
 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ｶｸﾔ ﾕｳﾄ

2 2330 長谷川　潤(1) 守山西中 2 5741 角屋　優翔(2) 惟信高

ﾏﾂﾓﾄ ﾁｱｷ ﾏｴﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ

3 4813 松本　千明(1) 愛知つばさTCA 3 4423 前野　光路郎(1) 大同大大同高

ﾀｷﾓﾄ ﾀｸﾄ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ

4 4381 滝本　拓斗(1) 市工業高 4 2759 清水　裕斗(1) 北陵中

ｶﾝﾊﾞﾗ ｱｽﾄ ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

5 4021 神原　明日斗(2) 大同大大同高 5 4305 中田　悠太(1) 惟信高

ｵﾉ ｷﾞﾝﾉｽｹ ｱｻｲ ｺｳﾀﾛｳ

6 1837 小野　銀之介(2) 北陵中 6 4302 浅井　洸太郎(1) 惟信高

ｶﾏｸﾗ ﾘｮｳ ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

7 2011 鎌倉　遼(1) 瀬戸西高 7 4020 西本　匠吾(2) 大同大大同高

ﾈﾓﾄ ﾖｼﾕｷ ｵﾉ ｷﾝﾉｽｹ

8 3744 根本　睦千(1) 名古屋西高 8 1838 小野　錦之介(2) 北陵中

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

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾄ

1 1 2423 中島　泰斗(1) 御幸山中

ｵｵｼﾛ ﾚﾝﾄ ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾏ

2 4301 大城　蓮斗(1) 惟信高 2 2339 大森　遼真(1) 守山西中

ｶﾀｵｶ ﾕｳｾｲ ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 2414 片岡　悠聖(1) 汐路中 3 2729 泉　遼汰郎(1) 冨士中

ｶﾅﾓﾘ ｼﾞｭﾝｷﾞ ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ

4 2333 金森　準紀(1) 守山西中 4 4924 高木　悠喜(2) 守山西中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｼｭｳ ｳﾗﾀ ﾕｳｷ

5 2336 山口　真周(1) 守山西中 5 2272 浦田　悠暉(1) 汐路中

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ ｷﾏﾀ ﾋﾅﾀ

6 2337 古川　夕真(1) 守山西中 6 2364 木俣　陽向(1) 扇台中

ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾀ ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳﾏ

7 2770 中川　淳太(1) 汐路中 7 2753 安田　隆磨(1) 港南中

ｷｯｶﾜ ｱﾂﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ

8 2425 吉川　敦登(1) 御幸山中 8 2621 長谷川　葵央(1) 港南中

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

ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｻﾊﾙ ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾄ

1 2429 水上　仁温(2) 鳴子台中 1 2624 平野　輝斗(1) 港南中

ｵｵﾀ ﾏﾅﾄ ﾎﾘｵ ﾕｳﾀ

2 2361 太田　愛斗(1) 扇台中 2 2615 堀尾　悠大(1) 港南中

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝ

3 2752 長谷川　駿翔(1) 港南中 3 2626 小笠原　謙(1) 港南中

ﾏｴﾀﾞ ｵｳｽｹ ﾀｶﾐ ﾚﾝｼﾞ

4 2353 前田　欧助(1) 扇台中 4 4425 髙見　恋司(1) 大同大大同高

ﾄﾀﾞ ｿｳﾏ ﾓﾘｶﾜ ｿｳｼ

5 2352 戸田　蒼真(1) 扇台中 5 2691 森川　蒼資(2) 鳴子台中

ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

6 2367 加藤　瑞稀(1) 扇台中 6 2539 関口　幸翼(1) 神の倉中

ｵｵﾊﾞ ｱｷﾕｷ ｽﾐ ﾘｮｳﾍｲ

7 2356 大羽　明幸(1) 扇台中 7 2184 角　遼平(1) 汐路中

ｵｸｵｶ ｾｲ ｷﾄｳ ﾕｳｽｹ

8 4683 奥岡　聖(1) 宝神中 8 2622 鬼頭　祐輔(1) 港南中



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅﾀ ﾐﾔｻﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ

1 2252 平松　叶多(1) 扇台中 1 2354 宮﨑　一平(1) 扇台中

ｶﾜｻｷ ﾕｳﾔ ｵｵﾂｶ ｶｲﾄ

2 2351 川崎　雄也(1) 扇台中 2 2090 大塚　海翔(2) 北陵中

ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ ｲﾄｳ ｷﾗﾄ

3 2411 足立　尚大(1) 汐路中 3 4920 伊藤　煌空人(2) 守山西中

ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ ﾜｶﾏﾂ ｹｲｼﾞ

4 2255 馬場　光平(1) 神の倉中 4 4428 若松　慶史(1) 大同大大同高

ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾄ

5 2420 安田　峻太朗(1) 御幸山中 5 4743 長谷川　湊人(1) なごや陸上

ｲﾄｳ ﾕｳｷ ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

6 2584 伊東　優希(1) 名古屋中 6 2760 竹村　太雅(2) なごや陸上

ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ ﾀﾂﾐ ﾊﾙﾄ

7 2359 鈴木　琥太郎(1) 扇台中 7 6422 辰巳　晴虎(2) 日進東中

ｼﾝﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾂﾉｵｶ ｴｲﾀ

8 2747 新村　龍之介(1) 御幸山中 8 5132 角岡　永大(1) 日進東中

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

ﾄﾖﾀﾞ ﾌｳｺﾞ ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ

1 2338 豊田　扶吾(1) 守山西中 1 2303 野村　隼斗(1) 千種中

ｶｻﾞﾏ ﾕｳｿﾞｳ ｼﾞﾌﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 4635 風間　悠蔵(2) 汐路中 2 1834 治部　竜之介(2) 北陵中

ﾂﾁｼﾀ ﾃﾂｼ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

3 2617 土下　哲史(1) 港南中 3 2304 伊藤　悠翔(1) 千種中

ｼﾓｻﾄ ｽｳｻｸ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

4 2623 下郷　悠策(1) 港南中 4 3757 濱口　陽生(2) 名東高

ﾅｲｷ ﾀｲｶﾞ ﾎﾘ ｹｲﾀ

5 4638 内木　大賀(2) 汐路中 5 2058 堀　馨太(1) 名東高

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾄ ｲﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋｻ

6 2308 服部　大翔(1) 千種中 6 4805 稲川　暉悠(2) 名古屋中

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ

7 4642 鈴木　寛也(2) 汐路中 7 4834 中山　翔太(2) 扇台中

ｻﾄｳ ｲｸﾙ ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲｺﾞ

8 4636 佐藤　侑琉(2) 汐路中 8 4646 水谷　圭吾(2) 汐路中

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

ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾄ ｱｷﾗ

1 2695 永田　大貴(1) 鳴子台中 1 4931 宮里　暁(2) 守山西中

ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾉｻﾞｷ ｷｾｷ

2 4627 馬場　俊輔(3) 汐路中 2 2271 野崎　希星輝(1) 汐路中

ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ ﾐｽﾞﾉ ｶｼﾞ

3 4798 佐藤　涼雅(2) 名古屋中 3 4929 水野　舵(2) 守山西中

ｵｸｵｶ ｶｲ ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ

4 4685 奥岡　快(2) 宝神中 4 4928 岡田　京士(2) 守山西中

ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾌﾐ ﾐﾔｶﾜ ﾘｮｳ

5 2536 山崎　貴史(1) 神の倉中 5 4019 宮川　涼(2) 大同大大同高

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ

6 2476 原田　拓(1) 冨士中 6 2306 鈴木　新汰(1) 千種中

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ｼﾊﾞﾀ ｱﾂﾋﾛ

7 2332 鈴木　蒼大(1) 守山西中 7 4917 柴田　惇央(2) 御幸山中

ﾔﾏﾌﾞｷ ﾕｳ ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ

8 4649 山吹　侑(2) 汐路中 8 2730 後藤　浩助(1) 冨士中



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ﾋﾗｲﾜ ｷｲﾁ ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾜ

1 4922 平岩　希一(2) 守山西中 1 4770 杉山　永遠(2) 大須ＡＣ

ｳｴﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

2 2475 上山　潤之佑(1) 冨士中 2 4384 山口　幸輝(1) 市工業高

ｼﾏｵｶ ｹｲ ｻｲﾄｳ ｼﾞｭｳｹﾝ

3 2410 嶋岡　慶(1) 汐路中 3 6772 齋藤　充健(1) 横須賀高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｽｹ ｳﾗﾊﾏ ｷｮｳﾍｲ

4 4786 渡邉　桜丞(1) 大須ＡＣ 4 3889 浦濱　響平(1) 名古屋高

ｳｴﾉ ｹｲｼﾞ ﾅﾀﾞﾉ ﾄﾓﾔ

5 4919 上野　ケイジ(2) 守山西中 5 1680 灘野　智也(2) 冨士中

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ｲﾜﾏ ｿｳｷ

6 2301 吉田　有杜(1) 千種中 6 1828 岩間　奏樹(3) 北陵中

ｵｶﾓﾄ ｺｳｶﾞ ｳﾁﾀﾞ ｾﾞﾝｼ

7 4921 岡本　浩芽(2) 守山西中 7 2261 内田　全祇(1) 北陵中

ｶﾜﾆｼ ｲﾂｷ ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾏ

8 2302 河西　一輝(1) 千種中 8 2163 新藤　有真(1) 名古屋高

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

ﾋﾗｵｶ ｼﾝ ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ

1 4643 平岡　真(2) 汐路中 1 2273 山下　晃世(1) 汐路中

ﾖｺｲ ｱﾂｼ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾄ

2 2758 横井　睦(2) 汐路中 2 4793 近藤　久紗人(3) 名古屋中

ﾅﾘﾏﾂ ﾛｳﾏ ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ

3 2340 成松　楼眞(1) 守山西中 3 4644 上田　剛士(2) 汐路中

ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ ｵｵﾀｶ ｱｷﾋﾛ

4 1842 松久　裕貴(2) 北陵中 4 1678 大髙　彬寛(2) 冨士中

ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ

5 2264 高田　瑞生(1) 北陵中 5 6423 土井　勇人(2) 日進東中

ﾑﾄｳ ｹｲｼﾛｳ ｳｴﾊﾗ ｺｳｾｲ

6 4745 武藤　圭史朗(1) なごや陸上 6 2012 上原　宏生(1) 瀬戸西高

ｶｼﾞﾉ ﾚｵﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

7 2245 梶野　蓮音(1) 汐路中 7 4783 松本　大河(2) 大須ＡＣ

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｵ ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｽｹ

8 4632 安藤　万桜(3) 汐路中 8 2428 西嶋　晃佑(2) 鳴子台中

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

ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

1 4848 和田　航星(2) 扇台中 1 2014 長谷川　翔一(1) 瀬戸西高

ﾐﾔｻﾞﾄ ｵﾄ ｳﾒﾓﾄ ﾚｲﾔ

2 2421 宮里　乙寿(1) 御幸山中 2 4468 梅本　玲弥(1) 緑高

ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｼﾐｽﾞ ｿｳｴｲ

3 4639 熊澤　一輝(2) 汐路中 3 7485 清水　蒼英(3) Spirits

ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

4 4647 大野　純之介(2) 汐路中 4 4466 山田　翔大(1) 緑高

ｲﾄﾞﾀ ｼﾝｽｹ ｵﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

5 4628 井戸田　晋輔(3) 汐路中 5 4845 織田　将大(2) 扇台中

ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ ﾐｽﾞｸｻ ﾕｳﾄ

6 2244 坂口　岳大(1) 汐路中 6 4744 水草　優斗(2) なごや陸上

ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ ﾌﾀﾐ ﾏﾅﾄ

7 4800 橋本　幸祐(2) 名古屋中 7 1686 二見　真叶(2) 冨士中

ｲｼｲ ﾕｳﾔ ｲﾉﾊﾗ ｼｭﾝ

8 4624 石井　佑弥(3) 汐路中 8 4965 猪原　駿(2) 港南中



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48組

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

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

ﾑﾗｲ ﾘｭｳｷ ｻﾄｳ ｼﾞﾝ

1 2016 村井　龍稀(1) 瀬戸西高 1 4742 佐藤　仁(1) なごや陸上

ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｷ ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ

2 1840 長浜　友輝(2) 北陵中 2 4429 飯田　陽土(1) 大同大大同高

ﾅｶﾞﾀ ﾚﾝﾄ ｸｽﾞｼﾏ ｼｵﾝ

3 2060 永田　蓮翔(1) 名東高 3 6419 葛島　獅恩(3) 日進東中

ｵｵﾐﾔ ｺｳｾｲ ｻｶｲ ﾀｹﾙ

4 2588 大宮　航生(1) 名古屋中 4 4779 酒井　尊琉(2) 大須ＡＣ

ｱﾗｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ

5 2009 荒木　信晴(1) 瀬戸西高 5 4740 水野　和生(2) なごや陸上

ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 4654 瀧本　和希(3) 宝神中 6 4812 松田　麟太郎(2) 汐路中

ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

7 4631 宮下　遼介(3) 汐路中 7 4382 新井田　大賀(1) 市工業高

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

8 2415 山本　颯斗(1) 汐路中 8 4766 安藤　一哉(2) 大須ＡＣ

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

ｲﾏﾊﾀ ﾕｳｺﾞ ﾖｼｶﾜ ｺﾄﾞｳ

1 2630 今畑　湧琥(1) 宝神中 1 4785 吉川　琥道(1) 大須ＡＣ

ｻｸﾗｲ ｶｶﾞｲ ﾔｽﾓﾄ ﾗｲﾄ

2 6774 桜井　翔海(1) 横須賀高 2 2017 康本　徠斗(1) 瀬戸西高

ﾎｯﾀ ﾕｳｷ ﾃﾗｸﾞﾁ ﾘｮｳ

3 5945 堀田　優樹(2) 天白高 3 1843 寺口　諒(2) 北陵中

ｱﾍﾞ ﾖﾘﾄ ｵｵﾉ ﾋｲﾛ

4 4013 阿部　頼人(2) 大同大大同高 4 4492 大野　陽色(1) 熱田高

ｶｶﾑ ｿｳﾀﾞｲ ﾏﾂｵ ｼｮｳﾏ

5 4790 各務　壮大(3) 名古屋中 5 2145 松尾　匠真(1) 愛知総合工科高

ﾉｶﾞｲﾄ ｶｲ ｶﾄｳ ﾔｽｵ

6 4634 野垣内　櫂(2) 汐路中 6 2727 加藤　康雄(2) 冨士中

ｲｼﾂﾞ ｼｮｳｴｲ ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

7 2027 石津　翔瑛(1) 市工芸高 7 2136 山﨑　翔太(1) 愛知総合工科高

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾊﾙ

8 1682 水野　雄仁(2) 冨士中 8 4469 大月　友陽(1) 緑高

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

ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ

1 4925 加藤　快一(2) 守山西中 1 2008 鈴木　輝大(1) 瀬戸西高

ﾌｸﾜ ﾋﾛﾑ ﾅｶﾑﾗ ｷﾅﾘ

2 6427 福和　大夢(2) 日進東中 2 2226 中村　希成(1) 瀬戸西高

ﾄﾐﾀ ｵｳｽｹ ﾉﾀﾞ ﾕｳﾘ

3 4629 冨田　鷹佑(3) 汐路中 3 4498 野田　優李(1) 熱田高

ｽﾐ ｺｳﾀﾛｳ ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ

4 4625 角　航太朗(3) 汐路中 4 4656 森　大稀(3) 宝神中

ﾅﾘﾀ ﾕｳｶﾞ ﾂｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ

5 4018 成田　優雅(2) 大同大大同高 5 4651 塚本　陽太(2) 汐路中

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

6 1835 小林　航暉(2) 北陵中 6 4501 渡邊　光喜(1) 熱田高

ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾐﾔﾀ ｱｲﾙ

7 4623 金田　卓也(3) 汐路中 7 2146 宮田　葵琉(1) 愛知総合工科高

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ ﾔｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾄ

8 2138 藤田　雅幸(1) 愛知総合工科高 8 3759 八神　淳人(2) 名東高



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾓﾝ ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳ

1 2585 水谷　紗門(1) 名古屋中 1 4838 小縣　諒(2) 扇台中

ｺｶｼﾞ ｱｷﾄ ｲﾄｳ ﾀｲﾁ

2 4495 小梶　陽士(1) 熱田高 2 2125 伊藤　汰一(1) 至学館高

ｺﾃｲ ﾘｮｳﾀ ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ

3 3760 古定　諒大(2) 名東高 3 2142 加藤　健資(1) 愛知総合工科高

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｲﾜｾ ｶﾅﾃﾞ

4 9304 鈴木　涼太 愛知陸協 4 3787 岩瀬　奏(2) 瀬戸西高

ﾐﾔﾁ ﾗｲﾄ ﾏﾂｵｶ ｶｲﾄ

5 4709 宮地　来昊(2) 守山東中 5 2141 松岡　凧士(1) 愛知総合工科高

ｻﾄｳ ｱｷﾄﾗ ﾖｺｲ ﾀｸﾏ

6 4676 佐藤　輝虎(2) 宝神中 6 4006 横井　拓真(2) 大同大大同高

ﾅﾙｾ ﾀｲﾖｳ ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ

7 4488 成瀬　太陽(1) 熱田高 7 6283 三浦　優侍朗(2) SET PROJECT

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾄ ﾋﾉ ｼｭｳ

8 4806 飯島　崇斗(3) 名古屋中 8 3887 日野　柊(1) 名古屋高

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

ﾖｼﾄ ﾊﾙｷ ｲﾌｼﾞ ﾋﾛﾄ

1 4464 吉戸　悠貴(1) 緑高 1 1711 井藤　寛土(3) 千種中

ｶﾄｳ ｿｳｲﾁ ﾌｼﾞﾀ ﾚｲｼﾞ

2 3718 加藤　颯一(2) 愛知総合工科高 2 1841 藤田　怜志(2) 北陵中

ｼﾛﾀﾆ ｺｳｷ ﾂｼﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ

3 2056 城谷　航希(1) 名東高 3 1702 辻　蓮太朗(3) 千種中

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ ｽｽﾞｷ ｵｳﾀ

4 1839 松本　佑真(2) 北陵中 4 1699 鈴木　央汰(3) 千種中

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

5 4463 鈴木　大翔(1) 緑高 5 3713 松本　稜也(2) 愛知総合工科高

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｷｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ

6 1708 佐藤　佑斗(3) 千種中 6 4637 岸田　晴斗(2) 汐路中

ﾐｳﾗ ｼｭｳ ｱｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ

7 3782 三浦　崇(2) 瀬戸西高 7 2115 青山　周平(1) 至学館高

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｷ ﾊﾀﾉ ｱｵｲ

8 73 松下　大輝(3) 愛知学院大 8 3931 波多野　葵(1) 至学館高

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

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺｳ ﾆｼｲ ｺｳﾀ

1 1707 今泉　香佑(3) 千種中 1 6673 西井　紘多(2) 半田高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ ｼｵﾀ ｱｲﾄ

2 4030 小林　蓮太郎(2) 熱田高 2 4403 塩田　有絃(1) 天白高

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ ｼｮｳｼﾞ ｱﾕﾀ

3 4645 山田　煌大(2) 汐路中 3 2057 庄司　歩太(1) 名東高

ﾀｹｲﾁ ﾘｮｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

4 3778 竹市　涼平(2) 瀬戸西高 4 5843 佐藤　亮汰(2) 富田高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾋﾄ ﾊﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

5 4404 安藤　光史(1) 天白高 5 4658 畑　凛太郎(3) 宝神中

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｳｲ ﾑﾄｳ ｹﾝｼﾞ

6 2089 長谷川　透生(1) 長久手高 6 4316 武藤　健治(1) 富田高

ｶｶﾞﾐ ﾓﾄｷ ｷﾀｲ ｹｲｲﾁﾛｳ

7 4749 鏡味　元喜(3) 大須ＡＣ 7 4788 北井　敬一朗(3) 名古屋中

ｲﾄﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾃｼﾏ ｶｲｾｲ

8 2127 井戸田　雄大(1) 至学館高 8 4674 手島　快晴(2) 宝神中



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ ﾑﾗｾ ｺｳﾔ

1 4367 井上　幹大(1) 昭和高 1 4401 村瀬　煌也(1) 天白高

ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ ﾅｶﾀｹ ﾘｮｳｽｹ

2 1833 林　優磨(3) 北陵中 2 2020 中武　亮介(1) 明和高

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾎﾝﾏ ﾀｲﾁ

3 5957 齋藤　大地(2) 天白高 3 4833 本間　大智(2) 扇台中

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ

4 6773 岡田　朋樹(1) 横須賀高 4 3882 橋本　幸征(2) 明和高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

