔(高２) 東郷高
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ ﾄﾐﾅﾘ ｺｳｷ

7 5560 佐々木　響(中３) 味美中 7 3087 富成 煌暉(中２) TSM
ﾀｶｻｷ ﾕｲﾄ ｱｶｲｹ ｴｲﾀ

8 3337 高崎　唯利(高１) 春日井商高 8 5498 赤池　瑛太(中１) SET PROJECT

27組 28組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ

1 3082 大久保　卓人(中２) TSM 1
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

2 3047 安藤　一哉(中１) 大須AC 2 3040 高橋　宗汰(中２) 大須AC
ﾏｴｶﾜ ﾋｮｳ ｺﾃﾞﾗ ﾌｳﾏ

3 5603 前川　彪(高１) 惟信高 3 3303 小寺　楓真(高１) 春日井西高
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ ｲﾁﾔﾏ ﾚｵ

4 4082 佐藤　大悟(中１) 吉根中 4 4165 一山　怜央(中３) TSM
ｻﾀﾞﾁｶ ﾖｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ

5 3055 貞近　洋太(中２) 大須AC 5 3304 松本　誠也(高１) 春日井西高
ｶﾜｲ ﾀｹﾙ ﾊｯﾄﾘ ﾃﾙﾋｺ

6 5171 河合　尊瑠(高２) 愛産大工高 6 5693 服部　輝彦(高１) 緑高
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ

7 3300 紅林　大晴(高１) 春日井西高 7 5697 山本　竜也(高１) 緑高
ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

8 3098 樋口　諒(中２) TSM 8 3053 近藤　祥太(中２) 大須AC

29組 30組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｵｵﾆｼ ｼｮｳｴｲ ﾓﾘ ｺｳｷ

2 6564 大西　翔瑛(高１) 知多翔洋高 2 4034 森　光輝(中１) 桜田中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾀ ｼﾝﾑﾗ ﾒｸﾞﾑ

3 966 山口　寛大(大１) 南山大 3 1034 榛村　恵武(大１) 南山大
ｻｻｷ ｶﾝﾀ ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

4 126 佐々木　寛太(大２) 愛知教育大 4 5670 佐藤　良祐(高１) 中村高
ﾐｳﾗ ｼｭｳ ｱｻﾉ ﾀｲｷ

5 3221 三浦　崇(高１) 瀬戸西高 5 5666 浅野　大輝(高１) 中村高
ｶﾜｼﾀ ｼｭｳｻｸ ｻｶｷﾏ ｺｳｾｲ

6 2801 川下 柊咲(高２) 瀬戸西高 6 558 榊間　康生(大３) 南山大
ｳﾏﾀﾞ ﾘｸ ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ

7 6561 馬田　莉玖(高１) 知多翔洋高 7 5-720 黒田　遥太(大３) 至学館大
ﾀｹｲﾁ ﾘｮｳﾍｲ ﾜｶﾒﾀﾞ ﾘｸ

8 3219 竹市　涼平(高１) 瀬戸西高 8 5664 若目田　稜(高１) 中村高



男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　32組

31組 32組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ﾄﾐﾀ ﾀｲﾘ ﾃﾗｶﾄﾞ ｵｳｽｹ

2 563 冨田　泰理(大２) 南山大 2 3405 寺門　桜佑(高１) 愛知高
ｻｲﾄｳ ﾖｼﾏ ﾎﾗﾀ ﾚﾝ

3 3017 齊藤　喜麻(中２) 宝神中 3 3251 洞田　廉(高１) 守山高
ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾀ ｾﾝﾀﾞ ｻｸﾔ

4 3224 稲垣　颯汰(高１) 瀬戸西高 4 5538 仙田　朔也(高１) 南陽高
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲｾｲ ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

5 3225 吉澤　海晴(高１) 瀬戸西高 5 3380 伊藤　紘輝(高１) 春日井高
ｸﾗﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

6 5584 倉津　隆之介(高１) 東郷高 6 3406 小川　秀彬(高１) 愛知高
ｲﾏﾑﾗ ｿｳｼ ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾊﾙ

7 560 今村　壮志(大３) 南山大 7 5583 西脇　智晴(高１) 東郷高
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ

8 5668 鈴木　輝(高１) 中村高 8 3001 瀧本　和希(中２) 宝神中

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



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾂ ｱｷﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

1 6338 中津　瑛斗(高３) 大府東高 1 6307 北村　栄敏(高２) 福祉大付高
ﾋﾀﾞｶ ﾄｵﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

2 3212 日高　徹 知多教員ｸﾗﾌﾞ 2 2736 山口　大貴(高３) 旭野高
ﾔｽｲ ﾕｳﾄ ﾌﾅﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

3 5-628 安井　悠人(大４) 名古屋工業大 3 2729 舟橋　良祐(高３) 旭野高
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

4 5-720 黒田　遥太(大３) 至学館大 4 5134 鈴木　拓登(高２) 名経大高蔵高

ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ

5 3090 永山　周輝 I.A.R.C名古屋 5 3026 廣瀬　史明 No-Mark
ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ

6 2882 市丸　健太(1) 愛知高 6 4926 山田  幸音(高２) 中京大中京高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

7 2864 遠藤　優成(1) 愛知高 7 3164 渡邉　卓弥 POWERMAX
ｻﾝﾄｳ ﾕｽﾞｷ ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ

8 5-241 山東　柚輝(大２) 岐阜協立大 8 5270 林　朋広(高２) 桜台高
ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｵｻﾞﾜ ﾋｲﾛ

9 2876 橋本　憲一郎(1) 愛知高 9 2861 小澤　陽一路(1) 愛知高
ﾎﾝﾏ ﾊﾙｷ ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ

10 5108 本間　脩規(高３) 名経大高蔵高 10 2860 加藤　草太郎(1) 愛知高
ｶﾒｼﾏ  ｿｳﾀ ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

11 2916 亀島　颯太(高３) 愛工大名電高 11 2862 加藤　大地(1) 愛知高
ｸﾗﾁ ｺｳｷ ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳｽｹ

12 2730 倉知　晃希(高２) 旭野高 12 2875 柴田　恭佑(1) 愛知高

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾄｳ ﾋﾛﾏｻ ﾌｸﾅｶﾞ  ｱｲﾄ

1 1006 加藤　宏雅(大１) 中京大 1 2926 福永　藍都(高２) 愛工大名電高

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ

2 3040 早川　智基 TSM 2 5509 森田　清(中３) SET PROJECT

ｻｻｷ ﾃﾂ ｲｹﾀﾞ ﾘｸﾔ

3 3076 佐々木　哲(中３) TSM 3 5025 池田　陸哉(高３) 名古屋南高
ｵｶﾓﾄ ｻｸﾔ ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ

4 5367 岡本 朔矢(高２) 星城高 4 9162 川熊　悟 愛知陸協
ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ ｼﾊﾞｷ ｱｵﾊﾞ

5 6361 佐藤　聖真(高３) 半田農高 5 5150 柴木　葵羽(高２) 愛産大工高
ﾓﾓｾ ｶﾅﾀ ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ

6 2990 百瀬　奏太(高２) 高蔵寺高 6 5072 中西　叶夢(高２) 惟信高
ｷﾏﾀ ｺｳﾀ ｳﾁﾀﾞ ｲｸ

7 5038 木全　孝太(高３) 名古屋南高 7 5436 内田　郁(高２) 熱田高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

8 2858 長谷川　直哉(2) 愛知高 8 5440 山崎　晴大(高２) 熱田高
ｲﾏﾑﾗ ﾖﾂﾊﾞ ｽｷﾞﾄ ｹﾝﾀ

9 5095 今村　四葉(高２) 名城大附高 9 2878 杉戸　健太(2) 愛知高
ｵﾉ ﾀｲﾖｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

10 4935 小野  太陽(高１) 中京大中京高 10 5502 伊藤　悠真(中２) SET PROJECT

ﾓﾄﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ

11 5395 本村　大河(高２) 向陽高 11 3509 谷口　唯都 名古屋市役所

ｻｸｶﾞﾜ ｾｲﾙ ﾅｷﾞﾗ  ﾚｲﾔ

12 3139 佐久川　聖路(高２) 至学館高 12 2902 柳楽　玲哉(高２) 愛工大名電高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｱｵﾔﾏ ﾊﾔﾀ

1 5013 大屋　亮太朗(高２) 昭和高 1 5090 青山　隼大(高２) 名城大附高
ｲｼｲ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

2 3053 石井　雄大(高１) 東海高 2 5080 山田　康太(高２) 富田高
ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

3 2754 田村　僚大(高２) 春日井高 3 2962 井上　翔太(高２) 千種高
ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾎ ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

4 2929 野尻　和秀(高３) 市工芸高 4 6480 柴田　順平(高１) 横須賀高
ﾂﾂﾞｷ ﾃｯﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

5 5340 都築　哲太(高２) 豊明高 5 5473 藤原　光一郎(高１) 豊明高
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｻｶｲ ｹﾝｾｲ

6 3078 鈴木　駿太郎(中３) TSM 6 2845 酒井　健成(3) 愛知高
ﾌｸｲ ｹｲﾄ ﾜｶﾏﾂ  ｼｭﾝ

7 5493 福井 慧大(中２) 豊明中 7 2925 若松　駿(高２) 愛工大名電高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ

8 5339 近藤　佑亮(高２) 豊明高 8 2863 大堀　陽輝(1) 愛知高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ｶﾐｼﾏ ﾊﾔﾏ

9 4123 小林　航(大１) 名大医AC 9 5236 神島　隼麿(高２) 名古屋大谷高

ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ ｼﾐｽﾞ ﾘｸ

10 3303 中野　哲也 庄内ＲＴ 10 636 清水　理久(大３) 名古屋工業大

ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ

11 5510 森田　聡(中３) SET PROJECT 11 5927 中川　景太(中３) 東郷ＡＣ
ｽｽﾞｷ  ﾋﾛｷ ﾀｹﾓﾄ ｺｵｷ

12 2890 鈴木　博貴(高３) 愛工大名電高 12 6353 竹本　光騎(高２) 大府高

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ

1 2956 宮﨑　順(高２) 愛知総合工科高 1 2831 大庭　拓馬(高２) 緑丘高
ｵﾄｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ ｽｶﾞﾉ ﾄﾗﾉｽｹ

2 5277 音窪　一真(高２) 桜台高 2 6469 菅野　虎之介(高２) 半田東高
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾀ

3 5743 中川　景太(中３) 春木中 3 3334 山崎　晴多(1) 旭丘高
ﾅｶﾞｵ ｺｳｽｹ ﾔﾀﾍﾞ ﾘﾋﾄ

4 3136 長尾　孝介 愛知マスターズ 4 5511 谷田部　琳仁(中３) SET PROJECT
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

5 6305 榊原　京佑(高２) 横須賀高 5 5513 山本　敬太(中１) SET PROJECT

ｱｽﾞﾏ ﾃﾂﾋｻ ｲﾜﾀ ﾏｻｱｷ

6 3618 東　哲久 名古屋学院ク 6 5410 岩田　優明(高２) 向陽高
ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

7 3328 金子　佳大(1) 旭丘高 7 3022 山田　雅大(高１) 名古屋高
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾌｳｽｹ ﾎｿｴ  ﾂﾊﾞｻ

8 2903 近藤　楓介(高２) 愛工大名電高 8 2905 細江　翼(高２) 愛工大名電高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ

9 5506 中川　太雅(中３) SET PROJECT 9 6349 加藤　大雅(高２) 大府高
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｱﾄ ﾀｶﾀﾞ ﾘｵ

10 3035 山田　珠貴人(高２) 名古屋高 10 3260 髙田　理生(高１) 旭野高
ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾔ

11 3056 菅野　絢之介(中２) 大須AC 11 5272 武田　眞哉(高２) 桜台高
ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｷ ｻｲｶｲ ｴｲｼﾝ

12 3036 天野　伸城(中２) 大須AC 12 5079 西海　瑛心(高３) 富田高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵﾀ ｿｳ ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ

1 3013 太田　壮(高２) 名古屋高 1 3125 杉浦　光紀(中２) 御幸山中
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾈ ﾊﾙｷ

2 5525 山岸　遥斗(高１) 豊明高 2 3796 山根　陽希(中２) 大須AC
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ

3 5432 川口　温人(高２) 熱田高 3 5250 後藤　優心(高１) 名古屋大谷高

ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ｲﾜｻﾜ ﾕｳﾏ

4 6367 杉山　隼佑(高２) 半田農高 4 3144 岩澤　侑摩(高２) 至学館高
ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｽｹ ｺｼﾞﾏ ﾀｹﾙ

5 5639 日下部　光亮(高１) 名古屋大谷高 5 5008 小島　武(高２) 昭和高
ﾊﾞﾝヴｱﾝﾋ ﾌｯｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

6 3112 バンヴアンヒ　フック(中３) 御幸山中 6 4966 小林　聡太(高２) 天白高
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾀｶﾑﾗ ﾀｲﾁ

7 5294 小林　慶二郎(高２) 市工業高 7 5445 髙村泰地(中３) 豊明栄中
ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｷ ﾐﾁﾊﾀ ﾘｸ

8 4961 前田　豊暉(高２) 天白高 8 5413 道端　莉久(高３) 中川商高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾍｲ

9 6368 近藤　巧海(高３) 東海商高 9 6911 山下 凌平(中３) 知多中
ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾗﾋｽﾞﾐ ﾘｮｳ

10 3039 鷲見　龍之介(中２) 大須AC 10 4964 来肥住　涼(高２) 天白高
ｾｷﾔ ｺｳｾｲ ｱｵｷ ｱｻﾋ

11 5254 関谷　康生(高２) 東郷高 11 5155 青木　朝日(高３) 愛産大工高
ﾌｼﾞｲ ﾈｵ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

12 3072 藤井　音央(高２) 菊里高 12 6865 近藤　大地(中２) 愛知陸協

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆｲﾐ ﾅｵｷ ｽｽﾞｷ ﾀｹﾊﾙ

2 6851 新美　直輝(中３) 東浦中 2 5278 鈴木　丈遥(高２) 桜台高
ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ ｴﾉﾓﾄ ｾｲﾔ

3 5471 岡田　誠矢(高２) 緑高 3 6430 榎本　誠也(高２) 東海南高
ﾄｷｵｶ ﾀﾏｷ ﾓﾘ ｼｭｳﾔ

4 5687 時岡　環(高１) 熱田高 4 5696 森　修也(高１) 緑高
ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ ﾆｷ ｹﾝｽｹ

5 6491 山本　宇亨(高１) 横須賀高 5 3364 仁木　健介(1) 山田高
ｶｽｶﾞ ﾄﾜ ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ

6 3213 春日　叶羽(中３) 守山西中 6 3298 伊藤　祐成(高１) 春日井西高
ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ ｵﾉ ｿｳﾀ

7 5274 藤野　隼輔(高２) 桜台高 7 3217 小野　颯太(高１) 瀬戸西高
ｻｶｸﾗ ｱｷﾖ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

8 5529 坂倉　吾清(高１) 富田高 8 3092 山﨑　大洋(2) 旭丘高
ｻｲﾄｳ ﾀｸ ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ

9 5421 斉藤　拓(高２) 熱田高 9 6321 村田　誠裕(高２) 大府東高
ｺｻｶ ｺｳｾｲ ｱﾏﾉ ｶｲﾄ

10 3033 小阪　光生(中３) 大須AC 10 4965 天野　海斗(高２) 天白高
ﾁｱﾝ ﾅｵﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

11 3264 地案　尚宏(高１) 旭野高 11 5019 鈴木　佳太(高２) 昭和高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ

12 3335 長谷川　颯(1) 旭丘高 12 5412 藤井　春樹(高２) 向陽高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

13組 14組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾈ ﾘｸﾄ ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ

2 3109 中根　陸人(高２) 明和高 2 3395 林　凌楽(1) 愛知高
ｳﾉ ﾊﾙﾋ ｲﾁｶﾜ ｱｵｲ

3 2965 宇野　春陽(中３) 大高中 3 3147 市川　蒼(高２) 至学館高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳﾀ

4 6496 近藤　大翔(高１) 大府東高 4 5162 熊谷　翔太(高３) 愛産大工高
ｲｼｲ ｺｳｷ ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ

5 5438 石井　皐暉(高２) 熱田高 5 5558 中田　健太(中３) 味美中
ｽｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ

6 3210 杉原　知樹(高１) 高蔵寺高 6 5521 岩田　輝(高１) 豊明高
ｿﾌﾞｴ ﾊﾙﾀｶ ｵｾﾞｷ ｺｳｽｹ

7 5606 祖父江　晴天(高１) 昭和高 7 3236 尾関　浩輔(高１) 千種高
ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

8 5469 熊澤　諒汰(高２) 緑高 8 5316 吉田　鼓太郎(高２) 松蔭高
ｻﾄｳ ｶﾅﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ

9 5547 佐藤　奏汰(高１) 名古屋南高 9 5555 中川　昊(高１) 向陽高
ﾆｼﾉ ﾐﾂｷ ｲｻｼﾞ ﾖｳ

10 5041 西野　光騎(高２) 名古屋南高 10 5501 伊左治　耀(中１) SET PROJECT

ｶﾜｼﾀ ｼｭｳｻｸ ｵﾓﾔ ﾏｻｷ

11 2801 川下 柊咲(高２) 瀬戸西高 11 3314 面屋　昌樹 庄内ＲＴ
ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ

12 3305 下村　和生(高１) 春日井西高 12 5505 武田　凪月(中１) SET PROJECT

15組 16組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ ﾀﾅｶ ﾖｼｷ

2 3413 林　壱成(高１) 菊里高 2 5686 田中　佳喜(高１) 熱田高
ﾅｶﾀ ｹﾝｽｹ ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

3 3272 中田　健介(高１) 旭野高 3 5683 多田　賢司(高１) 熱田高
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

4 5159 小林　洸汰(高３) 愛産大工高 4 5680 山田　将平(高１) 熱田高
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾁｸｻ ｷﾘｭｳ

5 5555 伊藤　綾佑(中３) 味美中 5 5522 千種　輝竜(高１) 豊明高
ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｸﾛﾀｷ ﾋｮｳｶﾞ

6 2943 川畑　俊介(高２) 名東高 6 5601 黒瀧　彪雅(高１) 惟信高
ｵｵﾊﾗ ﾚｲ ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ

7 5605 大原　励(中２) 沓掛中 7 5560 佐々木　響(中３) 味美中
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ

8 3302 杉本　崚磨(高１) 春日井西高 8 5470 池上　正悟(高２) 緑高
ｱｻｸﾗ ｼｭﾝ ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ

9 5695 浅海　駿(高１) 緑高 9 3433 河村　隼門(中２) 守山中
ｶｲ ｼﾝﾊﾞ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

10 7030 甲斐　信羽(中１) 愛知陸協 10 3301 鈴木　啓太(高１) 春日井西高
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ ｵｵﾂﾎﾞ ﾘﾂｷ

11 3044 山田　瞭志(中２) 大須AC 11 5161 大坪　律稀(高３) 愛産大工高
ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｺﾞ

12 5614 松井　洋斗(高１) 昭和高 12 5617 古川　東吾(高１) 昭和高



男子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

17組 18組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｶｵ ｺｳﾀﾞｲ

2 3184 鈴木　雄大(高２) 春日井商高 2 5610 中尾　耕大(高１) 昭和高
ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ ﾜｶﾏﾂ ﾌｳｶﾞ

3 6537 土井　隼都(高１) 半田東高 3 5558 若松　歩駕(高１) 向陽高
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾋﾄ ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ

4 3346 小島 晴仁(高１) 至学館高 4 3061 中島　康喜(中１) 大須AC
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾏ

5 5615 伊藤　佑真(高１) 昭和高 5 3048 和泉　匠真(中２) 大須AC
ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾞｮｳ ｺｲｹ ﾐﾗｲ

6 3348 福永 丞(高１) 至学館高 6 2838 小池　未来(高２) 守山高
ｶﾀｶﾐ ﾘｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

7 3089 片上　力旗(2) 旭丘高 7 5612 近藤　佑太(高１) 昭和高
ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾖｼﾏ

8 3064 橋本　航介(中１) 大須AC 8 3017 齊藤　喜麻(中２) 宝神中
ｶｼﾞｳﾗ ﾕｳｷ ｲﾄｲ ﾕｳﾏ

9 5295 梶浦　悠生(高２) 市工業高 9 3912 糸井　悠真(中１) 大高中
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ

10 3082 大久保　卓人(中２) TSM 10 3910 片桐　蒼大(中１) 大高中
ﾀｹﾉ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝﾀ

11 3218 竹野　響一郎(高１) 瀬戸西高 11 3222 堀内　隼大(高１) 瀬戸西高
ﾄﾔ ﾕｳｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ

12 5557 戸谷　悠悟(高１) 向陽高 12 5669 古林　智弥(高１) 中村高

19組 20組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾅｶ ﾅｵﾄ ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳﾀ

2 2815 田中直人(高２) 長久手高 2 6499 杉村　光太(高１) 東海商高
ﾐﾂﾅｶ ﾘｸ ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾊﾙ

3 5578 満仲　陸(高１) 大同大大同高 3 5583 西脇　智晴(高１) 東郷高
ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｱｷ ﾐﾂｲ ｷﾞﾝｼﾞ

4 3383 前川　太陽(高１) 春日井高 4 3356 三井　銀次(中２) 桜田中
ｸﾎﾞ ﾊﾙﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ

5 3384 久保　陽采(高１) 春日井高 5 3252 ワタナベ　ヒロキ(高１) 守山高
ｱｻﾉ ﾊﾙﾄ ﾏｴﾉ ﾊﾙﾄ

6 2764 浅野　暖人(高２) 春日井高 6 3385 前野　遥音(高１) 春日井高
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ

7 6563 山本　敦暉(高１) 知多翔洋高 7 6577 鈴木　悠真(高１) 東海南高
ｼｹﾞﾏﾂ ｲｯｷ ｲｻ ﾕｳｺﾞ

8 5577 重松　一輝(高１) 大同大大同高 8 5595 伊佐　友吾(高１) 天白高
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾔ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

9 3274 高橋　喜也(高１) 瀬戸高 9 5591 後藤　優樹(高１) 天白高
ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾄ ｸﾎﾞ ﾕｳｷ

10 3226 水野　晶斗(高１) 瀬戸西高 10 3387 久保　裕生(高１) 春日井高
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ｻﾉ ﾋﾄｷ

11 5573 中村　陸翔(高１) 大同大大同高 11 5646 佐野　仁星(高１) 瑞陵高
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲｾｲ ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

12 3225 吉澤　海晴(高１) 瀬戸西高 12 5211 岡本　春基(高３) 名古屋大谷高

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



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　18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

ｺｳﾉ ﾊﾙｷ ﾅｶﾂ ｱｷﾄ

1 5135 河野　温喜(高２) 名経大高蔵高 1 6338 中津　瑛斗(高３) 大府東高
ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ

2 2850 平井　翼(2) 愛知高 2 4910 鈴木　尚登(高３) 中京大中京高

ﾋﾀﾞｶ ﾄｵﾙ ｾﾝｺﾞｸ ｱｷﾗ

3 3212 日高　徹 知多教員ｸﾗﾌﾞ 3 2852 仙石　旭(2) 愛知高
ﾏｴﾉ ｺｳｼ ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ

4 5114 前野　皓士(高２) 名経大高蔵高 4 2860 加藤　草太郎(1) 愛知高
ｲｹｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ﾌｸｲ ｺｳｷ

5 5105 池沢　悠矢(高３) 名経大高蔵高 5 5333 福井　康生(高３) 豊明高
ｲﾜｲ ﾋﾋﾞｷ ｲﾄｳ ﾙｲ

6 4909 岩井　響生(高３) 中京大中京高 6 5119 伊藤　琉偉(高２) 名経大高蔵高

ｵｵｲﾜ ﾚﾝ ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ

7 2856 大岩　蓮(2) 愛知高 7 5109 杉浦　晴人(高３) 名経大高蔵高

ﾉｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

8 2880 野川　元希(1) 愛知高 8 2736 山口　大貴(高３) 旭野高
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ｱｻｲ ｶﾂｷ

9 5117 山本　駿之介(高２) 名経大高蔵高 9 5683 浅井　克貴(大４) 名城大
ｼﾝｶｲ ｺｳｲﾁﾛｳ ｱｻﾉ ﾀﾂﾔ

10 5110 新海　弘一朗(高３) 名経大高蔵高 10 3411 浅野　竜也 CROSSOVER
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

11 2864 遠藤　優成(1) 愛知高 11 5141 鈴木　公輔(高１) 名経大高蔵高

ｵｵｳﾁ ﾚｵﾄ ｻｶｷﾊﾞﾗ  ｶｽﾞｷ

12 5116 大内　伶央斗(高２) 名経大高蔵高 12 5-730 榊原　一希(大２) 至学館大
ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀ ｶﾄｳ ｶｲﾄ

13 5124 石島　湧大(高３) 名経大高蔵高 13 5133 加藤　快都(高１) 名経大高蔵高

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ ｻｶｲ ｹﾝｾｲ

14 5120 北林　陸音(高２) 名経大高蔵高 14 2845 酒井　健成(3) 愛知高
ｵｵｲﾜ ｼﾞｭﾝ ﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ

15 2857 大岩　準(2) 愛知高 15 4901 馬渕　陽貴(高３) 中京大中京高

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ

16 5107 本多　秋詩(高３) 名経大高蔵高 16 2840 中村　悠人(3) 愛知高
ｻｻｷ ﾃﾂ ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ

17 3076 佐々木　哲(中３) TSM 17 5125 河邊　勇希(高１) 名経大高蔵高

ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｲｼﾊﾏ ｿｳｼ

18 5113 本村　翔太(高３) 名経大高蔵高 18 5139 石濵　創志(高１) 名経大高蔵高

ｶﾂﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾌｸﾀﾞ ﾀｲﾁ

19 5136 勝田　俊介(高３) 名経大高蔵高 19 5132 福田　大馳(高１) 名経大高蔵高

ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ ﾊﾔｼ ｵｵｵｶﾞ

20 2876 橋本　憲一郎(1) 愛知高 20 5142 林　大雅(高１) 名経大高蔵高

ﾏｷﾉ ｶｲﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

21 5118 牧野　海斗(高２) 名経大高蔵高 21 5115 山本　裕斗(高２) 名経大高蔵高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　18組

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

ｸﾗﾁ ｺｳｷ ｵﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

1 2730 倉知　晃希(高２) 旭野高 1 5-117 織田　望夢(大２) 愛知医科大
ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ

2 5130 柳　尚吾(高１) 名経大高蔵高 2 5123 犬塚　陸斗(高１) 名経大高蔵高

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘｱｷ ｱｻﾋ ｿｳｷ

3 9192 山本　成晃 愛知陸協 3 3230 朝日　蒼己(高１) 千種高
ｵﾉ ﾀｲﾖｳ  ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

4 4935 小野  太陽(高１) 中京大中京高 4 2972 伊藤　琉星(高２) 千種高
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｹｼ

5 5502 伊藤　悠真(中２) SET PROJECT 5 3228 橋口　孟史(高１) 千種高
ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ ｺﾝﾀﾞ ﾋｶﾙ

6 5509 森田　清(中３) SET PROJECT 6 5140 近田　一耀(高１) 名経大高蔵高

ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ｷｼ ﾘｮｳﾍｲ

7 2862 加藤　大地(1) 愛知高 7 5129 岸　凌平(高１) 名経大高蔵高

ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ ｱﾅｲ ﾖｳﾀﾞｲ

8 5111 大嶋　隆寛(高２) 名経大高蔵高 8 3202 穴井　陽大(高１) 千種高
ﾎｼﾉ ﾀｶﾄ ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳｽｹ

9 5106 星野　天翔(高３) 名経大高蔵高 9 2875 柴田　恭佑(1) 愛知高
ｱﾏﾉ ｲﾌﾞｷ ｶﾄｳ ﾏｻﾗ

10 2851 天野　威風(3) 愛知高 10 2732 加藤　将空(高２) 旭野高
ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ

11 3090 永山　周輝 I.A.R.C名古屋 11 5122 山田　来夢(高１) 名経大高蔵高

ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾄ ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

12 2725 尾上　陽人(高３) 旭野高 12 2961 原田　倫太朗(高２) 千種高
ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

