
　女　子　３０００m

組 ＯＤ 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ 学年 エントリー種目
4 1 旭野高 3015 梅村　茉那 ｳﾒﾑﾗ ﾏﾅ 2 高校女子3000m

2 ＴＴランナーズ 8051 近江　衿香 ｵｳﾐ ｴﾘｶ 一般女子3000m
3 刈谷高 8469 宇井　優月 ｳｲ ﾕﾂﾞｷ 2 高校女子3000m
4 YRC 13254 渡邉　真瑚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 2 一般女子3000m
5 愛知陸協 8322 杉浦　華夏 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅﾃﾞ 3 中学女子3000m
6 日福大 2254 永谷　千宙 ﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 2 一般女子3000m
7 Pasco 6372 河村　英理香 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ 一般女子3000m
8 六ツ美北中 8138 渡辺　愛来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒﾙ 3 中学女子3000m
9 ＡＣ一宮 582 坂川　真由美 ｻｶｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 一般女子3000m

10 甲山中 11470 冨澤　茉那 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 3 中学女子3000m
11 西春高 1013 田中　柚良 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 2 高校女子3000m
12 矢作北中 11392 犬塚　美桜 ｲﾇﾂﾞｶ ﾐｵ 2 中学女子3000m
13 SET PROJECT 5915 川原　遼紗 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｻ 3 中学女子3000m
14 ＸＮＯＳ　ＡＣ 8033 大畑　夢依里 ｵｵﾊﾀ ﾕｲﾘ 3 中学女子3000m
15 日福大 2257 純浦　美桜 ｽﾐｳﾗ ﾐｵ 2 一般女子3000m
16 刈谷南中 8227 高橋　沙綾 ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ 3 中学女子3000m
17 愛知陸協 7238 川内　茉里 ｶﾜｳﾁ ﾏﾘ 2 中学女子3000m
18 日福大 2255 桑原　舞 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｲ 2 一般女子3000m
19 知立南中 11315 石田　恵梨果 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 3 中学女子3000m
20 幸田中 11205 近藤　真依 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 2 中学女子3000m
21 刈谷高 8811 神谷　美雨 ｶﾐﾔ ﾐｳ 1 高校女子3000m

3 1 愛知陸協 11313 宇野　莉里杏 ｳﾉ ﾘﾘｱ 3 中学女子3000m
2 大須ＡＣ 4099 神谷　弥音 ｶﾐﾔ ﾐﾉﾝ 3 中学女子3000m
3 旭野高 3012 塚本　帆乃花 ﾂｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 2 高校女子3000m
4 阿久比中 7387 小高　胡春 ｵﾀﾞｶ ｺﾊﾙ 3 中学女子3000m
5 阿久比高 6451 武田　彩希 ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 2 高校女子3000m
6 愛知陸協 7236 古川　蒼椛 ﾌﾙｶﾜ ｱｲｶ 1 中学女子3000m
7 南山大 2395 後藤　詩歩 ｺﾞﾄｳ ｼﾎ 1 一般女子3000m
8 トライルAC 4507 青山　夏実 ｱｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ 2 中学女子3000m
9 稲沢ACJ 935 櫻井　幹己 ｻｸﾗｲ ﾐﾅ 2 中学女子3000m

10 矢作北中 11387 中垣　のぞみ ﾅｶｶﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 3 中学女子3000m
11 矢作北中 11390 横井　希夏 ﾖｺｲ ﾉﾉｶ 3 中学女子3000m
12 名大附属中 4419 中田　朱音 ﾅｶﾀﾞ ｱﾔﾈ 3 中学女子3000m
13 SET PROJECT 5918 下村　咲葵 ｼﾓﾑﾗ ｻｷ 2 中学女子3000m
14 ＡＣ一宮Ｊｕｎｉｏｒ 889 岩田　留依 ｲﾜﾀ　ﾙｲ 3 中学女子3000m
15 愛知陸協 7135 水谷　咲菜 ﾐｽﾞﾀﾆ ｻｷﾅ 1 中学女子3000m
16 豊明高 4955 後藤　美咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 3 高校女子3000m
17 愛工大名電高 3307 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 1 高校女子3000m
18 豊明高 4958 杉浦　桜空 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾗ 3 高校女子3000m
19 横須賀高 6476 大野　眞 ｵｵﾉ ﾏﾅｶ 1 一般女子3000m
20 ＡＣ一宮Ｊｕｎｉｏｒ 913 渡辺　ひな ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾅ 2 中学女子3000m
21 横須賀高 6471 松井　悠花 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 1 一般女子3000m
22 愛知陸協 7218 阿久根　優奈 ｱｸﾈ ﾕﾅ 3 中学女子3000m
23 刈谷高 8806 川島　実桜 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 1 高校女子3000m
24 刈谷高 8809 野村　彩湖 ﾉﾑﾗ ｱｺ 1 高校女子3000m

2 1 豊田高専 8842 石井　香凛 ｲｼｲ ｶﾘﾝ 1 高校女子3000m
2 豊田高専 8788 志智　結萌 ｼﾁ ﾕﾐﾝ 1 高校女子3000m
3 津島東高 1179 吉川　侑里 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾘ 2 高校女子3000m
4 前林中 8307 佐藤　里帆 ｻﾄｳ ﾘﾎ 3 中学女子3000m
5 名古屋南高 4849 中尾　有咲子 ﾅｶｵ ｱｻｺ 2 高校女子3000m
6 大須ＡＣ 4115 春田　星那 ﾊﾙﾀ ｾﾅ 1 中学女子3000m
7 名東高 3048 佐伯　英里香 ｻｴｷ ｴﾘｶ 2 高校女子3000m
8 名東高 3242 美濃羽　ひかり ﾐﾉﾜ ﾋｶﾘ 1 高校女子3000m
9 大須ＡＣ 4108 岩田　麻里 ｲﾜﾀ ﾏﾘ 1 中学女子3000m