5 9242 杉山　友祐 愛知陸協 5 4757 高橋　宗汰(3) 大須ＡＣ

ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾕﾑ ｶﾐﾔ ｺｳﾀ

6 4290 平出　歩夢(1) 緑高 6 6666 神谷　康太(2) 半田高

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

7 6764 髙橋　煌生(1) 横須賀高 7 4751 近藤　祥太(3) 大須ＡＣ

ｲﾀﾞ ﾀｸﾐ ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

8 4374 井田　巧(1) 昭和高 8 4341 伊藤　健次(48) マスターズ

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

ｱｶｲｹ ｴｲﾀ ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

1 6078 赤池　瑛太(2) SET PROJECT 1 2143 橋本　光貴(1) 愛知総合工科高

ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾄ ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ

2 4369 福田　崇人(1) 昭和高 2 9243 上田　悠貴 愛知陸協

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｸ ｶﾜﾑﾗ ﾕｳ

3 2424 水谷　陸空(1) 御幸山中 3 3885 川村　悠(1) 名古屋高

ｻｼﾞ ﾀｶﾉﾘ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

4 6608 佐治　孝紀(2) 横須賀高 4 2140 谷口　温音(1) 愛知総合工科高

ﾓﾘ ｺｳｾｲ ｴﾋﾞ ｲﾂｷ

5 3612 森　弘成(2) 名古屋高 5 3990 海老　樹(1) 名東高

ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾄ ｻｻﾊﾗ ﾖｼﾃﾙ

6 4690 橋本　維人(3) 守山東中 6 4752 笹原　祥照(3) 大須ＡＣ

ｼﾊﾞｵ ｺｳﾀ ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ

7 3754 柴尾　孝太(2) 名東高 7 1836 小松　祐太(2) 北陵中

ｶﾒﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾄ

8 1831 亀田　拓斗(3) 北陵中 8 3636 福島　光時(2) 至学館高

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

ｴﾊﾞ ﾋﾛｱｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｷﾄ

1 4400 江場　大瑛(1) 天白高 1 6669 杉本　瀧斗(2) 半田高

ｶﾅﾔ ｼｭｳｿﾞｳ ﾀｺﾞﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

2 4672 金谷　秀三(2) 宝神中 2 4096 田子山　恭介(2) 星城高

ｽｽﾞｷ ｱｵｲ ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ

3 2117 鈴木　蒼生(1) 至学館高 3 3638 田中　孝太朗(2) 至学館高

ｸｼﾞﾒ ｹｲ ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

4 2054 久次米　慶(1) 名東高 4 4276 小松　龍太(1) 昭和高

ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ ﾊﾀﾉ ｼｮｳｲﾁ

5 2021 坂本　拡輔(1) 明和高 5 3607 羽田野　省一(2) 名古屋高

ｵﾀﾞ ｱｷﾗ ｱｶｳﾒ ﾘｸ

6 4317 織田　明(47) マスターズ 6 2031 赤梅　莉陸(1) 山田高

ﾎﾘｷ ﾀｲｾｲ ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ

7 7486 堀木　大誠(3) Spirits 7 4733 日下部　智久 ＡＧＸ

ｻﾜｷ ﾘｭｳﾔ ｼﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

8 579 澤木　龍弥(2) 日福大 8 3932 島田　慎生(2) 山田高



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ｵｵﾔﾏ ﾘｷ ｶﾜﾁ ｶﾝﾀ

1 3655 大山　立稀(2) 至学館高 1 2092 川地　柑太(1) 長久手高

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ

2 4462 宮本　拓実(1) 緑高 2 2121 堀井　悠翔(1) 至学館高

ｲﾁﾔﾏ ﾚｵ ﾊﾞﾝﾉ ｺｳｽｹ

3 2122 一山　怜央(1) 至学館高 3 4722 坂野　公亮 愛教大ク名古屋

ﾅｶﾉ ｺｳｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｯﾍﾟｲ

4 6605 中野　航希(2) 横須賀高 4 3604 杉山　竜平(2) 名古屋高

ｵｶ ﾕｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ

5 2137 岡　優太(1) 愛知総合工科高 5 5898 山口　翔(2) 瑞陵高

ﾏﾐﾔ ﾕｳﾄ ﾂﾎﾞｲ ｹｲ

6 4373 間宮　佑斗(1) 昭和高 6 4781 坪井　桂(3) 大須ＡＣ

ｱﾏﾉ ﾕｳｷ ｵｶｵ ｱｲｾｲ

7 3633 天野　友貴(2) 至学館高 7 2093 岡尾　逢成(1) 長久手高

ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙﾄ

8 1670 高橋　吾歩(3) 冨士中 8 20888 田渕　元翔(1) 長久手高

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

ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀ

1 4050 藤井　翔梧(3) 名古屋大谷高 1 2116 藤澤　優汰(1) 至学館高

ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ ﾀﾃｳﾗ ｼｮｳｲ

2 4628 加藤　寛隆 No-Mark 2 3658 立浦　祥維(2) 至学館高

ﾅｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ｷﾀﾑﾗ ｹｲﾀﾂ

3 3640 内藤　颯(2) 至学館高 3 3888 北村　慶達(1) 名古屋高

ｺｼﾞﾏ ｲﾂｷ ﾆﾜ ﾋｻﾄ

4 4202 小島　一桐(2) 緑高 4 3714 丹羽　玖斗(2) 愛知総合工科高

ﾀｶﾊﾗ ﾖｳﾀ ﾆｼｵ ﾀｲ

5 4758 髙原　耀太(3) 大須ＡＣ 5 4761 西尾　泰(3) 大須ＡＣ

ｱﾀﾞﾁ ﾋｲﾛ ｱﾎﾞ ﾕｳｽｹ

6 1829 安達　陽色(3) 北陵中 6 4132 安保　悠介(1) 中京大中京高

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ

7 3752 松本　昂士(2) 名東高 7 2633 山本　健登(1) 宝神中

ﾅｲﾄｳ ﾕｳ ﾉｳﾐ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

8 4465 内藤　悠(1) 緑高 8 2144 能見　響一郎(1) 愛知総合工科高

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

ﾃﾗﾆｼ ｶﾅﾒ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ

1 3625 寺西　要(2) 名古屋高 1 4906 山田　悠世(3) 御幸山中

ﾔﾀﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ ｷﾇﾑﾗ ｱｵﾄ

2 5954 谷田部　僚介(2) 天白高 2 3836 絹村　碧斗(3) 愛工大名電高

ﾔｽｲ ｱｷﾋﾄ ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳﾀ

3 3717 安井　誠人(2) 愛知総合工科高 3 4668 森下　響太(3) 宝神中

ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲｾｲ ｳﾒﾀﾆ ﾏｻﾅﾘ

4 2182 石黒　泰成 No-Mark 4 490 梅谷　将成(4) 中部大

ｻｶｲ ﾚﾝﾄ ｶﾀﾉ ﾘｭｳｺｳ

5 4086 酒井　蓮人(2) 星城高 5 2183 片野　龍幸 NSTC

ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ ﾔｽﾅｶﾞ ｴｲｷ

6 5756 林　大地(2) 昭和高 6 23 安永　英生(3) 愛知教育大

ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ ｶﾜﾀﾞ ｹｲﾏ

7 4633 安田　凌 No-Mark 7 3605 川田　圭真(2) 名古屋高

ｲﾘｴ ｹﾝｽｹ ﾏﾂｵｶ ｶｲﾘ

8 3877 入江　健輔(2) 明和高 8 5840 松岡　海璃(2) 富田高



 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　48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

ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾙ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ

1 3646 中西　尊琉(3) 至学館高 1 566 丸山　雄太(4) 日福大

ﾅｶﾞｴ ﾑｶﾞ ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ

2 4471 長江　無我 ヒデソンズ 2 3878 荒川　雄太(2) 明和高

ｱｷﾀ ﾕｳ ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ

3 4461 秋田　悠(1) 緑高 3 4047 林　翼(3) 名古屋大谷高

ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾕｷ

4 4746 西村　望 アミューズAC 4 3643 水野　雅之(3) 至学館高

ﾏﾂｲ ﾘｮｳ ｼﾞﾝｵ ﾏｻｷ

5 3784 松井　亮(2) 瀬戸西高 5 4075 陣尾　政気(3) 名古屋大谷高

ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｺｳｾｲ

6 489 磯部　亮太(M1) 中部大 6 4048 前泊　晃成(3) 名古屋大谷高

ﾔﾏｻｶ ｼｭﾝﾔ ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ

7 3810 山坂　隼也(3) 愛工大名電高 7 1818 金田　将成 知多体協クラブ

ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｷ ｸﾛｷ ﾀｶﾌﾐ

8 203 梅村　侑生(2) 関学大 8 4055 黒木　孝史(3) 名古屋大谷高

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

ﾌｸｼﾏ ﾓﾓﾀ ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1 4118 福島　桃太(3) 中京大中京高 1 12 前田　和軌(4) 愛知教育大

ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ

2 1066 佐藤　大雅(1) 名古屋大 2 3884 溝渕　晴己(2) 明和高

ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

3 4010 福谷　謙真(3) 大同大大同高 3 525 山本　翔太(4) 東海学園大

ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ

4 4968 市川　雄太 NSTC 4 4379 杉本　侑真 ＰＯＷＥＲＭＡＸ

ﾏﾂｵ ｺｳｾｲ ｶｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

5 4129 松尾　晃成(1) 中京大中京高 5 4714 掛村　将之 愛教大ク名古屋

ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ

6 4121 横山　将也(2) 中京大中京高 6 5760 林　巧真(2) 昭和高

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ ｴｶﾞﾜ ﾕﾒﾄ

7 498 木村　和基(3) 中部大 7 6667 江川　夢人(2) 半田高

ﾌｶﾐ ｱﾂｷ ﾌｸｼﾏ ﾐｷ

8 4963 深見　篤貴 NSTC 8 538 福島　三輝(2) 東海学園大

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

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾂ ﾕｳﾀ

1 512 橋本　諒太(2) 中部大 1 2071 川津　優太 名院大AC

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ

2 4380 山口　恭平 ＰＯＷＥＲＭＡＸ 2 4404 近藤　俊樹 愛知県庁クラブ

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

3 3629 川口　真(3) 至学館高 3 4106 田邉　隼門(3) 中京大中京高

ｱｻｲ ｼｭﾝｷ ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ

4 3598 浅井　駿輝(3) 名古屋高 4 4054 伊藤　大翔(3) 名古屋大谷高

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ ﾑｶｲ ﾕｳﾀ

5 6729 山本　翔矢(3) 阿久比高 5 4119 向井　悠汰(2) 中京大中京高

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

6 4207 山本　竜也(2) 緑高 6 4112 亀山　祥吾(3) 中京大中京高

ﾅｶﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ

7 4711 中山　聖 愛教大ク名古屋 7 3 北村　祐人(4) 愛知教育大

ｸﾗｼｹﾞ ﾊﾔﾄ ｱﾄﾐ ﾄｼｱｷ

8 5958 藏重　颯(2) 天白高 8 4721 跡見　俊明 愛教大ク名古屋



 男子300m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

ｱｻﾋ ｶｲ ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ

2 4669 朝日　魁(2) 宝神中 2 4740 水野　和生(2) なごや陸上

ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｷ ﾖｼｶﾜ ｺﾄﾞｳ

3 1840 長浜　友輝(2) 北陵中 3 4785 吉川　琥道(1) 大須ＡＣ

ﾄｵﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

4 1832 遠山　響輝(3) 北陵中 4 4783 松本　大河(2) 大須ＡＣ

ｲﾁｶﾜ ｲｸﾐ ｶｸﾔ ﾕｳﾄ

5 4512 市川　郁海(1) 惟信高 5 5741 角屋　優翔(2) 惟信高

ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾀ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｵｲ

6 4305 中田　悠太(1) 惟信高 6 4240 榊原　蒼(2) 市工業高

ｱｵﾔﾏ ｶｲ ｱｻｲ ｵｳﾏ

7 4241 青山　櫂(2) 市工業高 7 4279 浅井　央真(1) 瑞陵高

ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾄ ｱｻｲ ｺｳﾀﾛｳ

8 4681 永野　義翔(2) 宝神中 8 4302 浅井　洸太郎(1) 惟信高

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｽｹ ﾐﾔﾀ ｱｲﾙ

2 4786 渡邉　桜丞(1) 大須ＡＣ 2 2146 宮田　葵琉(1) 愛知総合工科高

ｺﾃｲ ﾘｮｳﾀ ｶﾆｴ ﾘｭｳｲ

3 3760 古定　諒大(2) 名東高 3 2015 蟹江　龍唯(1) 瀬戸西高

ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ ｺｶｼﾞ ｱｷﾄ

4 2143 橋本　光貴(1) 愛知総合工科高 4 4495 小梶　陽士(1) 熱田高

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ ﾏﾂｵｶ ｶｲﾄ

5 2138 藤田　雅幸(1) 愛知総合工科高 5 2141 松岡　凧士(1) 愛知総合工科高

ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ

6 2142 加藤　健資(1) 愛知総合工科高 6 6283 三浦　優侍朗(2) SET PROJECT

ﾀｹﾔﾏ ﾗｲﾔ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

7 4847 武山　来彪(2) 扇台中 7 4757 高橋　宗汰(3) 大須ＡＣ

ｲﾄｳ ﾘｮｳ ｵｵﾉ ﾋｲﾛ

8 4852 伊藤　諒(2) 扇台中 8 4492 大野　陽色(1) 熱田高

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

1 1 4501 渡邊　光喜(1) 熱田高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ

2 4783 小林　浩之 良友クラブ 2 3752 松本　昂士(2) 名東高

ﾆﾜ ﾋｻﾄ ﾄﾐﾀ ｲﾌﾞｷ

3 3714 丹羽　玖斗(2) 愛知総合工科高 3 6792 冨田　依吹(1) 半田高

ｻｻｷ ﾕｳｷ ﾂﾎﾞｲ ｹｲ

4 6793 佐々木　優希(1) 半田高 4 4781 坪井　桂(3) 大須ＡＣ

ﾀｶﾅﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ

5 6671 高浪　裕大(2) 半田高 5 5956 安藤　修平(2) 天白高

ﾓﾘｼﾀ ﾋｻﾄ ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ

6 6794 森下　央翔(1) 半田高 6 1833 林　優磨(3) 北陵中

ｵｶ ﾕｳﾀ ｼｮｳｼﾞ ｱﾕﾀ

7 2137 岡　優太(1) 愛知総合工科高 7 2057 庄司　歩太(1) 名東高

ｱｶｲｹ ｴｲﾀ ｼﾛﾀﾆ ｺｳｷ

8 6078 赤池　瑛太(2) SET PROJECT 8 2056 城谷　航希(1) 名東高



 男子300m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

1 2140 谷口　温音(1) 愛知総合工科高 1 6796 加藤　大智(1) 半田高

ﾔｽｲ ｱｷﾋﾄ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ

2 3717 安井　誠人(2) 愛知総合工科高 2 3719 中村　鴻介(2) 愛知総合工科高

ｴﾋﾞ ｲﾂｷ

3 3990 海老　樹(1) 名東高 3 4641 岩下　耀平(4) MTFC

ｼﾊﾞｵ ｺｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾑ

4 3754 柴尾　孝太(2) 名東高 4 6775 松本　真夢(1) 横須賀高

ｵﾉ ｿｳﾀ ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

5 3776 小野　颯太(2) 瀬戸西高 5 901 濱田　晃成(1) 東海学園大

ﾀｶﾊﾗ ﾖｳﾀ

6 4758 髙原　耀太(3) 大須ＡＣ 6 4642 丸山　諒(4) MTFC

ﾉｳﾐ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

7 2144 能見　響一郎(1) 愛知総合工科高 7 6784 増田　一翔(1) 横須賀高

ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝﾀ ｻｸｶﾞﾜ ｾｲﾙ

8 3783 堀内　隼大(2) 瀬戸西高 8 3645 佐久川　聖路(3) 至学館高

9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

ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ

1 1818 金田　将成 知多体協クラブ 1

ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ

2 4114 鈴木　櫂斗(2) 中京大中京高 2

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ

3 4097 髙橋　大地(3) 中京大中京高 3

ｲｼﾞﾏ ｼﾞｮｳ

4 4923 井島　城(2) 守山西中 4

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

5 444 永野　響(2) 中京大 5

ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀ

6 4968 市川　雄太 NSTC 6

ｵｶｿﾞｴ ｼｭｳﾍｲ

7 4109 岡副　周平(3) 中京大中京高 7

ﾀｶｲ ﾕｳﾀ

8 4134 髙井　佑太(1) 中京大中京高 8



 男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ｻﾜﾑﾗ ﾙｲ ﾆﾜ ﾊﾙｱｷ

1 2256 澤村　琉生(1) 神の倉中 1 2477 丹羽　晴晃(1) 冨士中

ﾔﾏｻﾞﾜ ﾋﾛ ﾏﾂﾋｻ ﾕｳｷ

2 2534 山澤　ひろ(1) 汐路中 2 1842 松久　裕貴(2) 北陵中

ﾅｶﾓﾄ ｼﾞﾝﾀ ﾀｶﾊｼ ﾘﾂ

3 1703 中本　仁大(3) 千種中 3 2535 高橋　立(1) 神の倉中

ｱﾍﾞ ｶｵﾙ ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｷ

4 2634 阿部　真香(1) 宝神中 4 2307 中西　智輝(1) 千種中

ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾑ ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