13 2882 市丸　健太(1) 愛知高 13 6307 北村　栄敏(高２) 福祉大付高
ｻﾄｳ ｷｲﾁ ﾌﾀﾑﾗ ｱﾂｷ

14 5138 佐藤　輝一(高１) 名経大高蔵高 14 5121 二村　敦貴(高１) 名経大高蔵高

ﾐｳﾗ ｶﾝﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾜ

15 2854 三浦　幹大(2) 愛知高 15 2881 遠藤　奏羽(2) 愛知高
ｲｹｶﾞﾐ ｼｭﾝ ﾅｷﾞﾗ  ﾚｲﾔ

16 5112 池上　駿(高３) 名経大高蔵高 16 2902 柳楽　玲哉(高２) 愛工大名電高

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ ｶﾒｼﾏ  ｿｳﾀ

17 2879 鈴木　優太郎(2) 愛知高 17 2916 亀島　颯太(高３) 愛工大名電高

ﾌﾅﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

18 2729 舟橋　良祐(高３) 旭野高 18 6480 柴田　順平(高１) 横須賀高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｷ

19 5339 近藤　佑亮(高２) 豊明高 19 3057 服部　駿貴(高１) 東海高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ

20 2858 長谷川　直哉(2) 愛知高 20 3303 中野　哲也 庄内ＲＴ
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ｽｽﾞｷ ﾘｸﾊ

21 4924 山田  直希(高２) 中京大中京高 21 5131 鈴木　陸覇(高１) 名経大高蔵高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　18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

ﾖｼｳﾗ ﾘｭｳﾄ ﾋﾗﾀ ﾚﾝｼﾞ

1 5143 吉村　颯音(高１) 名経大高蔵高 1 3231 平田　廉二(高１) 千種高
ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｹﾔ ﾘｸ

2 3039 鷲見　龍之介(中２) 大須AC 2 6907 池谷　理玖(中２) 愛知陸協
ｼﾊﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾊｯﾄﾘ ｲﾂｷ

3 4919 柴田　望海(高２) 中京大中京高 3 5040 服部　一樹(高２) 名古屋南高
ｵｶﾞﾀ ｺｳｾｲ ｱｷﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ

4 3203 尾方　晃正(高１) 千種高 4 3099 秋田　直洋 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ
ｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ ｶﾀｶﾐ ﾘｷ

5 5218 木村　勇聖(高３) 名古屋大谷高 5 3089 片上　力旗(2) 旭丘高
ｳｽｲ ﾊﾙｷ ｱｻｲ ｿｳｼ

6 6909 臼井　春輝(中３) 野間中 6 3423 浅井　颯心(中３) 守山中
ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ

7 5153 鈴木　貫太(高３) 愛産大工高 7 2863 大堀　陽輝(1) 愛知高
ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ ｵｵﾀ ｿｳ

8 6332 上田　健誠(高２) 大府東高 8 3013 太田　壮(高２) 名古屋高
ﾌｸﾀ ｹｲｺﾞ ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾜ

9 5126 福田　啓吾(高１) 名経大高蔵高 9 3015 平岡　雄和(高２) 名古屋高
ｶﾐｼﾏ ﾊﾔﾏ ｶﾄｳ ｹﾝﾄ

10 5236 神島　隼麿(高２) 名古屋大谷高 10 3050 加藤　賢斗(高２) 東海高
ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ

11 5137 中村　元紀(高１) 名経大高蔵高 11 3328 金子　佳大(1) 旭丘高
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ ｷﾀｶﾐ ｱﾂｷ

12 5473 藤原　光一郎(高１) 豊明高 12 6974 北上　惇生(中３) 愛知陸協
ｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾜｶﾏﾂ  ｼｭﾝ

13 5128 曽田　翔五(高１) 名経大高蔵高 13 2925 若松　駿(高２) 愛工大名電高

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｸﾗﾀ ｼｭｳｼﾞ

14 3078 鈴木　駿太郎(中３) TSM 14 3019 倉田　修志(中３) 前津中
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

15 5270 林　朋広(高２) 桜台高 15 5440 山崎　晴大(高２) 熱田高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｿﾗﾐ ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

16 5346 谷口　空波(高２) 享栄高 16 3056 菅野　絢之介(中２) 大須AC
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ ｻｸｶﾞﾜ ｾｲﾙ 

17 2956 宮﨑　順(高２) 愛知総合工科高 17 3139 佐久川　聖路(高２) 至学館高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

18 5-608 安藤　悠希(大２) 愛知学院大 18 5510 森田　聡(中３) SET PROJECT
ｳｽｲ ﾋﾛｱｷ ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｷ

19 9169 臼井　宏明 愛知陸協 19 4961 前田　豊暉(高２) 天白高
ｸﾏｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

20 2973 熊澤　晃貴(高２) 千種高 20 3114 西口　耕平(高２) 明和高
ﾀｷﾋ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾉｼﾏ ﾀｸﾏ

21 3007 瀧日　康太郎(高２) 名古屋高 21 2767 此嶋　琢真(高２) 春日井高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　18組

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ ﾉｻﾞｷ ﾖｼﾊﾔ

1 5471 岡田　誠矢(高２) 緑高 1 5269 野崎　芳隼(高２) 桜台高
ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾀ

2 3389 佐藤　強 大同特殊鋼 2 3334 山崎　晴多(1) 旭丘高
ﾎｿｴ  ﾂﾊﾞｻ ﾅｶﾉ ｼｮｳｴｲ

3 2905 細江　翼(高２) 愛工大名電高 3 6373 中野　翔瑛(高３) 東海商高
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ ｿﾌﾞｴ ﾊﾙﾀｶ

4 2831 大庭　拓馬(高２) 緑丘高 4 5606 祖父江　晴天(高１) 昭和高
ｻﾙﾜﾀﾘ ﾀﾞｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

5 5062 猿渡　大智(高２) 惟信高 5 4966 小林　聡太(高２) 天白高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｽﾞﾐ ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅﾄ

6 3106 安藤　誉純(高２) 明和高 6 6908 水谷　奏翔(中２) 愛知陸協
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾅｶｽ ﾕｳﾄ

7 5506 中川　太雅(中３) SET PROJECT 7 6304 中洲　由登(高２) 横須賀高
ﾅｶﾈ ｱﾂｷ ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝ

8 3229 中根　淳喜(高１) 千種高 8 2939 谷川　駿(高２) 名東高
ﾂﾂﾞｷ ﾃｯﾀ ﾀｶｵｶ ｱﾂｼ

9 5340 都築　哲太(高２) 豊明高 9 3079 髙岡　敦志(2) 旭丘高
ｵﾄｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ

10 5277 音窪　一真(高２) 桜台高 10 3527 平野　晴也(中３) 神の倉中
ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｷ ﾅｽ ｷﾞﾝﾉｽｹ

11 3036 天野　伸城(中２) 大須AC 11 3426 那須　銀乃助(高１) 名古屋高
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ ｲﾜﾀ ﾏｻｱｷ

12 5513 山本　敬太(中１) SET PROJECT 12 5410 岩田　優明(高２) 向陽高
ﾖｼﾑﾗ ｲﾁﾄ ｵｵﾀｷ ｹｲｺﾞ

13 3072 吉村　一音(中３) 大須AC 13 5060 大滝　啓悟(高２) 惟信高
ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾎ ﾀｶｽ ﾕｳﾀ

14 2929 野尻　和秀(高３) 市工芸高 14 6467 髙須　優汰(高２) 半田東高
ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ ｶﾄｳ ﾏｻﾔ

15 2754 田村　僚大(高２) 春日井高 15 5345 加藤　雅也(高２) 享栄高
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾔ ﾅｶｸﾗ ｿｳﾏ

16 6827 藤本　隆矢(中３) 愛知陸協 16 5321 中倉　颯真(高３) 大同大大同高

ﾅｵｲ ﾚﾝﾄ ﾔﾏﾈ ﾊﾙｷ

17 5481 直井 蓮翔(中２) 豊明中 17 3796 山根　陽希(中２) 大須AC
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾃｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

18 3107 加藤　早翔(高２) 明和高 18 5398 手嶋　勇太(高２) 向陽高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ ｳﾁﾀﾞ ｲｸ

19 3285 小林　祐一 みかん山 19 5436 内田　郁(高２) 熱田高
ｺｻｶ ｺｳｾｲ ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ

20 3033 小阪　光生(中３) 大須AC 20 3502 後藤　健二 名古屋市役所

ｻﾜﾀﾞ ﾎﾀｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

21 3258 澤田　誉生(高１) 旭野高 21 3022 山田　雅大(高１) 名古屋高



男子1500m
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9組 10組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｱﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

1 3035 山田　珠貴人(高２) 名古屋高 1 6496 近藤　大翔(高１) 大府東高
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾀ ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ

2 5926 中川　幹太(中３) 東郷ＡＣ 2 6321 村田　誠裕(高２) 大府東高
ﾀｶﾑﾗ ﾀｲﾁ ｲｼｲ ｺｳｷ

3 5445 髙村泰地(中３) 豊明栄中 3 5438 石井　皐暉(高２) 熱田高
ﾓﾘﾀ ﾖｼﾕｷ ﾀｶｼﾏ ﾘｮｵ

4 3387 森田　嘉之 大同特殊鋼 4 3096 髙島 崚央(中１) TSM
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾀ

5 3092 山﨑　大洋(2) 旭丘高 5 5742 中川　幹太(中３) 春木中
ｲﾜｻﾜ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ

6 3144 岩澤　侑摩(高２) 至学館高 6 6491 山本　宇亨(高１) 横須賀高
ｱﾏﾉ ｶｲﾄ ﾜﾀﾔ ﾘｮｳﾍｲ

7 4965 天野　海斗(高２) 天白高 7 3424 綿谷 良平 にっとTFC
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙﾄ ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

8 5525 山岸　遥斗(高１) 豊明高 8 5316 吉田　鼓太郎(高２) 松蔭高
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ ﾔﾉ ﾘﾂｷ

9 5250 後藤　優心(高１) 名古屋大谷高 9 5275 矢野　立己(高２) 桜台高
ﾂﾁｶﾜ ﾕｳﾀ ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

10 3589 土川　由宇太 東海理化 10 5489 園田 駿斗(中２) 豊明中
ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶｷﾞ ｾｲｹｲ

11 6403 大谷　康太郎(高２) 半田工高 11 5205 髙木　誠圭(高２) 中村高
ｽｽﾞｷ ｺｳﾄ ﾌｶﾔ ｹﾞﾝｾｲ

12 3333 鈴木　倖人(1) 旭丘高 12 6449 深谷　元誠(高２) 東海南高
ﾓﾘﾀ ﾀｲｶﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

13 5400 森田　大雅(高２) 向陽高 13 3335 長谷川　颯(1) 旭丘高
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

14 3071 宮下　雄介(高２) 菊里高 14 5019 鈴木　佳太(高２) 昭和高
ｾｷﾔ ｺｳｾｲ ﾊﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ

15 5254 関谷　康生(高２) 東郷高 15 6453 羽原　圭吾(高２) 東海南高
ｻｲｶｲ ｴｲｼﾝ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾝ

16 5079 西海　瑛心(高３) 富田高 16 3108 桑原　優心(高２) 明和高
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

17 3044 山田　瞭志(中２) 大須AC 17 5432 川口　温人(高２) 熱田高
ｲﾜｾ ﾘｭｳｲ ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ

18 3080 岩瀬　龍威(2) 旭丘高 18 5505 武田　凪月(中１) SET PROJECT
ﾓﾘ ｼｭｳﾔ ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ

19 5696 森　修也(高１) 緑高 19 6420 大西　敬吾(高２) 知多翔洋高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ ｻｲﾄｳ ﾀｸ

20 6574 渡邉　真翔(高１) 東海南高 20 5421 斉藤　拓(高２) 熱田高
ﾐﾜ ｱｵﾐ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

21 6334 三輪　青海(高２) 大府東高 21 5029 髙橋　恵太(高２) 名古屋南高



男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　18組

11組 12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

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｶﾞ

1 3395 林　凌楽(1) 愛知高 1 6540 田中　涼雅(高１) 半田東高
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ

2 2976 宮嶋　祐輝(高２) 春日井東高 2 5474 永山　大志(高１) 豊明高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ｺｼﾞﾏ ﾀｹﾙ

3 3528 長谷川　直輝(中３) 神の倉中 3 5008 小島　武(高２) 昭和高
ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ

4 3413 林　壱成(高１) 菊里高 4 6488 田中 亮伍(高１) 半田高
ｽﾊﾗ ｻｸﾀﾛｳ ﾖｼｶﾜ ｿｳﾀﾞｲ

5 3111 須原　朔太郎(高２) 明和高 5 3427 吉川　蒼大(高１) 名古屋高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ ｶﾒｼﾏ ﾘｸﾄ

6 5359 宮﨑　優太郎(高２) 星城高 6 5675 亀島　陸人(高１) 星城高
ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ

7 5521 岩田　輝(高１) 豊明高 7 3061 中島　康喜(中１) 大須AC
ｸﾜﾔﾏ ｺｳｼ ｲﾁｶﾜ ｱｵｲ

8 3112 桑山　航志(高２) 明和高 8 3147 市川　蒼(高２) 至学館高
ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ ｻﾄｳ ﾀｲﾁ

9 3428 八木　宏樹(高１) 名古屋高 9 3525 佐藤　汰一(中３) 神の倉中
ｵｸﾞﾗ ﾏｽﾐ ｵｵﾅｶ ｶｽﾞﾏ

10 9204 小倉　真澄 愛知陸協 10 5870 大中 一真(中１) 豊明中
ｲﾄｳ ﾀｸ ﾑﾗｶﾐ ｷｲﾁ

11 5554 伊藤　多空(高１) 向陽高 11 5460 村上　貴一　(中３) 日進中
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ ｲﾜﾀ ｿｳｷ

12 6481 山本　帆人(高１) 横須賀高 12 3284 岩田　壮生(高１) 市工芸高
ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾄ ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

13 3390 竹内　紀翔(高１) 名古屋西高 13 3180 内山　貴大 AGX
ﾂｹﾞ ﾕｳﾋ ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

14 3471 柘植　夕陽(中３) 吉根中 14 5507 中村　颯太(中１) SET PROJECT

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ ﾏｷﾉ ｹﾝﾀ

15 5504 杉山　大晏(中１) SET PROJECT 15 3520 牧野　健太(中３) 神の倉中
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ ｲｻｼﾞ ｾｲ

16 3588 長谷川　洋祐 東海理化 16 5500 伊左治　聖(中１) SET PROJECT

ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ﾀｶｲ ｺｳﾍｲ

17 5469 熊澤　諒汰(高２) 緑高 17 6433 高井　康平(高２) 東海南高
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ

18 5862 倉林 慧(中１) 豊明中 18 3064 橋本　航介(中１) 大須AC
ﾎﾘｵ ﾐｽﾞﾄ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

19 3088 堀尾　瑞人(2) 旭丘高 19 5559 中村　駿介(高１) 向陽高
ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾋ

20 5470 池上　正悟(高２) 緑高 20 5866 池田 結陽(中１) 豊明中
ﾀｶｵｶ ﾏｻｷ ｶﾄｳ ﾕｳｷ

21 2970 髙岡　柾(中２) 大高中 21 3425 加藤　優希(高１) 名古屋高
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　18組

13組 14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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

1 5232 安藤　輝(高２) 名古屋大谷高 1 2944 原　大貴(高２) 名東高
ｻｶｸﾗ ｱｷﾖ ﾐﾂｲ ｷﾞﾝｼﾞ

2 5529 坂倉　吾清(高１) 富田高 2 3356 三井　銀次(中２) 桜田中
ﾏｼｵ ﾅｵﾀﾛｳ ｶｷﾓﾄ ﾕｳﾔ

3 3068 眞塩　尚太郎(中１) 大須AC 3 3052 柿本　友哉(中３) 大須AC
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾅｶｵ ｺｳﾀﾞｲ

4 5169 斉藤　巧実　(高２) 愛産大工高 4 5610 中尾　耕大(高１) 昭和高
ｶﾜｲ ｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

5 3118 川合　昂生(中２) 御幸山中 5 5680 山田　将平(高１) 熱田高
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ

6 5471 山崎　碧葉　(中２) 日進中 6 3416 伊藤　柚輝(高１) 菊里高
ｵｵｳﾁ ﾘｭｳｼｮｳ ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｺﾞ

7 6549 大内　竜勝(高１) 大府東高 7 5617 古川　東吾(高１) 昭和高
ｻｻｷ ﾊﾙ ﾖｼﾀﾞｼｮｳﾏ

8 3418 佐々木　羽琉(中３) 守山中 8 2985 吉田　将真(高２) 名古屋商高
ｵﾘﾍﾞｲﾗ ｶﾜﾝ ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ

9 5490 オリベイラ カワン(中２) 豊明中 9 5495 村上　遥(高１) 豊明高
ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ ｲﾁｶﾜ ｱｷﾗ

10 3269 加藤　瑛一(高１) 旭野高 10 6495 市川　晃(高１) 横須賀高
ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

11 5486 大島 侑士(中２) 豊明中 11 5683 多田　賢司(高１) 熱田高
ﾌﾙｼｮｳ ﾖｼﾕｷ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

12 5487 古庄 嘉幸(中２) 豊明中 12 5615 伊藤　佑真(高１) 昭和高
ｱｻｸﾗ ｼｭﾝ ﾀﾅｶ ﾖｼｷ

13 5695 浅海　駿(高１) 緑高 13 5686 田中　佳喜(高１) 熱田高
ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾘｷ

14 5586 石川　陽平(高１) 桜台高 14 3417 伊藤　力輝(高１) 菊里高
ﾊﾅﾀﾞ ｼｵﾝ ﾁｸｻ ｷﾘｭｳ

15 6553 花田　慎温(高１) 大府東高 15 5522 千種　輝竜(高１) 豊明高
ｶﾜｲ ｼｮｳﾀﾞｲ ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ

16 3427 川合　翔大(中２) 守山中 16 6494 河崎　愛叶(高１) 横須賀高
ｾｷ ｶｲﾄ ﾆｼﾊｼ ｼｭﾝﾔ

17 5416 関　海斗(高２) 日進高 17 6379 西橋　峻也(高２) 東海商高
ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

18 3298 伊藤　祐成(高１) 春日井西高 18 3302 杉本　崚磨(高１) 春日井西高
ﾄｷｵｶ ﾀﾏｷ ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞｷ

19 5687 時岡　環(高１) 熱田高 19 3305 下村　和生(高１) 春日井西高
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ

20 5588 橋本　昂大(高１) 桜台高 20 6537 土井　隼都(高１) 半田東高
ﾃﾗﾀﾞ ｾｲﾔ

21 5154 寺田　星矢(高３) 愛産大工高
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　18組

15組 16組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｼｵ ｿｳ ｺｲｹ ﾐﾗｲ

1 5301 名塩　創(高２) 松蔭高 1 2838 小池　未来(高２) 守山高
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ﾀﾑﾗ ﾀｸﾏ

2 3301 鈴木　啓太(高１) 春日井西高 2 5611 田村　拓真(高１) 昭和高
ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀ ﾆｼｲ ﾀｹｿﾞｳ

3 3267 古田　翔太(高１) 旭野高 3 6539 西井　武蔵(高１) 半田東高
ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

4 5905 三浦　優侍朗(中１) SET PROJECT 4 3583 大野　順一 東海理化
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾏ ｻﾄｳ ｹｲﾀ

5 3489 山田　隆馬(中２) 吉根中 5 4103 佐藤　慶太(中１) 御幸山中
ｶﾄｳ ﾀｲﾁ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｮｳ

6 6533 加藤　大智(高１) 半田東高 6 3116 小笠原　丈(中２) 御幸山中
ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ ﾏｷﾑﾗ ﾀｲｷ

7 5417 山本　琉唯(高２) 日進高 7 5561 牧村　大輝(高１) 日進高
ﾀｹﾉ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾏ

8 3218 竹野　響一郎(高１) 瀬戸西高 8 3048 和泉　匠真(中２) 大須AC
ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ ｼﾊﾞﾀ ｱﾂﾋﾛ

9 6503 岡田　湊吏(高１) 横須賀高 9 4193 柴田　惇央(中１) 御幸山中
ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾄﾞｲ ﾕｳﾄ

10 3415 石川　雄一朗(高１) 菊里高 10 3327 土居　勇斗(高１) 春日井東高
ﾅｶｼﾏ ｱｷﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

11 6578 中島　彰人(高１) 東海南高 11 6541 柴田　悠希(高１) 半田東高
ﾜｶｵ ｱｲ ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｮｳ

12 6575 若尾　和以(高１) 東海南高 12 3067 古川　丈(中１) 大須AC
ﾅｶﾀ ｹﾝｽｹ ﾅｶﾞﾗ ﾉﾘｱｷ

13 3272 中田　健介(高１) 旭野高 13 4952 長柄　孝謙(高３) 同朋高
ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾙ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ

14 5560 山本　駈(高１) 日進高 14 6573 山本　秀人(高１) 東海南高
ﾏﾂﾑﾗ ｶｲｾｲ ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ

15 3263 松村　海星(高１) 旭野高 15 5614 松井　洋斗(高１) 昭和高
ﾄﾔ ﾕｳｺﾞ ｵﾓﾔ ﾏｻｷ

16 5557 戸谷　悠悟(高１) 向陽高 16 3314 面屋　昌樹 庄内ＲＴ
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ ﾏｾ ｲﾁﾘ

17 6530 齊藤　俊也(高１) 福祉大付高 17 6538 間瀬　一里(高１) 半田東高
ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

18 6490 奥田　康介(高１) 横須賀高 18 4078 北川　祐真(中１) 吉根中
ｲﾄｳ ｱｵﾄ ｶｼﾞｳﾗ ﾕｳｷ

19 4194 伊藤　蒼人(中１) 御幸山中 19 5295 梶浦　悠生(高２) 市工業高
ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ

20 5474 服部　颯太　(中２) 日進中 20 6567 中村　瑠良(高１) 東海南高
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　18組

17組 18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

ｳｴﾉ ﾕｳ ｸﾎﾞ ﾊﾙﾄ

1 5593 上野　祐(高１) 天白高 1 3384 久保　陽采(高１) 春日井高
ﾔﾏｼﾀ ｶｲｾｲ ﾊﾔｼ ｱｲﾙ

2 7051 山下　海晴(中３) 乙川中 2 3245 林　愛琉(高１) 長久手高
ﾀｶﾅﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐﾁﾊﾀ ﾙｲ

3 6520 高浪　裕大(高１) 半田高 3 5673 道端　流衣(高１) 中村高
ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀ ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻﾔ

4 7056 池田　颯太(中３) 乙川中 4 5630 石黒　正也(高１) 名城大附高
ﾄﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾀｶﾊﾏ ｹﾝﾄ

5 3338 外山　琉星(高１) 春日井商高 5 5627 高濱　謙杜(高１) 名城大附高
ｻﾄｳ ｹｲ ﾌｼﾞｲ ｹｲｼﾛｳ

6 5869 佐藤 圭(中１) 豊明中 6 6866 藤井　敬史郎(中３) 愛知陸協
ｶﾅﾔﾏ ﾀｶｷ ｾｷﾓﾄ ﾀｸ

7 6576 金山　鷹揚(高１) 東海南高 7 3237 関元　拓(高１) 長久手高
ｱｻﾉ ﾊﾙﾄ ﾜﾀﾈﾍﾞ ｴｲﾀ

8 2764 浅野　暖人(高２) 春日井高 8 7055 渡邊　瑛太(中３) 乙川中
ｺｲﾃﾞ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ

9 5289 小出　亮太(高３) 市工業高 9 5573 中村　陸翔(高１) 大同大大同高

ｻﾉ ﾋﾄｷ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ

10 5646 佐野　仁星(高１) 瑞陵高 10 6563 山本　敦暉(高１) 知多翔洋高
ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾄ ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ

11 3226 水野　晶斗(高１) 瀬戸西高 11 5667 小島　一輝(高１) 中村高
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝﾀ ｲﾉｺ ﾕｳﾄ

12 3222 堀内　隼大(高１) 瀬戸西高 12 3242 猪子　裕斗(高１) 長久手高
ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｱｷ ﾏｴﾉ ﾊﾙﾄ

13 5592 山下　輝朗(高１) 天白高 13 3385 前野　遥音(高１) 春日井高
ｼﾊﾞｵ ｺｳﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

14 3293 柴尾　孝太(高１) 名東高 14 3295 中川　舜介(高１) 名東高
ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｱｷ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

15 3383 前川　太陽(高１) 春日井高 15 5633 田中　稜大(高１) 名城大附高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

16 3252 ワタナベ　ヒロキ(高１) 守山高 16 3294 濱口　陽生(高１) 名東高
ﾐﾂﾅｶ ﾘｸ ｵｵｻﾜ ﾁｬﾀ

17 5578 満仲　陸(高１) 大同大大同高 17 3243 大澤　茶汰(高１) 長久手高
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ ｼｹﾞﾏﾂ ｲｯｷ

18 3387 久保　裕生(高１) 春日井高 18 5577 重松　一輝(高１) 大同大大同高

ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ

19 3096 井上 拓海(高２) 長久手高 19 5669 古林　智弥(高１) 中村高
ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾔ

20 6521 新海　祐真(高１) 半田高 20 5635 村上　純也(高１) 名城大附高

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



中学男子110mH(0.914m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ﾄﾓﾉ ｹﾞﾝｼﾝ ﾂﾁﾔ ｺｳｷ

1 6899 伴野　元信(中３) 東浦北部中 1 3128 土屋　光輝(中２) 御幸山中
ｳﾁﾉ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ

2 3074 内野　孝太郎(中３) TSM 2 3086 髙島 悠生 (中２) TSM
ｻｶｲ ﾀｲﾁ ﾄﾐﾅﾘ ｺｳｷ

3 3085 坂井 大一 (中２) TSM 3 3087 富成 煌暉(中２) TSM
ﾊﾀﾉ ｱｵｲ ｵｶﾀﾞ ﾖｼｵ

4 3079 波多野　葵(中３) TSM 4 3215 岡田　考生(中３) 守山西中
ﾅｶﾉ ﾕｳｷ ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ

5 6910 中野 優希(中３) 知多中 5 3098 樋口　諒(中２) TSM
ﾖｼｶﾜ ﾐﾁｶ ｵﾀﾞ ｶｻﾞﾄ

6 3081 吉川　遥和(中３) TSM 6 6962 小田　風斗(中３) 河和中
ｴﾊﾞ ﾋﾛｱｷ ﾓﾘﾏｻ ﾕｳﾀ

7 3107 江場　大瑛(中３) 御幸山中 7 3214 森正　悠太(中３) 守山西中
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾜ ﾚﾝ

8 5543 中島　昴大(中2) 高蔵寺中 8 3472 三輪　漣(中３) 吉根中

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

1 1

ｶﾅﾓﾘ ｺｳ ｷﾉ ｼｭﾝｷ

2 5544 金森　琥央(中2) 高蔵寺中 2 7047 木野　旬稀(中３) 乙川中
ｲﾄｳ ｿﾗﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

3 3219 伊藤　蒼空人(中３) 守山西中 3 3047 安藤　一哉(中１) 大須AC
ﾆｼｻﾞｷ ｲｵﾘ ﾊﾔｼ ｶﾅﾄ

4 3023 西﨑　伊織(中２) 前津中 4 3065 林　奏人(中１) 大須AC
ﾀｶｼﾏ ﾘｮｵ ｵｵﾋﾗ ｱｵｲ

5 3096 髙島 崚央(中１) TSM 5 3050 大平　逢生(中１) 大須AC
ｶﾒﾀｶ ﾕｳ ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ

6 3435 亀髙　悠宇(中２) 守山中 6 3094 小櫻 泰成(中１) TSM
ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ ｴﾙﾐﾀｰﾍﾙ ｱﾀﾞﾑ

7 3091 伊藤 隼人(中１) TSM 7 4239 エルミターヘル　アダム(中１) 前津中
ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ ｱﾗｷ ｼﾝｺﾞ

8 3095 セントンゴ シャリフ大駕(中１) TSM 8 5562 荒木　信悟(中２) 味美中

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



男子110mH(0.991m)