10 愛知陸協 7155 伊藤　千紗 ｲﾄｳ ﾁｻ 2 中学女子3000m
11 豊明高 4962 久保　海鈴 ｸﾎﾞ ｶｲﾘ 3 高校女子3000m
12 豊明高 4960 鈴木　颯菜 ｽｽﾞｷ ｿﾅ 2 高校女子3000m
13 名東高 3047 横山　綾乃 ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾉ 2 高校女子3000m
14 名東高 3243 浅尾　みき ｱｻｵ ﾐｷ 1 高校女子3000m
15 知多AC 4780 伊藤　夢乃 ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 一般女子3000m
16 名古屋南高 5029 福井　莉桜 ﾌｸｲ ﾘｵ 1 高校女子3000m
17 豊田高 8732 鈴木　水悠 ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 2 一般女子3000m
18 松蔭高 4842 山口　乃亜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 2 高校女子3000m
19 桜台高 4817 近藤　彩咲 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｴ 2 高校女子3000m
20 桜台高 4816 筒井　柚葉 ﾂﾂｲ ﾕｽﾞﾊ 2 高校女子3000m
21 岡崎高 8879 松原　和花 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜｶ 1 高校女子3000m
22 岡崎高 8882 小澤　咲季 ｵｻﾞﾜ ｻｷ 1 高校女子3000m
23 名古屋南高 4853 伊藤　愛莉 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 2 高校女子3000m
20 豊明高 5113 佐々木　寧子 ｻｻｷ ﾈﾈ 2 高校女子3000m
21 豊明高 5016 渡部　葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 1 高校女子3000m



1 1 名東高 3250 犬飼　優月 ｲﾇｶｲ ﾕｽﾞｷ 1 高校女子3000m
2 津島東高 1180 後藤　叶美 ｺﾞﾄｳ ｶﾅﾐ 2 高校女子3000m
3 天白高 4857 畑　恵梨花 ﾊﾀ ｴﾘｶ 2 高校女子3000m
4 天白高 4860 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 2 高校女子3000m
5 天白高 4862 横山　雛乃 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ 2 高校女子3000m
6 豊明高 4961 石黒　純羽 ｲｼｸﾞﾛ ｽﾐﾊ 2 高校女子3000m
7 西春高 1021 頼永　果歩 ﾖﾘﾅｶﾞ ｶﾎ 2 高校女子3000m
8 名古屋南高 4854 前田　萌歌 ﾏｴﾀﾞ ﾓｶ 2 高校女子3000m
9 日進東中 6159 白木　希 ｼﾗｷ ﾉｿﾞﾐ 2 中学女子3000m

10 桜台高 5043 伊藤　郁香 ｲﾄｳ ﾌﾐｶ 1 高校女子3000m
11 桜台高 5044 岡村　莉子 ｵｶﾑﾗ ﾘｺ 1 高校女子3000m
12 桜台高 5046 須田　望友 ｽﾀﾞ ﾐﾕ 1 高校女子3000m
13 桜台高 5047 中島　楓乃 ﾅｶｼﾏ ｶﾉ 1 高校女子3000m
14 桜台高 5042 松尾　咲良 ﾏﾂｵ ｻｸﾗ 1 高校女子3000m
15 日進東中 6162 村瀬　樹 ﾑﾗｾ ｲﾂｷ 2 中学女子3000m
16 日進東中 6158 村瀬　花音 ﾑﾗｾ ｶﾉﾝ 2 中学女子3000m
17 愛知黎明高高 1087 竹内　知花 ﾀｸｳﾁ ﾁﾊﾙ 2 高校女子3000m
18 愛知黎明高高 1086 村上　佳帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 2 高校女子3000m
19 愛知黎明高高 1091 大窪　里桜那 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｵﾅ 1 高校女子3000m
20 愛知黎明高高 1080 村上　希歩 ﾑﾗｶﾐ ﾉｱ 1 高校女子3000m
21 西春高 1023 小笠原　菜有 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾕ 2 高校女子3000m
22 瑞陵高 4830 松本　梨央 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 2 高校女子3000m
23 瑞陵高 5002 織田　晃穂 ｵﾀﾞ ｱｷﾎ 1 高校女子3000m
24 瑞陵高 5083 坂本　奈捺未 ｻｶﾓﾄ ﾅﾅﾐ 1 高校女子3000m
25 天白高 4865 芝田　悠羽 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 2 高校女子3000m
26 天白高 5069 石川　暖乃香 ｲｼｶﾜ ﾉﾉｶ 1 高校女子3000m

　女　子　５０００m
組 ＯＤ 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ 学年 エントリー種目
1 1 ランコレ 4999 横山　友里乃 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘﾉ 一般女子5000m

2 富士松ＡＣ 6445 原田　采奈 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ 一般女子5000m
3 横須賀高 6380 丹羽　瞳 ﾆﾜ ﾋﾄﾐ 2 一般女子5000m
4 日福大 2253 西井　せり ﾆｼｲ ｾﾘ 2 一般女子5000m
5 日福大 2263 山田　葵 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 2 一般女子5000m
6 日福大 2260 藤井　優羽 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 2 一般女子5000m
7 長久手ＲＣ 4835 堀木　なお子 ﾎﾘｷ ﾅｵｺ 一般女子5000m
8 江南高 956 野口　みなみ ﾉｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 2 高校女子5000m
9 江南高 957 藤田　怜奈 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾅ 2 高校女子5000m

10 江南高 1311 牧野　桃華 ﾏｷﾉ ﾓﾓｶ 1 高校女子5000m
11 江南高 1312 三品　百香 ﾐｼﾅ ﾓﾓｶ 1 高校女子5000m
12 天白高 5005 米田　泉美 ﾖﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 1 高校女子5000m



　男　子　３０００m
組 ＯＤ 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ 学年 エントリー種目
3 1 熊野中 4756 鷲見　龍之介 ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 中学男子3000m

2 矢作北中 8550 伊藤　颯汰 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 3 中学男子3000m
3 東陽中 11545 鈴木　太智 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 3 中学男子3000m
4 大府北中 7397 菅野　絢之介 ｽｶﾞﾉｼﾞｭﾝﾉｽｹ 3 中学男子3000m
5 SET PROJECT 6076 伊藤　悠真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 3 中学男子3000m
6 愛知陸協 8431 松下　獅 ﾏﾂｼﾀ ﾚｵ 3 中学男子3000m
7 平坂中 8285 坂田　剛 ｻｶﾀ ｺﾞｳ 3 中学男子3000m
8 S.T 8698 柴田　貫慈 ｼﾊﾞﾀ ｶﾝｼﾞ 3 中学男子3000m
9 豊明中 6128 福井　慧大 ﾌｸｲ ｹｲﾄ 3 中学男子3000m