5 2416 今井　望(1) 汐路中 5 1701 田村　大悟(3) 千種中

ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ ｱﾏﾉ ﾊﾙｷ

6 2412 足立　紘祐(1) 汐路中 6 1694 天野　春希(3) 千種中

ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾄﾊﾞ ｺﾊﾙ

7 2363 林　和優(1) 扇台中 7 1705 的場　虎温(3) 千種中

ﾏｴｶﾜ ﾋｮｳ ﾏﾂｵ ｺｳﾀ

8 5751 前川　彪(2) 惟信高 8 1715 松尾　幸大(2) 千種中

ｸﾛﾀｷ ﾋｮｳｶﾞ ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ

9 5749 黒瀧　彪雅(2) 惟信高 9 6601 奥田　康介(2) 横須賀高

ｵｵﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ ﾏｾ ｺｳﾀﾞｲ

10 2413 大瀧　智弘(1) 汐路中 10 1709 馬瀬　皓大(3) 千種中

ｵｷﾞ ｱｷﾗ ｵﾇｷ ｲｸﾄ

11 2274 尾木　瑛(1) 汐路中 11 4843 小貫　郁人(2) 扇台中

ﾋﾗﾉ ｼｭｳﾏ ﾋｶﾞﾉ ﾅﾂｷ

12 2419 平野　朱馬(1) 御幸山中 12 1716 日向野　夏樹(2) 千種中

ｶﾜﾍﾞ ｺｳｾｲ ｶﾜｾ ｺﾃﾂ

13 2257 川邉　康生(1) 北陵中 13 4430 川瀬　小鉄(1) 大同大大同高

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ

14 4839 中村　将梧(2) 扇台中 14 1780 山田　侑正(2) 神の倉中

ｶﾄｳ ｱﾕﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾘｷﾔ

15 4304 加藤　碧人(1) 惟信高 15 1717 古川　力弥(2) 千種中

ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝ ｺｼﾞﾏ ﾘｸ

16 2183 岡本　拳(1) 汐路中 16 2365 小島　陸(1) 扇台中

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾄ ｵｵﾀ ｿｳﾔ

17 4244 市川　和人(1) 大同大大同高 17 2540 太田　壮也(1) 神の倉中

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾄ ｵｸﾞﾘ ﾐﾅﾄ

18 2305 小笠原　悠斗(1) 千種中 18 2349 小栗　湊斗(1) 扇台中

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

19 2362 小林　航大(1) 扇台中 19 1718 吉田　響(2) 千種中

ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ

20 4303 山中　大樹(1) 惟信高 20 4517 樋口　卓磨 名古屋市役所



 男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾌｼﾞｾ ｼｭｳﾄ ﾌｼﾞｶﾀ ｹｲﾄ

1 2019 藤瀬　秋斗(1) 瀬戸西高 1 4667 藤方　啓斗(3) 宝神中

ﾎﾘ ｹｲﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

2 2058 堀　馨太(1) 名東高 2 3757 濱口　陽生(2) 名東高

ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｱｷ

3 6090 延永　大和(1) SET PROJECT 3 5947 山下　輝朗(2) 天白高

ﾜｹﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ ｲｻ ﾕｳｺﾞ

4 1779 分部　大稔(2) 神の倉中 4 5955 伊佐　友吾(2) 天白高

ｻﾄｳ ｼﾞﾝ ｻｲﾄｳ ｿｳﾏ

5 4742 佐藤　仁(1) なごや陸上 5 5197 齋藤　颯馬(1) SET PROJECT

ｶﾜｾ ﾘｮｳﾀ ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｺﾞ

6 2637 川瀬　稜大(1) 宝神中 6 5778 古川　東吾(2) 昭和高

ﾅｶﾞﾀ ｱｷｵ ｶﾄｳ ﾓﾄｷ

7 1766 永田　明生(2) 神の倉中 7 4841 加藤　心輝(2) 扇台中

ｶﾒﾀﾞ ﾀｸﾄ ｾｷﾓﾄ ﾀｸ

8 1831 亀田　拓斗(3) 北陵中 8 3721 関元　拓(2) 長久手高

ﾑﾗｻｷ ﾊﾙｷ ｲｼｲ ｺｳｾｲ

9 6426 村崎　悠煌(2) 日進東中 9 6790 石井　洸成(1) 半田高

ｲｼﾏﾙ ﾄﾜ ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

10 2013 石丸　久遠(1) 瀬戸西高 10 2136 山﨑　翔太(1) 愛知総合工科高

ｱﾍﾞ ｶｹﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾞｲ

11 1769 安部　翔(2) 神の倉中 11 6091 山田　陽大(1) SET PROJECT

ﾅｺﾞｼ ﾃｯｾｲ ｲﾜﾀ ｱｲｷ

12 1844 名越　哲生(2) 北陵中 12 6086 岩田　逢希(1) SET PROJECT

ﾊﾏﾊﾀ ｼｮｳｴｲ ｽｶﾞﾊﾗ ｼｭｳﾀ

13 1704 濱畑　奨英(3) 千種中 13 6089 菅原　秀太(1) SET PROJECT

ｱﾗｲ ﾊｼﾞﾒ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

14 2243 荒井　啓(1) 守山東中 14 2409 山口　和真(2) 千種中

ﾀｶﾊﾀ ﾊﾙｷ ﾌｸｼﾏ ﾕｳｽｹ

15 4497 髙畑　春希(1) 熱田高 15 1871 福島　悠介 名城ＡＲＣ

ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾏｻ ｸﾄﾞｳ ﾃﾝｼﾝ

16 4306 西村　佳真 大須ＡＣ 16 4494 工藤　天心(1) 熱田高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲ ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ