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

ﾖｺｲ ｼﾞﾝ

3 3259 横井　仁(高１) 旭野高
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ

4 2830 清水　栄希(高２) 名古屋西高
ｲﾜﾉ ﾂｶｻ

5 3360 岩野　司 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ

6 5643 鈴木　哉汰(高１) 名古屋大谷高

7

8



男子110mH(1.067m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｺﾏｲ ｼｮｳｴｲ ｶﾄｳ ｼﾝﾀ

2 4942 駒井 菖瑛(高１) 中京大中京高 2 4912 加藤 信太(高２) 中京大中京高

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｽｹ

3 4898 高橋 遼将(高３) 中京大中京高 3 5187 澤田　憲佑(高２) 瑞陵高
ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ

4 4939 横山 将也(高１) 中京大中京高 4 2998 小幡　岳人(高３) 名古屋高
ｵｸﾞﾛ ｼﾝﾔ ｱﾏﾉ ﾕｳｷ

5 3599 小黒　真弥 中京大ｸﾗﾌﾞ 5 3148 天野　友貴(高１) 至学館高
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ ﾌｶﾐ ｱﾂｷ

6 2818 田原　佳悟(高３) 名古屋西高 6 3550 深見　篤貴 NAGOYA STRIDRS TC

ｻｸﾗｲ ﾀｶｱｷ ｶﾀｷﾞﾘ ｹﾝｾｲ

7 3364 櫻井　孝明 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 7 6314 片桐　健成(高３) 大府東高
ｶﾄｳ ｶｲｾｲ

8 5221 加藤　快征(高３) 名古屋大谷高 8

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

ｽｷﾞｼﾀ ﾀｲｷ ﾐｽﾞﾉ ｺｳ

2 6308 杉下　太基(高１) 福祉大付高 2 5337 水野　倖(高２) 豊明高
ﾄﾘｲ ｹﾝﾀﾞｲ ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ

3 3122 鳥居　健大(高２) 栄徳高 3 6479 杉山　晃聖(高１) 横須賀高
ﾀｶﾊｼ ｲｸﾐ ﾊﾞﾝﾉ ﾘｸﾄ

4 2737 高橋　郁実(高２) 旭野高 4 2951 坂野　陸斗(高３) 愛知総合工科高

ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ

5 6306 村上　颯汰朗(高１) 福祉大付高 5 5229 藤井　翔梧(高２) 名古屋大谷高

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ﾊﾔｼ ｾｲﾔ

6 2819 伊藤　優真(高３) 名古屋西高 6 3123 林　成弥(高２) 栄徳高
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾉ ｺｳｷ

7 3345 馬場 悠輔(高１) 至学館高 7 6492 中野　航希(高１) 横須賀高

8 8

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



男子400mH(0.914m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｶﾐﾑﾗ ｿﾗﾑ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

2 5093 上村　空夢(高１) 名城大附高 2 2931 近藤　祥太(高３) 市工芸高
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾔｼ ｾｲﾔ

3 4898 高橋 遼将(高３) 中京大中京高 3 3123 林　成弥(高２) 栄徳高
ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ

4 2818 田原　佳悟(高３) 名古屋西高 4 2830 清水　栄希(高２) 名古屋西高
ﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ ﾂﾁﾔ  ｼｮｳﾀﾛｳ

5 3554 真野　悠太郎 NAGOYA STRIDRS TC 5 2889 土屋　翔太郎(高３) 愛工大名電高

ﾐﾔｺ ｺｳﾍｲ ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｽｹ

6 3555 都　康炳 NAGOYA STRIDRS TC 6 5187 澤田　憲佑(高２) 瑞陵高
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ ﾑｼｶ ﾄｳﾔ

7 3363 平田　和之 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 7 2946 六鹿　任哉(高３) 愛知総合工科高

ﾀｹｼﾀ ｿﾗ ﾀｹﾅｶ  ﾕｳﾄ

8 5219 竹下　空良(高３) 名古屋大谷高 8 2922 竹中　雄音(高２) 愛工大名電高

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

ｻﾄｳ ｼｭｳﾎｳ

2 5344 佐藤　修鳳(高２) 豊明高 2
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ ｵｵﾀ ｼｮｳﾔ

3 2733 伊藤　佑哉(高２) 旭野高 3 5543 太田　翔也(高１) 豊明高
ｵｵﾊｼ ﾄｼｷ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ

4 6423 大橋　駿稀(高２) 知多翔洋高 4 5263 榊原　裕太(高２) 東郷高
ｶﾊﾞｷ ﾀｲﾁ ﾅｶｺﾞｼ ﾕｳｷ

5 3143 椛木　泰地(高２) 至学館高 5 5524 中越　友輝(高１) 豊明高
ｲｸﾏ ﾘｸﾄ ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ

6 2948 生熊　陸斗(高３) 愛知総合工科高 6 6479 杉山　晃聖(高１) 横須賀高
ｻｶｲ ｵｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

7 2836 酒井　應汰(高２) 守山高 7 5203 鈴木　友規(高２) 中村高
ｷﾀ ﾖｳﾀ ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ

8 2825 北　陽太(高２) 名古屋西高 8 5537 佐藤　翔平(高１) 南陽高

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



男子4X100mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 40.00 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 41.70 名古屋大谷高 ナゴヤオオタニ
2 41.70 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
4 42.26 名古屋西高 ナゴヤニシ
5 42.35 愛教大ｸ名古屋 アイキョウダイクラブナゴヤ
6 42.71 大府東高 オオブヒガシ
7 42.80 横須賀高 ヨコスカ
8 43.00 AGX エージーエックス
9 43.03 栄徳高 エイトク

10 43.11 東海南高 トウカイミナミ
11 43.30 大府高 オオブ
12 43.40 名大医AC ナゴヤダイガクイガクブエーシー
13 43.41 名古屋南高 ナゴヤミナミ
14 43.50 至学館高 シガクカン
15 43.52 山田高 ヤマダ
16 43.90 瑞陵高 ズイリョウ
17 44.00 松蔭高 ショウイン
17 44.00 TNP ティーエヌピー
19 44.14 名城大附高 メイジョウダイガクフゾク
20 44.21 愛知総合工科高 ソウゴウコウカ
21 44.50 向陽高 コウヨウ
21 44.50 富田高 トミダ
23 44.61 福祉大付高 ニホンフクシダイガクフゾク
24 45.00 千種高 チグサ
24 45.00 昭和高 ショウワ
24 45.00 旭野高 アサヒノ
27 45.05 東海高 トウカイ
28 45.11 熱田高 アツタ
29 45.12 菊華高 キクカ
30 45.50 旭丘高 アサヒガオカ
30 45.50 愛知高 アイチ
30 45.50 No-Mark ノーマーク
33 46.00 中村高 ナカムラ
33 46.00 天白高 テンパク
33 46.00 瀬戸西高 セトニシ
36 46.29 大同大大同高 ダイドウダイガクダイドウ
37 46.50 宝神中 ホウジン
37 46.50 桜田中 サクラダ
39 46.66 同朋高 ドウホウ
40 46.85 春日井西高 カスガイニシ
41 46.97 東海商高 トウカイショウギョウ
42 46.99 半田農高 ハンダノウギョウ
43 47.00 惟信高 イシン
43 47.00 守山西中 モリヤマニシチュウ
45 47.16 大須AC オオスエーシー
46 47.17 大高中 オオダカ
47 47.48 河和中 コウワ
48 47.74 守山高 モリヤマ
48 47.74 神の倉中 カミノクラ
50 48.00 春日井商高 カスガイショウギョウ
50 48.00 市工芸高 コウゲイ
52 48.05 吉根中 キッコチュウ
53 48.07 半田工高 ハンダコウカ
54 48.99 春日井東高 カスガイヒガシ
55 51.00 豊明中 トヨアケチュウ
56 明和高 メイワ
56 春日井高 カスガイ
56 長久手高 ナガクテ



男子4X100mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 40.00 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 41.70 名古屋大谷高 ナゴヤオオタニ
2 41.70 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
4 42.26 名古屋西高 ナゴヤニシ

56 東郷高 トウゴウ
56 菊里高 キクザト
56 桜台高 サクラダイ
56 市工業高 コウギョウ
56 名古屋商高 ナゴヤショウギョウ
56 知多翔洋高 チタショウヨウ
56 名東高 メイトウ
56 享栄高 キョウエイ
56 星城高 セイジョウ
56 高蔵寺高 コウゾウジ
56 御幸山中 ミユキヤマチュウ
56 南陽高 ナンヨウ
56 愛知学院大 アイチガクインダイガク
56 日進中 ニッシンチュウ
56 SET PROJECT セット　プロジェクト



男子4X100mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 40.00 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 41.70 名古屋大谷高 ナゴヤオオタニ
2 41.70 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
4 42.26 名古屋西高 ナゴヤニシ



男子4X400mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 3:20.00 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
2 3:20.00 愛教大ｸ名古屋 アイキョウダイクラブナゴヤ
2 3:21.03 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
4 3:25.00 愛知教育大 アイチキョウイクダイガク
5 3:25.00 東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ トウカイデカスロン
5 3:27.55 名古屋西高 ナゴヤニシ
7 3:28.00 大府高 オオブ
8 3:28.00 横須賀高 ヨコスカ
8 3:30.00 名古屋大谷高 ナゴヤオオタニ

10 3:31.00 瑞陵高 ズイリョウ
11 3:31.01 名城大附高 メイジョウダイガクフゾク
12 3:31.13 大府東高 オオブヒガシ
13 3:31.71 旭野高 アサヒノ
14 3:31.98 愛知総合工科高 ソウゴウコウカ
15 3:33.00 旭丘高 アサヒガオカ
16 3:34.05 桜台高 サクラダイ
17 3:34.22 東海南高 トウカイミナミ
18 3:34.49 名大医AC ナゴヤダイガクイガクブエーシー
19 3:35.00 千種高 チグサ
19 3:35.00 富田高 トミダ
19 3:35.00 愛知高 アイチ
22 3:35.24 春日井西高 カスガイニシ
23 3:38.00 惟信高 イシン
23 3:38.00 熱田高 アツタ
23 3:38.00 天白高 テンパク
23 3:38.00 至学館高 シガクカン
27 3:38.08 菊華高 キクカ
28 3:40.00 豊明高 トヨアケ
28 3:40.00 向陽高 コウヨウ
28 3:40.00 瀬戸西高 セトニシ
31 3:45.00 昭和高 ショウワ
31 3:45.00 市工芸高 コウゲイ
33 3:47.00 松蔭高 ショウイン
34 3:48.20 東海高 トウカイ
35 3:49.95 同朋高 ドウホウ
36 3:50.00 緑高 ミドリ
37 3:55.00 春日井商高 カスガイショウギョウ
38 3:55.39 半田工高 ハンダコウカ
39 3:58.00 春日井東高 カスガイヒガシ
40 4:02.75 守山高 モリヤマ
41 4:09.12 大須AC オオスエーシー
42 4:31.00 栄徳高 エイトク
43 明和高 メイワ
43 春日井高 カスガイ
43 菊里高 キクザト
43 市工業高 コウギョウ
43 名古屋商高 ナゴヤショウギョウ
43 知多翔洋高 チタショウヨウ
43 高蔵寺高 コウゾウジ
43 南陽高 ナンヨウ
43 愛知学院大 アイチガクインダイガク
43 OBUエニスポ オオブエニスポアスリートクラブ
43 SET PROJECT セット　プロジェクト
43 東郷ＡＣ ﾄｳｺﾞｳｴｰｼｰ



男子4X400mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 3:20.00 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
2 3:20.00 愛教大ｸ名古屋 アイキョウダイクラブナゴヤ
2 3:21.03 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
4 3:25.00 愛知教育大 アイチキョウイクダイガク



男子走高跳

決　勝　

1組

ｽｴﾖｼ ﾊﾔﾄ

1 3442 末吉　颯人(中２) 守山中
ｶｽﾔ ﾀｶｱｷ

2 3347 糟谷　隆明 CHUKYO SPIRITS
ｳｻﾐｼﾞﾀﾞﾝ

3 3288 宇佐美　侍彈(高１) 名古屋商高
ﾏﾂｳﾗﾘｭｳﾉｽｹ

4 3289 松浦　隆之祐(高１) 名古屋商高
ｺｻｶ ｺｳﾀﾛｳ

5 2995 小坂　浩太郎(高２) 高蔵寺高
ﾀｶﾊｼ ﾚｲ

6 3185 高橋　澪(高２) 春日井商高
ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾑ

7 5466 岩本　逢夢　(中２) 日進中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾕｳ

8 4187 小林　陽優(中１) 御幸山中
ｲﾃﾞ ﾘｮｳﾀ

9 5531 井手　涼太(高１) 富田高
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ

10 5624 伊藤　卓弥(高１) 松蔭高
ﾀｹﾑﾗ ﾜﾀﾙ

11 3465 武村　弥(中３) 吉根中
ﾌﾙﾊｼ ﾕｳﾔ

12 3396 古橋　優也(高１) 愛知高
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾕｷ

13 5616 廣田　雅之(高１) 昭和高
ﾌｸｼﾏ ｼﾘｭｳ

14 6296 福島　史琉(高２) 横須賀高
ﾏｷﾉ ｼｭｳﾄ

15 3216 牧野　秀斗(中３) 守山西中
ﾌﾁ ｺｳﾀﾛｳ

16 3351 渕　晃太朗(中３) 桜田中
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｲﾂｷ

17 6489 小笠原　樹(高１) 横須賀高
ｺﾌｼﾞ ﾀﾞｲｷ

18 2869 古藤　大騎(高３) 愛知高
ｶﾅﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ

19 3270 金森　慎平(高１) 旭野高
ﾌｶﾔ ﾕｳﾘ

20 6497 深谷　祐琉(高１) 大府東高
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ

21 5314 藤村　祥太(高２) 松蔭高
ｻｶｸﾞﾁ ｿｳｺﾞ

22 3124 坂口　蒼瑚(中２) 御幸山中
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

23 3114 上田　貴大(中２) 御幸山中
ﾎﾎﾞｳ ﾀｸﾐ

24 5315 保浦　匠美(高２) 松蔭高
ｷﾀﾉ ｼｮｳｷ

25 5750 北野　翔紀(中３) 尾張旭西中
ｲﾏｲ ｶｲﾙ

26 3227 今井　海琉(高１) 千種高
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ

27 5102 川上　遥仁(高２) 名城大附高
ｶﾜｶﾐ ｶｲﾄ

28 3352 川上 魁斗(高１) 至学館高

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m



男子走高跳

決　勝　

2組

ﾊﾀﾉ ｱｵｲ

1 3079 波多野　葵(中３) TSM
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ

2 5475 山口　翔(高１) 瑞陵高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ

3 2940 中村　裕介(高２) 名東高
ｻｶｲ ｹﾝｾｲ

4 6326 酒井　研成(高２) 大府東高
ﾄｸﾞﾁ ｶｲ

5 5235 渡久地　海(高２) 名古屋大谷高
ﾓﾘ ﾏｻﾈ

6 5010 森　真心(高２) 昭和高
ｸﾜﾔﾏ ﾗｲﾄ

7 5214 桑山　来友(高３) 名古屋大谷高
ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝ

8 3156 松永　健(2) 山田高
ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ

9 3320 金子　翔太(高１) 春日井東高
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

10 5320 山田　千洋(高２) 大同大大同高
ﾀﾅﾊｼ ｶｲﾀ

11 2928 棚橋　海太(高３) 市工芸高
ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾄ

12 5077 横山　泰斗(高２) 富田高
ｲﾃﾞﾉ ﾀｶﾔ

13 5401 井手野　嵩也(高２) 向陽高
ﾎｼｶﾜ ﾕｳﾘ

14 5189 星川　悠里(高２) 瑞陵高
ｵｸﾑﾗ ﾜﾀﾙ

15 4950 奥村　渡(高３) 同朋高
ﾀｶﾊｼ ｲｸﾐ

16 2737 高橋　郁実(高２) 旭野高
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ

17 3155 中村　大樹(3) 山田高
ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

18 3038 高木　健太郎 TSM
ｶｺ ｱﾔﾄ

19 4947 加古　彩人(高１) 中京大中京高
ｼﾐｽﾞ ｶｹﾙ

20 5183 清水　翔(高２) 瑞陵高
ﾐｿﾉ ﾀﾂﾔ

21 414 御園　竜也(大３) 中京大
ｻﾄｳ ﾀｸﾄ

22 3608 佐藤　拓仁 OBUエニスポ
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄ

23 5098 高木　翔大(高２) 名城大附高
ｶﾄｳ ｷｲﾁ

24 9189 加藤　紀一 愛知陸協
ｵｶｲ ﾀｲｾｲ

25 393 岡井　大靖(大４) 中京大
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ

26 5-120 樋口　智一(Ｍ２) 愛知教育大
ﾐﾁﾜｷ ﾀﾞｲﾄ

27 3605 道脇　大斗 OBUエニスポ

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m



男子棒高跳

決　勝　

ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1 3027 原　大輔(中２) 前津中
ｸｾﾞ ﾕﾉ

2 3038 久世　優埜(中２) 大須AC
ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ

3 6901 水野　頌大(中３) 東浦北部中
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ

4 4921 田邉　悠馬(高２) 中京大中京高
ﾏｼﾞﾏ ﾘｸ

5 4941 真島　陸(高１) 中京大中京高
ｸｾﾞ ﾕﾗ

6 4945 久世　優空(高１) 中京大中京高
ﾊﾔｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

7 4946 林本　匠平(高２) 中京大中京高
ﾂﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

8 4915 津山　瞬佑(高３) 中京大中京高
ﾇﾉﾒ ﾕﾏ

9 4930 布目　悠真(高３) 中京大中京高
ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ

10 4902 中島　颯太(高３) 中京大中京高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ

11 4900 谷口　柊斗(高３) 中京大中京高

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



男子走幅跳

決　勝

1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ m m m m
1 6569 竹本　尚史(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ｱﾗﾀﾆ ｿｳﾀ m m m m
2 6466 荒谷　綜太(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｺﾞ m m m m
3 5857 山田　創心(中１) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ﾔｽｴ ﾁﾀｶ m m m m
4 3240 安江　千岳(高１) 長久手高 +/- +/- +/- +/-

ｲｹｶﾞﾔ ﾕｳﾅ m m m m
5 3336 池ヶ谷　悠名(高１) 春日井商高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼ m m m m
6 6584 山田　創士(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ m m m m
7 3930 高木　悠喜(中１) 守山西中 +/- +/- +/- +/-

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ m m m m
8 6580 鈴木　大翔(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｷｱｲ ﾀﾞｲﾁ m m m m
9 6583 吐合　大地(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ｱﾗﾀ ﾋｮｳｶﾞ m m m m
10 3349 新　彪雅(中３) 桜田中 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｾｲ m m m m
11 3248 横山　勇聖(高１) 長久手高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ m m m m
12 3249 山口　虎太郎(高１) 長久手高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｲﾄｳ ｲﾂｷ m m m m
13 6570 内藤　樹輝(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾎｯﾀ ﾕｳｷ m m m m
14 5589 堀田　優樹(高１) 天白高 +/- +/- +/- +/-

ｺｲﾃﾞ ｿﾗ m m m m
15 4346 小出　蒼空(中１) 守山西中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾐﾔ ｺｳﾀ m m m m
16 6517 神谷　康太(高１) 半田高 +/- +/- +/- +/-

ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾍｲ m m m m
17 991 梅村　康平(大１) 愛知大 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾑﾗ ｲﾌﾞｷ m m m m
18 3408 山村　歩輝(高１) 愛知高 +/- +/- +/- +/-

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｷﾄ m m m m
19 6519 杉本　瀧斗(高１) 半田高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳｷｮｳｽｹ m m m m
20 5674 伊藤　京介(高１) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ m m m m
21 5634 福嶋　悠斗(高１) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾍﾞ ﾋｶﾙ m m m m
22 5676 坂部　輝(高１) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ m m m m
23 4298 髙川　悠樹(中１) 守山中 +/- +/- +/- +/-

ｻｲﾀﾞ ﾀﾂｷ m m m m
24 5625 濟田　達暉(高１) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｾﾝｶﾞ ｼｭﾝｽｹ m m m m
25 5539 千賀　俊祐(高１) 南陽高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺｲ ﾀｸﾏ m m m m
26 5574 横井　拓真(高１) 大同大大同高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｶﾜ ﾘｮｳ m m m m
27 5582 宮川　涼(高１) 大同大大同高 +/- +/- +/- +/-

ｼﾝﾄﾒ ｹｲｺﾞ m m m m
28 3212 新留　圭悟(高１) 高蔵寺高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｲ ﾘｮｳ m m m m
29 3223 松井　亮(高１) 瀬戸西高 +/- +/- +/- +/-

ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｲ m m m m
30 3238 柴田　翔衣(高１) 長久手高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾀﾞ ｿｵﾀ m m m m
31 3239 吉田　蒼央太(高１) 長久手高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｲﾜ ﾀｸﾐ m m m m
32 6560 大岩　拓史(高１) 知多翔洋高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ m m m m
33 887 岡田　遼(大１) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｷﾏ ﾘｮｳ m m m m
34 5195 榊間　涼(高２) 南陽高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾉｳ ﾕｳｿﾞｳ m m m m
35 6562 稲生　祐三(高２) 知多翔洋高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ m m m m
36 3464 宮嶋　勇輝(中３) 吉根中 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾊﾙｷ m m m m
37 3463 宮嶋　春輝(中３) 吉根中 +/- +/- +/- +/-

ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾄ m m m m
38 4185 辻村　悠翔(中１) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾔｼ ｶﾅﾄ m m m m
39 3065 林　奏人(中１) 大須AC +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲｷﾞ m m m m
1 4191 長澤　政儀(中１) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ m m m m
2 3102 水野　和生(中１) なごや陸上ｸ +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾜｷ ﾕｳﾄ m m m m
3 3905 山脇　有翔(中１) 大須AC +/- +/- +/- +/-

ﾀｹﾅｶ ｴｲﾀ m m m m
4 5523 竹中　瑛舵(高１) 豊明高 +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ m m m m
5 5559 水野　翔太(中３) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ｸｾﾞ ﾕﾉ m m m m
6 3038 久世　優埜(中２) 大須AC +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾀ ｼｭｳｾｲ m m m m
7 5462 尾形　柊青　(中３) 日進中 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｸﾜ ﾕｳﾀ m m m m
8 5622 高桑　佑汰(高１) 松蔭高 +/- +/- +/- +/-

ｼｲﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ m m m m
9 5623 椎橋　亮典(高１) 松蔭高 +/- +/- +/- +/-

ｻﾄｳ ｽﾐｱｷ m m m m
10 3424 佐藤　澄明(高１) 名古屋高 +/- +/- +/- +/-

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ m m m m
11 5468 清水　翔　(中２) 日進中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾅﾓﾘ ｺｳ m m m m
12 5544 金森　琥央(中2) 高蔵寺中 +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ m m m m
13 5292 池村　智徳(高２) 市工業高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ m m m m
14 5543 中島　昴大(中2) 高蔵寺中 +/- +/- +/- +/-

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ m m m m
15 5494 溝口　陽太(高１) 豊明高 +/- +/- +/- +/-

ﾂﾈﾐ ｼｭｳｾｲ m m m m
16 5557 恒見　柊成(中３) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ m m m m
17 3262 中村　凌玖斗(高１) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾆﾔﾏ ｼｮｳﾔ m m m m
18 3145 谷山　翔哉(高２) 至学館高 +/- +/- +/- +/-

ﾔｽｴ ｱｻﾄ m m m m
19 3261 安江　亜聡(高１) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾏ m m m m
20 3266 鈴木　琉馬(高１) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾀｹ ｺｳｼﾞ m m m m
21 5286 大竹　康司(高２) 市工業高 +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ m m m m
22 5554 池田　泰雅(中３) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ﾖｼｶﾜ ﾀﾂﾔ m m m m
23 5441 吉川　達也(高２) 熱田高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊﾞ ﾊﾙﾄ m m m m
24 3265 高羽　陽斗(高１) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｱｵｷ ﾊﾙ m m m m
25 5618 青木　晴(高１) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾅｶ ｼｭﾝｾｲ m m m m
26 5607 田中　駿成(高１) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾑﾗﾀ ｼｭｳﾏ m m m m
27 4963 村田　愁真(高２) 天白高 +/- +/- +/- +/-

ｳﾌﾙｼﾞｬﾝ ﾀｰｼﾞﾃｨ m m m m
28 5663 ウフルジャン　タージティ(高２) 中村高 +/- +/- +/- +/-

ﾔｽｶﾜｳﾁ ﾏｻﾄ m m m m
29 5368 安河内　真斗(高２) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｲｼ ｺｳｾｲ m m m m
30 5372 中石　航誠(高２) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ m m m m
31 3285 長谷川　湧已(高１) 市工芸高 +/- +/- +/- +/-

ｺｳﾉ ﾏｷﾄ m m m m
32 5374 河野　槙人(高２) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ m m m m
33 5313 吉田　響(高２) 松蔭高 +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾏ m m m m
34 5535 岡村　優真(高１) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ ｺｳｽｹ m m m m
35 3414 浅野　滉介(高１) 菊里高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾏｷ ﾕｳﾏ m m m m
36 3299 玉木　佑磨(高１) 春日井西高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｵｶ ｶｲﾘ m m m m
37 5530 松岡　海璃(高１) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳ m m m m
38 5015 大坪　柊佑(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾅﾘﾀ ﾀｶﾏｻ m m m m
39 6551 成田　貴政(高１) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ｾﾝﾀﾞ ｺｳｾｲ m m m m
40 5551 千田　晃靖(高１) 名古屋南高 +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

3組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾁﾔ ｱｷﾗ m m m m
1 6498 土屋　亮(高１) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ m m m m
2 5193 山口　礁(高２) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾜ ﾀｲｶﾞ m m m m
3 5207 三輪　大雅(高２) 中村高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼﾜｷ ﾚﾝ m m m m
4 5533 西脇　蓮(高１) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ m m m m
5 5075 加藤　翔馬(高２) 惟信高 +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ｶﾝﾀ m m m m
6 5016 阪本　貫太(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ m m m m
7 4921 田邉　悠馬(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｻﾄ ﾖｼﾔ m m m m
8 2765 永里　佳也(高２) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾜﾀ ﾖｼﾕｷ m m m m
9 6463 岩田　義之(高２) 半田東高 +/- +/- +/- +/-

ｸﾎﾞ ﾅｵﾔ m m m m
10 2832 久保　直椰(高２) 守山高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼｵ ﾀｲ m m m m
11 3063 西尾　泰(中２) 大須AC +/- +/- +/- +/-

ｱｲﾑ ｹｲﾕｳ m m m m
12 6446 相武　奎祐(高２) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾜｶﾀ ｺﾞｳ m m m m
13 2945 若田　剛(高２) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ  ｼﾝﾄ m m m m
14 2918 中村　仁飛(高３) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｼｶﾜ ﾐﾁｶ m m m m
15 3081 吉川　遥和(中３) TSM +/- +/- +/- +/-

ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ m m m m
16 5621 下村　悠生(高１) 松蔭高 +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ m m m m
17 6544 水野　成皓(高１) 大府高 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ m m m m
18 5023 渡邉　響(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾎﾘｴｺﾊｸ m m m m
19 2984 堀江　呼白(高３) 名古屋商高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺﾀ ﾄｳｲ m m m m
20 5088 横田　透唯(高２) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ m m m m
21 5434 山田　航輔(高２) 熱田高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾁﾊｼ ﾀｸﾐ m m m m
22 3386 市橋　拓海(高１) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾀ ｱｺｳ m m m m
23 5014 太田　篤孝(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾅﾘﾀ ﾘﾋﾄ m m m m
24 3062 成田　俐士(中２) 大須AC +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾑﾗ ｱﾂﾑ m m m m
25 5-609 奥村　集(大３) 愛知学院大 +/- +/- +/- +/-

ｶﾀｵｶ ﾌｳｶﾞ m m m m
26 5081 片岡　楓賀(高２) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾉ ｺｳ m m m m
27 5337 水野　倖(高２) 豊明高 +/- +/- +/- +/-

ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾑﾈ m m m m
28 3382 樋口　豊宗(高１) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｲｼﾊﾞｼ ｶｲｾｲ m m m m
29 2955 石橋　快晟(高３) 愛知総合工科高 +/- +/- +/- +/-

ｸｾﾞ ﾕﾗ m m m m
30 4945 久世　優空(高１) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾂﾈｶﾜ ｲｵﾘ m m m m
31 6372 恒川　伊織(高３) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ﾌﾙﾀ ﾋﾛﾄ m m m m
32 6448 古田　大翔(高２) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ m m m m
33 2740 小川　凜太朗(高３) 春日井工高 +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

3組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｼｵﾔ ｶｲｾｲ m m m m
34 3076 塩谷　契聖(高２) 菊里高 +/- +/- +/- +/-

ﾏｼﾞﾏ ﾘｸ m m m m
35 4941 真島　陸(高１) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ｳｻﾐ ﾀｲｷ m m m m
36 3353 宇佐見 太紀(高１) 至学館高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾏﾀﾞ ｼｵﾝ m m m m
37 5322 今田　士温(高３) 大同大大同高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾞﾝﾉ ﾊﾙｷ m m m m
38 5035 阪野　遥生(高２) 名古屋南高 +/- +/- +/- +/-

ﾋｶﾞｼ  ﾋﾅﾀ m m m m
39 2896 東　飛向(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾔｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ m m m m
40 4946 林本　匠平(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

4組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾗﾀ ﾏｻﾄ m m m m
1 6435 浦田　眞都(高２) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ m m m m
2 3290 松本　昂士(高１) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳ m m m m
3 2871 熊澤　悠(高３) 愛知高 +/- +/- +/- +/-

ｼｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀ m m m m
4 3603 塩澤　健太 OBUエニスポ +/- +/- +/- +/-

ﾂｹﾞ ﾅｵﾘ m m m m
5 5423 柘植　直莉(高２) 熱田高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸｼﾏ ﾓﾓﾀ m m m m
6 4936 福島　桃太(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ m m m m
7 4940 藤井　悠史(高１) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾉﾏ ﾋﾛﾄ m m m m
8 6360 野間　兆翔(高２) 半田農高 +/- +/- +/- +/-

ﾄﾓﾔﾏ ﾚﾝ m m m m
9 5065 友山　廉(高３) 惟信高 +/- +/- +/- +/-

ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ m m m m
10 5-614 牛田　匠海(大２) 愛知学院大 +/- +/- +/- +/-

ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ m m m m
11 2987 亀山　聡太(高２) 高蔵寺高 +/- +/- +/- +/-

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾋ m m m m
12 3607 長谷川　勇飛 OBUエニスポ +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾙ m m m m
13 3140 中西　尊流(高２) 至学館高 +/- +/- +/- +/-

ｲｹﾀﾞ ｶﾂｷ m m m m
14 6413 池田　克己(高２) 知多翔洋高 +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ ﾀﾂﾅﾘ m m m m
15 564 浅野　達成(大２) 南山大 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾀｶﾋｺ m m m m
16 3130 加藤　隆彦 愛知マスターズ +/- +/- +/- +/-

ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳﾀ m m m m
17 5396 難波　亮太(高２) 向陽高 +/- +/- +/- +/-

ｼﾌﾞﾔ  ｹｲｺﾞ m m m m
18 2897 渋谷　啓吾(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ m m m m
19 2819 伊藤　優真(高３) 名古屋西高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾂｲ ﾋｶﾙ m m m m
20 3102 三井　晃(高２) 明和高 +/- +/- +/- +/-

ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ m m m m
21 2953 杉山　京平(高３) 愛知総合工科高 +/- +/- +/- +/-

ｸﾎﾞﾀ ｸﾞﾝｼﾞｮｳ m m m m
22 178 久保田　群青(大３) 愛知大 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾏﾂ  ﾀﾞｲﾅ m m m m
23 2909 岡松　大那(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔﾅｶﾞ ﾋﾛｷ m m m m
24 3609 宮長　拓希 OBUエニスポ +/- +/- +/- +/-

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾖｳｺｳ m m m m
25 2912 谷口　瑶昊(高１) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｻｶ ｱｷｽﾐ m m m m
26 9208 長坂　顕澄 愛知陸協 +/- +/- +/- +/-

ﾂｼﾞｲ ﾋﾛ m m m m
27 6316 辻井　煕(高３) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾙ m m m m
28 5078 松本　蒼琉(高３) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ m m m m
29 4927 川口　遥己(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ m m m m
30 5-179 山本　航生(大３) 愛知大 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾘﾍﾞ ﾘｮｳ m m m m
31 5094 森部　諒(高１) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｽﾔﾏ ﾕｳｷ m m m m
32 3641 須山　勇希 アミューズAC +/- +/- +/- +/-

ﾊﾅｲ ﾚｵﾅ m m m m
33 6350 花井　玲央那(高２) 大府高 +/- +/- +/- +/-



男子走幅跳

決　勝

4組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ m m m m
34 5408 安東　純平(高２) 向陽高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｻｶ  ｼｭﾝﾔ m m m m
35 2901 山坂　隼也(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ m m m m
36 1010 竹内　建人(大１) 中京大 +/- +/- +/- +/-

ｱｻｲ ﾅﾂｷ m m m m
37 857 浅井　夏輝(大１) 中京大 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾄｼｷ m m m m
38 4899 加藤 隼輝(高３) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ m m m m
39 6318 渡邊　翼(高３) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶｼﾏ ｶｲﾄ m m m m
40 5082 中島　海翔(高３) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-



男子三段跳

決　勝

1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾗﾂ ｺｳｾｲ m m m m
1 5631 浦津　康生(高１) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄﾞﾔ ｺｳｽｹ m m m m
2 5104 角屋　孝介(高２) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ m m m m
3 5371 佐藤　秀磨(高２) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ﾂﾁﾔ ｱｷﾗ m m m m
4 6498 土屋　亮(高１) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾕｳﾄ m m m m
5 9212 加藤　勇人(大４) 愛知陸協 +/- +/- +/- +/-

ｼﾗｻﾜ ｶﾂﾉﾘ m m m m
6 3638 白澤　克徳 アミューズAC +/- +/- +/- +/-

ｵｻﾅｲ ﾕｳｷ m m m m
7 3639 長内　祐樹 アミューズAC +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ m m m m
8 2940 中村　裕介(高２) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ｸﾜﾔﾏ ﾗｲﾄ m m m m
9 5214 桑山　来友(高３) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ﾐﾜ ﾀｲｶﾞ m m m m
10 5207 三輪　大雅(高２) 中村高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊﾞ ﾊﾙﾄ m m m m
11 3265 高羽　陽斗(高１) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾄﾓ ﾂｷﾄ m m m m
12 5071 大友　月登(高２) 惟信高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｶﾔ ｿｳﾀ m m m m
13 5373 深谷　颯太(高２) 星城高 +/- +/- +/- +/-

ｳｼﾀﾞ ﾀｸﾐ m m m m
14 5-614 牛田　匠海(大２) 愛知学院大 +/- +/- +/- +/-

ﾎｼｶﾜ ﾕｳﾘ m m m m
15 5189 星川　悠里(高２) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾄ m m m m
16 5077 横山　泰斗(高２) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ｺｼ ｿﾗ m m m m
17 6341 越　大空(高２) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ m m m m
18 4940 藤井　悠史(高１) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ｶｺ ｱﾔﾄ m m m m
19 4947 加古　彩人(高１) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸｼﾏ ﾓﾓﾀ m m m m
20 4936 福島　桃太(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾏｾ ﾀｸﾐ m m m m
21 6900 間瀬　拓海(中３) 東浦北部中 +/- +/- +/- +/-



男子三段跳

決　勝

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅﾊｼ ｶｲﾀ m m m m
1 2928 棚橋　海太(高３) 市工芸高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｻｶ  ｼｭﾝﾔ m m m m
2 2901 山坂　隼也(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ｻｶｲ ｹﾝｾｲ m m m m
3 6326 酒井　研成(高２) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺﾔﾏ ｺｳｽｹ m m m m
4 2726 横山　孝祐(高３) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ｶﾝﾀ m m m m
5 5016 阪本　貫太(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ m m m m
6 2987 亀山　聡太(高２) 高蔵寺高 +/- +/- +/- +/-

ｵｸﾑﾗ ｱﾂﾑ m m m m
7 5-609 奥村　集(大３) 愛知学院大 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ m m m m
8 5023 渡邉　響(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ m m m m
9 5226 林　翼(高２) 名古屋大谷高 +/- +/- +/- +/-

ｲｸﾏ ﾊﾙﾄ m m m m
10 5-528 伊熊　遥人(大３) 東海学園大 +/- +/- +/- +/-

ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳﾀ m m m m
11 5396 難波　亮太(高２) 向陽高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ m m m m
12 4927 川口　遥己(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ m m m m
13 2733 伊藤　佑哉(高２) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ m m m m
14 656 中西　椋(大３) 日本福祉大 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｻｶ ｱｷｽﾐ m m m m
15 9208 長坂　顕澄 愛知陸協 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ m m m m
16 5-179 山本　航生(大３) 愛知大 +/- +/- +/- +/-

ｼﾐｽﾞ ｶｹﾙ m m m m
17 5183 清水　翔(高２) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾏﾂ  ﾀﾞｲﾅ m m m m
18 2909 岡松　大那(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ m m m m
19 3-3808 鈴木　颯人(大１) 山梨学院大 +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾀﾞ ﾌﾐﾔ m m m m
20 3291 岡田　文哉 ﾋﾃﾞｿﾝｽﾞ +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾄｼｷ m m m m
21 4899 加藤 隼輝(高３) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-



中学男子砲丸投(5.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ

1 3467 近藤　大和(中３) 吉根中 m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾏｻ

2 7120 竹内　大将(中３) 鬼崎中 m m m m
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷﾄ

3 4321 山口　暁士(中１) 大高中 m m m m
ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ

4 3095 セントンゴ シャリフ大駕(中１) TSM m m m m
ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ

5 3094 小櫻 泰成(中１) TSM m m m m
ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

6 3091 伊藤 隼人(中１) TSM m m m m
ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

7 3439 杉田　一真(中２) 守山中 m m m m
ｵｸﾊﾗ ﾀｸﾔ

8 3924 奥原　拓也(中１) 宝神中 m m m m
ﾂﾁﾓﾄ ﾊﾙﾄ

9 3913 土本　陽翔(中１) 大高中 m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾅﾘ

10 4102 近藤　孝成(中１) 御幸山中 m m m m
ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ

11 4192 前田　樹輝(中１) 御幸山中 m m m m
ｶﾄｳ ｹﾝﾄ

12 3120 加藤　建都(中２) 御幸山中 m m m m
ｲﾜｵｸ ﾀｹﾄﾗ

13 5449 岩奥　丈虎　(中３) 日進中 m m m m
ﾜｷﾀ ｺｳｽｹ

14 3089 脇田　晃介(中２) TSM m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ

15 5754 竹内　智哉(中３) 尾張旭西中 m m m m
ｺﾊﾞｼ ﾘｭｳｾｲ

16 3123 小橋　琉生(中２) 御幸山中 m m m m
ﾖｼｶﾜ ｲﾁﾖｳ

17 3080 吉川　一葉(中３) TSM m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾃﾝﾏ

18 3126 竹内　辿真(中２) 御幸山中 m m m m
ｷｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ

19 2969 岸本　翔真(中３) 大高中 m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

20 3111 近藤　誠矢(中３) 御幸山中 m m m m



高校男子砲丸投(6.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂﾐ

1 3181 早川　夏未(高３) 春日井商高 m m m m
ｶｼﾜﾀﾞ ｿｳﾀ

2 2806 柏田 蒼太(高２) 瀬戸西高 m m m m
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ

3 4954 鈴木　大雅(高２) 同朋高 m m m m
ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｸ

4 3381 櫻庭　吏玖(高１) 春日井高 m m m m
ﾔｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾄ

5 3296 八神　淳人(高１) 名東高 m m m m
ｵｵﾔ ﾉﾘﾀｹ

6 4949 大矢　典武(高２) 同朋高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

7 6344 山田　拓海(高２) 大府東高 m m m m
ﾎﾞﾊﾞﾃﾞｨｼﾞｬﾔﾚｹ ﾐｹﾞﾙｱﾝﾍﾙ

8 5330 ボバディジャヤレケ　ミゲルアンヘル(高３) 大同大大同高 m m m m
ｲﾄｳ ﾏﾔﾄ

9 4953 伊藤　真矢斗(高２) 同朋高 m m m m
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ

10 2837 中村　友哉(高２) 守山高 m m m m
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｷ

11 6509 濱島 優貴(高１) 半田工高 m m m m
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

12 5600 小林　奏太(高１) 惟信高 m m m m
ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｶﾞ

13 6421 皆川　浩雅(高２) 知多翔洋高 m m m m
ｵｶｲ ﾊﾙｷ

14 6398 岡井　春樹(高２) 半田工高 m m m m
ｶﾐﾔ ｼﾝｺﾞ

15 3206 神谷 鎮伍(高１) 至学館高 m m m m
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

16 5317 山口　優弥(高２) 松蔭高 m m m m
ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ

17 5544 木村　建太(高１) 名古屋南高 m m m m
ｶﾅﾀﾆ ｺｳｽｹ

18 6377 金谷　康介(高２) 東海商高 m m m m
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾉｽｹ

19 5030 石川　裕之介(高２) 名古屋南高 m m m m
ﾐｽﾞﾉ ｵｸ

20 2766 水野　旺玖(高２) 春日井高 m m m m
ｵｾﾞｷ ﾋﾛｱｷ

21 5319 尾関　宏晃(高２) 大同大大同高 m m m m
ｽｷﾞﾀ ﾊﾙﾀｶ

22 6324 杉田　晴昂(高２) 大府東高 m m m m
ﾎｼﾉ ﾅﾘｱｷ

23 3159 星野　成亮(高２) 春日井高 m m m m
ｵﾉ ﾕｳﾀ

24 2969 小野　悠太(高２) 千種高 m m m m
ﾋﾀﾞ ﾕｳｾｲ

25 3399 肥田　悠聖(高１) 愛知高 m m m m
ｱｶﾐﾈ ｺｳﾀﾛｳ

26 5305 赤峰　滉大朗(高３) 松蔭高 m m m m
ｽｷﾞﾀ ｱｷﾄｼ

27 6483 杉田　晶俊(高１) 知多翔洋高 m m m m
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ

28 3034 大橋　裕虎(高３) 名古屋高 m m m m
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

29 2741 宮原　醇(高２) 春日井工高 m m m m
ﾂﾁﾔ ﾀｲﾁ

30 3006 土屋　大智(高２) 名古屋高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

31 6482 渡邊　隼(高１) 大府高 m m m m
ﾀﾃﾏﾂ ﾀﾞｲ

32 5291 立松　大(高３) 市工業高 m m m m
ﾅｶｼﾏ ｶﾝｽｹ

33 5217 中島　寛亮(高３) 名古屋大谷高 m m m m



高校男子砲丸投(6.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ

34 5242 兵藤　拓郎(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ﾊﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ

35 4906 半田　千空(高３) 中京大中京高 m m m m
ﾅｶﾞｼﾏ ﾙﾏﾝ

36 5220 長嶋　流万(高３) 名古屋大谷高 m m m m
ｱｻｲ ｹﾝｼﾝ

37 3003 浅井　謙臣(高３) 名古屋高 m m m m
ﾊﾗ ｲﾁｶ

38 2739 原　維近(高３) 春日井工高 m m m m



男子砲丸投(7.260kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾈﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

1 559 根本　峻佑(大３) 南山大 m m m m
ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

2 116 奥田　知宏(大２) 愛知医科大 m m m m
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

3 3275 小山　祐一郎 みかん山 m m m m
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ

4 5-168 水野　博貴(大２) 愛知淑徳大 m m m m
ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾋｺ

5 3283 小幡　晶彦 みかん山 m m m m
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｼﾞ

6 3282 水谷　友治 みかん山 m m m m



中学男子円盤投(1.500kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｵｸ ﾀｹﾄﾗ

1 5449 岩奥　丈虎　(中３) 日進中 m m m m
ｶﾄｳ ｹﾝﾄ

2 3120 加藤　建都(中２) 御幸山中 m m m m
ｽｷﾞﾑﾗ ｿﾗ

3 3031 杉村　想良(中２) 前津中 m m m m
ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ

4 3106 井上　幹大(中３) 御幸山中 m m m m
ﾜｷﾀ ｺｳｽｹ

5 3089 脇田　晃介(中２) TSM m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾃﾝﾏ

6 3126 竹内　辿真(中２) 御幸山中 m m m m
ﾖｼｶﾜ ｲﾁﾖｳ

7 3080 吉川　一葉(中３) TSM m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ

8 3111 近藤　誠矢(中３) 御幸山中 m m m m
ｷｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ

9 2969 岸本　翔真(中３) 大高中 m m m m



高校男子円盤投(1.750kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｽﾞｷ

1 5685 渡辺　望生(高１) 熱田高 m m m m
ｶｼﾜﾀﾞ ｿｳﾀ

2 2806 柏田 蒼太(高２) 瀬戸西高 m m m m
ｳｽｲ ﾀｶﾔ

3 5681 臼井　貴哉(高１) 熱田高 m m m m
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ

4 5624 伊藤　卓弥(高１) 松蔭高 m m m m
ﾂﾁﾀﾆ ｶｲﾄ

5 5201 土谷　海斗(高２) 中村高 m m m m
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ

6 5146 藤原　優(高２) 南陽高 m m m m
ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ

7 6369 川井　涼介(高３) 東海商高 m m m m
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ

8 2837 中村　友哉(高２) 守山高 m m m m
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

9 5317 山口　優弥(高２) 松蔭高 m m m m
ｱｷﾗ ｱｵ

10 5288 明　あお(高２) 市工業高 m m m m
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾏ

11 5611 田村　拓真(高１) 昭和高 m m m m
ｳﾁｷ ﾊﾙﾄﾓ

12 5007 内木　晴朝(高２) 昭和高 m m m m
ﾊﾞﾝ ﾋﾛﾑ

13 3431 坂　裕夢(高２) 名古屋高 m m m m
ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｶﾞ

14 6421 皆川　浩雅(高２) 知多翔洋高 m m m m
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾂ

15 3010 鈴木　亮達(高２) 名古屋高 m m m m
ｶﾐﾔ ｼﾝｺﾞ

16 3206 神谷 鎮伍(高１) 至学館高 m m m m
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ

17 3034 大橋　裕虎(高３) 名古屋高 m m m m
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾄ

18 3044 前田　健翔(高２) 名古屋高 m m m m
ﾔﾏｼﾀ ﾐｽﾞｷ

19 5020 山下　海輝(高２) 昭和高 m m m m
ｳｴﾀﾞ ｼｭｳ

20 6371 上田　朱羽(高３) 東海商高 m m m m
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ

21 5076 青山　開人(高３) 富田高 m m m m
ﾖｼｲ ｺｳﾀﾞｲ

22 6424 ??井　幸大(高３) 知多翔洋高 m m m m
ｽｷﾞﾀ ﾊﾙﾀｶ

23 6324 杉田　晴昂(高２) 大府東高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

24 6482 渡邊　隼(高１) 大府高 m m m m
ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ

25 5242 兵藤　拓郎(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ﾔﾅｷﾞ  ｿﾗ

26 2917 柳　奏良(高３) 愛工大名電高 m m m m
ﾈﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

27 3389 根本　睦千(高１) 名古屋西高 m m m m
ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ

28 5544 木村　建太(高１) 名古屋南高 m m m m
ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ

29 3014 加藤　史也(高３) 名古屋高 m m m m
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｳｸ

30 5285 東山　紅空(高３) 市工業高 m m m m
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｾｲﾔ

31 5210 兵藤　聖矢(高３) 名古屋大谷高 m m m m
ｱｶﾐﾈ ｺｳﾀﾛｳ

32 5305 赤峰　滉大朗(高３) 松蔭高 m m m m
ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｼ

33 3000 安藤　蒼史(高３) 名古屋高 m m m m



高校男子円盤投(1.750kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ

34 5244 上村　勇輝(高３) 名古屋大谷高 m m m m
ﾅｶﾞｼﾏ ﾙﾏﾝ

35 5220 長嶋　流万(高３) 名古屋大谷高 m m m m



男子円盤投(2.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

1 3041 加藤　望 TSM m m m m
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ

2 5-168 水野　博貴(大２) 愛知淑徳大 m m m m
ﾈﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

3 559 根本　峻佑(大３) 南山大 m m m m
ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ

4 3816 久保　博規 名古屋学院ク m m m m



高校男子ハンマー投(6.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾀ ｱｷﾄｼ

1 6483 杉田　晶俊(高１) 知多翔洋高 m m m m
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｽﾞｷ

2 5685 渡辺　望生(高１) 熱田高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

3 6344 山田　拓海(高２) 大府東高 m m m m
ﾆﾜ ﾕｳﾏ

4 3271 丹羽　佑真(高１) 旭野高 m m m m
ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾀｶ

5 5243 河本　雅嵩(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳﾔ

6 6415 杉浦　僚哉(高２) 知多翔洋高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

7 4982 山田　悠介(高２) 天白高 m m m m
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾌﾐ

8 3026 松下　顕文(高２) 名古屋高 m m m m
ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ

9 2738 井上　智史(高２) 旭野高 m m m m
ﾃﾝﾊﾟｸ ﾘｭｳｼｮｳ

10 3032 天白　龍照(高３) 名古屋高 m m m m
ﾊﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ

11 4906 半田　千空(高３) 中京大中京高 m m m m
ｽｽﾞｷ ﾃﾂｾｲ

12 5245 鈴木　哲生(高３) 名古屋大谷高 m m m m
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ

13 5223 小島　諒大(高３) 名古屋大谷高 m m m m



男子ハンマー投(7.260kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾂﾞｷ ｼｭﾝﾀ

1 6419 都築　駿太(高３) 知多翔洋高 m m m m
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ

2 3278 安藤　佑馬 みかん山 m m m m
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｸﾏ

3 2728 米澤　拓真(高３) 旭野高 m m m m
ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

4 3598 北浦　弘之 中京大ｸﾗﾌﾞ m m m m



男子やり投(0.800kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｿ ｺｳ

1 5196 蘇　浩(高２) 南陽高 m m m m
ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ

2 6582 福井　琥太郎(高１) 東海南高 m m m m
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ

3 6579 山本　陸(高１) 東海南高 m m m m
ｱｶｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

4 3255 赤坂　裕二郎 大谷クラブ m m m m
ﾁｬﾔ ﾕｳﾋ

5 6571 茶谷　雄飛(高１) 東海南高 m m m m
ｶｸﾀﾆ ﾄｼﾔ

6 555 角谷　俊弥(大４) 南山大 m m m m
ﾅｶﾉ ｺｳｼﾝ

7 5641 中野　煌心(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ﾆｼｸﾞﾁ ｱｻﾋ

8 3321 西口　朝陽(高１) 春日井東高 m m m m
ｳｽｲ ﾀｶﾔ

9 5681 臼井　貴哉(高１) 熱田高 m m m m
ﾑﾗｾ ｶｲｷ

10 5613 村瀬　海輝(高１) 昭和高 m m m m
ﾅｶﾀｹ ｼｭﾝﾀ

11 6516 中武 駿太(高１) 半田工高 m m m m
ﾋﾛﾃﾞ ﾀｸﾏ

12 6374 廣出　拓真(高２) 東海商高 m m m m
ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

13 3232 飯田　隼平(高１) 千種高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

14 6328 山田　幸誠(高２) 大府東高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

15 5619 山田　航太郎(高１) 昭和高 m m m m
ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

16 6375 山田　哲平(高２) 東海商高 m m m m
ﾓﾘﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

17 6311 森部　蒼一朗(高２) 福祉大付高 m m m m
ｲｻｼﾞ ｶﾅｳ

18 4984 伊佐次　叶(高２) 天白高 m m m m
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ

19 6310 髙橋　巧誠(高２) 福祉大付高 m m m m
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳ

20 5170 柳原　光(高２) 愛産大工高 m m m m
ｸﾘﾀ ｿﾗ

21 3401 栗田　青空(高１) 愛知高 m m m m
ｻﾊｼ ﾘｮｳﾏ

22 5550 佐橋　遼真(高１) 名古屋南高 m m m m
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

23 2957 藤本　侑大(高２) 愛知総合工科高 m m m m
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ

24 5076 青山　開人(高３) 富田高 m m m m
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ

25 5043 市川　楓(高２) 名古屋南高 m m m m
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ

26 2802 近藤　優一(高３) 瀬戸西高 m m m m
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾋ

27 2950 林　日陽(高３) 愛知総合工科高 m m m m
ﾂﾁﾀﾆ ｶｲﾄ

28 5201 土谷　海斗(高２) 中村高 m m m m
ﾊﾔｼ ｶﾅﾄ

29 5100 林　嘉名堂(高２) 名城大附高 m m m m
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳｴｲ

30 3043 河西　翔永(高２) 名古屋高 m m m m
ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ

31 4931 阿部　泰典(高２) 中京大中京高 m m m m
ｱﾏｶﾜ ﾂﾖｼ

32 550 天川　剛志(大４) 南山大 m m m m
ﾊﾔﾐ ｹｲﾄ

33 3038 速水　慧人(高２) 名古屋高 m m m m



男子やり投(0.800kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ

34 3014 加藤　史也(高３) 名古屋高 m m m m
ﾜｶﾊﾏ ﾀﾞｲｷ

35 553 若浜　大揮(大４) 南山大 m m m m
ｳｴﾉ ｺｳｲﾁ

36 5369 上野　倖一(高２) 星城高 m m m m
ﾏﾅｺ ﾄﾓﾋﾄ

37 5022 眞名子　智仁(高２) 昭和高 m m m m
ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ

38 2949 石原　拓海(高３) 愛知総合工科高 m m m m
ｵｵｺﾞ ﾘｮｳﾔ

39 5-716 大庫　遼也(大３) 至学館大 m m m m
ﾌｶﾔ ﾖｼｷ

40 3642 深谷　剛生 アミューズAC m m m m
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

41 3234 宮川　凌太 TSM m m m m
ｶｺ ｼｮｳﾀ

42 9167 加古　祥大 愛知陸協 m m m m
ﾊﾅｲ ｱｷﾋﾛ

43 4100 花井　章宏 名古屋市消防局 m m m m
ｻｶｷﾏ ﾀｶｱｷ

44 3533 榊間　隆晃 至学館クラブ m m m m
ｵﾀﾞ ｼｮｳﾏ

45 5246 織田　翔万(高３) 名古屋大谷高 m m m m
ﾖｺｲ ﾀｲｶﾞ

46 4929 横井　太翔(高３) 中京大中京高 m m m m
ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

47 3277 八木　一憲 みかん山 m m m m



中学女子１５０ｍ

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

ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ ｶﾏﾂｶ ｷｵﾗ

1 2913 鈴木　さくら(中３) 守山西中 1 2919 鎌塚　きおら(中２) 守山西中
ｿｶﾞ ﾉﾉｶ ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾒ

2 2846 曽我　和花(中３) 御幸山中 2 2769 浜田　結姫(中１) 大高中
ﾐﾔﾀ ｱﾕ ﾖｼｶﾜ ｱﾔﾅ

3 2836 宮田　愛結(中３) なごや陸上ｸ 3 2809 吉川　綺奈(中３) 大須AC
ｲｿﾑﾗ ｻﾄｶ ﾅｶｵ ﾜｶﾊﾞ

4 2843 磯村　怜佳(中３) 御幸山中 4 2796 仲尾　若葉(中３) 大須AC
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

5 2848 藤原　杏優(中３) 御幸山中 5 6770 鈴木　若奈(中２) 東浦中
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾚﾝ ｷﾉｼﾀ ﾜｶﾅ

6 3128 谷口　花妃(中３) 吉根中 6 2852 木下　和奏(中２) 御幸山中
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｽﾞｷ ｸﾚｲｼ ﾊﾅ