10 愛知陸協 7336 水谷　奏翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅﾄ 3 中学男子3000m
11 愛知陸協 7443 池谷　理玖 ｲｹﾔ ﾘｸ 3 中学男子3000m
12 豊明中 6117 直井　蓮翔 ﾅｵｲ ﾚﾝﾄ 3 中学男子3000m
13 SET PROJECT 6077 山本　敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 3 中学男子3000m
14 愛知陸協 8343 上村　泰輝 ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ 2 中学男子3000m
15 知立中 8782 鈴木　富大 ｽｽﾞｷ ﾌｳﾀ 3 中学男子3000m
16 豊明中 5196 福島　瑛大 ﾌｸｼﾏ ｴｲﾀ 3 中学男子3000m
17 矢作北中 8553 兼定　星那 ｶﾈｻﾀﾞ ｾﾅ 3 中学男子3000m
18 SET PROJECT 6087 河村　翔琉 ｶﾜﾑﾗ ｶｹﾙ 1 中学男子3000m
19 ＸＮＯＳ　ＡＣ 8704 吉弥候部　悠人 ｷﾐｺｳﾍﾞ ﾊﾙﾄ 3 中学男子3000m
20 ＴＳＭ 4714 大河内　椋介 ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 3 中学男子3000m
21 ＴＳＭ 4726 髙島　崚央 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｵ 2 中学男子3000m

2 1 愛知陸協 7472 水野　悠希 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 2 中学男子3000m
2 日進東中 6417 藤井　謙心 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾝ 3 中学男子3000m
3 愛知陸協 10081 竹内　蓮 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ 3 中学男子3000m
4 SET PROJECT 6081 杉山　大晏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ 2 中学男子3000m
5 浄心中 2143 宮崎　航 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 3 中学男子3000m
6 日進東中 6418 杉山　大晏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ 2 中学男子3000m
7 豊明中 6124 園田　駿斗 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 3 中学男子3000m
8 豊明中 6125 オリベイラ　カワン ｵﾘﾍﾞｲﾗ ｶﾜﾝ 3 中学男子3000m
9 豊明中 6122 大島　侑士 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ 3 中学男子3000m

10 SET PROJECT 6085 伊藤　功太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 1 中学男子3000m
11 大須ＡＣ 4747 天野　伸城 ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｷ 3 中学男子3000m
12 豊明中 6138 大中　一真 ｵｵﾅｶ ｶｽﾞﾏ 2 中学男子3000m
13 愛知陸協 7876 牧山　朋生 ﾏｷﾔﾏ ﾄﾓｷ 3 中学男子3000m
14 大須ＡＣ 4775 眞塩　尚太郎 ﾏｼｵ ﾅｵﾀﾛｳ 2 中学男子3000m
15 矢作北中 10089 渡辺　将伍 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 3 中学男子3000m
16 矢作北中 10088 川崎　宏大朗 ｶﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 3 中学男子3000m
17 豊明中 6135 池田　結陽 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾋ 2 中学男子3000m
18 SET PROJECT 6079 伊左治　聖 ｲｻｼﾞ ｾｲ 2 中学男子3000m
19 SET PROJECT 6082 武田　凪月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 2 中学男子3000m
20 大須ＡＣ 4782 松永　惟吹 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾌﾞｷ 1 中学男子3000m
21 阿久比中 7875 上温湯　　太成 ｳﾜﾇﾘ ﾀｲｾｲ 3 中学男子3000m
22 Brushupjr 749 牛田　大心 ｳｼﾀﾞ ﾀｲｼﾝ 3 中学男子3000m

1 1 岩津中 8596 宮田　蓮 ﾐﾔﾀ ﾚﾝ 3 中学男子3000m
2 日進東中 6425 城野　大晴 ｼﾞｮｳﾉ ﾀｲｾｲ 2 中学男子3000m
3 愛知陸協 6123 古庄　嘉幸 ﾌﾙｼｮｳ ﾖｼﾕｷ 3 中学男子3000m
4 ＡＣ一宮Ｊｕｎｉｏｒ 891 神藏　奏心 3 中学男子3000m
5 大須ＡＣ 4748 和泉　匠真 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾏ 3 中学男子3000m
6 SET PROJECT 6080 伊左治　耀 ｲｻｼﾞ ﾖｳ 2 中学男子3000m
7 SET PROJECT 6086 岩田　逢希 ｲﾜﾀ ｱｲｷ 1 中学男子3000m
8 SET PROJECT 6083 中村　颯太 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 2 中学男子3000m
9 栄中 6375 新美　昂征 ﾆｲﾐ ｺｳｾｲ 1 中学男子3000m

10 SET PROJECT 6090 延永　大和 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ 1 中学男子3000m
11 愛知陸協 7471 深津　輝瀧 ﾌｶﾂ ｷﾘｭｳ 2 中学男子3000m
12 SET PROJECT 6089 菅原　秀太 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｭｳﾀ 1 中学男子3000m
13 SET PROJECT 6091 山田　陽大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 1 中学男子3000m
14 愛知陸協 7474 杉村　洸輔 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 2 中学男子3000m
15 愛知陸協 7354 大嶋　太育 ｵｵｼﾏ ﾀｽｸ 2 中学男子3000m
16 SET PROJECT 5197 齋藤　颯馬 ｻｲﾄｳ ｿｳﾏ 1 中学男子3000m
17 SET PROJECT 5212 河田　尚輝 ｶﾜﾀ ﾋｻｷ 2 中学男子3000m
18 日進東中 6426 村崎　悠煌 ﾑﾗｻｷ ﾊﾙｷ 2 中学男子3000m
19 日進東中 6427 福和　大夢 ﾌｸﾜ ﾋﾛﾑ 2 中学男子3000m
20 知立中 8780 下林　龍啓 ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 3 中学男子3000m
21 日進東中 6422 辰巳　晴虎 ﾀﾂﾐ ﾊﾙﾄ 2 中学男子3000m
22 愛知陸協 7444 阿久根　英駿 ｱｸﾈ ｴｲｼｭﾝ 1 中学男子3000m