17 1674 近藤　礼(3) 冨士中 17 6795 菅原　颯汰(1) 半田高

ｻｻｷ ﾊﾙ ﾜｶﾀ ﾘｸﾄ

18 2086 佐々木　羽琉(1) 長久手高 18 2091 若田　陸斗(1) 長久手高

ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

19 4701 田口　流揮(2) 守山東中 19 6083 中村　颯太(2) SET PROJECT

ｺｲﾃﾞ ﾔﾏﾄ ｵｵｼﾏ ﾀｽｸ

20 4769 小出　大翔(2) 大須ＡＣ 20 7354 大嶋　太育(2) 愛知陸協



 男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ

1 4041 多田　賢司(2) 熱田高 1 4398 平野　晴也(1) 天白高

ｳｶｲ ｼﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

2 1697 鵜飼　真(3) 千種中 2 6077 山本　敬太(3) SET PROJECT

ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ

3 6082 武田　凪月(2) SET PROJECT 3 4402 加藤　健真(1) 天白高

ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ

4 6612 河崎　愛叶(2) 横須賀高 4 4520 谷口　唯都 名古屋市役所

ﾐﾖｼ ﾕｳﾀﾞｲ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

5 4406 三芳　侑大(1) 天白高 5 9304 鈴木　涼太 愛知陸協

ｼﾞｮｳﾉ ﾀｲｾｲ ｻｴｷ ｺｳｽｹ

6 6425 城野　大晴(2) 日進東中 6 2046 佐伯　光祐(1) 旭野高

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ ﾊﾔｼ ｱｲﾙ

7 9250 櫻井　悠也 愛知陸協 7 3735 林　愛琉(2) 長久手高

ｶﾄｳ ｺｳｷ ｲﾄｳ ｺｳﾀ

8 6865 加藤　康暉(1) 横須賀高 8 6085 伊藤　功太(1) SET PROJECT

ｲﾉｺ ﾕｳﾄ ｿﾌﾞｴ ﾊﾙﾀｶ

9 3733 猪子　裕斗(2) 長久手高 9 5758 祖父江　晴天(2) 昭和高

ﾏﾂﾑﾗ ｶｲｾｲ ｱｻｲ ﾕｳｷ

10 3685 松村　海星(2) 旭野高 10 7487 浅井　勇輝(3) Spirits

ﾐｽﾞｺｼ ﾖｳｽｹ ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｾｲ

11 2059 水越　陽介(1) 名東高 11 6411 高田　翔星(3) 日進東中

ｲｻｼﾞ ｾｲ ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾄ

12 6079 伊左治　聖(2) SET PROJECT 12 3786 水野　晶斗(2) 瀬戸西高

ﾐﾂﾅｶﾞ ｷｲﾁﾛｳ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ

13 6770 光永　稀一郎(1) 横須賀高 13 6081 杉山　大晏(2) SET PROJECT

ｶﾄｳ ﾊﾙｷ ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｾｲ

14 2095 加藤　春樹(1) 長久手高 14 2055 太田　丈晴(1) 名東高

ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾌｶﾂ ｷﾘｭｳ

15 3758 中川　舜介(2) 名東高 15 7471 深津　輝瀧(2) 愛知陸協

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

16 3737 山本　大聖(2) 長久手高 16 6763 石川　友博(1) 横須賀高

ﾓﾓｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ

17 4500 桃崎　稜之(1) 熱田高 17 6670 田中　亮伍(2) 半田高

ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ

18 6783 永井　智也(1) 横須賀高 18 6672 新海　祐真(2) 半田高

ｱﾝｻﾞｲ ｼｭﾝ ｲﾄｳ ｼﾝﾀ

19 4518 安齋　隼 名古屋市役所 19 6771 伊藤　心大(1) 横須賀高

ﾏﾂｵ ｼｮｳﾏ ｳｴﾁ ｲﾁﾙ

20 2145 松尾　匠真(1) 愛知総合工科高 20 1825 上地　一琉(3) 北陵中

ｱｻﾉ ﾏﾋﾛ ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ

21 4405 浅野　稀央(1) 天白高 21 4288 中川　景太(1) 天白高



 男子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｶﾜﾑﾗ ｶｹﾙ

1 6087 河村　翔琉(1) SET PROJECT 1

ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾝ

2 6417 藤井　謙心(3) 日進東中 2

ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ

3 2042 加藤　泰聖(1) 旭野高 3

ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

4 6607 柴田　順平(2) 横須賀高 4

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾂｷ

5 2079 山本　律希(1) 旭野高 5

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ

6 6606 山本　帆人(2) 横須賀高 6

ｵｵｻﾜ ﾁｬﾀ

7 3734 大澤　茶汰(2) 長久手高 7

ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ

8 3603 大島　隆生(3) 名古屋高 8

ｳｽｲ ﾋﾛｱｷ

9 4827 臼井　宏明 長久手ＲＣ

ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ

10 4477 永山　周輝 I.A.R.C名古屋

ﾊｷﾞﾉ ｶｹﾙ

11 6416 萩野　翔流(3) 日進東中

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

12 6076 伊藤　悠真(3) SET PROJECT

ﾊｻﾞﾏ ﾀｲｾｲ

13 4133 硲　大晴(1) 中京大中京高

ｶﾄｳ ｿｳｲﾁ

14 3718 加藤　颯一(2) 愛知総合工科高

ｼﾗｷ ｲｻﾑ

15 2038 白木　勇(1) 旭野高

ﾅｶﾀ ｹﾝｽｹ

16 3695 中田　健介(2) 旭野高

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

17 5946 後藤　優樹(2) 天白高

ｵｻﾞｷ ﾌｳﾀ

18 603 尾崎　楓太(3) 名古屋市立大

ﾋﾋﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ

19 9247 日比野　就一 愛知陸協

ﾅｶﾊﾏ ｺｳｽｹ

20 4135 中濵　孝介(1) 中京大中京高

ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ

21 1909 箕浦　大輝 ITZ



 男子110mＪH(0.991m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

2 2 2226 北川　泰雅(1) 扇台中

ﾊﾗ ｹｲｽｹ ｵｶﾄﾞ ｼｹﾞｷ

3 4317 原　圭佑(1) 富田高 3 4667 岡戸　成樹 CHUKYOSPIRITS

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ

4 3713 松本　稜也(2) 愛知総合工科高 4 7671 石川　湊真(1) 愛知陸協

ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾄ ｸｼﾞﾒ ｹｲ

5 6863 名越　雅人(1) 阿久比高 5 2054 久次米　慶(1) 名東高

ｺｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾉ ｺｳｷ

6 2357 小島　滉平(1) 扇台中 6 6605 中野　航希(2) 横須賀高

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｿﾒﾔ ﾘｮｳﾄ

7 987 伊藤　優真(1) 南山大 7 2225 染谷　亮人(1) 扇台中

ﾎｼﾉ ｴｲﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

8 6428 星野　瑛飛(2) 日進東中 8 4751 近藤　祥太(3) 大須ＡＣ

3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

ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ

2 6668 北嶋　理人(2) 半田高 2

ﾓﾘﾀ ﾀｲｾｲ

3 581 森田　泰生(3) 日福大 3

ﾆｼｶﾞｷ ﾘｸ

4 4140 西垣　俐玖(1) 中京大中京高 4

ｺﾏｲ ｼｮｳｴｲ

5 4124 駒井　菖瑛(2) 中京大中京高 5

ｶﾐﾑﾗ ｿﾗﾑ

6 4179 上村　空夢(2) 名城大附高 6

ｲﾄｳ ｶｹﾙ

7 4962 伊藤　駈(3) 港南中 7

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ

8 6603 杉山　晃聖(2) 横須賀高 8



 男子300mH(0.914m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

1 987 伊藤　優真(1) 南山大 1

ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾄ

2 6863 名越　雅人(1) 阿久比高 2

ｶﾐﾑﾗ ｿﾗﾑ

3 4179 上村　空夢(2) 名城大附高 3

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ

4 3719 中村　鴻介(2) 愛知総合工科高 4

ｻｸﾗｲ ﾀｶｱｷ

5 4574 櫻井　孝明 東海デカスロン 5

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ

6 6603 杉山　晃聖(2) 横須賀高 6

ﾀｹﾓﾘ ﾄﾜ

7 4116 竹森　斗渉(2) 中京大中京高 7

ｶﾊﾞｷ ﾀｲﾁ

8 3649 椛木　泰地(3) 至学館高 8



 女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25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

ﾊﾔｼ ﾏﾅ ｸﾄﾞｳ ﾕｷ

2 4533 林　茉奈(2) 北陵中 2 4851 工藤　柚季(1) 北陵中

ｺﾝﾄﾞｳ ｷｵ ﾀｶﾊｼ ﾏｲ

3 5105 近藤　貴桜(1) 惟信高 3 4836 髙橋　舞衣(1) 北陵中

ｸﾉ ｱｲｶ ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ

4 4536 久野　愛夏(2) 北陵中 4 4537 小野田　葵(2) 北陵中

ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ ｱﾘﾀ ﾕｽﾞ

5 4852 鈴木　こと海(1) 北陵中 5 4858 有田　結柚(1) 汐路中

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾅ ｶﾄｳ ｱｲﾈ

6 0 原口　優菜(1) 守山西中 6 4016 加藤　愛音(2) 汐路中

ﾊﾗ ﾅﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ

7 5078 原　夏樹(1) 瑞陵高 7 5013 髙橋　穂百(1) 惟信高

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾐ ｵﾉｶﾞﾜ  ｺﾄﾅ

8 4839 中村　なつみ(1) 北陵中 8 4785 小野川　琴奈(2) 惟信高

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

1 1

ﾊｸﾀ ﾘﾉ ｼﾞｺﾏ ﾏﾘﾅ

2 4931 白田　梨乃(1) 汐路中 2 4934 小島　万璃奈(1) 汐路中

ｲﾄｳ ﾚﾝ ｵｶﾓﾄ ﾁﾅ

3 4925 伊藤　蓮(1) 守山東中 3 4930 岡本　千奈(1) 汐路中

ﾊﾔｶﾜ ﾐｳ ｲﾉｳｴ ﾓﾓ

4 4824 早川　美羽(1) 扇台中 4 4898 井上　もも(1) 守山西中

ｱｷﾔﾏ ﾕｱ ﾔﾏｵｶ ﾐﾕ

5 4825 秋山　結朱(1) 扇台中 5 4894 山岡　心結(1) 守山西中

ﾕｱｻ ﾐﾕ ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ

6 4941 湯浅　未悠(1) 汐路中 6 4893 青木　のぞみ(1) 守山西中

ﾀｷﾋ ｻﾄ ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ

7 4938 瀧日　咲百(1) 御幸山中 7 1529 石川　汐里(1) 扇台中

ｺﾔｽ ﾐﾅﾐ ｲﾄｳ ｼｮｳ

8 4807 子安　史洋(1) 汐路中 8 4833 伊藤　憧(1) 神の倉中

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

1 1

ｲﾏｶﾞﾏ ｱﾕﾐ ｵｵﾏｴ ﾘｴ

2 3122 今釜　亜由美(2) 愛知淑徳高 2 1661 大前　利英(1) 愛知淑徳中

ｲﾄｳ ｱﾘｻ ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾘ

3 4928 伊藤　有咲(1) 汐路中 3 1684 坂口　栞(1) 鳴子台中

ｴｼﾞﾘ ﾏﾕ ﾆｼ ﾕｳｶ

4 6282 江尻　真悠(1) 日進東中 4 4896 西　悠花(1) 守山西中

ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｶ ﾃｼﾏ ｱﾝｽﾞ

5 4929 吉永　遥(1) 汐路中 5 4187 手嶋　杏(2) 愛知淑徳中

ｲｹﾊﾀ ﾐｻｷ ｼﾓｶﾞｲﾄ ﾘｻ

6 1663 池畑　美咲(1) 愛知淑徳中 6 4899 下垣内　梨咲(1) 守山西中

ﾂｼﾞ ﾖｼﾉ ﾅﾙｾ ｷﾖﾗ

7 1666 辻　慶乃(1) 愛知淑徳中 7 4821 成瀬　清良(1) 扇台中

ｻｶｲ ｻﾗ ｺﾆｼ ﾘﾝ

8 4459 酒井　咲良(2) 神の倉中 8 4933 小西　凛(1) 汐路中



 女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25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

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾅ ｱｻｲ ﾕﾘｶ

1 4806 山田　瑚奈(1) 汐路中 1 4741 浅井　優梨花(1) 汐路中

ﾏｴﾀﾞ ｱﾝﾅ ﾐｷ ﾋﾅﾀ

2 6283 前田　杏奈(1) 日進東中 2 4873 三木　日菜珠(1) 千種中

ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ ｼﾓﾉ ﾕｽﾞﾊ

3 4822 加藤　杏樹(1) 扇台中 3 3251 下野　柚葉(1) 名東高

ｸｻｶﾞ ﾐﾘｶ ﾑﾗｶﾐ ｴﾚﾅ

4 4874 草賀　美莉香(1) 千種中 4 4932 村上　恵礼凪(1) 汐路中

ﾅﾘﾀ ﾘｱ ﾐﾉｼﾏ ｻｷ

5 4410 成田　梨杏(2) 千種中 5 4832 美濃島　彩希(1) 神の倉中

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾏﾘ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ

6 6286 中川　陽葵(1) 日進東中 6 3244 加藤　穂乃果(1) 名東高

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾏﾘ ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾞｷ

7 3203 橋本　ひまり(1) 瀬戸西高 7 4859 藤井　美月(1) 汐路中

ｵｵﾆｼ ﾐﾕ ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾕｷ

8 1665 大西　美結(1) 愛知淑徳中 8 4539 菅原　紗雪(2) 北陵中

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

ｲﾜﾀ ｾﾗ ｶﾄｳ ﾏｵ

1 4819 岩田　聖令(1) 扇台中 1 1675 加藤　万桜(1) 愛知淑徳中

ﾋﾛｶﾈ ｱｲｺ ｲﾇｶｲ ﾕｽﾞｷ

2 1669 広兼　愛子(1) 愛知淑徳中 2 3250 犬飼　優月(1) 名東高

ﾆｼﾎﾞﾘ ﾀﾏﾓ ｲﾄｳ ｱﾔｶ

3 4227 西堀　珠萌(2) 御幸山中 3 1673 伊藤　綾香(1) 愛知淑徳中

ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅ ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ

4 4844 松下　和奉(1) 北陵中 4 3121 内藤　花音(2) 愛知淑徳高

ｻｴｷ ｴﾘｶ ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ

5 3048 佐伯　英里香(2) 名東高 5 4890 伊藤　美乃莉(1) 守山西中

ｿｳｸﾗ ｶｽﾞﾊ ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾐ

6 3270 宗倉　和葉(1) 長久手高 6 4190 肥田　愛美(2) 愛知淑徳中

ﾐﾉﾜ ﾋｶﾘ ｵﾉ ﾏｱﾔ

7 3242 美濃羽　ひかり(1) 名東高 7 4841 小野　真綾(1) 北陵中

ﾐﾔｹ ｼｵﾘ ﾖﾈﾔﾏ ﾙﾉ

8 1671 三宅　史織(1) 愛知淑徳中 8 1672 米山　瑠乃(1) 愛知淑徳中

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

ｲﾜｻ ｱﾕﾜ ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾎ

1 3118 岩佐　歩和(1) 愛知淑徳高 1 4837 松田　麻帆(1) 北陵中

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ ｲﾏｲ ﾕﾘ

2 4172 寺島　優奈(3) 愛知淑徳中 2 4182 今井　優里(3) 愛知淑徳中

ｶﾄｳ ﾁﾊﾙｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾄｾ

3 4183 加藤　千春子(2) 愛知淑徳中 3 3045 山田　千歳(2) 名東高

ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓ ﾐﾔｸﾞﾁ ﾚｲﾅ

4 3123 河口　桃萌(2) 愛知淑徳高 4 4236 宮口　玲名(2) 守山西中

ｲｼｶﾜ ﾕﾒ ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ

5 4801 石川　結芽(1) 守山東中 5 4389 木村　百花(2) 冨士中

ﾊﾏﾓﾄ ﾘﾘ ﾊｾﾍﾞ ﾅｷ

6 4189 濱本　梨里(2) 愛知淑徳中 6 4895 長谷部　菜紀(1) 守山西中

ﾊｻﾞﾏ ﾅｵ ｲﾄｳ ﾐﾕｳ

7 4511 硲　菜桜(1) トライルAC 7 4220 伊藤　美結(2) 御幸山中

ﾔﾏﾅｼ ﾈﾈ ｵｵﾉ ﾊﾙﾅ

8 6161 山梨　寧々(2) 日進東中 8 3043 大野　春奈(2) 名東高



 女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25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