7 2853 熊谷　柚希(中２) 御幸山中 7 5484 暮石　芭南(中３) 聖霊中
ｽｲｹﾝ ﾚｲﾅ ﾖｺﾔﾏ ｻﾔｶ

8 2912 水軒　怜那(中３) 守山西中 8 2837 横山　清花(中２) なごや陸上ｸ

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

ｱﾗｷ ﾊﾙﾋ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ

1 2851 荒木　遥妃(中２) 御幸山中 1 3129 小林　菜々(中３) 吉根中
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾅ ｶﾆ ﾅﾉﾊ

2 3537 松田　怜奈(中１) 守山西中 2 3236 可児　七葉(中２) 守山西中
ｵｶﾍﾞ ﾕｲｶ ｲﾘｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

3 2914 岡部　ゆいか(中３) 守山西中 3 3665 入口　未悠(中１) 御幸山中
ﾖｺﾞ ﾕｽﾞﾅ ﾌﾅﾀﾞ ﾏｼｭ

4 2770 余語　柚奈(中１) 大高中 4 2855 舩田　愛珠(中２) 御幸山中
ｿｳﾏ ﾕｲ ﾅｶﾉ ﾄﾓﾐ

5 2766 相馬　優衣(中２) 大高中 5 3669 中野　那海(中１) 御幸山中
ﾏｴﾀﾞ ｴｸﾎﾞ ﾄｸﾔﾏ ｱｵｲ

6 6773 前田　えくぼ(中２) 東浦中 6 2764 德山　碧(中２) 大高中
ｷﾀﾉ ﾕｱﾝ ﾐﾔｸﾞﾁ ﾚｲﾅ

7 3536 北野　柚杏(中１) 守山西中 7 3538 宮口　玲名(中１) 守山西中
ｵｶﾔ ｶﾉﾝ ﾎｯﾀ ﾏﾂﾘ

8 3539 岡谷　花音(中１) 守山西中 8 3133 堀田　茉利(中３) 吉根中

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

ﾀﾁﾞｶ ﾓﾐｼﾞ ｸﾎﾞﾀ ﾅﾅﾐ

1 2918 田近　紅葉(中３) 守山西中 1 5429 久保田 七海(中２) 豊明中
ﾔﾏﾅｶ ﾉｴﾙ ﾔｸﾗ ｻﾅﾐ

2 2842 山中　ノエル(中１) なごや陸上ｸ 2 5488 矢倉　沙奈美(中２) 聖霊中
ｻｻｷ ﾏﾅｶ ﾀｷ ｺﾄﾐ

3 5487 佐々木　愛栞(中２) 聖霊中 3 5435 瀧 ことみ(中２) 豊明中
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾓ ｳｻﾐ ﾕｳﾅ

4 3134 髙橋　愛萌(中３) 吉根中 4 3644 宇佐見　祐奈(中１) 吉根中
ｵﾉﾊﾗ ｶﾘﾅ ﾆｼｳﾁ ﾏﾘﾝ

5 7007 小野原　佳利茄(中１) 東浦中 5 5434 西内 麻凜(中２) 豊明中
ｶﾜﾀﾞ ﾏﾘﾝ ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

6 2795 河田　麻鈴(中３) 大須AC 6 3645 髙橋　杏奈(中１) 吉根中
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ

7 3238 前田　梨名(中２) 守山西中 7 3652 安東　ひなた(中１) 吉根中
ﾖｼｵｶ ﾅﾅ ｲﾜｻｷ ｱｲﾅ

8 5436 吉岡 那菜(中２) 豊明中 8 5438 岩崎　愛渚(中１) SET PROJECT



中学女子１５０ｍ

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

ｲﾄｳ ﾐﾕｳ

1 3664 伊藤　美結(中１) 御幸山中 1
ﾑﾗｾ ｺｺﾅ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ

2 3105 村瀬　心菜(中２) 守山中 2 3523 鈴木　陽向(中１) 大高中
ﾊﾁｶﾞ ﾏﾎ ｺｲｹ ﾐﾅｺ

3 5779 八賀　万穂(中１) 聖霊中 3 5482 小池　美奈子(中３) 聖霊中
ｵｶﾀﾞ ｻﾜ ｲｼﾊﾗ ｶﾚﾝ

4 5489 岡田　紗和(中２) 聖霊中 4 3704 石原　花恋(中１) 御幸山中
ｵｸﾑﾗ ﾋﾄﾐ ﾐﾜ ﾅﾅﾐ

5 3680 奥村　仁美(中１) 御幸山中 5 3668 三輪　七夢(中１) 御幸山中
ﾀｹﾅｶ ﾊﾅ ﾆｼﾎﾞﾘ ﾀﾏﾓ

6 5780 竹中　花(中１) 聖霊中 6 3705 西堀　珠萌(中１) 御幸山中
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｻ ｶﾄｳ ﾅﾂｷ

7 3111 竹内　彩紗(中２) 守山中 7 3524 加藤　菜月(中１) 大高中
ｵｵﾀﾆ ﾐｳ ﾅｶﾉ ﾘﾝ

8 5480 大谷　美羽(中３) 聖霊中 8 2784 中野　りん(中３) 宝神中

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

1 1

ｱﾏﾉ ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ

2 3617 天野　結(中１) 桜田中 2 3043 中村　菜那子(中２) 桜田中
ｺｲｹ ﾐｻｷ ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾕｳ

3 3619 小池　美桜季(中１) 桜田中 3 2761 杉浦　美夕(中３) 大高中
ﾁﾊﾞﾅ ﾘｻ ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾘ

4 3620 知花　利咲(中１) 桜田中 4 2763 後藤　杏莉(中３) 大高中
ﾓﾘ ｱﾔﾉ ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ

5 3621 森　文乃(中１) 桜田中 5 3038 河原　漣(中２) 桜田中
ﾆﾊｼ ｺｺﾛ ｺｲｴ ﾆｺ

6 3779 二橋　心(中１) 守山中 6 2762 鯉江　二子(中３) 大高中
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ ｳﾒﾂﾞ ﾕｲ

7 3618 小川　桃佳(中１) 桜田中 7 2785 梅津　結衣(中２) 宝神中
ｲｼｶﾜ ｱｶﾈ ｶｷﾞﾔ ﾕｳﾊ

8 3522 石川　茜(中１) 大高中 8 3036 鍵谷　優羽(中２) 桜田中

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

ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｲﾔ

2 3738 濱口　亜衣椰(中１) 前津中 2
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ

3 5781 橋本　葉月(中１) 瀬戸南山中 3
ﾓﾘｲ ｱﾔｶ

4 5419 森井　彩夏　(中２) 日進中 4
ｶﾈﾀﾞ ﾔﾔ

5 6926 兼田　弥耶(中３) 乙川中 5
ﾀｶﾉ ﾐﾕ

6 2760 高野　美優(中３) 大高中 6
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｲ

7 3520 片桐　舞(中１) 大高中 7
ｲﾅｶﾞｷ ﾂｷﾅ

8 3519 稲垣　月南(中１) 大高中 8



女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　29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

ｽｻﾞｷ ﾐｳ ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ

1 4395 須崎 心優(高３) 中京大中京高 1 2519 加藤　ひなた(高１) 愛知高
ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ ｶﾜﾁ  ﾏｲ

2 5-2322 岸本　優花(大１) 至学館大 2 2552 河内　舞(高３) 愛工大名電高

ｻﾄﾞｶﾞﾜ ｺｺ ﾌｸﾓﾄ ﾓﾅ

3 4425 佐渡川　心(高２) 同朋高 3 4397 福本 萌菜(高３) 中京大中京高

ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ

4 5-2305 大城　珠莉(大２) 至学館大 4 4406 中島 明香(高２) 中京大中京高

ｸﾗﾊｼ ﾐﾎ ﾅｶﾉ ﾁｻｷ

5 4400 倉橋 美穂(高３) 中京大中京高 5 4403 中野  知咲(高２) 中京大中京高

ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ ｵｵﾔ ｺﾄｺ

6 3353 吉田　紗弓 愛知高教員AC 6 2512 大矢　琴子(高３) 愛知高
ｸﾗｼｹﾞ ﾐｳ ﾊﾔｼ ｱﾝﾅ

7 4408 藏重 みう(高２) 中京大中京高 7 4489 林　杏茄(高３) 名城大附高
ﾏｴﾀﾞ ｻｷ ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉ

8 4407 前田 紗希(高２) 中京大中京高 8 3556 木下　慶乃 NAGOYA STRIDRS TC

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

ｵｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅ

1 2665 小澤　瑞希(高３) 栄徳高 1 2037 小泉　満菜(大３) 愛知教育大
ｶﾆｴ ﾘｻｺ ｲｼｶﾜ ｻｴ

2 2570 蟹江　璃彩子(高３) 椙山高 2 4502 石川　紗衣(高２) 名城大附高
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ ﾖｼﾀｹ ｺﾄﾈ

3 4404 中澤 愛菜(高１) 中京大中京高 3 4501 吉竹　琴音(高２) 名城大附高
ﾏｻﾉ ｼﾎ ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁｶ

4 4394 政野 志歩(高３) 中京大中京高 4 2565 山崎　千郁(高３) 愛工大名電高

ﾓﾄﾑﾗ ﾅﾂﾐ ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

5 6209 本村　菜摘(高１) 福祉大付高 5 2210 野原　めぐみ(大１) 東海学園大
ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ ｺﾞｳﾀﾞ ｱﾑ

6 4415 和佐田  真広(高２) 中京大中京高 6 2523 合田　亜舞(高１) 愛知高
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ ﾂｽﾞｷ ﾐｵﾝ

7 4490 吉田　愛奈(高３) 名城大附高 7 5-2333 都築　美音(大３) 至学館大
ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ｻｷ

8 6207 北村　はる(高１) 福祉大付高 8 2680 高橋　沙季(高２) 至学館高

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

ﾖｼｶﾜ  ｾﾅ ﾓﾘﾀ ﾏﾉﾝ

1 2557 吉川　せな(高２) 愛工大名電高 1 4646 森田　真暢(高１) 瑞陵高
ﾇﾉﾔ ｲｽﾞﾐ ｽｽﾞｷ ﾆｼﾞﾊ

2 2528 布谷　泉澄(高１) 愛知高 2 2694 鈴木　虹葉(高１) 至学館高
ｽｽﾞｷ  ﾐｻｷ ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾘﾝ

3 2556 鈴木　美咲(高２) 愛工大名電高 3 2742 長島　華凜(高１) 至学館高
ｺﾝﾄﾞｳ  ｾﾅ ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾐ

4 2559 近藤　世菜(高２) 愛工大名電高 4 2702 松浦　涼実(2) 山田高
ｲﾄｳ ﾘﾎ ｻｷｷﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ

5 3552 伊藤　里帆 NAGOYA STRIDRS TC 5 6250 榊原　ちひろ(高２) 半田高
ｷﾀｻﾞｷ ﾅﾐ ｸﾎﾞ ｶｲﾘ

6 2681 北崎　七海(高２) 至学館高 6 4580 久保　海鈴(高２) 豊明高
ﾓﾘ  ﾐﾅﾐ ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷ

7 2561 森　美波(高２) 愛工大名電高 7 2861 藤原　早紀(高１) 明和高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ ﾏｴﾀﾞ ｻｷ

8 6229 近藤　希美(高３) 東海商高 8 4515 前田　彩希(高２) 瑞陵高



女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　29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

ｻｶｲ ｱﾝﾅ ｽｽﾞｷ ｻｷﾊ

1 4597 酒井　杏菜(高２) 桜花学園高 1 2693 鈴木　咲葉(高１) 至学館高
ﾄﾖｼﾏ ｼｭｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ

2 2638 豊島　朱果(高２) 菊華高 2 2862 藤原　有紀(高１) 明和高
ﾐｷ ﾅﾂﾐ ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ

3 2651 三木　菜摘(2) 旭丘高 3 4523 高橋　花梨(高２) 瑞陵高
ｶﾅﾓﾘ ﾋﾅ ｽｷﾞｴ ﾕｱ

4 2692 金森　比那(高１) 至学館高 4 4719 杉江　優愛(高１) 瑞陵高
ｲﾜｲ ﾋﾅ ｴﾊﾞ  ﾕﾗ

5 2704 岩井　陽菜(3) 山田高 5 2564 江場　優来(高１) 愛工大名電高

ﾌﾙｲ ｻﾔｶ ｵｸﾑﾗ ｴﾐ

6 4593 古居　彩花(高３) 桜花学園高 6 2648 奥村　恵美(2) 旭丘高
ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ ﾑﾗﾀ ｱﾔﾅ

7 4520 久保田　月楠(高２) 瑞陵高 7 2740 村田　絢菜(高１) 名東高
ﾀｶﾊｼ ｺｺﾐ ﾄﾞｲ  ｻｵﾘ

8 6208 高橋　心実(高１) 福祉大付高 8 2562 土井　沙織(高１) 愛工大名電高

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

ｻﾉ ﾕｲ ｼﾗｲ ｿﾗ

1 6318 佐野　由依(高１) 大府東高 1 2838 白井　そら(1) 山田高
ｴﾋﾞﾅ ｶﾎ ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

2 4645 蛯名　夏帆(高１) 瑞陵高 2 6306 髙橋　芽依(高１) 横須賀高
ｳﾁﾀﾞ ｱﾕ ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ﾙﾅ

3 4647 内田　愛優(高１) 瑞陵高 3 2842 南端　瑠菜(1) 山田高
ｶﾄｳ ﾐｳ ｵﾊﾗ ﾘｻ

4 2490 加藤　美羽(高３) 瀬戸西高 4 2576 小原　梨紗(高２) 椙山高
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾐﾕｳ ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾅ

5 2555 山崎　美祐(高２) 愛工大名電高 5 4644 石黒　陽菜(高１) 瑞陵高
ﾉﾑﾗ ﾎﾅﾐ ﾋﾛｼﾏ ｻﾕｷ

6 4391 野村  穂菜美(高３) 中京大中京高 6 4715 廣島　紗雪(高１) 瑞陵高
ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾈ ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ

7 2579 小野寺　涼音(高３) 市工芸高 7 6302 浜田 陽菜(高１) 福祉大付高
ｵｶﾞﾀ ﾕﾘ ｲｼｶﾜ ﾘｻ

8 2649 緒方　悠里(2) 旭丘高 8 6305 石川　莉彩(高１) 横須賀高

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

ｺﾝﾉ ﾁｶ ｵｵﾔﾏ ｻﾁ

1 2524 紺野　千華(高１) 愛知高 1 4602 大山　紗知(高２) 向陽高
ﾜﾀﾞ ﾐﾕ ﾅｶｲ ｷｻｷ

2 2695 和田　美優(高１) 至学館高 2 2667 中井　希咲(高３) 栄徳高
ﾐｽﾞﾉ ｻﾔ ﾅﾙｾ ｺﾄﾅ

3 2601 水野　さや(高２) 千種高 3 4594 成瀬　琴菜(高３) 桜花学園高
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾚｲ ﾄｳﾄﾞｳ ﾕｲ

4 4517 菅沼　実令(高２) 瑞陵高 4 2686 東藤　結衣(高３) 至学館高
ﾐﾔﾏﾂ ｱﾔ ﾓﾘｼﾀ ﾏﾕｺ

5 6210 宮松　彩(高１) 福祉大付高 5 2670 盛下　万優子(高２) 栄徳高
ﾑﾗｶﾐ ﾘｵ ｸﾎﾞﾀ ｺｺﾛ

6 6222 村上　莉央(高２) 大府高 6 2467 窪田　湖心(高２) 春日井高
ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ

7 2471 吉田　結愛(高２) 春日井高 7 2786 山田　汐莉(高１) 緑丘高
ｽｷﾞｳﾗ ﾚﾝｶ ｶﾜﾀﾞ ｱｽﾞｻ

8 4464 杉浦　蓮花(高３) 名古屋南高 8 2520 河田　梓沙(高１) 愛知高



女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　29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

ﾋｼﾀﾞ ﾚﾐ ﾁﾀﾞ ﾋﾅﾀ

1 2789 菱田　れみ(高１) 椙山高 1 2533 千田　日向(高１) 愛知高
ｳﾈﾒ ﾘﾅ ﾌｶｶﾞﾔ ｶｺ

2 2668 采女　莉奈(高２) 栄徳高 2 4595 深萱　佳子(高３) 桜花学園高
ｵｵｲﾜ ﾐｻｷ ﾏﾂｲ ﾄﾓﾐ

3 2589 大岩　美咲(高２) 名東高 3 2823 松井　朋未(1) 旭丘高
ｺﾓﾃﾞ ﾋﾅ ﾐﾔﾓﾄ ﾐｺ

4 4627 小茂出　陽菜(高２) 熱田高 4 6333 宮本　みこ(高１) 大府高
ｸﾘﾀ ﾋﾅｺ ｵｶﾓﾄ ｶﾅ

5 2788 栗田　日向子(高１) 椙山高 5 4467 岡本　花奈(高３) 名古屋南高
ｶﾐﾔ ﾐﾅﾐ ﾓﾘ ｺｺｱ

6 2864 神谷　美南(高１) 明和高 6 4481 森　心愛(高３) 惟信高
ｸﾛｶﾜ ｶﾅｺ ｿﾉﾊﾗ ﾐｸﾘ

7 2871 黒川　佳奈子(高１) 菊里高 7 2863 園原　未来里(高１) 明和高
ﾐｻﾜ ﾏﾐ ﾊﾗ ﾁﾊﾙ

8 4624 三沢　茉実(高２) 熱田高 8 6205 原　千春(高２) 福祉大付高

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

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

ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ ﾏﾂｳﾗ ﾆｼﾞﾎ

1 4575 福田　有希子(高２) 豊明高 1 2495 松浦 虹歩(高２) 瀬戸西高
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾅ ﾖｼﾑﾗ ｼｵﾝ

2 6334 鈴木　ひろ渚(高１) 大府高 2 2653 吉村　詩音(高２) 春日井西高
ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ

3 4462 後藤　小織(高２) 昭和高 3 4717 永井　彩花(高１) 瑞陵高
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ ｵｵﾜｷ ｱｲｺ

4 2578 山田　真央(高２) 椙山高 4 4583 大脇　愛子(高２) 星城高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｻﾄ ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾕｷ

5 4718 近藤　千聖(高１) 瑞陵高 5 4542 森山　眞雪(高２) 名古屋大谷高

ｺｽｷﾞ ﾏﾘ ｽｴﾖｼ ﾅﾅﾐ

6 2609 小杉　まり(高２) 春日井東高 6 2770 末吉　ななみ(高１) 至学館高
ﾃﾗﾓﾄ ｺｺﾅ ｶﾄｳ ﾕﾒ

7 6326 寺本　心菜(高１) 福祉大付高 7 4596 加藤　結女(高３) 桜花学園高
ﾀﾆｵｶ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞ

8 4487 谷岡　由雛(高２) 富田高 8 4457 鈴木　わかば(高２) 昭和高

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

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

ｵｵﾊｼ ｱﾕｶ ﾔﾏｳﾁ ﾏｵ

1 2771 大橋　亜友花(高１) 至学館高 1 4702 山内　麻央(高１) 昭和高
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾅ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾉ

2 4484 片桐　姫奈(高２) 惟信高 2 4543 近藤　陽菜乃(高２) 名古屋大谷高

ﾏｴﾀﾞ ｴｶﾞｵ ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

3 6282 前田　笑顔(高３) 愛知陸協 3 4616 鈴木　くるみ(高２) 熱田高
ﾀﾅｶ ﾘｲﾅ ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾙ

4 2867 田中　莉衣菜(高１) 愛知高 4 4660 片岡　美晴(高１) 名古屋南高
ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾄｷ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉ

5 6204 杉浦　未都季(高２) 福祉大付高 5 6290 鈴木　愛乃(高２) 半田東高
ﾒｸﾞﾛ ﾕｲ ﾊｷﾞﾉ ｶｵﾙ

6 4478 目黒　結衣(高２) 惟信高 6 4654 萩野　薫(高１) 名古屋南高
ｵｻｶﾍﾞ ｺﾊﾙ ｱﾀﾞﾆﾔ ﾕｲ

7 4545 刑部　胡晴(高２) 東郷高 7 4547 安谷屋　唯(高２) 東郷高
ﾀﾁｻﾞﾜ ﾘﾉ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾏﾈ

8 2772 立澤　理乃(高１) 至学館高 8 4663 高栁　天音(高１) 名古屋南高



女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　29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

ｵｵﾀ ｱﾔﾉ ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｶ

1 2775 太田　彩乃(高１) 至学館高 1 2870 稲垣　優花(高１) 菊里高
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ﾜｷﾀ ｻﾗ

2 4747 岡田　悠花(高１) 熱田高 2 2834 脇田　彩愛(高１) 栄徳高
ｻｻｷ ﾘｴ ｳﾘﾀﾆ ﾁｱｷ

3 2724 佐々木　利江(高２) 春日井商高 3 2644 瓜谷　千秋(高２) 菊里高
ｱｵﾔﾏ ﾕｷﾅ ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｶ

4 4621 青山　千奈(高２) 熱田高 4 2494 寺澤 侑花 (高２) 瀬戸西高
ﾆﾜﾀ ﾌｳｶ ｼｵﾉ ｱﾔｶ

5 4623 庭田　楓花(高２) 熱田高 5 2669 塩野　綾香(高２) 栄徳高
ﾀｳｴ ｺﾊﾙ ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ

6 4622 田上　小花(高２) 熱田高 6 4642 中井　希(高２) 緑高
ﾅｶﾊﾗ ﾚｲｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ

7 2611 中原　羚花(高２) 春日井東高 7 2671 川口　莉穂(高１) 栄徳高
ｲﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ ｶﾄｳ ｸﾉﾝ

8 2759 稲田　真花(高１) 千種高 8 2566 加藤　久暖(高１) 聖霊高

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

ﾑﾗｾ ｺｺﾛ ｵﾉｶﾞﾜ ｺﾄﾅ

1 3108 村瀬　心(高１) 大須AC 1 4696 小野川　琴奈(高１) 惟信高
ｼﾐｽﾞ ｺﾄﾊ ﾌｼﾞﾀ ｺｺﾈ

2 2830 清水　琴羽(高１) 春日井商高 2 2705 藤田　心音(高２) 明和高
ｲﾅﾊﾞ ﾏﾅﾐ ｿｶﾞ ﾅﾅｶ

3 6260 稲葉　愛実(高２) 知多翔洋高 3 2643 曽我　菜々花(高２) 菊里高
ﾊｯﾄﾘ ﾅﾂﾐ ｵｵﾂｶ ｻｸﾗ

4 4750 服部　夏実(高１) 熱田高 4 4650 大塚　さくら(高３) 若宮商高
ﾔﾏｳﾁ ﾘｾ ｵｵﾆｼ ｶﾝﾅ

5 4751 山内　梨聖(高１) 熱田高 5 2869 大西　柑奈(高１) 菊里高
ﾐﾔﾓﾄ ｲｽﾞﾐ ｱｻｻﾞﾄ ｻｷ

6 4749 宮本　いずみ(高１) 熱田高 6 4649 淺里　咲(高３) 若宮商高
ﾃﾗﾀﾞ ｶﾅﾉ ﾊﾏｻｷ ｶﾅｺ

7 4736 寺田　果菜乃(高１) 中村高 7 2872 濵﨑　奏子(高１) 菊里高
ｶﾄｳ ｿﾗ ﾓﾝﾌｪｯﾘｰﾆ ﾗﾐ

8 4585 加藤　蒼空(高２) 星城高 8 4569 モンフェッリーニ　蘭美(高２) 松蔭高

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

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

ｲﾄｳ ﾐｻｷ ｷﾑﾗ ﾐﾊﾙ

1 2809 伊藤　美咲(高１) 春日井西高 1 2856 木村　美晴(高１) 春日井高
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾓﾓｶ

2 2808 半澤　和香(高１) 春日井西高 2 6338 富永　百香(高１) 大府東高
ｵﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ

3 4695 尾林　茜(高１) 惟信高 3 4549 森本　七海(高２) 東郷高
ｻﾄｳ ﾕｳﾐ ﾄﾀﾞ ﾐﾕ

4 4592 佐藤　佑美(高２) 桜花学園高 4 2760 戸田　実優(高１) 千種高
ﾀｶｾ ｱﾐ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱﾕ

5 2780 髙瀨　杏美(高１) 旭野高 5 2835 今泉　有結(1) 山田高
ﾀﾅｶ ﾁｾ ﾔﾏｵｶ ﾅﾂｺ

6 2827 田中　千勢(高１) 春日井商高 6 4550 山岡　夏子(高２) 東郷高
ﾊﾔｶﾜ ｱｲﾐ ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｵ

7 4625 早川　愛美(高２) 熱田高 7 4689 松﨑　真央(高１) 天白高
ｶﾀｵｶ ｳﾉ ｳﾒﾀﾞ ﾖｼｶ

8 2584 片岡　うの(高３) 西陵高 8 4688 梅田　淑花(高１) 天白高



女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　29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

ﾀﾅｶ ﾏｲﾝ ﾐﾔﾑﾗ ｶﾅ

2 2504 田中まいん(高２) 長久手高 2 2852 宮村　佳那(高１) 春日井高
ｱｷﾖｼ ｱﾕﾐ ﾄｷﾀ ｱｵｲ

3 2785 秋吉　アユミ(高１) 瀬戸高 3 4691 時田　葵(高１) 天白高
ｵｵｼﾏ ｻﾎ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾅ

4 2753 大嶋　沙歩(高１) 瀬戸西高 4 4692 山口　柚奈(高１) 天白高
ﾅｶﾆｼ ﾕﾘ ﾁｮｳ ﾊﾖﾝ

5 2784 中西　結梨(高１) 瀬戸高 5 2751 趙　賀栄(高１) 高蔵寺高
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ ｲｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ

6 4492 北山　葉南(高２) 名城大附高 6 4681 井口　葉月(高１) 桜台高
ｾｲﾉ ﾐﾕ ｶｼﾞﾉ ﾚﾓﾝ

7 4611 清野　心優(高２) 中川商高 7 2787 楫野　怜文(高１) 緑丘高
ﾀｶﾔﾏ ｻｸﾗ ｽｽﾞﾑﾗ ﾅﾂﾐ

8 4694 高山　桜(高１) 同朋高 8 4664 鈴村　夏未(高１) 向陽高

27組 風(+/-    ) 28組 風(+/-    )

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

1 1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ

2 6313 渡邉　萌々(高１) 半田高 2 6324 山中　風奈(高１) 半田高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ ｶﾜﾑﾗ ﾏｲ

3 2738 安藤　光希(高１) 市工芸高 3 6356 川村　真愛(高１) 東海南高
ｷﾄﾞ ﾉｿﾞﾐ ｶｺﾚｲﾅ

4 4676 木戸　希美(高１) 東郷高 4 2799 加古　怜楠(高１) 名古屋商高
ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ ｳｴｽｷﾞ ｺｺﾊ

5 2795 加藤　和泉(高１) 市工芸高 5 4674 上杉　心華(高１) 東郷高
ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅ ｲｼｲ ﾏｲ

6 6350 北川　和奈(高１) 東海南高 6 2768 石井　まい(高１) 守山高
ｳｴｽｷﾞ ﾘｵﾝ ﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ

7 4612 上杉　莉央(高３) 中川商高 7 4675 田澤　有梨奈(高１) 東郷高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ ﾀｶﾑﾗ ﾕｲ

8 2755 近藤　陽菜(高１) 瀬戸西高 8 4677 高村　柚衣(高１) 東郷高

29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

ｻﾌﾞﾘ ｱﾔｶ

2 4586 佐分　彩花(高２) 星城高 2
ｷﾑﾗ ﾅﾅ

3 4740 木村　奈那(高１) 中村高 3
ｾﾘｻﾞﾜ ｱﾔﾈ

4 4738 芹澤　絢音(高１) 中村高 4
ﾏﾂｲ ﾉｿﾞﾐ

5 4709 松井　希美(高１) 松蔭高 5
ｶﾜｼﾏ ﾓﾓｶ

6 2754 川島　百華(高１) 瀬戸西高 6
ﾊﾔｼ ﾕｶｺ

7 4714 林　由佳子(高１) 同朋高 7
ｲﾄｳﾕﾗ

8 2798 伊藤　汐良(高１) 名古屋商高 8



女子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵｲﾜ ﾐｻｷ ﾖｼｶﾜ  ｾﾅ

1 2589 大岩　美咲(高２) 名東高 1 2557 吉川　せな(高２) 愛工大名電高

ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾗ

2 5-2292 坂本　彩音(大３) 至学館大 2 4393 萩原  さら(高３) 中京大中京高

ﾏｻﾉ ｼﾎ ｳｴﾉ ｱﾉﾝ

3 4394 政野 志歩(高３) 中京大中京高 3 4514 上野　愛恩(高３) 瑞陵高
ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾐ ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾔ

4 3353 吉田　紗弓 愛知高教員AC 4 4399 萩原  さや(高３) 中京大中京高

ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ

5 4406 中島 明香(高２) 中京大中京高 5 4404 中澤 愛菜(高１) 中京大中京高

ｱｵﾔﾏ ﾘﾅ ｽｽﾞｷ  ﾐｻｷ

6 4396 青山  理奈(高３) 中京大中京高 6 2556 鈴木　美咲(高２) 愛工大名電高

ﾅｶﾉ ﾁｻｷ ﾏｴﾀﾞ ｻｷ

7 4403 中野  知咲(高２) 中京大中京高 7 4515 前田　彩希(高２) 瑞陵高
ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ

8 6207 北村　はる(高１) 福祉大付高 8 2207 松下　陽菜(大２) 東海学園大

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊﾔｼ ﾏﾘｱ ﾏﾂｳﾗ ﾆｼﾞﾎ

1 2717 林　真利愛(高１) 至学館高 1 2495 松浦 虹歩(高２) 瀬戸西高
ﾏﾂﾔﾏ ｱﾘｻ ﾋｻﾏﾂ ｱﾕﾘ

2 4507 松山　明里咲(高３) 瑞陵高 2 2847 久松　杏友梨(中３) 御幸山中
ｼﾏﾀﾞ ﾓﾅ ﾐｷ ﾅﾂﾐ

3 2538 嶌田　百那(高２) 愛知高 3 2651 三木　菜摘(2) 旭丘高
ｶﾅﾓﾘ ﾋﾅ ｶﾄｳ ﾐｳ

4 2692 金森　比那(高１) 至学館高 4 2490 加藤　美羽(高３) 瀬戸西高
ﾀｹｳﾁ  ｻﾅ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾅﾐ

5 2551 竹内　彩菜(高３) 愛工大名電高 5 2521 宮崎　真名美(高２) 愛知高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ ｼﾞﾝﾉｳ ｼﾞｭｷ

6 2208 渡邉　由夏(大２) 東海学園大 6 4494 神農　寿希(高２) 名城大附高
ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓ

7 4520 久保田　月楠(高２) 瑞陵高 7 6193 小林　萌々(高２) 横須賀高
ﾉﾑﾗ ﾐﾕ ｺﾉｼﾀ ﾐｻ

8 2817 野村　美結(中３) TSM 8 2457 此下　未紗(高３) 旭野高

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌｸﾓﾄ ｻﾔ ﾅｶﾞﾔ ﾅﾅﾐ

1 2856 福本　紗矢(中３) 御幸山中 1 6194 永谷　ななみ(高２) 横須賀高
ﾓﾄﾑﾗ ﾅﾂﾐ ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ

2 6209 本村　菜摘(高１) 福祉大付高 2 2821 岡本　彩里(中２) TSM
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ ﾄﾖｼﾏ ｼｭｶ

3 2862 藤原　有紀(高１) 明和高 3 2638 豊島　朱果(高２) 菊華高
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ ﾓﾘﾀ ﾏﾉﾝ

4 2786 山田　汐莉(高１) 緑丘高 4 4646 森田　真暢(高１) 瑞陵高
ｻｻｷ ｱﾔﾉ ｵｵﾉ ｾﾅ

5 2571 佐々木　彩乃(高２) 椙山高 5 2840 大野　世奈(中１) なごや陸上ｸ
ﾓﾘｼﾀ ﾏﾕｺ ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ

6 2670 盛下　万優子(高２) 栄徳高 6 4523 高橋　花梨(高２) 瑞陵高
ｲﾜｲ ﾋﾅ ﾑﾗｶﾐ ﾘｵ

7 2704 岩井　陽菜(3) 山田高 7 6222 村上　莉央(高２) 大府高
ﾄﾖｸﾗ ﾎﾉｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾅ

8 4485 豊蔵　帆海(高３) 富田高 8 2850 渡邉　奏那(中３) 御幸山中



女子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ

1 3666 萩原　紗良(中１) 御幸山中 1 3420 小林　眞綺(中１) 川名中
ｵﾊﾗ ﾘｻ ﾅｶﾉ ﾕｳｶ

2 2576 小原　梨紗(高２) 椙山高 2 6211 中野　有香(高１) 福祉大付高
ｼﾗｲ ｿﾗ ｺﾓﾃﾞ ﾋﾅ

3 2838 白井　そら(1) 山田高 3 4627 小茂出　陽菜(高２) 熱田高
ｱｻﾉ ﾊﾅ ｳﾁﾀﾞ ｱﾕ

4 2737 浅野　花菜(高１) 市工芸高 4 4647 内田　愛優(高１) 瑞陵高
ﾑﾗｾ ﾐﾂﾞｷ ｶﾄｳ ｱｽﾊ

5 2849 村瀬　美月(中３) 御幸山中 5 2823 加藤　あす葉(中２) TSM
ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ﾙﾅ ﾅｲｷ ﾐﾕ

6 2842 南端　瑠菜(1) 山田高 6 4466 内木　心優(高２) 名古屋南高
ｶﾄｳ ﾌﾕｶ ﾅｶｵ ﾜｶﾊﾞ

7 6219 加藤　冬華(高２) 大府高 7 2796 仲尾　若葉(中３) 大須AC
ｶﾐﾔ ﾐﾅﾐ ﾀﾅｶ ﾐｲﾅ

8 2864 神谷　美南(高１) 明和高 8 2493 田中 瑞渚(高２) 瀬戸西高

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆﾜﾀ ﾌｳｶ ｲﾜｻｷ ｱｲﾅ

1 4623 庭田　楓花(高２) 熱田高 1 5438 岩崎　愛渚(中１) SET PROJECT

ｶﾄｳ ﾏﾄｲ ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｶ

2 2491 加藤　まとい(高３) 瀬戸西高 2 2494 寺澤 侑花 (高２) 瀬戸西高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｻﾄ

3 2492 渡邉　史栞(高３) 瀬戸西高 3 4718 近藤　千聖(高１) 瑞陵高
ｶﾈｺ ﾘﾕ ｱｵﾔﾏ ﾕｷﾅ

4 6220 金子　莉夢(高２) 大府高 4 4621 青山　千奈(高２) 熱田高
ﾀﾆｵｶ ﾕﾅ ﾋﾛｼﾏ ｻﾕｷ

5 4487 谷岡　由雛(高２) 富田高 5 4715 廣島　紗雪(高１) 瑞陵高
ﾓﾘﾍﾞ ﾘﾉ ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ

6 2791 森部　莉音(高１) 椙山高 6 6302 浜田 陽菜(高１) 福祉大付高
ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ

7 4462 後藤　小織(高２) 昭和高 7 4575 福田　有希子(高２) 豊明高
ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ

8 4660 片岡　美晴(高１) 名古屋南高 8 2666 小林　遥菜(高３) 栄徳高

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾉﾉｶﾞｷ ﾚｲｶ ﾁｬｿﾞﾉ ﾕﾘ

1 4707 野々垣　伶香(高１) 松蔭高 1 2580 茶園　侑里(高３) 市工芸高
ﾏﾂｶﾞｷ ｿｳｶ ﾊﾔｶﾜ ｱｲﾐ

2 4699 松垣　颯夏(高１) 昭和高 2 4625 早川　愛美(高２) 熱田高
ﾊｯﾄﾘ ﾅﾂﾐ ﾐｻﾜ ﾏﾐ

3 4750 服部　夏実(高１) 熱田高 3 4624 三沢　茉実(高２) 熱田高
ﾐﾔﾓﾄ ｲｽﾞﾐ ｿﾉﾊﾗ ﾐｸﾘ

4 4749 宮本　いずみ(高１) 熱田高 4 2863 園原　未来里(高１) 明和高
ﾑﾗｶﾐ ﾘｵ ﾔﾏｳﾁ ﾘｾ

5 4546 村上　理音(高２) 東郷高 5 4751 山内　梨聖(高１) 熱田高
ﾀｳｴ ｺﾊﾙ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ

6 4622 田上　小花(高２) 熱田高 6 4747 岡田　悠花(高１) 熱田高
ｵｻﾞｷ ﾏﾅ ﾔｼﾞﾏ ｻﾕﾅ

7 4463 尾﨑　真菜(高２) 昭和高 7 2808 矢嶋　紗由菜(中１) 大須AC
ｳﾘﾀﾆ ﾁｱｷ ｽｽﾞｷ ﾐｳ

8 2644 瓜谷　千秋(高２) 菊里高 8 2804 鈴木　美生(中１) 大須AC



女子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

13組 14組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾓﾄ ｱｽﾞﾐ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱﾕ

1 2741 井本　明日美(高２) 春日井商高 1 2835 今泉　有結(1) 山田高
ﾖｼﾑﾗ ｼｵﾝ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ

2 2653 吉村　詩音(高２) 春日井西高 2 4684 吉川　瑞季(高１) 天白高
ﾌﾜ ﾄﾓﾐ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ

3 2721 不破　知美(高２) 春日井商高 3 2808 半澤　和香(高１) 春日井西高
ﾅｼﾓﾄ ﾓｴｶ ｶﾜﾀﾞ ﾏﾘﾝ

4 4598 梨本　萌夏(高２) 桜花学園高 4 2795 河田　麻鈴(中３) 大須AC
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ ﾖｼｶﾜ ｱﾔﾅ

5 2722 小林　稔(高３) 春日井商高 5 2809 吉川　綺奈(中３) 大須AC
ｱｵﾏﾂ ｻｴｶ ﾀﾅｶ ﾁｾ

6 2801 青松　冴華(中１) 大須AC 6 2827 田中　千勢(高１) 春日井商高
ｱﾀﾞﾆﾔ ﾕｲ ｲﾄｳ ﾐｻｷ

7 4547 安谷屋　唯(高２) 東郷高 7 2809 伊藤　美咲(高１) 春日井西高
ｼﾐｽﾞ ｺﾄﾊ ﾔﾏｵｶ ﾅﾂｺ

8 2830 清水　琴羽(高１) 春日井商高 8 4550 山岡　夏子(高２) 東郷高

15組 16組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｶﾄｳ ﾘﾎ ﾆｼｶﾞｲﾄ ﾋﾅﾀ

1 2389 加藤　梨帆(大１) 南山大 1 4426 西垣内　陽菜多(高２) 同朋高
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ ﾀﾅﾊｼ ｻｱﾔ

2 4680 田中　菜々美(高１) 桜台高 2 2853 棚橋　咲文(高１) 春日井高
ｵｵｼﾏ ｻﾎ ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ

3 2753 大嶋　沙歩(高１) 瀬戸西高 3 2471 吉田　結愛(高２) 春日井高
ﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ ﾀｶﾑﾗ ﾕｲ

4 4675 田澤　有梨奈(高１) 東郷高 4 4677 高村　柚衣(高１) 東郷高
ｶﾜｼﾏ ﾓﾓｶ ｳｴｽｷﾞ ｺｺﾊ

5 2754 川島　百華(高１) 瀬戸西高 5 4674 上杉　心華(高１) 東郷高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅﾉ ｷﾄﾞ ﾉｿﾞﾐ

6 6253 山口　陽菜乃(高２) 知多翔洋高 6 4676 木戸　希美(高１) 東郷高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ ｲﾅﾊﾞ ﾏﾅﾐ

7 2755 近藤　陽菜(高１) 瀬戸西高 7 6260 稲葉　愛実(高２) 知多翔洋高
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾓﾘﾀ ﾕｷﾉ

8 4687 横山　雛乃(高１) 天白高 8 6347 森田　有希乃(高１) 知多翔洋高

17組 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

ｲｼｲ ﾏｲ

2 2768 石井　まい(高１) 守山高 2
ｻｷｷﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ

3 6250 榊原　ちひろ(高２) 半田高 3
ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ

4 4549 森本　七海(高２) 東郷高 4
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ

5 4430 梅田　奏(高２) 同朋高 5
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ

6 5781 橋本　葉月(中１) 瀬戸南山中 6
ｵｵﾔﾏ ｻﾁ

7 4602 大山　紗知(高２) 向陽高 7
ｸﾎﾞﾀ ｺｺﾛ

8 2467 窪田　湖心(高２) 春日井高 8



女子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ ｶﾐﾔ ﾐﾉﾝ

1 5-2326 星川　茉鈴(大１) 至学館大 1 2798 神谷　弥音(中２) 大須AC
ｵﾀﾞ ｱｷﾎ ﾅｶﾀﾞ ｱﾔﾈ

2 5439 織田　晃帆(中３) SET PROJECT 2 3217 中田　朱音(中２) 名大附属中
ﾋﾗﾉ ﾘﾎ ｶﾀﾊﾗ ﾐｻﾈ

3 4417 平野  里歩(高１) 中京大中京高 3 4573 片原　未紗音(高３) 豊明高
ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾗ ｺﾔﾏ ﾐｵ

4 4393 萩原  さら(高３) 中京大中京高 4 6884 小山　実央(中３) 大府中
ﾉﾑﾗ ﾐﾕ ﾌｸｼﾏ ﾅﾅｺ

5 2817 野村　美結(中３) TSM 5 3152 福島　菜々子(中３) 瑞穂ヶ丘中
ﾊﾔｼ ﾏﾘｱ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾗ

6 2717 林　真利愛(高１) 至学館高 6 3153 遠藤　ゆら(中３) 瑞穂ヶ丘中
ﾋｵｷ ﾘｱ ｶﾜﾑﾗ ｻｲ

7 2797 日置　梨愛(中３) 大須AC 7 5396 河村　紗衣(中１) とよやまJRC

ｳｴﾀﾞ ｶﾅｴ ｸﾄﾞｳ ﾐｳ

8 2458 上田　佳苗(高２) 旭野高 8 6886 工藤　聖桜(中３) 愛知陸協
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ ﾅｲｷ ﾐﾕ

9 2743 淵上　遥奈(高１) 千種高 9 4466 内木　心優(高２) 名古屋南高
ﾃﾗﾄﾞ ｱｽﾞﾐ ｶﾄｳ ｱｽﾊ

10 6850 寺戸　彩純(中３) 大府西中 10 2823 加藤　あす葉(中２) TSM
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ ﾊﾏﾍﾞ ﾏﾔ

11 2034 安藤　朱里(大３) 愛知教育大 11 4456 浜辺　麻弥(高２) 昭和高
ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｻ ﾊﾙﾀ ﾙﾅ

12 5441 川原　遼紗(中２) SET PROJECT 12 2786 春田　月那(中２) 宝神中

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵﾂﾎﾞｿﾗﾉ ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾕｶ

1 6304 大坪　天乃(高１) 福祉大付高 1 5399 松山　風優香(中２) とよやまJRC

ﾑﾗｶﾐ ﾘｵ ﾊﾔｼ ﾁｻｷ

2 4546 村上　理音(高２) 東郷高 2 4521 林　知咲(高２) 瑞陵高
ｱｻﾉ ﾊﾅ ﾄﾖｸﾗ ﾎﾉｶ

3 2737 浅野　花菜(高１) 市工芸高 3 4485 豊蔵　帆海(高３) 富田高
ﾋｻﾏﾂ ｱﾕﾘ ｶﾈｺ ｱﾕﾐ

4 2847 久松　杏友梨(中３) 御幸山中 4 4748 金子　亜佑美(高１) 熱田高
ｻｻｷ ｱﾔﾉ ｳﾒﾑﾗ ﾏﾅ

5 2571 佐々木　彩乃(高２) 椙山高 5 2782 梅村　茉那(高１) 旭野高
ｲﾜｼﾀ ﾏｵﾄ ｺﾊﾞｼ ﾕﾒ

6 4617 岩下　愛音(高２) 熱田高 6 4438 小橋　優萌(高２) 天白高
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾐ

7 2829 松本　紗直(中２) TSM 7 2588 小林　霞(高２) 名東高
ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ ﾆﾜ ｽｽﾞﾈ

8 2756 辻岡　杏菜(高１) 千種高 8 5662 丹羽　涼音(中３) 尾張旭西中
ｼﾓﾑﾗ ｻｷ ｾｷﾈ ﾘﾘｺ

9 5442 下村　咲葵(中１) SET PROJECT 9 5397 関根　りりこ(中２) とよやまJRC
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ ﾌﾙｶﾜ ﾉﾉｶ

10 2572 鈴木　彩心(高３) 椙山高 10 4710 古川　乃々果(高１) 名城大附高
ｸﾄﾞｳ ﾏｲﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾅ

11 6887 工藤　愛桜(中１) 愛知陸協 11 2850 渡邉　奏那(中３) 御幸山中
ｶﾈｳｼﾞ ｱﾝﾘ ｶｼﾞﾊﾗ ﾅﾅ

12 2758 兼氏　杏梨(高１) 千種高 12 2855 梶原　菜名(高１) 春日井高



女子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾂﾙｿﾞﾉ ﾓｶ ﾅｶﾋﾗ ﾐﾕ

1 5427 鶴園 モカ(中３) 豊明中 1 4608 中平　実憂(高２) 向陽高
ｽｷﾞｳﾗ ｻﾗ ｶﾄｳ ﾏﾄｲ

2 4578 杉浦　桜空(高２) 豊明高 2 2491 加藤　まとい(高３) 瀬戸西高
ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｲ

3 2769 山下　紗寧(高１) 至学館高 3 5745 北川 結唯(中１) 豊明中
ﾀｶｵ ｱﾔﾈ ｶﾜﾉ ｶﾝﾅ

4 2698 髙尾　彩音(3) 山田高 4 2577 川野　栞花(高２) 椙山高
ｺｳｼﾞ ｻﾔ ｵｵﾀｹ ｱｲ

5 3165 小路　紗椰(中３) 神の倉中 5 2568 大嶽　愛(高１) 聖霊高
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ ﾏﾉ ﾓﾓﾅ

6 4716 松本　梨央(高１) 瑞陵高 6 4701 真野　桃菜(高１) 昭和高
ﾀﾅｶ ﾐｲﾅ ｵｶﾋﾗ ﾏｵ

7 2493 田中 瑞渚(高２) 瀬戸西高 7 4433 岡平　真和(高２) 天白高
ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｺ ﾌｸﾀ ｱﾔﾉ

8 3239 中山　淳子 愛教大ｸ名古屋 8 4626 福田　彩乃(高２) 熱田高
ｾｻﾞｷ ﾊﾙﾅ ｶﾐﾔ ｱﾝ

9 2567 瀬嵜　遥菜(高１) 聖霊高 9 6332 神谷　杏(高１) 大府高
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾅ ﾖﾈﾀﾞ ｱｶﾈ

10 5744 中村 歩愛(中１) 豊明中 10 5481 米田　朱音(中３) 聖霊中
ｲｼｸﾞﾚ ﾅﾅ ﾓﾘ ｻﾖｺ

11 3574 石榑　菜々(大３) 名大医AC 11 2569 森　彩葉子(高１) 聖霊高
ﾏｴﾀﾞ ﾓｶ ﾔﾏﾀﾞ ｿﾅ

12 4662 前田　萌歌(高１) 名古屋南高 12 3166 山田　蒼奈(中３) 神の倉中

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｻﾞｷ ﾏﾅ ｳﾁﾀﾞ ｷﾅｺ

1 4463 尾﨑　真菜(高２) 昭和高 1 4607 内田　月和子(高２) 向陽高
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ ｳﾁﾉ ﾚﾉｱ

2 5437 北原 花音(中２) 豊明中 2 2768 内野　鈴愛(中２) 大高中
ﾔﾌﾞｼﾀ ｻﾅ ﾆｼｸﾞﾁ ｼｵﾘ

3 5483 籔下　沙南(中３) 聖霊中 3 3168 西口　栞璃(中３) 神の倉中
ｺﾞﾄｳ ﾖｳｺ ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾅ

4 3100 後藤　陽子 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ 4 2472 丸山　すず菜(高１) 春日井高
ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ ﾌｸﾓﾄ ｻﾔ

5 2773 安達　みく(高１) 至学館高 5 2856 福本　紗矢(中３) 御幸山中
ｼﾗｲｼ ｻｷ ﾖﾈｻｶ ﾅﾉｶ

6 2774 白石　咲希(高１) 至学館高 6 5486 米坂　菜果(中２) 聖霊中
ﾀﾅﾊｼ ﾐﾂﾞｷ ｺﾅｶﾞﾈ ﾕｲｶ

7 4468 棚橋　美月(高３) 名古屋南高 7 2745 小長根　由衣伽(1) 山田高
ｲﾁﾊﾗ ｱﾔｻ ｶﾄｳ ｴﾘｺ

8 6252 市原　礼彩(高２) 半田高 8 4755 加藤　絵里子(高１) 緑高
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞﾎ ｲｼｶﾜ ｱｲﾈ

9 2826 竹内　瑞穂(1) 旭丘高 9 2843 石川　愛音(1) 山田高
ﾋﾀﾞｶ ｺﾉﾘ ﾉｻﾞﾜ ﾕｱﾝ

10 6212 樋高　好里(高２) 福祉大付高 10 2858 野澤　優杏(高１) 聖霊高
ﾎﾘｴ ﾕﾂﾞｷ ｵｵﾂﾎﾞ ｳﾀ

11 5398 堀江　悠月(中１) とよやまJRC 11 2839 大坪　雅楽(1) 山田高
ｽｷﾞﾑﾗ ｻﾂｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ

12 2765 杉村　彩月(中２) 大高中 12 2840 渡邉　楓(1) 山田高



女子800m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾑﾗｾ ﾐﾂﾞｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ

1 2849 村瀬　美月(中３) 御幸山中 1 4708 山口　乃亜(高１) 松蔭高
ﾏｷｳﾁ ﾘｵ ﾔﾏｳﾁ ﾈﾈ

2 2837 牧内　梨桜(1) 山田高 2 3649 山内　寧々(中１) 吉根中
ﾀﾅﾊｼ ｻｱﾔ ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾅ

3 2853 棚橋　咲文(高１) 春日井高 3 4754 前田　彩名(高１) 緑高
ｻｶﾏｷ ﾉﾄﾞｶ ｵｵｶﾄﾞ ﾖｼﾉ

4 2449 酒巻　和佳(高２) 愛知商高 4 2636 大門　吉野(高２) 高蔵寺高
ﾂｶﾓﾄ ﾎﾉｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ

5 2781 塚本　帆乃花(高１) 旭野高 5 3521 松本　莉央(中１) 大高中
ﾏｽﾀﾞ ﾘｺ ﾀｼﾛ ﾐｽﾞｷ

6 2645 増田　莉子(高２) 菊里高 6 5485 田代　瑞貴(中３) 聖霊中
ﾏﾂﾅﾐ ﾕｲﾅ ｳｴﾏｴ ｱﾝﾅ

7 4530 松波　結依奈(高２) 中村高 7 3706 植前　杏南(中１) 御幸山中
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾉﾐ ﾊﾅﾐﾂ ﾜｶﾅ

8 5520 松下　朋乃実(中２) 味美中 8 3707 花光　若菜(中１) 御幸山中
ﾑｶｲ ﾘﾘｶ ﾔﾏｼﾀ ｲﾁｶ

9 4756 向井　梨々香(高１) 緑高 9 3647 山下　苺花(中１) 吉根中
ﾉﾉｶﾞｷ ﾚｲｶ ｽｽﾞｷ ｿﾅ

10 4707 野々垣　伶香(高１) 松蔭高 10 4657 鈴木　颯菜(高１) 豊明高
ｵｶﾞﾜ ﾐｵ ﾎﾝﾀﾞ ﾐｷ

11 2833 小川　実桜(高１) 栄徳高 11 2873 本田　美喜(高１) 菊里高
ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ｻﾄｳ ﾐﾕ

12 5479 江口　遥香(中３) 聖霊中 12 5776 佐藤　美結(中１) 聖霊中

11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

1 5777 西田　湊(中１) 聖霊中 1 2748 伊藤　千尋(高１) 高蔵寺高
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ

2 3131 髙橋　穂百(中３) 吉根中 2 6325 都築　未耶美(高１) 半田高
ﾐﾔｼﾞ ｷｮｳｺ ﾌﾜ ﾄﾓﾐ

3 2468 宮地　響子(高２) 春日井高 3 2721 不破　知美(高２) 春日井商高
ｽｷﾞﾀ ｱﾏﾗ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾄｾ

4 3312 杉田　アマラ(中２) 大高中 4 2804 山田　千歳(高１) 名東高
ｶﾜｲ ｺﾌﾕ ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾉ

5 5491 川合　小冬(中２) 聖霊中 5 2805 横山　綾乃(高１) 名東高
ﾆﾜ ｼﾞｭﾘﾝ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ

6 5778 丹羽　珠凛(中１) 聖霊中 6 4687 横山　雛乃(高１) 天白高
ｷｼﾀ ｻｴ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ

7 4610 木下　咲愛(高３) 中川商高 7 2778 松田　菜央(高１) 愛知商高
ｳｶｲ ﾘﾐ ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ

8 2822 鵜飼　莉未(高１) 春日井東高 8 2865 井上　詩織(高１) 明和高
ﾓﾘｼﾀ ﾋﾅﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｲﾙ

9 4516 森下　陽(高２) 瑞陵高 9 4670 渡邉　奏彩(高１) 同朋高
ﾀﾏｷ ﾕｳﾘ ｳﾒﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ

10 3518 玉城　裕理(中１) 大高中 10 4430 梅田　奏(高２) 同朋高
ﾅｶｲ ﾐﾕ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ

11 2759 中井　美佑(中３) 大高中 11 4666 近藤　結衣(高１) 向陽高



女子800m

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



女子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

ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｻ ﾅｶﾀﾞ ｱﾔﾈ

1 5441 川原　遼紗(中２) SET PROJECT 1 3217 中田　朱音(中２) 名大附属中
ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ ﾋｵｷ ﾘｱ

2 2539 前田　彩花(高２) 愛知高 2 2797 日置　梨愛(中３) 大須AC
ｱﾀﾞﾁ ﾏｲ ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ

3 2663 足立　真唯(高２) 明和高 3 2515 中村　日胡(高２) 愛知高
ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ ｽｷﾞｳﾗ ｻﾗ

4 2529 柴田　桃花(高１) 愛知高 4 4578 杉浦　桜空(高２) 豊明高
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｱ ｻﾝﾀﾞ ﾕﾅ

5 6752 水谷　侑愛(中３) 愛知陸協 5 4591 三田　結菜(高２) 中部大一高
ﾅｶﾉ ｻｷ ｷﾑﾗ ﾁｵﾘ

6 6-352 中野　紗希(大３) 京都女子大 6 2757 木村　千桜理(高１) 千種高
ﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ ｶﾈｳｼﾞ ｱﾝﾘ

7 2244 永谷　千宙(大１) 日本福祉大 7 2758 兼氏　杏梨(高１) 千種高
ｲﾘﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ

8 2527 入山　ひなの(高２) 愛知高 8 2743 淵上　遥奈(高１) 千種高
ﾐｳﾗ ﾓﾓｺ ｶｼﾞﾊﾗ ﾅﾅ

9 2451 三浦　萌々子(高３) 旭野高 9 2855 梶原　菜名(高１) 春日井高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ

10 2530 渡邉　凜(高１) 愛知高 10 2241 中村　美月(大２) 日本福祉大
ｺｼﾞﾏ ｾﾗ ｽﾐｳﾗ ﾐｵ

11 2534 小嶋　聖來(高１) 愛知高 11 2243 純浦　美桜(大１) 日本福祉大
ﾆｼｲ ｾﾘ ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾅ

12 2242 西井　せり(大１) 日本福祉大 12 5440 加藤　柚夏(中２) SET PROJECT

ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾐﾎ ﾊﾏﾍﾞ ﾏﾔ

13 4590 平泉　心穂(高１) 中部大一高 13 4456 浜辺　麻弥(高２) 昭和高
ｲｶｲ ﾏﾘｺ ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ

14 5-2053 猪飼　真莉子(大２) 愛知淑徳大 14 4412 増田  吏紗(高２) 中京大中京高

ｲﾉｸﾏ ｻｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ

15 4398 猪熊  紗伎(高３) 中京大中京高 15 4716 松本　梨央(高１) 瑞陵高
ﾌﾀﾑﾗ ﾅﾂﾉ ｸﾄﾞｳ ﾐｳ

16 4402 二村  菜津乃(高２) 中京大中京高 16 6886 工藤　聖桜(中３) 愛知陸協
ｵﾀﾞ ｱｷﾎ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ

17 5439 織田　晃帆(中３) SET PROJECT 17 2829 松本　紗直(中２) TSM
ｵｶﾀﾞ ﾅﾉﾊ ｳｴﾀﾞ ｶﾅｴ

18 2733 岡田　なのは(高１) 千種高 18 2458 上田　佳苗(高２) 旭野高
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐ

19 2247 山田　葵(大１) 日本福祉大 19 2535 荻野　瑛未(高３) 愛知高
ｳｴﾉ ﾈﾈ ｵｵﾉ ｻｷ

20 4541 上野　寧々(高３) 名古屋大谷高 20 2522 大野　紗季(高１) 愛知高
ｽｽﾞﾑﾗ ｱｲﾅ ｶﾐﾔ ﾐﾉﾝ

21 2532 鈴村　愛菜(高１) 愛知高 21 2798 神谷　弥音(中２) 大須AC
ﾂｼﾞ ﾁﾋﾛ ﾋﾋﾞﾉ ﾘﾝｺ

22 2514 辻　千尋(高２) 愛知高 22 6251 日比野　倫子(高２) 半田高
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ ﾌﾙｶﾜ ﾕｱ

23 2525 山本　理乃(高１) 愛知高 23 2540 古川　悠茜(高１) 愛知高



女子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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ ﾎﾘｴ ﾕﾂﾞｷ

1 2541 山口　巴菜(高２) 愛知高 1 5398 堀江　悠月(中１) とよやまJRC
ｸﾜﾊﾗ ﾏｲ ｼﾗｲｼ ｻｷ

2 2248 桑原　舞(大１) 日本福祉大 2 2774 白石　咲希(高１) 至学館高
ｳﾒﾑﾗ ﾏﾅ ｶﾜﾉ ｶﾝﾅ

3 2782 梅村　茉那(高１) 旭野高 3 2577 川野　栞花(高２) 椙山高
ﾊﾙﾀ ﾙﾅ ﾉﾀﾞ ｱﾔｶ

4 2786 春田　月那(中２) 宝神中 4 5553 野田　彩夏(中２) 沓掛中
ｼｽﾞﾙ ｱｻﾋ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ

5 3394 志鶴　あさひ 愛教大ｸ名古屋 5 4579 近藤　綾音(高２) 豊明高
ﾌｼﾞｲ ﾕｳ ｺﾅｶﾞﾈ ﾕｲｶ

6 2245 藤井　優羽(大１) 日本福祉大 6 2745 小長根　由衣伽(1) 山田高
ﾏｻｷ ﾔﾔｺ ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾅ

7 2866 正木　埜耶子(高１) 愛知高 7 2472 丸山　すず菜(高１) 春日井高
ﾌｸｲ ﾘｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ

8 5422 福井 莉桜(中３) 豊明中 8 4708 山口　乃亜(高１) 松蔭高
ﾆﾜ ﾋﾄﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ

9 6314 丹羽　瞳(高１) 横須賀高 9 2773 安達　みく(高１) 至学館高
ｲﾜｼﾀ ﾏｵﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ

10 4617 岩下　愛音(高２) 熱田高 10 6202 北村　優奈(高２) 横須賀高
ｵｵﾂﾎﾞｿﾗﾉ ﾋｻﾀﾞ ﾘﾝｶ

11 6304 大坪　天乃(高１) 福祉大付高 11 6310 久田　凜香(高１) 東海商高
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｶ ｶﾄｳ ｴﾘｺ

12 4465 片桐　友香(高２) 名古屋南高 12 4755 加藤　絵里子(高１) 緑高
ｶﾈｺ ｱﾕﾐ ﾋﾀﾞｶ ｺﾉﾘ

13 4748 金子　亜佑美(高１) 熱田高 13 6212 樋高　好里(高２) 福祉大付高
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｺ ﾔﾌﾞｼﾀ ｻﾅ

14 5418 村上　桃子　(中２) 日進中 14 5483 籔下　沙南(中３) 聖霊中
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ ﾂｶﾓﾄ ﾎﾉｶ

15 2572 鈴木　彩心(高３) 椙山高 15 2781 塚本　帆乃花(高１) 旭野高
ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｺ ｶﾜﾑﾗ ｻｲ

16 3239 中山　淳子 愛教大ｸ名古屋 16 5396 河村　紗衣(中１) とよやまJRC

ｱｵﾔﾏ ﾓｴ ﾖﾈﾀﾞ ｱｶﾈ

17 4589 青山　萌(高１) 中部大一高 17 5481 米田　朱音(中３) 聖霊中
ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ ﾀｶﾞﾜ ﾕｲ

18 2769 山下　紗寧(高１) 至学館高 18 2854 田川　裕彩(中２) 御幸山中
ｱｸﾈ ﾕﾅ ｾｷﾈ ﾘﾘｺ

19 6751 阿久根　優奈(中２) 愛知陸協 19 5397 関根　りりこ(中２) とよやまJRC
ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ

20 2756 辻岡　杏菜(高１) 千種高 20 2581 加藤　楓(高３) 市工芸高
ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾕｶ

21 4574 後藤　美咲(高２) 豊明高 21 5399 松山　風優香(中２) とよやまJRC

ﾓﾘ ｻﾖｺ ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾅ

22 2569 森　彩葉子(高１) 聖霊高 22 4754 前田　彩名(高１) 緑高



女子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

ｾｻﾞｷ ﾊﾙﾅ ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ

1 2567 瀬嵜　遥菜(高１) 聖霊高 1 2865 井上　詩織(高１) 明和高
ﾏｴｶﾜ ｷﾐｴ ﾄﾀﾞ ﾏﾅ

2 3429 前川 希美枝 にっとTFC 2 6277 戸田　真菜(高２) 東海南高
ﾂﾂｲ ﾕｽﾞﾊ ﾑﾗｾ ﾅｺ

3 4678 筒井　柚葉(高１) 桜台高 3 2874 村瀬　称子(高１) 菊里高
ﾌｸﾀ ｱﾔﾉ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾅ

4 4626 福田　彩乃(高２) 熱田高 4 2606 下平　果奈(高２) 春日井東高
ｴﾓﾄ ﾏｱｻ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾄｾ

5 6327 江本　真麻(高１) 半田東高 5 2804 山田　千歳(高１) 名東高
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾉﾐ ﾀﾂｵｶ ﾕｷﾅ

6 5520 松下　朋乃実(中２) 味美中 6 2762 立岡　志菜(高１) 長久手高
ﾑｶｲ ﾘﾘｶ ﾀｼﾛ ﾐｽﾞｷ

7 4756 向井　梨々香(高１) 緑高 7 5485 田代　瑞貴(中３) 聖霊中
ﾎ ｱｶﾘ ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ

8 5-2240 保　あかり(大２) 日本福祉大 8 4685 鈴木　悠花(高１) 天白高
ﾏｽﾀﾞ ﾘｺ ﾆｼｲ ｱﾔｶ

9 2645 増田　莉子(高２) 菊里高 9 2610 西井　彩花(高２) 春日井東高
ﾖﾈｻｶ ﾅﾉｶ ﾊﾀ ｴﾘｶ

10 5486 米坂　菜果(中２) 聖霊中 10 4683 畑　恵梨花(高１) 天白高
ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘ ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾉ

11 5432 岡田 樹里(中２) 豊明中 11 2805 横山　綾乃(高１) 名東高
ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ｴﾘｲ ｻｴｷ ｴﾘｶ

12 6328 城岸　えりい(高１) 半田東高 12 2806 佐伯　英里香(高１) 名東高
ｲﾄｳ ｱｲﾘ ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ

13 4661 伊藤　愛莉(高１) 名古屋南高 13 4711 今村　涼風(高１) 名城大附高
ﾉｻﾞﾜ ﾕｱﾝ ｱﾝﾗｸ ﾊﾙｶ

14 2858 野澤　優杏(高１) 聖霊高 14 6349 安樂　遥(高１) 東海南高
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｴ ﾔﾏｼﾀ ﾐｸ

15 4679 近藤　彩咲(高１) 桜台高 15 6234 山下　実来(高２) 東海商高
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞﾎ ﾏﾂﾀﾞﾊﾅ

16 2826 竹内　瑞穂(1) 旭丘高 16 4588 松田　華(高３) 中部大一高
ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ

17 5479 江口　遥香(中３) 聖霊中 17 4690 芝??田　悠羽(高１) 天白高
ｵｶﾋﾗ ﾏｵ ｲﾄｳ ｶﾅﾒ

18 4433 岡平　真和(高２) 天白高 18 4737 伊藤　奏音(高１) 中村高
ﾀﾅﾊｼ ﾐﾂﾞｷ ｲｹﾀﾞ ﾘｺ

19 4468 棚橋　美月(高３) 名古屋南高 19 4752 池田　莉子(高１) 市工業高
ｵｵﾀｹ ｱｲ ﾑﾗﾔﾏ ﾎﾉｶ

20 2568 大嶽　愛(高１) 聖霊高 20 2794 村山　穂乃香(高１) 市工芸高
ﾌｸｵｶ ﾊﾙｶ ｴｸﾞﾁ ﾘﾝ

21 2831 福岡　遥(高１) 栄徳高 21 6353 江口　凛(高１) 東海南高
ｶﾀｳﾗ ﾕｲ ｶﾄｳ ﾘﾝｶ

22 5416 片浦　結　(中２) 日進中 22 4739 加藤　凛花(高１) 中村高

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



中学女子100mH(0.762m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ ｸﾘﾓﾄ ｻﾗ

2 2818 水野　文由里(中３) TSM 2 2845 栗本　彩良(中３) 御幸山中
ｼｲﾔ ﾚｲﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ

3 2814 椎屋 怜奈(中３) TSM 3 2835 渡邊　紗希(中１) TSM
ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾐ ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ

4 2810 打田　瞳美(中３) TSM 4 2821 岡本　彩里(中２) TSM
ﾃﾗｼﾏ ｹｲ ｶｽｶﾞ ﾉｱ

5 2816 寺島　慶(中３) TSM 5 2822 春日 乃亜 (中２) TSM
ｷｸﾀ ｱﾔ ﾅﾘﾀ ｻﾎ

6 2811 菊田　彩(中３) TSM 6 3031 成田　沙穂(中３) 桜田中
ｲｻｶ ﾕﾘ ﾏﾂｼﾀ ﾅﾐｻ

7 2819 井坂 優里 (中２) TSM 7 5515 松下　七海冴(中３) 味美中
ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ ﾆﾅｶﾞﾜ ﾏﾅ

8 2830 村田 愛奈 (中２) TSM 8 6804 蜷川　真奈(中１) 成岩中

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

1 1

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ ﾊﾔｼ ﾉﾉｶ

2 2834 山本 かりん(中１) TSM 2 3651 林　野乃花(中１) 吉根中
ｼﾐｽﾞ ｸﾙﾐ ﾁﾊﾔ ｶｺ

3 2815 清水　くるみ(中３) TSM 3 2826 千早　香子(中２) TSM
ﾀｶｷﾞ ｼﾎ ﾔｼﾞﾏ ｻﾕﾅ

4 2825 髙木 志保(中２) TSM 4 2808 矢嶋　紗由菜(中１) 大須AC
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏｷ ｼｵﾔ ｺｺﾅ

5 2813 小林　環(中３) TSM 5 2833 塩谷 心菜(中１) TSM
ｲﾁｵｶ ﾕｳ ｷﾀﾉ ﾋｲﾗ

6 3028 市岡　由羽(中３) 桜田中 6 2916 北野　柊来(中３) 守山西中
ｲｶﾞﾐ ﾙｶ ｵｵﾀ ﾕｱ

7 3097 伊神　瑠花(中３) 守山中 7 4413 太田　結愛(高１) 中京大中京高

ｽｽﾞｷ ﾐｳ ﾄﾐﾀ ﾏﾅｶ

8 2804 鈴木　美生(中１) 大須AC 8 5404 冨田真果(中３) 豊明栄中

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



女子100mYH(0.762m/8.5m)

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｹｳﾁ ﾎﾅﾐ

1 6312 竹内　穂南(高１) 半田高
ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ

2 4684 吉川　瑞季(高１) 天白高
ｳﾂﾐ ﾕﾂﾞｷ

3 2790 内海　結月(高１) 椙山高
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ

4 4500 坂口　由花(高２) 名城大附高
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾈﾈ

5 2824 濱島　寧々(1) 旭丘高
ｷﾏﾀ ﾕｶﾘ

6 2454 木全　ゆかり(高２) 旭野高
ｵｵﾀ ﾕｱ

7 4413 太田　結愛(高１) 中京大中京高

ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ

8 6329 齋藤　優佳(高１) 大府高



女子100mH(0.838m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ

2 4419 片山 心菜(高１) 中京大中京高 2 2518 松浦　紗良(高１) 愛知高
ｷﾑﾗ ｶﾉ ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ

3 5-2307 木村　加乃(大２) 至学館大 3 2455 辻　和佳奈(高３) 旭野高
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｱ ﾀｶｷﾞ ｱｶﾘ

4 4390 松本 佳音彩(高３) 中京大中京高 4 4405 髙木 茜里(高２) 中京大中京高

ｵｵﾏﾂ ﾕｷ ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ

5 3241 大松　由季 愛教大ｸ名古屋 5 2676 中西　百萌佳(高２) 至学館高
ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ ｺﾏｷ ﾊﾙｶ

6 5-2300 安藤 愛未(大２) 至学館大 6 5-2291 駒木　遥(大３) 至学館大
ﾊｯﾄﾘ ｱｽｶ ｵｵｻｶ ﾐｽﾞｷ

7 4401 服部 明日風(高３) 中京大中京高 7 2234 大坂　美月(大４) 日本福祉大
ｻｶｲ ｽｽﾞ ｻｻｹﾞ ｼﾞｭﾝﾅ

8 2678 坂井　寿々(高２) 至学館高 8 5-2308 捧　純奈(大２) 至学館大

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1

ﾆｼﾉ ﾘｺ ﾆﾑﾗ ﾜｶ

2 2703 西野　璃子(3) 山田高 2 2446 二村　和華(高２) 愛知商高
ﾐﾔｺ ﾓﾓｶ ﾅｶﾉ ﾕｳｶ

3 2647 都　百花(2) 旭丘高 3 6211 中野　有香(高１) 福祉大付高
ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾓﾓｶ ﾀｶﾀﾞ ﾘﾝ

4 5-2047 久保寺　桃花(大３) 愛知淑徳大 4 4576 髙田　凜(高２) 豊明高
ｵｵﾀﾆ  ﾊﾙｶ ﾅｶ ｶｵﾙｺ

5 2563 大谷　遥香(高１) 愛工大名電高 5 2531 中　薫子(高１) 愛知高
ﾀｹﾀﾞ  ﾏｺ ｲｼﾊﾗ ｲｵﾘ

6 2560 竹田　真子(高２) 愛工大名電高 6 6218 石原　依祈(高２) 大府高
ｲﾄｳ ﾘﾝﾉ ﾏｾ ｱﾔｶ

7 2401 伊藤　凜乃(大１) 東海学園大 7 6192 間瀬　彩可(高２) 横須賀高
ｶﾁ ｺﾊﾙ ﾀﾅﾊｼ ﾋﾅ

8 2700 加地　杏遥(2) 山田高 8 4477 棚橋　日菜(高２) 惟信高

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ ｵｵｻｷ ﾅﾉﾊ

2 6307 山本　楓珈(高１) 横須賀高 2 6247 大崎　なの葉(高２) 半田高
ｷｼﾞﾏ ﾉｲ ｲｼｸﾞﾛ ｽﾐﾊ

3 2720 木島　のい(高２) 春日井商高 3 4658 石黒　純羽(高１) 豊明高
ｾﾞﾝﾀ ﾁﾕﾘ ｼﾓﾑﾗ ｻｴ

4 4603 錢田　ちゆり(高２) 向陽高 4 2750 下村　咲惠(高１) 高蔵寺高
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾋ

5 2719 石川　優海(高２) 春日井商高 5 2829 山本　花姫(高１) 春日井商高
ﾏﾂｶﾞｷ ｿｳｶ ｽｽﾞｷ ﾐｸ

6 4699 松垣　颯夏(高１) 昭和高 6 6276 鈴木　美来(高２) 東海南高
ﾊﾔｼ ﾅﾂﾈ ﾊﾞﾊﾞｻｷﾏｵ

7 2836 林　夏音(1) 山田高 7 2801 馬場崎　真央(高１) 名古屋商高
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾅ

8 2632 中山　愛菜(高２) 高蔵寺高 8



女子100mH(0.838m)

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



女子400mH(0.762m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲｼｶﾜ ﾘｻ

1 6305 石川　莉彩(高１) 横須賀高 1
ﾐﾔｺ ﾓﾓｶ ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ

2 2647 都　百花(2) 旭丘高 2 4544 松田　美憂(高２) 名古屋大谷高

ﾊｯﾄﾘ ｱｽｶ ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ

3 4401 服部 明日風(高３) 中京大中京高 3 2646 中野　夕夏(3) 旭丘高
ｶﾝﾀﾞ ｱﾔﾅ ｵｶﾞﾀ ﾕﾘ

4 4488 神田　彩名(高３) 名城大附高 4 2649 緒方　悠里(2) 旭丘高
ﾑﾗﾏﾂ  ﾒｲ ｵｵﾀﾆ ﾓﾓｾ

5 2553 村松　芽依(高３) 愛工大名電高 5 2456 大谷　桃世(高３) 旭野高
ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ

6 2455 辻　和佳奈(高３) 旭野高 6 2233 神田　唯衣(大３) 名古屋市立大

ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾀｶﾀﾞ ﾘﾝ

7 4415 和佐田  真広(高２) 中京大中京高 7 4576 髙田　凜(高２) 豊明高
ﾓﾘ  ﾐﾅﾐ ｺﾊﾞｼ ﾕﾒ

8 2561 森　美波(高２) 愛工大名電高 8 4438 小橋　優萌(高２) 天白高

3組 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

ﾅｶﾑﾗｻｷ

2 2796 中村　咲(高１) 名古屋商高 2
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾘ

3 4493 松田　雛里(高２) 名城大附高 3
ｸﾎﾞ ｶｲﾘ

4 4580 久保　海鈴(高２) 豊明高 4
ｶﾜﾑﾗ ｷｲﾛ

5 6221 川村　希彩(高２) 大府高 5
ｵｻｶﾍﾞ ｺﾊﾙ

6 4545 刑部　胡晴(高２) 東郷高 6
ﾋﾗﾉ ﾐｳ

7 6261 平野　美羽(高２) 知多翔洋高 7
ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾅ

8 6189 石黒　日菜(高２) 横須賀高 8



女子4X100mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 45.44 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 47.25 至学館高 シガクカン
3 47.72 至学館大 シガッカンダイガク
4 48.50 名城大附高 メイジョウダイガクフゾク
5 49.20 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
6 49.50 愛知高 アイチ
7 49.90 瑞陵高 ズイリョウ
8 50.54 福祉大付高 ニホンフクシダイガクフゾク
9 50.86 桜花学園高 オウカガクエン

10 50.91 栄徳高 エイトク
11 51.00 桜田中 サクラダ
12 51.50 椙山高 スギヤマジョガクエンコウ
13 51.70 横須賀高 ヨコスカ
14 51.79 旭丘高 アサヒガオカ
15 51.99 山田高 ヤマダ
16 52.32 吉根中 キッコチュウ
17 52.74 東海商高 トウカイショウギョウ
18 53.00 昭和高 ショウワ
18 53.00 守山西中 モリヤマニシチュウ
20 53.04 豊明中 トヨアケチュウ
21 53.33 大須AC オオスエーシー
22 53.61 瀬戸西高 セトニシ
23 53.76 東海南高 トウカイミナミ
24 54.00 惟信高 イシン
24 54.00 旭野高 アサヒノ
24 54.00 富田高 トミダ
27 54.05 東浦中 ヒガシウラ
28 54.54 大高中 オオダカ
29 54.84 熱田高 アツタ
30 55.00 大府高 オオブ
31 55.68 豊明栄中 トヨアケサカエ
32 55.80 向陽高 コウヨウ
33 56.00 中村高 ナカムラ
33 56.00 聖霊中 セイレイ
35 56.21 春日井西高 カスガイニシ
36 56.23 名古屋南高 ナゴヤミナミ
37 56.38 神の倉中 カミノクラ
38 56.40 同朋高 ドウホウ
39 57.00 市工芸高 コウゲイ
40 57.50 東郷高 トウゴウ
41 58.00 春日井商高 カスガイショウギョウ
41 58.00 天白高 テンパク
41 58.00 前津中 マエズチュウ
44 58.00 春日井東高 カスガイヒガシ
45 1:00.00 西陵高 セイリョウ
46 明和高 メイワ
46 春日井高 カスガイ
46 菊里高 キクザト
46 桜台高 サクラダイ
46 知多翔洋高 チタショウヨウ
46 名東高 メイトウ
46 御幸山中 ミユキヤマチュウ



女子4X100mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 45.44 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 47.25 至学館高 シガクカン
3 47.72 至学館大 シガッカンダイガク
4 48.50 名城大附高 メイジョウダイガクフゾク



女子4X400mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 3:44.96 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 3:53.17 至学館大 シガッカンダイガク
3 3:59.98 名城大附高 メイジョウダイガクフゾク
4 4:00.00 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ
5 4:08.00 愛知高 アイチ
6 4:10.00 瑞陵高 ズイリョウ
7 4:11.95 旭丘高 アサヒガオカ
8 4:15.00 旭野高 アサヒノ
9 4:15.00 横須賀高 ヨコスカ
9 4:17.50 瀬戸西高 セトニシ

11 4:20.00 大府高 オオブ
12 4:23.82 桜花学園高 オウカガクエン
13 4:25.00 椙山高 スギヤマジョガクエンコウ
14 4:30.00 豊明高 トヨアケ
15 4:30.00 昭和高 ショウワ
15 4:30.00 熱田高 アツタ
15 4:30.00 山田高 ヤマダ
18 4:35.00 惟信高 イシン
19 4:36.91 東海南高 トウカイミナミ
20 4:44.56 春日井西高 カスガイニシ
21 4:55.00 春日井商高 カスガイショウギョウ
22 5:00.00 春日井東高 カスガイヒガシ
23 明和高 メイワ
23 桜台高 サクラダイ
23 市工芸高 コウゲイ
23 名古屋商高 ナゴヤショウギョウ
23 知多翔洋高 チタショウヨウ
23 名東高 メイトウ
23 高蔵寺高 コウゾウジ
23 乙川中 オッカワチュウ
23 大須AC オオスエーシー



女子4X400mR
エントリーリスト（ランキング順）

６月１日～３日まで掲載しますので、ご確認願います。資格記録 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名ｶﾅ
1 3:44.96 中京大中京高 チュウキョウダイチュウキョウ
2 3:53.17 至学館大 シガッカンダイガク
3 3:59.98 名城大附高 メイジョウダイガクフゾク
4 4:00.00 愛工大名電高 アイコウダイメイデンチュウ



女子走高跳

決　勝　

1組

ﾄﾈｶﾞﾜ ｻﾕｶ

1 3099 舎川　紗由香(中２) 守山中
ｲﾄｳ ｼｲﾉ

2 2917 伊藤　椎乃(中３) 守山西中
ｵｶﾞﾜ ﾗﾝﾉ

3 6354 小川　蘭乃(高１) 東海南高
ﾅﾒｶﾜ ﾊﾙﾅ

4 4668 滑川　遥南(高１) 同朋高
ﾏﾂｵ ﾉﾄﾞｶ

5 2807 松尾　和果(高１) 名東高
ﾂﾀﾞ ﾚﾉ

6 2752 津田　麗乃(高１) 瀬戸西高
ｴｼﾛ ｻｸﾗｺ

7 6355 江城　桜子(高１) 東海南高
ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾅ

8 4560 大山　和奏(高２) 桜台高
ﾆﾅｶﾞﾜ ﾏﾅ

9 6804 蜷川　真奈(中１) 成岩中
ｼｵﾔ ｺｺﾅ

10 2833 塩谷 心菜(中１) TSM
ｲﾜﾊｼ ﾋﾅ

11 6278 岩橋　日菜(高２) 東海南高
ｽｽﾞｷｻﾗｻ

12 2622 鈴木　更沙(高２) 名古屋商高
ｵｵﾉ ﾋﾅ

13 3132 大野　日菜(中３) 吉根中
ﾑﾗﾍﾞ ﾊﾙｶ

14 4682 村部　遙(高１) 桜台高
ﾓﾝﾌｪｯﾘｰﾆ ﾗﾐ

15 4569 モンフェッリーニ　蘭美(高２) 松蔭高
ﾀｶｷﾞ ｼﾎ

16 2825 髙木 志保(中２) TSM
ﾅｶﾞﾉｱﾘｻ

17 2800 長野　有彩(高１) 名古屋商高
ﾐｽﾞﾉ ｻﾔｶ

18 4712 水野　清か(高１) 名城大附高
ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ

19 2830 村田 愛奈 (中２) TSM
ｼﾛﾔﾏ ﾕﾏ

20 2608 白山　由真(高２) 春日井東高
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ

21 6275 吉田　羽菜(高２) 東海南高
ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ

22 2699 森川　真結(2) 山田高
ｶﾅﾔ ﾐｵ

23 2821 金谷　澪(高１) 春日井東高
ｶﾜｻｷ ｶﾅ

24 2841 川嵜　香奈(1) 山田高
ｽｴﾐﾂ ﾕﾗ

25 2597 末光　侑来　(高２) 名東高
ﾆｼﾓﾄ ﾐﾕｳ

26 2596 西本　美優(高２) 名東高

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



女子走高跳

決　勝　

2組

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ

1 2835 渡邊　紗希(中１) TSM
ﾆｲﾉﾐ ｱﾔｶ

2 6323 新帯 有也香(高１) 半田高
ﾎﾘﾉｳﾁﾊﾅﾐ

3 2617 堀之内　花桃(高３) 名古屋商高
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｲ

4 3030 榊原　愛(中３) 桜田中
ﾅﾘﾀ ｻﾎ

5 3031 成田　沙穂(中３) 桜田中
ｷﾏﾀ ﾕｶﾘ

6 2454 木全　ゆかり(高２) 旭野高
ｸﾘﾓﾄ ｻﾗ

7 2845 栗本　彩良(中３) 御幸山中
ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ

8 4628 松村　琴都(高１) 瑞陵高
ｼｵﾉ ｱﾔｶ

9 2669 塩野　綾香(高２) 栄徳高
ﾏﾂｼﾀ ﾅﾐｻ

10 5515 松下　七海冴(中３) 味美中
ﾄｵｼﾏ ｶﾉﾝ

11 2746 遠島　花音(1) 山田高
ｵｵｻｷ ﾅﾉﾊ

12 6247 大崎　なの葉(高２) 半田高
ﾃﾗｼﾏ ｹｲ

13 2816 寺島　慶(中３) TSM
ｽｷﾞｴ ﾕｱ

14 4719 杉江　優愛(高１) 瑞陵高
ｶｽｶﾞ ﾘﾝ

15 2689 春日　凛(高１) 至学館高
ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ

16 6308 鰐部　茜(高１) 横須賀高
ｵｵﾀ ﾕｱ

17 4413 太田　結愛(高１) 中京大中京高
ﾌﾙﾏ ﾘｵ

18 2673 古間　莉緒(高３) 至学館高
ｵｵｻｶ ﾕｷﾉ

19 2660 大坂　雪乃(高２) 明和高

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



女子棒高跳

決　勝　

ｾﾝﾀﾞ ﾕｷﾉ

1 2788 仙田　雪乃(中２) 前津中
ｵﾝﾀﾞ ｼｭｳｶ

2 2921 恩田　朱果(中２) 守山西中
ｼﾏﾀﾞ ｱｲｶ

3 2920 島田　愛華(中２) 守山西中
ﾂﾂﾞｷ ﾘﾝ

4 4424 都築　凛(高２) 同朋高
ﾀｶﾉ ｻｵﾘ

5 2459 高野　早織(高２) 旭野高
ｸｻﾉ ｻﾗ

6 6888 草野　咲蕾(中３) 愛知陸協
ﾑﾗﾀ ﾐﾕ

7 4421 村田　実由(高１) 中京大中京高
ｻｲﾄｳ ﾐｸ

8 2674 齋藤　未来(高３) 至学館高

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m



女子走幅跳

決　勝

1組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾀ ﾕｷﾉ m m m m
1 6347 森田　有希乃(高１) 知多翔洋高 +/- +/- +/- +/-