　男　子　５０００m
組 ＯＤ 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ 学年 エントリー種目
12 1 豊川工高 9122 花井　創 ﾊﾅｲ ｿｳ 3 高校男子5000m

2 I.A.R.C 6358 高橋　佳希 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 一般男子5000m
3 ぬまちゃんず 646 吉田　慶哉 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 一般男子5000m
4 愛知高 3510 市丸　健太 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ 2 高校男子5000m
5 愛知高 3493 小澤　陽一路 ｵｻﾞﾜ ﾋｲﾛ 2 高校男子5000m
6 愛知高 3579 臼井　春輝 ｳｽｲ ﾊﾙｷ 1 高校男子5000m
7 南山大 550 橋本　平良 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾗ 3 一般男子5000m
8 名大 994 吉野　明道 ﾖｼﾉ ｱｷﾐﾁ 1 一般男子5000m
9 愛知高 3497 遠藤　優成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 2 高校男子5000m

10 豊川工高 9133 海野　瑛良 ｳﾐﾉ ｱｷﾗ 2 高校男子5000m
11 豊川工高 9128 牧野　龍哉 ﾏｷﾉ ﾘｭｳﾔ 2 高校男子5000m
12 ぬまちゃんず 521 西川　凌矢 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳﾔ 一般男子5000m
13 愛知高 3587 岡田　陽光 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺｳ 1 高校男子5000m
14 愛知高 3496 大堀　陽輝 ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ 2 高校男子5000m
15 重工名古屋 4566 武藤　晃治 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ 一般男子5000m
16 刈谷高 7414 井野　開 ｲﾉ ﾊﾙｷ 2 高校男子5000m
17 愛知高 3583 益子　隼乃介 ﾏｼｺ ｼｭﾝﾉｽｹ 1 高校男子5000m
18 愛知高 3584 浅井　颯心 ｱｻｲ ｿｳｼ 1 高校男子5000m
19 愛知高 3582 出井　彪雅 ﾃﾞｲ ﾋｭｳｶﾞ 1 高校男子5000m
20 CROSSOVER 4767 浅野　竜也 ｱｻﾉ ﾀﾂﾔ 一般男子5000m

11 1 名経大高蔵高 5811 吉村　一音 ﾖｼﾑﾗ ｲﾁﾄ 1 高校男子5000m
2 旭野高 3686 地案　尚宏 ﾁｱﾝ ﾅｵﾋﾛ 2 高校男子5000m
3 ぬまちゃんず 511 成田　健悟 ﾅﾘﾀ ｹﾝｺﾞ 一般男子5000m
4 名経大高蔵高 5799 犬塚　陸斗 ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 2 高校男子5000m
5 名経大高蔵高 5813 原田　幸宜 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 1 高校男子5000m
6 名経大高蔵高 5803 曽田　翔五 ｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 2 高校男子5000m
7 愛知高 3588 市川　波琉 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 1 高校男子5000m
8 豊川工高 9127 富永　倖生 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 2 高校男子5000m
9 大同特殊鋼 4853 林　勇輝 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 一般男子5000m

10 名経大高蔵高 5820 達　飛嘉 ﾀﾂ ｱｽﾖｼ 1 高校男子5000m
11 名経大高蔵高 5831 丹羽　朋樹 ﾆﾜ ﾄﾓｷ 1 高校男子5000m
12 鳳来RT 8058 木村　雅幸 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 一般男子5000m
13 名経大高蔵高 5815 守山　晴之 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 1 高校男子5000m
14 名大 629 野澤　侑五 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 2 一般男子5000m
15 名大 619 松井　孝矢 ﾏﾂｲ ｺｳﾔ 2 一般男子5000m
16 名大 640 鈴木　智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ M1 一般男子5000m
17 愛工大名電高 3914 福永　藍都 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲﾄ 3 高校男子5000m
18 豊明高 4153 近藤　佑亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 3 高校男子5000m
19 名経大高蔵高 5830 神崎　晴彦 ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ 1 高校男子5000m
20 名経大高蔵高 4174 長島　正真 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳﾏ 1 高校男子5000m

10 1 長久手ＲＣ 4825 和田　健志 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼ 一般男子5000m
2 CROSSOVER 4770 濱村　太一 ﾊﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ 一般男子5000m
3 津島東高 10 森 　綾輝 ﾓﾘ ｱﾔｷ 2 高校男子5000m
4 愛知陸協 9247 日比野　就一 ﾋﾋﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ 一般男子5000m
5 愛産大三河高 7351 藤田　陣 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ 3 高校男子5000m
6 愛産大三河高 7364 渡辺　悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 2 高校男子5000m
7 横須賀高 6607 柴田　順平 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 2 一般男子5000m
8 名経大高蔵高 5829 丹下　照道 ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳﾄﾞｳ 1 高校男子5000m
9 愛知高 3491 林　凌楽 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 2 高校男子5000m

10 豊明高 4160 藤原　光一郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 2 高校男子5000m
11 蒲郡クラブ 7905 山本　晃之 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ 一般男子5000m
12 豊明高 4155 岩田　輝 ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ 2 高校男子5000m
13 愛知マスターズ 6459 髙木　大 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 一般男子5000m
14 豊明高 4158 山崎　啓斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾄ 2 高校男子5000m
15 豊川工高 9123 諏訪　歩夢 ｽﾜ ｱﾕﾑ 3 高校男子5000m
16 豊川工高 9132 山崎　愛翔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 2 高校男子5000m
17 名大 1060 西田　翔 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ 1 一般男子5000m
18 愛工大名電高 3838 若松　駿 ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ 3 高校男子5000m
19 愛工大名電高 3845 加藤　琳太郎 ｶﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 2 高校男子5000m
20 旭野高 3681 澤田　誉生 ｻﾜﾀﾞ ﾎﾀｶ 2 高校男子5000m
21 旭野高 2036 中川　太雅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 1 高校男子5000m



