
一般・高校男子5000mW

決　勝　2組

1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 順位 記録

1 1088 伊東　航汰(1) ｲﾄｳ　ｺｳﾀ 岐　阜 セイビ高

2 1827 渡邉　寛典(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 愛　知 津島北高

3 5947 山下　輝朗(2) ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｱｷ 愛　知 天白高

4 2191 稲葉　陸(1) ｲﾅﾊﾞ ﾘｸ 愛　知 愛工大名電高

5 5533 宮下　直樹(2) ﾐﾔｼﾀ ﾅｵｷ 静　岡 天竜高

6 2193 吉武　直哉(1) ﾖｼﾀｹ ﾅｵﾔ 愛　知 愛工大名電高

7 8352 鎌倉　馴(1) ｶﾏｸﾗ ｼｭﾝ 愛　知 愛産大三河高

8 6842 豊田　和舞(1) ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 愛　知 知多翔洋高

9 6664 山本　敦暉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ 愛　知 知多翔洋高

10 141 沖本　莉之稀(1) ｵｷﾓﾄ ﾘﾉｷ 愛　知 一宮西高

11 2150 杉山　快斗(1) ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲﾄ 愛　知 千種高

12 1897 岩田　翔平(1) ｲﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 愛　知 愛知黎明高

13 1001 塚田　智弘(1) ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岐　阜 可児工高

14 144 伊藤　道珠(1) ｲﾄｳ ﾄﾞｳｼﾞｭ 愛　知 一宮西高

15 2992 小島　和矩(2) ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 京　都 京府医大

2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 順位 記録

1 5-13 小林　貫太(4) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 愛　知 愛知教育大

2 5844 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 岐　阜 田中競歩軍

3 630 伊里　友希(3) ｲﾘ ﾕｳｷ 愛　知 名古屋大

4 6661 大西　敬吾(3) ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ 愛　知 知多翔洋高

5 7362 前原　凌(2) ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ 愛　知 愛産大三河高

6 5-320 杉浦　陽(2) ｽｷﾞｳﾗ　ﾊﾙ 愛　知 至学館大

7 3846 舩本　賢伸(2) ﾌﾅﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 愛　知 愛工大名電高

8 4162 永山　大志(2) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ 愛　知 豊明高

9 654 山田　将也(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛　知 名古屋大

10 3690 加藤　瑛一(2) ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ 愛　知 旭野高

11 3793 尾方　晃正(2) ｵｶﾞﾀ ｺｳｾｲ 愛　知 千種高

12 187 小島　福大(1) ｺｼﾞﾏ ﾌｸﾋﾛ 愛　知 西春高

13 4456 中村　優大(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 愛　知 向陽高

14 2039 田口　直弥(1) ﾀｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 愛　知 旭野高

15 1761 宮澤　佑輔(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 愛　知 西春高

16 9309 前田　優樹(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 愛　知 渥美農高



一般男子10000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 順位 記録

1 5844 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 岐　阜 田中競歩軍

2 1073 古川　誠也 ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ 京　都 京都陸協

3 1912 髙木　一之進(1) ﾀｶｷﾞ ｲﾁﾉｼﾝ 滋　賀 びわスポ大

4 5474 川添　康平 ｶﾜｿﾞｴ ｺｳﾍｲ 三　重 三重陸協

5 9250 櫻井　悠也 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ 愛　知 愛知陸協

6 1019 辻本　始 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 奈　良 奈良陸協

7 5727 佐々　順一 ｻｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三　重 三重マスターズ

8 0 仲代　壮良(2) ﾅｶｼﾛ ｿﾗ 東　京 東大

9 1522 稲吉　悠多 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ 愛　知 シガッカンAC

10 0 金谷　響介(1) ｶﾅﾔ ｷｮｳｽｹ 東　京 東大

11 5030 中島　隆久 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾋｻ 岐　阜 岐阜マスターズ



一般・高校女子5000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 順位 記録

1 3257 寺本　瑛美(1) ﾃﾗﾓﾄ ｴｲﾐ 愛　知 旭丘高

2 3012 塚本　帆乃花(2) ﾂｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 愛　知 旭野高

3 3065 岡田　なのは(2) ｵｶﾀﾞ ﾅﾉﾊ 愛　知 千種高

4 2374 岩田　華侑(2) ｲﾜﾀ ﾊﾅﾕ 愛　知 名古屋大

5 5-2364 北山　美咲(1) ｷﾀﾔﾏ ﾐｻｷ 富　山 愛知教育大

6 4830 松本　梨央(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 愛　知 瑞陵高

7 887 中部　遥(1) ﾅｶﾍﾞ ﾊﾙｶ 滋　賀 びわスポ大

8 4842 山口　乃亜(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 愛　知 松蔭高

9 8527 柘植　八重華(2) ﾂｹﾞ ﾔｴｶ 愛　知 安城高

10 2432 小椋　きらり(1) ｵｸﾞﾗ ｷﾗﾘ 岐　阜 名古屋大

11 286 小林　万里子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ 岐　阜 岐阜高

12 5083 坂本　奈捺未(1) ｻｶﾓﾄ ﾅﾅﾐ 愛　知 瑞陵高

13 471 山内　菜穂(1) ﾔﾏｳﾁ ﾅﾎ 岐　阜 岐阜高

14 993 名倉　百香(2) ﾅｸﾞﾗ ﾓﾓｶ 愛　知 一宮高

15 1071 井山　理実(2) ｲﾔﾏ ｻﾄﾐ 愛　知 一宮西高

16 8795 成瀬　柚衣(1) ﾅﾙｾ ﾕｲ 愛　知 安城高

17 1025 新田　沙良(2) ﾆｯﾀ ｻﾗ 愛　知 津島高

18 1280 福山　真白(1) ﾌｸﾔﾏ ﾏｼﾛ 愛　知 西春高



一般・高校女子10000mW

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 順位 記録

21 2218 則武　桃佳(3) ﾉﾘﾀｹ ﾓﾓｶ 愛　知 中部学院大

22 8-244 山内　レイラ(3) ﾔﾏｳﾁ ﾔﾚｲﾗ 沖　縄 名桜大

23 6-826 川勝　裕夏(4) ｶﾜｶﾂ ﾕｳｶ 滋　賀 滋賀大

24 6564 高柳　百花 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾓﾓｶ 愛　知 トヨタ自動車

25 4955 後藤　美咲(3) ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 愛　知 豊明高