ﾐﾔﾓﾄ ｲｽﾞﾐ ﾅｶｻﾞｷ ﾊﾙｶ

1 4882 宮本　いずみ(2) 熱田高 1 1670 中崎　悠(1) 愛知淑徳中

ﾋﾗｶﾞ ｶﾎ ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾅ

2 4185 平賀　花帆(2) 愛知淑徳中 2 1620 後藤　彩名(1) 鳴子台中

ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾗ ﾂﾁﾔ ﾏﾕ

3 4221 萩原　紗良(2) 御幸山中 3 3124 土屋　真優(1) 愛知淑徳高

ｵｶｳｴ ﾂﾊﾞｷ ｵﾊﾗ ﾏﾔ

4 4178 岡上　椿(3) 愛知淑徳中 4 1658 小原　茉椰(1) 大須ＡＣ

ﾜﾀﾍﾞ ﾐｵ ﾆｼ ｴﾐﾘ

5 4731 渡部　美桜(1) 大須ＡＣ 5 4805 西　笑凛(1) 汐路中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾖｳ ｾｷﾈ ﾘﾘｺ

6 1668 小林　芙蓉(1) 愛知淑徳中 6 5899 関根　りりこ(3) 豊山ＪＲＣ

ﾊﾅﾑﾗ ﾐﾕｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｳｺ

7 4188 花村　美有(2) 愛知淑徳中 7 4018 藤本　燈子(2) 汐路中

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾘ ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵ

8 1667 中川　愛梨(1) 愛知淑徳中 8 4017 濱田　菜緒(2) 汐路中

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

ｱｻｲ ｺﾄﾐ ｶﾜｽﾐ ﾓｺ

1 6160 浅井　琴未(2) 日進東中 1 4390 川角　もこ(2) 冨士中

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅｶ ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾏﾅ

2 4111 窪田　真奈佳(1) 大須ＡＣ 2 5053 大源　真奈(1) 昭和高

ｲﾄｳ ﾏﾅ ｱｻｵ ﾐｷ

3 4191 伊藤　愛(2) 愛知淑徳中 3 3243 浅尾　みき(1) 名東高

ｶﾅﾓﾘ ｻｷ ｻｻｷ ｱﾝﾘ

4 3117 金森　咲希(1) 愛知淑徳高 4 4896 佐々木　安里(2) 名古屋大谷高

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｴ ｲｶﾐ ｶﾉﾝ

5 4730 松原　香詠(1) 大須ＡＣ 5 1662 伊神　佳音(1) 愛知淑徳中

ﾐﾔﾂ ﾓﾓｶ ﾊﾔｶﾜ ｶｴﾃﾞ

6 5028 宮津　桃伽(1) 名女大高 6 4997 早川　椛(1) 神の倉中

ﾏﾂｵ ﾉﾄﾞｶ ｵｶﾓﾄ ｱﾕｶ

7 3049 松尾　和果(2) 名東高 7 3246 岡本　愛佑香(1) 名東高

ｻﾀｹ ｱｵｲ ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾂｷ

8 4171 佐竹　蒼衣(3) 愛知淑徳中 8 3252 水谷　咲月(1) 名東高

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

ﾐｽﾞﾉ ﾘｵ ｼﾉﾊﾀ ｱﾝﾅ

1 1664 水野　莉桜(1) 愛知淑徳中 1 3039 篠畑　杏奈(2) 長久手高

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾅﾂ ﾀｶｽ ｱﾐ

2 4944 藤原　小夏(2) 鳴子台中 2 4184 高須　亜美(2) 愛知淑徳中

ﾊﾞﾝ ﾅﾅﾐ ｸｼﾞﾒ ｶﾅﾃﾞ

3 4097 番　菜々美(1) なごや陸上 3 4975 久次米　奏(1) 冨士中

ｼﾊﾞﾀ ﾜｶﾅ ｽｽﾞｷ ｼﾎ

4 4846 柴田　和奏(1) 北陵中 4 3114 鈴木　志歩(2) 愛知淑徳高

ｵｷﾞｽ ｻﾅ ｷｷﾂ ｻﾅ

5 4109 荻巣　沙菜(1) 大須ＡＣ 5 4222 喜々津　咲奈(2) 御幸山中

ｵｵﾐﾈ ｻｵﾘ ｻｸﾗｲ ﾀﾏｷ

6 6163 大嶺　紗織(2) 日進東中 6 5052 櫻井　環(1) 昭和高

ﾊﾔｼ ｶﾎ ｲﾏｵｶ ｼﾎ

7 4848 林　果穂(1) 北陵中 7 4107 今岡　詩歩(1) 大須ＡＣ

ｷﾑﾗ ﾅﾅｶ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾅ

8 3247 木村　菜々花(1) 名東高 8 4192 岡本　悠菜(2) 愛知淑徳中



 女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25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

ｸｻﾉ ｱﾔｺ ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

1 4395 草野　絢子(2) 冨士中 1 5101 菅原　美月(1) 名女大高

ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｽﾞﾐ ﾖｺﾞ ﾗｲﾙ

2 4176 川端　杏実(3) 愛知淑徳中 2 3038 與語　来琉(2) 長久手高

ｽｷﾞｳﾗ ｺｺﾛ ｲｿﾍﾞ ﾕﾘｱ

3 4175 杉浦　こころ(3) 愛知淑徳中 3 4174 磯部　友里亜(3) 愛知淑徳中

ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

4 4858 吉川　瑞季(2) 天白高 4 6472 鈴木　里樹(1) 横須賀高

ﾎｯﾀ ｸﾙﾐ ﾊﾞﾝﾉ ﾅｷﾞｻ

5 4455 堀田　くるみ(2) 神の倉中 5 3204 坂野　凪咲(1) 瀬戸西高

ｳﾀﾉ ｼｵﾝ ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

6 1674 歌野　詩桜(1) 愛知淑徳中 6 6379 髙橋　芽依(2) 横須賀高

ﾅｶﾉ ﾄﾓﾐ ｷﾊﾞﾔｼ ﾘｵ

7 4224 中野　那海(2) 御幸山中 7 4180 木林　璃音(3) 愛知淑徳中

ｳﾒﾑﾗ ﾐﾕ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｶ

8 3144 梅村　美友(3) 椙山女学園高 8 3113 柴田　祐花(2) 愛知淑徳高

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

ﾏﾂﾓﾄ ｺﾉﾊ ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾓ

1 4463 松本　香乃葉(2) 神の倉中 1 3268 髙橋　愛萌(1) 長久手高

ﾂﾎﾞｲ ﾐｵ ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷ

2 4112 坪井　美桜(1) 大須ＡＣ 2 3104 藤原　早紀(2) 明和高

ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾅ

3 7200 鈴木　若奈(3) 東浦中 3 4867 山口　柚奈(2) 天白高

ｷﾀｼﾞﾏ ｺﾄﾈ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ

4 7201 北嶋　琴音(3) 東浦中 4 4096 鈴木　暖奈(1) なごや陸上

ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾁｻｷ ｲﾄｳ ﾔﾖｲ

5 2431 権藤　千咲(1) 名古屋大 5 4773 伊藤　弥生(1) 御幸山中

ｻﾌﾞﾘ ﾅﾅ ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅ

6 4393 佐分　七菜(2) 冨士中 6 3193 服部　真奈(1) 名東高

ﾂｶﾓﾄ ﾅﾅｺ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾘ

7 3116 塚本　菜々子(1) 愛知淑徳高 7 3125 早川　侑里(1) 愛知淑徳高

ﾄﾖｼﾏ ﾐｵﾘ ﾏﾂｶﾞｷ ｿｳｶ

8 3206 豊嶋　美緒莉(1) 明和高 8 4790 松垣　颯夏(2) 昭和高

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

ｻｸﾗｲ ﾉｿﾞﾐ ﾑﾗﾀ ｱﾔﾅ

1 4977 櫻井　希(1) 冨士中 1 3044 村田　絢菜(2) 名東高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ ｺﾏｷ ﾊﾙｶ

2 3062 近藤　陽菜(2) 瀬戸西高 2 2102 駒木　遥(4) 至学館大

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ

3 5919 橋本　葉月(2) SET PROJECT 3 4181 山田　紗矢(2) 愛知淑徳中

ｲﾄｳ ﾘｵ ｷﾉｼﾀ ﾜｶﾅ

4 4106 伊藤　里桜(1) 大須ＡＣ 4 4217 木下　和奏(3) 御幸山中

ｲｼﾊﾗ ｶﾚﾝ ﾖｺﾔﾏ ｻﾔｶ

5 4226 石原　花恋(2) 御幸山中 5 4093 横山　清花(3) なごや陸上

ｱﾎﾞ ｾﾘﾅ ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

6 4772 安保　芹菜(1) 御幸山中 6 2243 野原　めぐみ(2) 東海学園大

ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓ

7 3047 横山　綾乃(2) 名東高 7 6416 渡邉　萌々(2) 半田高

ﾏｴﾀﾞ ｴｸﾎﾞ ｶﾀｵｶ ﾕﾒﾊ

8 7203 前田　えくぼ(3) 東浦中 8 7239 片岡　夢羽(3) Spirits



 女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

25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

ｶﾜﾉ ｺﾄﾐ

1 1536 河野　琴美(2) MOON 1

ｽｲｹﾝ ｻｱﾔ

2 4917 水軒　沙綾(3) 中京大中京高 2

ｲｲﾀﾞ ﾏｲ

3 2073 飯田　真衣(1) 至学館大 3

ﾐﾜ ﾙｷ

4 4506 三輪　琉姫(3) トライルAC 4

ﾐﾔﾀ ｱﾕ

5 4927 宮田　愛結(1) 中京大中京高 5

ｱｷﾂﾞｷ ﾘｮｳｺ

6 4925 秋月　涼子(2) 中京大中京高 6

ｵｷﾞﾉ ｽｽﾞﾐ

7 4397 荻野　澄純(2) 志段味中 7

ﾓﾘﾀ ﾏﾉﾝ

8 4829 森田　真暢(2) 瑞陵高 8



 女子300m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ

2 2 4825 松村　琴都(2) 瑞陵高

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅ ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅｶ

3 4850 吉田　夏菜(1) 北陵中 3 4111 窪田　真奈佳(1) 大須ＡＣ

ｳﾒﾑﾗ ﾋﾒｶ ﾜﾀﾍﾞ ﾐｵ

4 4838 梅村　姫果(2) 名女大高 4 4731 渡部　美桜(1) 大須ＡＣ

ﾐﾔﾂ ﾓﾓｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾄｾ

5 5028 宮津　桃伽(1) 名女大高 5 3045 山田　千歳(2) 名東高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｲﾏｵｶ ｼﾎ

6 2026 渡辺　真衣(2) 愛知学院大 6 4107 今岡　詩歩(1) 大須ＡＣ

ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ｱﾗｲ ｻﾔｶ

7 5101 菅原　美月(1) 名女大高 7 5001 新井　沙也加(1) 瑞陵高

ﾎﾘｳﾁ ﾘｺ ｲﾜｻｷ ｱｲﾅ

8 3303 堀内　りこ(1) 山田高 8 5917 岩崎　愛渚(2) SET PROJECT

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

ｻｶｲ ﾘｵ ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅ

2 4839 境　梨緒(1) 名女大高 2 3193 服部　真奈(1) 名東高

ｵｵﾉ ﾏﾅｶ ﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

3 6476 大野　眞(1) 横須賀高 3 2243 野原　めぐみ(2) 東海学園大

ｱｻｵ ﾐｷ ｴﾄｳ ﾕｽﾞﾊ

4 3243 浅尾　みき(1) 名東高 4 4938 江藤　柚葉(1) 中京大中京高

ｽｽﾞｷ ﾘﾎ ﾑﾗﾀ ｱﾔﾅ

5 4782 鈴木　莉歩(1) 扇台中 5 3044 村田　絢菜(2) 名東高

ｵｵｼﾏ ｻﾎ ｽｲｹﾝ ﾚｲﾅ

6 3060 大嶋　沙歩(2) 瀬戸西高 6 4937 水軒　怜那(1) 中京大中京高

ﾄｷﾀ ｱｵｲ ｵｶﾓﾄ ｱﾕｶ

7 4866 時田　葵(2) 天白高 7 3246 岡本　愛佑香(1) 名東高

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ ｷﾉｼﾀ ﾜｶﾅ

8 4781 髙橋　渚月(1) 扇台中 8 4217 木下　和奏(3) 御幸山中

5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

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ

2 2002 安藤　朱里(4) 愛知教育大 2

ｵｾﾞｷ ﾓﾄｶ

3 6480 尾関　初佳(1) 半田高 3

ｺﾏｷ ﾊﾙｶ

4 2102 駒木　遥(4) 至学館大 4

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ

5 4911 中澤　愛菜(2) 中京大中京高 5

ｶﾐﾔ ﾐﾅﾐ

6 3107 神谷　美南(2) 明和高 6

ｴﾐ ﾕｳｶ

7 2224 江見　優佳(2) 中部大 7

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ

8 5919 橋本　葉月(2) SET PROJECT 8



 女子1500m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｺｼﾞﾏ ﾊﾅ ﾀｶﾅｼ ｻﾔ

1 4829 小島　花菜(1) 扇台中 1 4460 髙梨　紗椰(2) 神の倉中

ｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ ｷﾑﾗ ｺｺﾈ

2 4840 伊藤　和香(1) 北陵中 2 4803 木村　心音(1) 守山東中

ｲｼｶﾜ ﾉﾉｶ ﾏﾂｵ ﾌｳｶ

3 5069 石川　暖乃香(1) 天白高 3 4830 松尾　風花(1) 扇台中

ｺｲｹ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾐ

4 4845 小池　光(1) 北陵中 4 1626 山本　明澄(1) 守山東中

ﾎｯﾀ ｶﾎ ｲｼﾀﾞ ﾊﾅ

5 4849 堀田　佳歩(1) 北陵中 5 4458 石田　華菜(2) 神の倉中

ﾘ ﾌｧﾅ ﾊﾔｼ ﾘﾅ

6 4447 李　華那(3) 神の倉中 6 4534 林　里奈(2) 北陵中

ｵﾉﾂﾞｶ ｻﾅ ｵｸﾑﾗ ﾓﾓｺ

7 4802 小野塚　咲愛(1) 守山東中 7 3245 奥村　桃子(1) 名東高

ｼﾏｽﾞ ｻﾗ ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾘ

8 4842 島津　紗良(1) 北陵中 8 3253 中野　珠里(1) 名東高

ｲﾜﾀ ﾐﾝｺ ｶｻｲ ｱｵﾉ

9 1679 岩田　眠子(1) 守山東中 9 5027 笠井　碧乃(1) 名女大高

ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾑﾗｾ ｶﾉﾝ

10 4838 小川　美南(1) 北陵中 10 6158 村瀬　花音(2) 日進東中

ﾅｶﾑﾛ ﾂﾂﾞ ﾐﾂｻﾞﾜ ﾑｷﾞ

11 4847 中室　綴(1) 北陵中 11 4906 満澤　麦(1) 扇台中

ｷﾀﾞﾜﾗ ﾅﾅﾐ ｲﾇｶｲ ﾕｽﾞｷ

12 4540 木俵　奈々美(2) 北陵中 12 3250 犬飼　優月(1) 名東高

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

ｱｵﾏﾂ ｻｸﾗ ｵｶﾄﾞﾒ ｱｲ

1 4457 青松　さくら(2) 神の倉中 1 4385 岡留　藍(3) 冨士中

ﾎｯﾀ ﾁｻ ﾂﾂﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ

2 4056 堀田　知佐(2) 守山東中 2 6422 都築　未耶美(2) 半田高

ﾔﾏﾀﾞ ﾙｺ ｶﾐﾔ ﾐﾉﾝ

3 4461 山田　瑠子(2) 神の倉中 3 4099 神谷　弥音(3) 大須ＡＣ

ｺﾔﾅｷﾞ ｻﾂｷ ｱｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ

4 4535 小柳　彩月(2) 北陵中 4 4507 青山　夏実(2) トライルAC

ﾊﾞﾝﾉ ｻｷ ﾊｼﾓﾄ ﾜｶﾅ

5 4052 坂野　紗希(2) 守山東中 5 5920 橋本　若菜(1) SET PROJECT

ﾀﾈﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ

6 4391 種田　七海(2) 冨士中 6 4386 小林　日菜子(3) 冨士中

ｱﾍﾞ ﾏﾅﾎ ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾅ

7 4392 阿部　真奈穂(2) 冨士中 7 4944 秋山　結愛(1) 中京大中京高

ｼﾗｷ ﾉｿﾞﾐ ｼﾓﾑﾗ ｻｷ

8 6159 白木　希(2) 日進東中 8 5918 下村　咲葵(2) SET PROJECT

ﾐﾉﾜ ﾋｶﾘ ﾐｽﾞﾀﾆ ｻｷﾅ

9 3242 美濃羽　ひかり(1) 名東高 9 7135 水谷　咲菜(1) 愛知陸協

ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾉ ｻｴｷ ｴﾘｶ

10 3047 横山　綾乃(2) 名東高 10 3048 佐伯　英里香(2) 名東高

ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳｶ ﾆﾜ ﾋﾄﾐ

11 4443 山邊　結花(3) 神の倉中 11 6380 丹羽　瞳(2) 横須賀高

ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ ﾀｹｳﾁ ﾐｵ

12 6471 松井　悠花(1) 横須賀高 12 4394 竹内　美桜(2) 冨士中



 女子100mＹH(0.762m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

1 1 6379 髙橋　芽依(2) 横須賀高

ﾓｳﾘ ﾙﾅ ﾁﾊﾔ ｶｺ

2 5068 毛利　瑠月(1) 天白高 2 4015 千早　香子(3) 汐路中

ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾂｷ ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ

3 3252 水谷　咲月(1) 名東高 3 4928 高塚　虹百(1) 中京大中京高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲ ｷｸﾀ ｱﾔ

4 5054 中川　結(1) 昭和高 4 4930 菊田　彩(1) 中京大中京高

ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ﾘﾗ ｼｲﾔ ﾚｲﾅ

5 4529 飛永　りら(3) 北陵中 5 4931 椎屋　怜奈(1) 中京大中京高

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ｽｷﾞﾄｳ ｱｵｲ

6 3244 加藤　穂乃果(1) 名東高 6 4934 杉藤　葵(1) 中京大中京高

ｵｵﾉ ﾊﾙﾅ ﾜﾆﾍﾞ ｱｶﾈ

7 3043 大野　春奈(2) 名東高 7 6384 鰐部　茜(2) 横須賀高

ｼｹﾞﾀ ﾐｵ ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ

8 3185 重田　美緒(1) 明和高 8 6421 山中　風奈(2) 半田高

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



 女子300mH(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

1 1

2 2

ｲｼｶﾜ ﾘｻ

3 3 6378 石川　莉彩(2) 横須賀高

ｱﾗｲ ｻﾔｶ ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ

4 5001 新井　沙也加(1) 瑞陵高 4 2234 林　玲奈(4) 東海学園大

ｵﾊﾞﾔｼ  ｱｶﾈ ｻｻｹﾞ ｼﾞｭﾝﾅ

5 4784 尾林　茜(2) 惟信高 5 2093 捧　純奈(3) 至学館大

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ ﾀｶﾂｶ ｺﾓﾓ

6 3105 藤原　有紀(2) 明和高 6 4928 高塚　虹百(1) 中京大中京高

ﾀｹｳﾁ ﾎﾅﾐ ｲｶﾞﾐ ﾙｶ

7 6415 竹内　穂南(2) 半田高 7 5077 伊神　瑠花(1) 瑞陵高

ﾀｼﾞﾏ ﾙｶ ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ

8 5097 田島　来華(1) 熱田高 8 6514 吉田　柚菜(1) 阿久比高

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

2 2

ｽｷﾞﾄｳ ｱｵｲ

3 4934 杉藤　葵(1) 中京大中京高 3

ﾊﾔｼ ﾐｷ

4 4921 林　美希(2) 中京大中京高 4

ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾅ

5 4926 片山　心菜(2) 中京大中京高 5

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ

6 4825 松村　琴都(2) 瑞陵高 6

ﾉﾑﾗ ﾐﾕ

7 4932 野村　美結(1) 中京大中京高 7

ﾀｶｷﾞ ｱｶﾘ

8 4912 髙木　茜里(3) 中京大中京高 8