9 1 CROSSOVER 4764 前家　涼佑 ﾏｴﾔ ﾘｮｳｽｹ 一般男子5000m
2 愛知黎明高 1885 森島　優樹 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ 3 高校男子5000m
3 名経大高蔵高 4505 祖父江　　将晴 ｿﾌﾞｴ  ﾏｻﾊﾙ 1 高校男子5000m
4 名経大高蔵高 5802 仙石　大翔 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾙﾄ 2 高校男子5000m
5 名工大 682 三井　玲央 ﾐﾂｲ ﾚｵ M1 一般男子5000m
6 富士松ＡＣ 6442 岩月　崇 ｲﾜﾂｷ ﾀｶｼ 一般男子5000m
7 重工名古屋 4556 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 一般男子5000m
8 重工名古屋 4555 古田　耕治 ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ 一般男子5000m
9 横須賀高 6606 山本　帆人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾝﾄ 2 一般男子5000m

10 I.A.R.C名古屋 4479 清水　治馬 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾏ 一般男子5000m
11 津島東高 147 二村　　胡羽 ﾌﾀﾑﾗ ｺｳ 1 高校男子5000m
12 津島東高 155 水野　　颯也 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾔ 1 高校男子5000m
13 南山大 562 堀川　将輝 ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｷ 2 一般男子5000m
14 名工大 677 山内　直也 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾔ 4 一般男子5000m
15 名古屋高 3603 大島　隆生 ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 3 高校男子5000m
16 名古屋高 3593 瀧日　康太郎 ﾀｷﾋ ｺｳﾀﾛｳ 3 高校男子5000m
17 愛工大名電高 3831 井筒　愛翔 ｲﾂﾞﾂ ﾏﾅﾄ 1 高校男子5000m
18 庄内ＲＴ 4583 中野　哲也 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ 一般男子5000m
19 旭野高 2038 白木　勇 ｼﾗｷ ｲｻﾑ 1 高校男子5000m
20 天白高 5953 上野　祐 ｳｴﾉ ﾕｳ 2 高校男子5000m

8 1 刈谷高 7417 小林　泰旗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 2 高校男子5000m
2 刈谷高 7415 中谷　天星 ﾅｶﾀﾆ ﾃﾝｾｲ 2 高校男子5000m
3 大同特殊鋼 2124 坪根　睦樹 ﾂﾎﾞﾈ ﾖｼｷ 一般男子5000m
4 名古屋高 3611 那須　銀乃助 ﾅｽ ｷﾞﾝﾉｽｹ 2 高校男子5000m
5 岡崎高 7818 仁井田　徳真 ﾆｲﾀﾞ ﾄｸﾏ 2 高校男子5000m
6 愛産大三河高 7367 外山　徠桜 ﾄﾔﾏ ﾘｵ 1 高校男子5000m
7 旭野高 2039 田口　直弥 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 1 高校男子5000m
8 豊明高 4162 永山　大志 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ 2 高校男子5000m
9 豊明高 4162 永山　大志 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ 2 高校男子5000m

10 豊明高 4164 山岸　遥斗 ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙﾄ 2 高校男子5000m
11 みかん山 4443 永田　和寛 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 一般男子5000m
12 愛知黎明高 866 安田　弘光 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 2 高校男子5000m
13 豊川工高 9125 相澤　直弥 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 3 高校男子5000m
14 豊川工高 9444 小林　里央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 1 高校男子5000m
15 豊川工高 9454 坂本　新之介 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 1 高校男子5000m
16 豊川工高 9457 山下　智成 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ 1 高校男子5000m
17 豊田高専 7460 佐々木　太馳 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 2 高校男子5000m
18 名古屋高 3628 木村　武誉 ｷﾑﾗ ﾀｹﾙ 2 高校男子5000m
19 旭野高 2042 加藤　泰聖 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 1 高校男子5000m
20 名経大高蔵高 5812 梅岡　蒼空 ｳﾒｵｶ ｿﾗ 1 高校男子5000m
21 名古屋高 2161 小松　勇仁 ｺﾏﾂ ﾕｳﾄ 1 高校男子5000m
22 岡崎高 8326 髙田　佑人 ﾀｶﾀ ﾕｳﾄ 1 高校男子5000m

7 1 津島東高 154 住田　　和樹 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1 高校男子5000m
2 安城東高 8163 末吉　悠人 ｽｴﾖｼ ﾊﾙﾄ 1 一般男子5000m
3 岡崎高 8327 加藤　大智 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 1 高校男子5000m
4 愛産大三河高 7354 柏木　涼賀 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ 3 高校男子5000m
5 愛産大三河高 7359 河隅　祥葵 ｶﾜｽﾐ ｼｮｳｷ 3 高校男子5000m
6 愛産大三河高 7360 田畑　諒介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 3 高校男子5000m
7 愛産大三河高 7358 橋本　裕太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 3 高校男子5000m
8 愛産大三河高 7349 山本　航之介 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 2 高校男子5000m
9 天白高 4288 中川　景太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 1 高校男子5000m

10 天白高 4289 濵田　修斗 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 1 高校男子5000m
11 天白高 4398 平野　晴也 ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ 1 高校男子5000m
12 愛知黎明高 1875 淺野　将大 ｱｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 2 高校男子5000m
13 旭野高 2046 佐伯　光祐 ｻｴｷ ｺｳｽｹ 1 高校男子5000m
14 大須ＡＣ 4307 山田　維吹 ﾔﾏﾀ ｲﾌﾞｷ 1 高校男子5000m
15 長久手ＲＣ 4828 島田　拓征 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 一般男子5000m
16 横須賀高 6612 河崎　愛叶 ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ 2 一般男子5000m
17 南山大 1124 豊吉　優理 ﾄﾖｼ ﾕｳﾘ 1 一般男子5000m
18 名古屋南高 4291 大野　暖真 ｵｵﾉ ﾊﾙﾏ 1 高校男子5000m
19 旭野高 2079 山本　律希 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾂｷ 1 高校男子5000m
20 豊明高 4159 千種　輝竜 ﾁｸｻ ｷﾘｭｳ 2 高校男子5000m