ﾆｼｵ ﾕｷ m m m m
2 6352 西尾　結希(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾖｺﾞ ﾗｲﾙ m m m m
3 2764 與語　来琉(高１) 長久手高 +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾊﾗ ｺﾄﾈ m m m m
4 5518 朝原　琴音(中２) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ﾆﾜ ﾅﾅｺ m m m m
5 2779 丹羽　菜々子(高１) 愛知商高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾚｲﾅ m m m m
6 6357 加藤　玲奈(高１) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ｼﾓｻﾞﾜ ｶﾚﾝ m m m m
7 3540 下澤　夏恋(中１) 守山西中 +/- +/- +/- +/-

ｽｻｷ ﾅﾅﾐ m m m m
8 2828 洲崎　七海(高１) 春日井商高 +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾂｷ ﾋﾅﾉ m m m m
9 2854 朝月　ひなの(高１) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾉ ﾊﾙﾅ m m m m
10 2803 大野　春奈(高１) 名東高 +/- +/- +/- +/-

ﾂﾂﾐ ｱｲｶ m m m m
11 3109 堤　愛花(高２) 大須AC +/- +/- +/- +/-

ﾀﾀﾞ ﾋﾅﾉ m m m m
12 2876 多田　陽菜乃(高１) 西陵高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾏｽﾅ ｱｷﾎ m m m m
13 2726 濱砂　晶穂(高２) 春日井商高 +/- +/- +/- +/-

ﾓﾓｻｷ ﾊﾙﾅ m m m m
14 6339 百﨑　遥菜(高１) 大府東高 +/- +/- +/- +/-

ﾉｻﾞｷ ﾋﾖﾘ m m m m
15 5513 野崎　日和莉(中３) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ｼﾗｲ ﾘｺ m m m m
16 2363 白井　理子(大３) 名城大 +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ ｱｲﾗ m m m m
17 3035 伊藤　愛徠(中２) 桜田中 +/- +/- +/- +/-

ﾄｼﾞﾏ ｱﾔ m m m m
18 2875 戸嶋　彩(高１) 西陵高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜﾀﾞ ﾉｱﾝ m m m m
19 2802 河田　野杏(中１) 大須AC +/- +/- +/- +/-

ﾊｺｲﾜ ﾋﾅｺ m m m m
20 3044 箱岩　日菜子(中２) 桜田中 +/- +/- +/- +/-

ﾄﾖﾀﾞ ｻｱﾗ m m m m
21 3042 豊田　紗亜良(中２) 桜田中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾐｿﾞﾉ ﾅﾅｾ m m m m
22 6238 神薗　七瀬(高２) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾞﾝﾉ ﾕｲﾅ m m m m
23 6237 坂野　結菜(高２) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾗﾉ ｺｺﾛ m m m m
24 2473 原野　こころ(高２) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｱｵﾏﾂ ｻｴｶ m m m m
25 2801 青松　冴華(中１) 大須AC +/- +/- +/- +/-



女子走幅跳

決　勝

2組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ｻｷ m m m m
1 6330 石原　咲季(高１) 大府高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾜｷﾀ ﾕｲ m m m m
2 4700 川北　結衣(高１) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ｲﾅｶﾞｷ ｳﾗﾗ m m m m
3 5647 稲垣　うらら(中３) 春木中 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｳｶ m m m m
4 4656 福永　桃佳(高１) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾁ ｱﾕﾅ m m m m
5 4698 城　歩那(高１) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳﾅ m m m m
6 3604 日比野　由奈 OBUエニスポ +/- +/- +/- +/-

ｺﾔﾏ ﾏｵ m m m m
7 6879 小山　眞央(中３) 大府中 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ ﾕﾘｱ m m m m
8 6865 中野　友凛愛(中３) 大府中 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾛｾ ｷﾎ m m m m
9 6331 廣瀨　稀帆(高１) 大府高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅﾉ m m m m
10 6253 山口　陽菜乃(高２) 知多翔洋高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ m m m m
11 6892 中村　麻那(中１) Spirits +/- +/- +/- +/-

ｶﾀｵｶ ﾕﾒﾊ m m m m
12 6889 片岡　夢羽(中２) Spirits +/- +/- +/- +/-

ｵﾁ ﾊﾙﾅ m m m m
13 2470 越智　遥渚(高２) 春日井高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾉ ｾﾅ m m m m
14 2840 大野　世奈(中１) なごや陸上ｸ +/- +/- +/- +/-

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ m m m m
15 3420 小林　眞綺(中１) 川名中 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ m m m m
16 6308 鰐部　茜(高１) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

ﾊﾗ ﾚｲﾅ m m m m
17 5514 原　玲和(中３) 味美中 +/- +/- +/- +/-

ｳﾏﾀﾞ ﾘﾉ m m m m
18 6303 馬田　莉乃(高１) 福祉大付高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶ ﾌﾐﾅ m m m m
19 2820 岡 郁菜(中２) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾀｹﾐ ｻﾗ m m m m
20 6274 竹味　紗良(高２) 東海南高 +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗﾉ ﾐｳ m m m m
21 6261 平野　美羽(高２) 知多翔洋高 +/- +/- +/- +/-

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾅ m m m m
22 6289 水野　華来(高２) 半田東高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾘﾎ m m m m
23 2389 加藤　梨帆(大１) 南山大 +/- +/- +/- +/-

ｷﾀｼﾞﾏ ｺﾄﾈ m m m m
24 6771 北嶋　琴音(中２) 東浦中 +/- +/- +/- +/-

ｶﾄｳ ﾘｵﾝ m m m m
25 2844 加藤　莉音(中３) 御幸山中 +/- +/- +/- +/-

ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾘ m m m m
26 2812 岸本 侑里(中３) TSM +/- +/- +/- +/-

ｺｼﾞﾏ ﾏﾅﾐ m m m m
27 2574 小島　愛実(高３) 椙山高 +/- +/- +/- +/-



女子走幅跳

決　勝

3組

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ m m m m
1 5-2294 杉浦　愛梨(大３) 至学館大 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ m m m m
2 6231 山口　遥叶(高３) 東海商高 +/- +/- +/- +/-

ｱﾍﾞ ﾆｲﾅ m m m m
3 2691 阿部　新奈(高１) 至学館高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂｷ m m m m
4 6206 中村　佑月(高２) 福祉大付高 +/- +/- +/- +/-

ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙ m m m m
5 2036 椙山　薫(大３) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞﾎ m m m m
6 6203 高橋　みずほ(高２) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ  ﾘﾅ m m m m
7 2558 木村　莉那(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ ﾐｶ m m m m
8 4455 木村　実加(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉ m m m m
9 4555 山本　紘乃(高２) 桜台高 +/- +/- +/- +/-

ﾀﾅｶ ﾙﾈ m m m m
10 2371 田中　瑠音(大１) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-

ﾌｶｴ ｶﾅ m m m m
11 2639 深江　寛奈(高３) 菊華高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ ﾕｲ m m m m
12 2526 木村　優依(高１) 愛知高 +/- +/- +/- +/-

ｵｵｻｶ ﾕｷﾉ m m m m
13 2660 大坂　雪乃(高２) 明和高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ m m m m
14 5-2050 山下　華歩(大２) 愛知淑徳大 +/- +/- +/- +/-

ｲﾀﾞ ｱｶﾘ m m m m
15 5-2320 井田　明香梨(大１) 至学館大 +/- +/- +/- +/-

ｺﾊﾞﾀ ｶﾉﾝ m m m m
16 4518 小畠　嘉恩(高２) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-

ｱﾗｲ ｻﾔｶ m m m m
17 2838 新井　沙也加(中３) なごや陸上ｸ +/- +/- +/- +/-

ﾀｹｲ ﾊﾅ m m m m
18 495 武井　葉夏(高１) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ﾏｴﾀﾞ ﾜｶﾅ m m m m
19 3695 前田　和香奈 中部桃丘TFC +/- +/- +/- +/-

ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ m m m m
20 5-2292 坂本　彩音(大３) 至学館大 +/- +/- +/- +/-

ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾎ m m m m
21 4420 大田　瑞穂(高３) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾅｼ ﾊﾙﾉ m m m m
22 4411 髙梨　遥野(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ m m m m
23 4497 柴田　菜那(高３) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ m m m m
24 4628 松村　琴都(高１) 瑞陵高 +/- +/- +/- +/-



女子三段跳

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀﾞ ｱｶﾘ m m m m
1 5-2320 井田　明香梨(大１) 至学館大 +/- +/- +/- +/-

ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ m m m m
2 4616 鈴木　くるみ(高２) 熱田高 +/- +/- +/- +/-

ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｳｶ m m m m
3 4656 福永　桃佳(高１) 富田高 +/- +/- +/- +/-

ｵｶ ﾌﾐﾅ m m m m
4 2820 岡 郁菜(中２) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾐ m m m m
5 2702 松浦　涼実(2) 山田高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ﾒｲ m m m m
6 6306 髙橋　芽依(高１) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

ｶﾁ ｺﾊﾙ m m m m
7 2700 加地　杏遥(2) 山田高 +/- +/- +/- +/-

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏｷ m m m m
8 2813 小林　環(中３) TSM +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉ m m m m
9 4555 山本　紘乃(高２) 桜台高 +/- +/- +/- +/-

ｽｲｹﾝ ﾚｲﾅ m m m m
10 2912 水軒　怜那(中３) 守山西中 +/- +/- +/- +/-

ﾌｶｴ ｶﾅ m m m m
11 2639 深江　寛奈(高３) 菊華高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞﾎ m m m m
12 6203 高橋　みずほ(高２) 横須賀高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｶ m m m m
13 2620 中山　京香(高３) 名古屋商高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ ﾐｶ m m m m
14 4455 木村　実加(高２) 昭和高 +/- +/- +/- +/-

ﾑﾗﾀ ﾐﾕ m m m m
15 4421 村田　実由(高１) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾉﾑﾗ ﾎﾅﾐ m m m m
16 4391 野村  穂菜美(高３) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾉ ｻｵﾘ m m m m
17 2459 高野　早織(高２) 旭野高 +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾝｼﾞｭ m m m m
18 4641 長島　杏樹(高３) 緑高 +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ m m m m
19 4491 山田　梨央(高２) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ  ﾘﾅ m m m m
20 2558 木村　莉那(高２) 愛工大名電高 +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾅｼ ﾊﾙﾉ m m m m
21 4411 髙梨　遥野(高２) 中京大中京高 +/- +/- +/- +/-

ﾜｷﾀ ﾗｲﾗﾙﾘｶ m m m m
22 2685 脇田　ﾗｲﾗ瑠梨果(高３) 至学館高 +/- +/- +/- +/-

ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙ m m m m
23 2036 椙山　薫(大３) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｶ m m m m
24 4496 渡辺　実優花(高１) 名城大附高 +/- +/- +/- +/-

ｷﾑﾗ ﾘｺ m m m m
25 2043 木村　莉子(大２) 愛知教育大 +/- +/- +/- +/-



中学女子砲丸投(2.721kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐｵｶ ｸﾙﾐ

1 5519 冨岡　来美(中２) 味美中 m m m m
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾐｶ

2 5511 遠藤　久美香(中３) 味美中 m m m m
ﾐﾜ ﾕﾘｱ

3 2789 三輪　有莉亜(中２) 前津中 m m m m
ｶｽｶﾞ ﾉｱ

4 2822 春日 乃亜 (中２) TSM m m m m
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ

5 2834 山本 かりん(中１) TSM m m m m
ｷﾉｸﾆ ﾕｶ

6 2832 紀國 佑香(中１) TSM m m m m
ﾁﾊﾔ ｶｺ

7 2826 千早　香子(中２) TSM m m m m
ﾀﾆﾀﾞ ｿﾗ

8 3102 谷田　空(中２) 守山中 m m m m
ｲｻｶ ﾕﾘ

9 2819 井坂 優里 (中２) TSM m m m m
ﾜｶﾀ ﾁｻﾄ

10 5516 若田　知里(中３) 味美中 m m m m
ｶﾀｵｶ ﾏｵ

11 3037 片岡　真緒(中２) 桜田中 m m m m
ﾀｶﾊｼ ﾐｷ

12 5512 高橋　実希(中３) 味美中 m m m m
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ

13 5664 小林　侑佳(中２) 尾張旭西中 m m m m
ﾂｼﾞｻｶ ﾘﾝ

14 5663 辻阪　凛音(中２) 尾張旭西中 m m m m
ｲﾄｳ ﾕｱ

15 2730 伊藤　優亜(中２) 愛知陸協 m m m m
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ

16 2824 小林　侑佳(中２) TSM m m m m
ﾂｼﾞｻｶ ﾘﾝ

17 2827 辻阪 凛音(中２) TSM m m m m
ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ

18 2818 水野　文由里(中３) TSM m m m m
ﾅﾘﾀ ﾓﾅ

19 3034 成田　百那(中３) 桜田中 m m m m
ｱｵﾔｷﾞ ｱｽﾞｻ

20 2767 青柳　梓紗(中２) 大高中 m m m m
ﾌﾅﾐｽﾞ ｺﾄﾐ

21 2828 船水　琴未(中２) TSM m m m m
ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾐ

22 2810 打田　瞳美(中３) TSM m m m m
ｲﾜﾀ ｱｶﾘ

23 2831 岩田 明樺梨(中３) TSM m m m m
ﾋﾗｲﾜ ﾘｻ

24 3096 平岩　里彩(中３) 守山中 m m m m



女子砲丸投(4.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｳｻﾐ ﾏﾅｶ

1 2212 宇佐見　真加(大３) 南山大 m m m m
ｶﾄｳﾌｳｶ

2 2797 加藤　風花(高１) 名古屋商高 m m m m
ﾏﾂﾓﾄ ｼｵﾘ

3 2761 松本　栞(高１) 長久手高 m m m m
ﾔﾉ ﾏｵ

4 4584 矢野　真央(高２) 星城高 m m m m
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ

5 6307 山本　楓珈(高１) 横須賀高 m m m m
ﾜｼｵ ﾔﾔｺ

6 4653 鷲尾　也哉子(高１) 熱田高 m m m m
ｵｾﾞｷ ﾎﾉ

7 5-2342 尾関　穂乃(大１) 愛知淑徳大 m m m m
ｲﾉｳｴ ｻｴ

8 2582 井上　沙映(高２) 市工芸高 m m m m
ｳﾒﾑﾗ ﾐﾕ

9 2575 梅村　美友(高２) 椙山高 m m m m
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ

10 4536 伊藤　綾音(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ｲﾅﾐ ﾓｱ

11 2585 井並　萌彩(高２) 西陵高 m m m m
ﾅｶﾀ ﾙﾉ

12 4409 中田　瑠乃(高２) 中京大中京高 m m m m
ｲﾄｳ ｹｲﾅ

13 2677 伊藤　圭菜(高２) 至学館高 m m m m
ｵﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ

14 4535 小原　恵(高２) 名古屋大谷高 m m m m



女子円盤投(1.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕｲ

1 4686 花形　優衣(高１) 天白高 m m m m
ﾑﾗﾔﾏ ﾎﾉｶ

2 2794 村山　穂乃香(高１) 市工芸高 m m m m
ﾂﾀﾞ ﾚﾉ

3 2752 津田　麗乃(高１) 瀬戸西高 m m m m
ｵｾﾞｷ ﾎﾉ

4 5-2342 尾関　穂乃(大１) 愛知淑徳大 m m m m
ｱｵﾔｷﾞ ｱｽﾞｻ

5 2767 青柳　梓紗(中２) 大高中 m m m m
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾐｶ

6 5511 遠藤　久美香(中３) 味美中 m m m m
ﾀｶﾊｼ ﾐｷ

7 5512 高橋　実希(中３) 味美中 m m m m
ｳｴｽｷﾞ ｺｺﾅ

8 4655 上杉　心菜(高１) 富田高 m m m m
ｳﾒﾑﾗ ﾐﾕ

9 2575 梅村　美友(高２) 椙山高 m m m m
ﾂｼﾞｻｶ ﾘﾝ

10 5663 辻阪　凛音(中２) 尾張旭西中 m m m m
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ

11 5664 小林　侑佳(中２) 尾張旭西中 m m m m
ｷﾉｼﾀ ｱｵｲ

12 2718 木下　葵(高１) 至学館高 m m m m
ｲﾄｳ ﾕｱ

13 2730 伊藤　優亜(中２) 愛知陸協 m m m m
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ

14 2656 吉田　真裕(高２) 春日井西高 m m m m
ｶﾄｳﾌｳｶ

15 2797 加藤　風花(高１) 名古屋商高 m m m m
ﾂｼﾞｻｶ ﾘﾝ

16 2827 辻阪 凛音(中２) TSM m m m m
ﾀｹｳﾁ ｻﾜ

17 2489 竹内　咲羽(高３) 瀬戸西高 m m m m
ｼﾗﾄﾘ ﾅﾅｾ

18 2688 白鳥　七聖(高１) 至学館高 m m m m
ｷﾉｸﾆ ﾕｶ

19 2832 紀國 佑香(中１) TSM m m m m
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ

20 2824 小林　侑佳(中２) TSM m m m m
ﾜｼｵ ﾔﾔｺ

21 4653 鷲尾　也哉子(高１) 熱田高 m m m m
ﾌﾅﾐｽﾞ ｺﾄﾐ

22 2828 船水　琴未(中２) TSM m m m m
ﾌｼﾞﾑﾗ ｻｴ

23 4461 藤村　紗衣(高２) 昭和高 m m m m
ｲﾅﾐ ﾓｱ

24 2585 井並　萌彩(高２) 西陵高 m m m m
ｵｸﾞﾘ ﾕﾘ

25 4537 小栗　由莉(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ｲﾜﾀ ｱｶﾘ

26 2831 岩田 明樺梨(中３) TSM m m m m
ｵｻﾞｷ ﾅﾂﾐ

27 2701 尾崎　なつみ(2) 山田高 m m m m
ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ

28 3-9373 田中　彩菜(大４) 筑波大 m m m m
ｲﾄｳ ｹｲﾅ

29 2677 伊藤　圭菜(高２) 至学館高 m m m m



女子ハンマー投(4.000kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｽﾐ ｱﾔｶ

1 6337 大隅　彩加(高１) 大府東高 m m m m
ﾀﾅｶ ﾋｻｷ

2 2783 田中　栄妃(高１) 旭野高 m m m m
ｲﾉｳｴ ｻｴ

3 2582 井上　沙映(高２) 市工芸高 m m m m
ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ

4 4539 小島　日依梨(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ｻｻｷ ｱﾝﾘ

5 4538 佐々木　安里(高１) 名古屋大谷高 m m m m
ﾄﾂﾞｶ ﾂﾊﾞﾒ

6 6254 戸塚　つばめ(高３) 知多翔洋高 m m m m
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ

7 3284 加藤　穂乃花 みかん山 m m m m
ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳｶ

8 3281 水野　杏香 みかん山 m m m m
ｵﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ

9 4535 小原　恵(高２) 名古屋大谷高 m m m m



女子やり投(0.600kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｿｶﾞｲ ﾐｵ

1 4665 細貝　美桜(高１) 向陽高 m m m m
ﾀｶﾊﾀ ｱﾔﾅ

2 6340 髙畑　朱夏(高１) 大府東高 m m m m
ﾀｹｳﾁ ﾕﾐ

3 6348 竹内　優心(高１) 東海南高 m m m m
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾐ

4 6351 長谷川　叶美(高１) 東海南高 m m m m
ｽｻｷ ﾅﾅﾐ

5 2828 洲崎　七海(高１) 春日井商高 m m m m
ﾔｽﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

6 3692 安田　望 大須AC m m m m
ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕｲ

7 4686 花形　優衣(高１) 天白高 m m m m
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾉ

8 2744 早川　梨乃(高１) 西陵高 m m m m
ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｶ

9 4568 塚田　祐華(高２) 松蔭高 m m m m
ｶﾔｼﾀ ｱﾔﾈ

10 2595 榧下　彩音(高２) 名東高 m m m m
ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ

11 2795 加藤　和泉(高１) 市工芸高 m m m m
ﾏﾂｳﾗ ﾌｳｶ

12 2461 松浦　歩佳(高２) 春日井高 m m m m
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ

13 2738 安藤　光希(高１) 市工芸高 m m m m
ｱﾗｶｷ ｻｵﾘ

14 2655 新垣　さおり(高２) 春日井西高 m m m m
ｺｲﾃﾞ ﾒｲ

15 4651 小出　芽以(高１) 名城大附高 m m m m
ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ

16 4469 伊藤　美月(高２) 名古屋南高 m m m m
ﾏﾂｳﾗ ｺｺﾅ

17 2474 松浦　ここな(高２) 春日井高 m m m m
ｶﾐﾔ ｱﾘｻ

18 2573 神谷　相里沙(高３) 椙山高 m m m m
ﾖｼﾓﾄ ﾊﾅ

19 6232 吉本　瑛(高３) 東海商高 m m m m
ｱﾗｷ ﾊﾙﾅ

20 2450 荒木　春七(高２) 愛知商高 m m m m
ﾀｶﾊｼ ｺｺﾐ

21 6208 高橋　心実(高１) 福祉大付高 m m m m
ﾓﾘ ｱﾔ

22 2725 森　彩(高２) 春日井商高 m m m m
ｳｴｽｷﾞ ｺｺﾅ

23 4655 上杉　心菜(高１) 富田高 m m m m
ｴﾋﾞﾅ ｶﾎ

24 4645 蛯名　夏帆(高１) 瑞陵高 m m m m
ﾓﾘ ｱﾔｶ

25 2469 森　亜弥佳(高２) 春日井高 m m m m
ｳｻﾐ ｶﾉﾝ

26 5-2052 宇佐見　花音(大２) 愛知淑徳大 m m m m
ｽｽﾞｷ ﾅｺ

27 4703 鈴木　那子(高１) 昭和高 m m m m
ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾅ

28 4644 石黒　陽菜(高１) 瑞陵高 m m m m
ｲﾘﾔﾏ ｱﾔｶ

29 4562 入山　綾香(高２) 松蔭高 m m m m
ﾑﾗﾀ ﾕｶ

30 5-2049 村田　由華(大３) 愛知淑徳大 m m m m
ﾀﾉｳｴ ﾕｲ

31 2687 田上　ゆい(高２) 至学館高 m m m m
ｽｽﾞｷ ﾗﾑｱ

32 4422 鈴木　来彩(高３) 中京大中京高 m m m m
ﾋﾗｲﾜ ﾏﾐ

33 4540 平岩　万実(高３) 名古屋大谷高 m m m m



女子やり投(0.600kg)

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｲ ｻｴｶ

34 5-2051 石井　冴佳(大２) 愛知淑徳大 m m m m
ｽｷﾞﾔﾏ ｿﾗ

35 2137 杉山　そら(大３) 中京大 m m m m
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ

36 3280 舘林　都美 みかん山 m m m m
ﾂﾂﾐ ﾋﾅ

37 4534 堤　陽菜(高２) 名古屋大谷高 m m m m
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｺ

38 5-2276 榊原　梨子(Ｍ１) 至学館大 m m m m
ﾂｼﾞ ﾓﾓｺ

39 4532 辻　萌々子(高３) 名古屋大谷高 m m m m



名古屋地区選手権
男子１００００ｍ
男子５０００ｍW
女子５０００ｍW



選手権男子10000m

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾉｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ

1 3409 野崎　洋平 CROSSOVER
ｵｻﾞｷ ﾌｳﾀ

2 639 尾崎　楓太(大２) 名古屋市立大

ﾏｴﾔ ﾘｮｳｽｹ

3 3410 前家　涼佑 CROSSOVER
ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

4 4107 藤永　絋基 CROSSOVER
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｼ

5 5-736 西岡　大志(大２) 至学館大
ｶﾄｳ ﾀｹﾋｻ

6 3443 加藤　健尚 愛知県庁ｸﾗﾌﾞ

ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

7 3306 澤原　雄一 庄内ＲＴ
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

8 3388 林　勇輝 大同特殊鋼
ｽｽﾞｷ  ﾋﾛｷ

9 2890 鈴木　博貴(高３) 愛工大名電高

ｹｱｰ ﾊｳｴﾙ

10 3321 ケアー　ハウエル 庄内ＲＴ
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

11 3391 北林　誠 大同特殊鋼
ｱﾗｼﾉ ﾘｱｷ

12 3538 嵐　敬晶 三菱重工冷熱

ｵｶﾑﾗ ﾄﾖｱｷ

13 3319 岡村　豊明 庄内ＲＴ
ﾌｸﾅｶﾞ  ｱｲﾄ

14 2926 福永　藍都(高２) 愛工大名電高

ｶｻﾞﾐ ﾅｵ

15 3198 風見  尚 愛知陸協
ﾋﾋﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ

16 430 日比野　就一 愛知陸協
ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｼ

17 3413 岩本　貴志 CROSSOVER
ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ

18 3093 牧野　将大 I.A.R.C名古屋

ｶﾆｴ ｺｳﾀ

19 5032 蟹江　孝太(高２) 名古屋南高
ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾝ

20 6295 山下　瑛慎(高２) 横須賀高
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

21 3412 古山　雄一郎 CROSSOVER
ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ

22 3453 大久保　利哉 愛知県庁ｸﾗﾌﾞ



選手権男子5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ

1 9170 櫻井　悠也 愛知陸協
ｵｶｻﾞｷ ﾀｹｼ

2 2954 岡嵜　武史(高３) 愛知総合工科高

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ

3 5474 永山　大志(高１) 豊明高
ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

4 2725 尾上　陽人(高３) 旭野高
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ

5 47 冨田　尚希(大３) 名古屋大
ｵﾀﾞ  ｺｳｾｲ

6 2884 織田　晃成(高３) 愛工大名電高

ｶﾐﾔ ﾀｽｸ

7 5541 神谷　介(高１) 豊明高
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

8 5-637 山田　剛大(大６) 名古屋市立大

ﾅｼｵ ｿｳ

9 5301 名塩　創(高２) 松蔭高
ｶﾈｲﾜ ﾕｳﾀ

10 2967 兼岩　優太(高３) 千種高
ﾄﾘｲ ﾀｸﾐ

11 2731 鳥居　拓実(高２) 旭野高
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ

12 54 山田　将也(大３) 名古屋大
ｲﾘ ﾕｳｷ

13 59 伊里　友希(大２) 名古屋大
ﾉｻﾞｷ ﾖｼﾊﾔ

14 5269 野崎　芳隼(高２) 桜台高
ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ

15 6420 大西　敬吾(高２) 知多翔洋高
ﾅｶｵ ｹｲ

16 3111 中尾　圭 愛知マスターズ

ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ

17 3526 稲吉　悠多 至学館クラブ

ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ

18 5024 山中　遼平(高３) 名古屋南高



選手権女子5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ

1 2452 三浦　萌乃果(高３) 旭野高
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ

2 4577 山田　彩乃(高２) 豊明高
ｶﾝﾓﾘ ｶﾖ

3 2162 上森　佳代(大３) 中京大
ｼﾊﾞｻｷ ｺﾊﾙ

4 4519 芝崎　小春(高２) 瑞陵高
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ

5 4579 近藤　綾音(高２) 豊明高
ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ

6 4574 後藤　美咲(高２) 豊明高
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ

7 2006 中川　晴子(大６) 名古屋大
ﾌｶﾐｽﾞ ﾘﾎ

8 3532 深水　梨保 至学館クラブ

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾓﾓｶ

9 2448 高柳　百花(高３) 愛知商高
ｱﾀﾞﾁ ﾏｲ

10 2663 足立　真唯(高２) 明和高