6 1 大同特殊鋼 4856 北林　誠 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 一般男子5000m
2 名古屋高 3627 永澤　晃 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 2 高校男子5000m
3 名古屋高 3622 吉川　蒼大 ﾖｼｶﾜ ｿｳﾀﾞｲ 2 高校男子5000m
4 阿久比高 6726 加藤　楓 ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ 2 高校男子5000m
5 阿久比高 6857 近藤　大地 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 1 高校男子5000m
6 天白高 5946 後藤　優樹 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 2 高校男子5000m
7 天白高 5947 山下　輝朗 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｱｷ 2 高校男子5000m
8 天白高 4402 加藤　健真 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 1 高校男子5000m
9 天白高 5943 天野　海斗 ｱﾏﾉ ｶｲﾄ 3 高校男子5000m

10 横須賀高 6614 岡田　湊吏 ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾘ 2 一般男子5000m
11 豊明高 4165 森　琉希 ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 2 高校男子5000m
12 愛知高 3578 東　浩大 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 2 高校男子5000m
13 南山大 543 松元　政憲 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 2 一般男子5000m
14 江南高 1638 安田　佑希 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 2 高校男子5000m
15 江南高 256 吉松　琥太郎 ﾖｼﾏﾂ ｺﾀﾛｳ 1 高校男子5000m
16 江南高 247 本田　大翔 ﾎﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ 1 高校男子5000m
17 江南高 248 丹羽　飛翔 ﾆﾜ ﾂﾊﾞｻ 1 高校男子5000m
18 愛知黎明高 1888 宮川　和磨 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 3 高校男子5000m
19 向陽高 5991 伊藤　多空 ｲﾄｳ ﾀｸ 2 高校男子5000m
20 横須賀高 6602 山本　宇亨 ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ 2 一般男子5000m

5 1 豊明高 4309 上野　大輝 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 1 高校男子5000m
2 豊明高 4307 田中　洸 ﾀﾅｶ ｺｳ 1 高校男子5000m
3 横須賀高 6771 伊藤　心大 ｲﾄｳ ｼﾝﾀ 1 一般男子5000m
4 新川高 1975 仁木　康介 ﾆｷ ｺｳｽｹ 2 高校男子5000m
5 名古屋高 3608 山田　雅大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 2 高校男子5000m
6 愛知黎明高 1876 鈴木　一稀 ｽｽﾞｷ ｲﾂｷ 2 高校男子5000m
7 愛知黎明高 1889 松本　旺育 ﾏﾂﾓﾄ ｵｳｽｹ 3 高校男子5000m
8 新川高 1973 柴田　涼太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2 高校男子5000m
9 横須賀高 6783 永井　智也 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ 1 一般男子5000m

10 南山大 1042 武藤　向平 ﾑﾄｳ ｺｳﾍｲ 1 一般男子5000m
11 庄内ＲＴ 4589 米田　政史 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 一般男子5000m
12 横須賀高 6763 石川　友博 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 1 一般男子5000m
13 大同特殊鋼 4854 佐藤　強 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 一般男子5000m
14 愛工大名電高 3813 細江　翼 ﾎｿｴ ﾂﾊﾞｻ 3 高校男子5000m
15 向陽高 4001 若松　歩駕 ﾜｶﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 2 高校男子5000m
16 昭和高 5758 祖父江　晴天 ｿﾌﾞｴ ﾊﾙﾀｶ 2 高校男子5000m
17 昭和高 5762 中尾　耕大 ﾅｶｵ ｺｳﾀﾞｲ 2 高校男子5000m
18 昭和高 5761 長尾　悠杜 ﾅｶﾞｵ ﾊﾙﾄ 2 高校男子5000m
19 昭和高 5778 古川　東吾 ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｺﾞ 2 高校男子5000m
20 昭和高 5776 松井　洋斗 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 2 高校男子5000m
21 昭和高 4372 林　拓慶 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 1 高校男子5000m

4 1 阿久比高 6732 大澤　世南 ｵｵｻﾜ ｾﾅ 2 高校男子5000m
2 阿久比高 6733 國長　竣太 ｸﾆﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ 2 高校男子5000m
3 阿久比高 6858 辰巳　蓮 ﾀﾂﾐ ﾚﾝ 1 高校男子5000m
4 阿久比高 6861 三輪　颯太 ﾐﾜ ｿｳﾀ 1 高校男子5000m
5 豊田高 8002 伊藤　雄馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 2 高校男子5000m
6 豊田高 8371 森下　琉雅 ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ 1 高校男子5000m
8 安城東高 8168 杉浦　多郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾛｳ 1 一般男子5000m
9 桜台高 5890 石川　陽平 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ 2 高校男子5000m

10 桜台高 5892 橋本　昂大 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 2 高校男子5000m
11 桜台高 4359 加藤　諒也 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾔ 1 高校男子5000m
12 岡崎高 8324 高田　大翔 ﾀｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ 1 高校男子5000m
13 岡崎高 8330 岸　幸汰 ｷｼ ｺｳﾀ 1 高校男子5000m
14 愛産大三河高 7362 前原　凌 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ 2 高校男子5000m
15 愛産大三河高 8354 坂本　鉄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂ 1 高校男子5000m
16 天白高 4405 浅野　稀央 ｱｻﾉ ﾏﾋﾛ 1 高校男子5000m
17 天白高 4406 三芳　侑大 ﾐﾖｼ ﾕｳﾀﾞｲ 1 高校男子5000m
18 刈谷高 8146 寺内　志龍 ﾃﾗｳﾁ ｼﾘｭｳ 1 高校男子5000m
19 岡崎高 8322 加藤　丈瑠 ｶﾄｳ ﾀｹﾙ 1 高校男子5000m
20 岡崎高 8328 牧野　惺也 ﾏｷﾉ ｾｲﾔ 1 高校男子5000m
21 刈谷高 8142 岡本　昂大 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 1 高校男子5000m
22 刈谷高 8144 新美　直輝 ﾆｲﾐ ﾅｵｷ 1 高校男子5000m



3 1 豊田高専 8394 松本　響 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 1 高校男子5000m
2 市工芸高 3670 岩田　壮生 ｲﾜﾀ ｿｳｷ 2 高校男子5000m
3 向陽高 4460 井上　実成 ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾘ 1 高校男子5000m
4 向陽高 4459 大岩　孝徳 ｵｵｲﾜ ﾀｶﾉﾘ 1 高校男子5000m
5 向陽高 4454 高橋　奏多 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 1 高校男子5000m
6 向陽高 4000 戸谷　悠悟 ﾄﾔ ﾕｳｺﾞ 2 高校男子5000m
7 豊田高 7999 會田　康太 ｱｲﾀﾞ ｺｳﾀ 2 高校男子5000m
8 愛工大名電高 3827 岡田　玲偉 ｵｶﾀﾞ ﾚｲ 2 高校男子5000m
9 岡崎高 7798 河合　琢登 ｶﾜｲ ﾀｸﾄ 2 高校男子5000m

10 庄内ＲＴ 4585 鈴木　克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 一般男子5000m
11 愛産大工高 5875 三原　礼央 ﾐﾊﾗ ﾚｵ 2 高校男子5000m
12 旭野高 3685 松村　海星 ﾏﾂﾑﾗ ｶｲｾｲ 2 高校男子5000m
13 向陽高 4456 中村　優大 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 2 高校男子5000m
14 日進RC 2023 里澤　聡洋 ｻﾄｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 一般男子5000m
15 横須賀高 6601 奥田　康介 ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 2 一般男子5000m
16 庄内ＲＴ 4593 面屋　昌樹 ｵﾓﾔ ﾏｻｷ 一般男子5000m
17 ＡＣ一宮 585 木村　敏弘 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 一般男子5000m
18 天白高 5955 伊佐　友吾 ｲｻ ﾕｳｺﾞ 2 高校男子5000m
19 横須賀高 6782 森川　航真 ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾏ 1 一般男子5000m
20 横須賀高 6865 加藤　康暉 ｶﾄｳ ｺｳｷ 1 一般男子5000m
21 横須賀高 6770 光永　稀一郎 ﾐﾂﾅｶﾞ ｷｲﾁﾛｳ 1 一般男子5000m
22 新川高 1974 永井　柊哉 ﾅｶﾞｲ ｼｭｳﾔ 2 高校男子5000m
23 名東高 2058 堀　馨太 ﾎﾘ ｹｲﾀ 1 高校男子5000m

2 1 刈谷高 8141 下田　直澄 ｼﾓﾀﾞ ﾅｵﾄ 1 高校男子5000m
2 豊田高 7997 宇佐美　幸喜 ｳｻﾐ ｺｳｷ 2 高校男子5000m
3 桜台高 4360 佐合　広琉 ｻｺﾞｳ ﾀｹﾙ 1 高校男子5000m
4 桜台高 4362 藤澤　宗一郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 1 高校男子5000m
5 桜台高 4357 山田　朋典 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 1 高校男子5000m
6 桜台高 4363 横井　陽路 ﾖｺｲ ﾋﾛ 1 高校男子5000m
7 江南高 1640 牧野　隼士 ﾏｷﾉ ｼｭﾝﾄ 2 高校男子5000m
8 江南高 255 前澤　春希 ﾏｴｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 1 高校男子5000m
9 江南高 1646 遠藤　颯人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 2 高校男子5000m

10 江南高 246 池田　一朗 ｲｹﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 1 高校男子5000m
11 愛産大工高 5863 斉藤　巧実 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 3 高校男子5000m
12 愛産大工高 5874 杉本　満崇 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾁﾀｶ 2 高校男子5000m
13 知多翔洋高 6664 山本　敦暉 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ 2 高校男子5000m
14 知多翔洋高 6842 豊田　和舞 ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 1 高校男子5000m
15 長久手ＲＣ 4824 遠藤　　誠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 一般男子5000m
16 名古屋高 2162 菅野　光 ｶﾝﾉ ﾋｶﾘ 1 高校男子5000m
17 市工芸高 3988 宮田　竜之介 ﾐﾔﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 1 高校男子5000m
18 名古屋高 3609 鷲津　時歩 ﾜｼﾂﾞ ﾄｷﾎ 2 高校男子5000m
19 江南高 1644 古橋　柚貴 ﾌﾙﾊｼ ﾕｽﾞｷ 2 高校男子5000m
20 名古屋高 3610 加藤　優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 2 高校男子5000m
21 南山大 1048 松浦　幸太郎 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 1 一般男子5000m
22 愛産大工高 5873 雑賀　斗希 ｻｲｶﾞ ﾄｳｷ 2 高校男子5000m
23 愛産大工高 5861 長谷川　翔馬 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 2 高校男子5000m
24 明和高 3883 疋田　航太郎 ﾋｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ 2 高校男子5000m

1 1 名古屋高 2222 根来　翼 ﾈｺﾞﾛ ﾂﾊﾞｻ 2 高校男子5000m
2 愛産大工高 4528 小嶋　凌輔 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 1 高校男子5000m
3 愛産大工高 4534 水野　千優 ﾐｽﾞﾉ ﾁﾕ 1 高校男子5000m
4 津島東高 259 村瀬　洸太 ﾑﾗｾ ｺｳﾀ 1 高校男子5000m
5 豊田南高 7565 今瀬　薫志 ｲﾏｾ ﾕｷﾑﾈ 2 高校男子5000m
6 豊田南高 7571 外園　大和 ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ 2 高校男子5000m
7 豊田南高 8293 板垣　光 ｲﾀｶﾞｷ ﾋｶﾙ 1 高校男子5000m
8 豊田南高 8300 奥植　煌斗 ｵｸｳｴ ｷﾗﾄ 1 高校男子5000m
9 豊田南高 8296 久野　優樹 ｸﾉ ﾕｳｷ 1 高校男子5000m

10 豊田南高 8297 三隅　輝仁 ﾐｽﾐ ｱｷﾋﾄ 1 高校男子5000m
11 豊田南高 8291 村松　大瑚 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾞｲｺﾞ 1 高校男子5000m
12 愛知黎明高 1886 寺園　晃 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾋｶﾙ 3 高校男子5000m
13 愛知黎明高 1900 沢田　将 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳ 1 高校男子5000m
14 愛知黎明高 1902 津田　隆之介 ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 1 高校男子5000m
15 愛知黎明高 1881 平野　奏翔 ﾋﾗﾉ ｶﾅﾄ 1 高校男子5000m
16 愛知黎明高 1880 高村　泰地 ﾀｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 1 高校男子5000m
17 明和高 2023 青木　博豊 ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 1 高校男子5000m
18 明和高 2026 磯村　尚希 ｲｿﾑﾗ ﾅｵｷ 1 高校男子5000m
19 明和高 2025 佐藤　柊斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 1 高校男子5000m



20 明和高 2024 余井　快翼 ﾖﾉｲ ｶｲﾄ 1 高校男子5000m
21 トヨタＳＣ 6339 大竹　正吾 ｵｵﾀｹ ｼｮｳｺﾞ 一般男子5000m

　男　子　１００００m
組 ＯＤ 団体・チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競技者氏名 氏名カナ 学年 エントリー種目
2 1 愛知工大 74 渡邉　大誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 4 一般男子10000m

2 愛知工大 80 吉田　椋哉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 2 一般男子10000m
3 愛知工大 86 立松　和馬 ﾀﾃﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 2 一般男子10000m
4 CROSSOVER 4763 野﨑　洋平 ﾉｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ 一般男子10000m
5 津島東高 24 小鹿　祐渡 ｵｼﾞｶ ﾕｳﾄ 3 一般男子10000m
6 岡崎高 7796 辻　陽介 ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ 2 高校男子10000m
7 津島東高 23 岩田　玄弥 ｲﾜﾀ ｹﾞﾝﾔ 3 一般男子10000m
8 愛工大名電高 3822 杉本　一太 ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾁﾀ 2 高校男子10000m
9 愛工大名電高 3821 槇　信太朗 ﾏｷ ｼﾝﾀﾛｳ 2 高校男子10000m

10 トヨタＳＣ 6326 岡山　大介 ｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 一般男子10000m
11 愛工大名電高 3839 井手　結希人 ｲﾃ ﾕｷﾄ 2 高校男子10000m
12 愛知工大 82 花岡　雅也 ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾔ 2 一般男子10000m
13 愛知工大 75 土方　悠暉 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ 2 一般男子10000m
14 愛知工大 84 竹中　太一 ﾀｹﾅｶ ﾀｲﾁ 4 一般男子10000m
15 愛知工大 89 金尾　凌太 ｶﾅｵ ﾘｮｳﾀ 1 一般男子10000m
16 愛知工大 79 セルオド　ジャムバルドルジｾﾙｵﾄﾞ ｼﾞｬﾑﾊﾞﾙﾄﾞﾙｼﾞ 2 一般男子10000m
17 津島東高 25 室　　達哉 ﾑﾛ ﾀﾂﾔ 3 一般男子10000m
18 津島東高 30 山﨑 　凜吾 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝｺﾞ 2 一般男子10000m
19 愛知工大 90 太田　悠斗 ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 1 一般男子10000m
20 愛知工大 81 佐々木　斗羽 ｻｻｷ ﾄﾜ 2 一般男子10000m
21 名市大 603 尾崎　楓太 ｵｻﾞｷ ﾌｳﾀ 3 一般男子10000m
22 愛知陸協 9745 本田　椋也 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 一般男子10000m
23 名大 607 内田　朋秀 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ M2 一般男子10000m
24 愛知工大 88 岸本　治衛 ｷｼﾓﾄ ﾊﾙﾓﾘ 1 一般男子10000m
25 愛知工大 77 榊原　智也 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 4 一般男子10000m
26 愛知陸協 9252 笠木　良平 一般男子10000m
27 天白川走友会 4907 小川　博史 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 一般男子10000m

1 1 刈谷高 8147 山田　直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 1 高校男子10000m
2 豊田高専 7459 村松　稜太 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 2 高校男子10000m
3 阿久比高 6728 馬渡　翔大 ﾏﾜﾀﾘ ｶｲﾄ 2 高校男子10000m
4 江南高 1642 岩井　大和 ｲﾜｲ ﾔﾏﾄ 2 高校男子10000m
5 江南高 1625 平田　大空 ﾋﾗﾀ ｿﾗ 2 高校男子10000m
6 豊田高専 804 伊藤　渉 ｲﾄｳ ｼｮｳ 2 一般男子10000m
7 豊田高専 7452 田村　直人 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾄ 3 高校男子10000m
8 西尾高 7473 近藤　啓太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 2 高校男子10000m
9 名東高 2055 太田　丈晴 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｾｲ 1 高校男子10000m

10 チームカケル 6380 宮地　弘典 ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾉﾘ 一般男子10000m
11 あいち健康の森 4933 有田　龍平 ｱﾘﾀ ﾘｭｳﾍｲ 一般男子10000m
12 富士松ＡＣ 6440 稲葉　賢治 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 一般男子10000m
13 昭和高 4370 金沢　優樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ 1 高校男子10000m
14 名東高 3758 中川　舜介 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 2 高校男子10000m
15 名東高 2059 水越　陽介 ﾐｽﾞｺｼ ﾖｳｽｹ 1 高校男子10000m
16 江南高 1637 近藤　暖隼 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 2 高校男子10000m
17 江南高 1641 筆谷　太吉 ﾌﾃﾞﾔ ﾀｷﾁ 2 高校男子10000m
18 豊田南高 7566 福岡　斗望 ﾌｸｵｶ ﾄﾓ 2 高校男子10000m
19 豊田南高 7568 鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 2 高校男子10000m
20 豊田南高 7570 桐畑　大和 ｷﾘﾊﾀ ﾔﾏﾄ 2 高校男子10000m
21 向陽高 4002 中村　駿介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 2 高校男子10000m
22 愛知黎明高 1882 加藤　大嗣 ｶﾄｳ ﾀｲｼ 1 高校男子10000m
23 愛知黎明高 1897 岩田　翔平 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 1 高校男子10000m
24 岡崎高 7799 稲吉　健 ｲﾅﾖｼ ｹﾝ 2 高校男子10000m


