
男子100m

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

ｱｽﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ ｺｶﾞ ﾊﾙﾄ

1 8614 東　和(3) 東山中 11.77 1 8988 古賀　悠透(2) 前林中 11.9
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｶｸ ｹﾞﾝﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

2 9334 佐藤　大覚(2) 桜井中 11.70 2 9362 源田　惟吹(3) 高浜南 11.92
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｼﾞﾂ ｴｲｼﾞ

3 8737 清水　幸太郎(3) 鶴城中 11.78 3 9043 田實　英治(3) 逢妻中 11.96
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ ﾌｼﾞﾀ ｲｵ

4 8712 竹内　健人(3) 刈谷東中 11.68 4 8869 藤田　唯央(3) 福岡中 11.84
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｳﾁ ﾀｯﾍﾟｲ

5 8417 岡本　紘太朗(3) 安城JY 11.53 5 8931 山内　達平(3) 安城北中 11.80
ﾖｺﾔﾏ ﾚｵﾝ ｲｸﾀ ﾏｻﾅｶﾞ

6 9200 横山　蓮音(2) 高橋中 11.44 6 8508 生田　昌長(3) 矢作中 11.80
ｵﾉ ﾏﾋﾛ ﾄｶﾞｼ ｱﾀﾙ

7 8693 小野　真大(3) 東山中 11.30 7 8299 藤樫　陽向(2) 平坂中 11.85
ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ ｵｸﾑﾗ ｲﾂｷ

8 9113 森川　陽介(3) 安城南中 11.69 8 9005 奥村　慈大(3) 前林中 11.9
ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

9 8618 杉山　惇人(2) 東山中 11.70 9 9228 鈴木　琉晟(3) 依佐美中 11.86

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

ﾖｼﾓﾄ ｼｭｳｴｲ ﾐﾔｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ

1 8585 吉本　柊瑛(2) 富士松中 12.21 1 9325 宮上　純(2) 朝日丘中 12.30
ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾇｲﾍﾞ ﾊﾙｷ

2 9049 吉永　隆之介(3) 逢妻中 12.21 2 8486 縫部　陽樹(3) 猿投台 12.34
ｸﾗｳﾁ ｹｲｺﾞ ｸﾉ ﾀｸﾐ

3 9110 倉内　啓冴(3) 安城南中 12.15 3 8766 久野　巧(2) 上郷中 12.30
ﾂﾂﾞｷ ﾕｲﾄ ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

4 9015 都築　唯斗(3) 西尾一色中 12.00 4 8934 橋本　純之介(2) 安城北中 12.27
ﾊｯﾄﾘ ﾋﾄﾔ ｵｵﾊｼ ﾀｸﾔ

5 8610 服部　仁弥(3) 東山中 12.07 5 8734 大橋　拓矢(3) 鶴城中 12.26
ﾅﾙｷ ﾘｮｳﾔ ﾊｯﾄﾘ ﾕｲﾄ

6 9252 成城　亮哉(2) 豊南中 12.02 6 9047 服部　結斗(3) 逢妻中 12.24
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼｭﾝﾔ ｺﾞｳﾀﾞ ﾋｻｷ

7 8392 今泉　俊哉(3) 岡崎北 12.07 7 9443 合田　悠暉(3) ハイテクＡＣ 12.25
ｲﾏﾑﾗ ﾘｭｳｼｮｳ ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾀ

8 8617 今村　琉翔(2) 東山中 12.14 8 9202 井上　駿太(3) 保見中 12.29
ﾀｶｽ ｿｳﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

9 8272 髙須　蒼矢(3) 篠目中 12.12 9 8411 山田　新悟(2) 岡崎北 12.27

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

ﾔｽｴ ｻｸﾔ ｻｲﾊﾞ ﾕｳﾏ

1 9321 安江　咲椰(2) 朝日丘中 12.50 1 8565 齊場　佑真(2) 矢作北中 12.67
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀﾞｲ

2 8809 中村　敬悟(3) 六ツ美北中 12.48 2 9069 加藤　遼大(1) へき陸ジュニア 12.67
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ﾏﾝｾﾞﾝ ﾏｻｷ

3 8995 鈴木　悠斗(2) 前林中 12.5 3 8787 万前　真輝(2) 知立中 12.70
ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ

4 9048 三村　祐輝(3) 逢妻中 12.40 4 9204 小山　翔大(3) 保見中 12.50
ﾆｼﾌﾞ ｱﾂｷ ｲﾀｸﾗ ｾｲﾔ

5 8859 西部　篤生(2) 葵中 12.43 5 9256 板倉　成哉(2) 豊南中 12.61
ｼﾏﾀﾞ ﾊｽﾐ ｵｵﾓﾄ ﾕｳｷ

6 8759 島田　蓮海(3) 上郷中 12.40 6 9119 大元　悠生(3) 安城南中 12.56
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｼｶﾞ ﾊﾙ

7 9138 神田　悠佑(3) 甲山中 12.37 7 8283 志賀　晴(2) 篠目中 12.55
ｵｵﾊﾞ ﾘｸ ｵｵｺｳﾁ ﾋﾅﾀ

8 8492 大塲　璃久(2) 猿投台 12.45 8 8751 大河内　日向(2) 鶴城中 12.65
ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ ﾎｼﾉ ﾘｭｳｾｲ

9 9764 鈴木　輝(1) 逢妻中 12.43 9 8773 星野　颯生(2) 上郷中 12.65
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男子100m

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

ｶｽﾔ ﾊﾙﾄ ｷﾑﾗ ﾚﾝ

1 9206 粕谷　遥斗(2) 保見中 12.77 1 9341 木村　漣(2) 桜井中 12.90
ｲﾄ ｶｲｷ ｸﾛﾀﾞ ｼﾂﾞｷ

2 8316 イト　カイキ(3) 高浜中 12.77 2 8744 黒田　梓月(3) 鶴城中 12.89
ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ ｻｴｷ ﾀｹﾙ

3 8295 菅原　新之助(2) 平坂中 12.77 3 8900 佐伯　恭琉(2) 刈谷南中 12.91
ﾀﾆﾓﾄ ﾗｲﾔ ﾊﾗ ｺｳｾｲ

4 8904 谷本　徠耶(2) 刈谷南中 12.71 4 9129 原　煌星(3) 安城南中 12.85
ﾔｽｲ ﾊﾙﾄ ﾊｼｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾊ

5 9528 安井　遥人(1) 矢作北中 12.72 5 9121 橋口　世羽(2) 安城南中 12.79
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾖｼ ｸｽﾒｷﾞ ﾕｳﾀ

6 9480 杉浦　崇義(1) 六ツ美中 12.72 6 8920 久壽米木　　優太(2) 浄水中 12.80
ｶﾄｳ ｼｮｳﾗ ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

7 9502 加藤　章羅(1) 安城西中 12.73 7 9037 石田　光一(2) 吉良中 12.83
ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾄ ｻｸﾗｲ ｹﾞﾝｷ

8 8741 杉浦　大翔(3) 鶴城中 12.76 8 8858 櫻井　元稀(2) 葵中 12.85
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ｱｽﾞﾏ ｼｮｳﾀ

9 9255 竹内　悠斗(2) 豊南中 12.74 9 8564 東　祥太(2) 矢作北中 12.88

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

ﾀｻｷ ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ

1 8990 田崎　駿(2) 前林中 13.0 1 9260 高橋　郁翔(2) 豊南中 13.03
ﾌｶﾔ ｶｹﾙ ﾔｽﾐﾂ ﾊﾙﾋ

2 9665 深谷　風翔(1) 知立中 13.00 2 8536 安光　悠陽(2) 矢作中 13.03
ﾋﾛﾄﾐ ﾘｭｳｾｲ ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

3 9217 廣富　琉成(2) 保見中 13.00 3 9112 栗田　真陽路(3) 安城南中 13.02
ｸﾄﾞｳ ｷﾞﾝｶﾞ ｻｺｲ ﾘｵﾝ

4 9364 工藤　銀河(3) 高浜南 12.93 4 9046 佐鯉　俐音(3) 逢妻中 13.00
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾀ ｶﾉｳ ﾕｳﾀ

5 9039 早川　幸汰(2) 吉良中 12.92 5 9219 加納　侑汰(2) 保見中 13.00
ｲﾄｳ ﾗｲﾄ ｺﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ

6 9510 伊藤　雷虎(1) 竜海中 12.92 6 9326 小西　晃太郎(2) 朝日丘中 13.00
ﾅﾙｶﾜ ﾕﾏ ﾄｸﾗ ｶｲﾘ

7 8763 成河　夢馬(3) 上郷中 12.98 7 9028 徳倉　魁里(2) 西尾一色中 13.00
ｵｷﾞﾀ ｶｲﾘ ﾐﾜ ｱｻﾋ

8 8735 荻田　快陸(3) 鶴城中 12.98 8 9073 三輪　旭(3) 安城西中 13.00
ﾅｶｿﾈ ｺｳ ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｸﾏ

9 8540 仲宗根　煌(2) 矢作中 12.98 9 9444 岩永　拓真(3) ハイテクＡＣ 13.01

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

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

ｻﾄｳ ﾘｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ

1 8374 佐藤　利輝(2) 城北中 13.10 1 9773 山田　翔大(1) 岡崎南中 13.27
ﾀｶｲ ﾋﾋﾞｷ ｼﾞｮｳﾉ ｹｲﾀ

2 9257 高井　響(2) 豊南中 13.10 2 8901 城野　恵汰(2) 刈谷南中 13.27
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｶﾞ ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅﾀ

3 9034 前田　光駕(3) 吉良中 13.10 3 8568 杉本　陽向(2) 矢作北中 13.25
ｳｴｵ ｱﾂｷ ｶﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ

4 8620 上尾　碧月(2) 東山中 13.06 4 9036 勝田　碩輝(2) 吉良中 13.20
ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｵﾊﾞﾀ ﾃﾂｼ

5 8314 志村　一翔(3) 高浜中 13.05 5 8895 小幡　哲士(3) 刈谷南中 13.19
ﾂｹﾞ ﾖｼｷ ｺﾔﾏ ｹｲﾀ

6 8903 柘植　佳樹(2) 刈谷南中 13.03 6 9162 小山　景大(2) 六ツ美中 13.13
ﾆｲﾐ ﾄｳﾏ ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｱ

7 8905 新美　瞳真(2) 刈谷南中 13.05 7 9210 村松　誠愛(2) 保見中 13.11
ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ ｱﾗｲ ｺｳｷ

8 8521 太田　悠介(3) 矢作中 13.10 8 9116 新井　洸希(3) 安城南中 13.2
ﾄﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｻｸﾏ ｺｳｷ

9 8498 戸田　悠介(2) 猿投台 13.10 9 9524 佐久間　皓揮(1) 矢作北中 13.20
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男子100m

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ｲｼｶﾜ ﾐﾉﾙ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

1 9808 石川　稔(1) 六ツ美北中 13.38 1 8991 佐藤　大介(2) 前林中 13.5
ｶﾐﾔ ﾕｳﾀ ﾉﾀﾞ ｿｳﾏ

2 9196 神谷　悠太(2) 高橋中 13.40 2 9000 野田　蒼馬(2) 前林中 13.5
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ ｱﾏﾉ ﾊﾙ

3 8661 齊藤　舜(2) 岡崎南中 13.36 3 8992 天野　悠琉(2) 前林中 13.5
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾔ ﾖｼﾐ ﾘｭｳｷ

4 9498 山本　拳矢(1) 安城北中 13.29 4 9585 吉見　琉希(1) 西尾東部中 13.42
ｽｷﾞｼﾀ ﾐﾋﾛ ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ

5 8815 杉下　実啓(2) 六ツ美北中 13.33 5 8957 青木　大芽(2) 西尾東部中 13.42
ﾑﾗｾ ﾅｷﾞ ｵｵﾔ ﾙｲ

6 9533 村瀬　凪(1) 猿投台 13.30 6 9505 大矢　琉生(1) 安城南中 13.41
ｲｼｶﾜ ｱﾗﾀ ｶﾄｳ ﾚｵ

7 9081 石川　新大(2) 安城西中 13.28 7 9691 加藤　礼煌(1) 朝日丘中 13.50
ｸﾔﾏ ｿｳﾀ ｶﾈﾐﾂ ﾙｷ

8 8559 久山　颯太(2) 矢作北中 13.35 8 8860 金光　琉希(2) 葵中 13.5
ｺﾞﾄｳ ﾃﾞｨﾗﾝ ｶﾒｶﾞｲ ｺｳｶﾞ

9 9211 後藤　ﾃﾞｨﾗﾝ(2) 保見中 13.35 9 8857 亀谷　光雅(2) 葵中 13.5

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

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

ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ

1 8746 清水　幸一(2) 鶴城中 13.56 1 9461 桑原　将教(2) 美川中 13.71
ｻｶｲ ｹｲﾀ ﾊﾀﾍﾞ ﾙｲﾄ

2 9161 酒井　啓太(2) 六ツ美中 13.56 2 9050 畑辺　琉斗(3) 逢妻中 13.72
ﾓﾘﾓﾄ ｵｳｶ ｲﾏｲ ﾀｶﾋﾄ

3 9618 森本　彩湊(1) 鶴城中 13.55 3 9205 今井　崇人(2) 保見中 13.69
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｽｹ ﾌﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ

4 8788 松川　友祐(2) 知立中 13.50 4 9514 二村　有哉(1) 竜海中 13.60
ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾄ ｸﾘﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

5 9465 山﨑　恵翔(2) 美川中 13.50 5 9082 栗野　淳平(2) 安城西中 13.60
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼﾞﾝ ｼｵﾓﾄ ｺｳｾｲ

6 9686 澤柳　仁(1) 朝日丘中 13.50 6 8381 塩本　好生(2) 城北中 13.58
ﾊﾗｿﾞﾉ ﾚﾝｼﾝ ｳｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ

7 9213 原園　漣心(2) 保見中 13.50 7 9809 植田　泰成(1) 六ツ美北中 13.59
ﾀｶｼﾉ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｲｯｻ

8 8378 髙篠　遼太(2) 城北中 13.51 8 8300 中村　壱咲(2) 平坂中 13.61
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ ﾌｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

9 9214 藤井　勇介(2) 保見中 13.52 9 9529 深川　広輝(1) 矢作北中 13.62

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ ｺｳﾀﾆ ｶｹﾙ

1 9492 渡邊　　琉生(1) 豊南中 13.86 1 8577 甲谷　翔流(2) 矢作北中 13.95
ﾀｶﾐ ｼｭﾝｽｹ ｳﾗﾉ ﾀｯﾍﾟｲ

2 9813 髙見　春輔(1) 上郷中 13.83 2 9608 浦野　達平(1) 前林中 14.0
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ ｲｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ

3 9738 横山　健大(1) 矢作中 13.84 3 9068 石田　渉(1) へき陸ジュニア 13.94
ｶﾐﾔ ｿｳﾀ ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳﾀ

4 8338 神谷　颯太(2) 竜北中 13.77 4 8341 前嶋　浩大(2) 竜北中 13.92
ｲﾖﾀﾞ ｾﾅ ｵｷﾞｿ ﾌｳｶﾞ

5 9812 伊豫田　青那(1) 上郷中 13.74 5 9571 小木曽　風雅(1) 竜北中 13.88
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ ｿｳﾀﾞ ﾕｷﾑﾗ

6 9044 斎藤　聖人(3) 逢妻中 13.77 6 9009 左右田　幸村(2) 六ツ美北中 13.90
ﾏﾐﾔ ﾘｭｳｷ ｱｵｷ ﾊﾔﾄ

7 8817 間宮　隆希(2) 六ツ美北中 13.74 7 8270 青木　颯音(2) 稲武中 13.89
ｶｷｳﾁ ﾘｸ ﾊﾏ ﾊﾙﾄ

8 9254 垣内　利玖(2) 豊南中 13.80 8 9453 濵　暖人(2) みよし北中 13.94
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ ｸﾛﾉ ｼｭﾝｼﾞ

9 9535 安藤　巧磨(1) 猿投台 13.80 9 9420 黒野　隼嗣(2) 安祥 13.92

3



男子100m

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

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

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ ｶﾄｳ ﾀｹﾙ

1 9519 吉田　優太(1) 篠目中 14.00 1 9517 加藤　遵(1) 安城北中 14.25
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲﾄ ｷﾔﾏ ﾕｳｾｲ

2 9607 宮﨑　結人(1) 前林中 14.0 2 8562 木山　裕星(2) 矢作北中 14.23
ｵｸﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾇﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

3 8854 奥田　倖生(2) 葵中 14.0 3 9216 沼口　大翔(2) 保見中 14.23
ﾄﾞｲ ﾘｸ ﾅｶﾓﾄ ｿｳﾀ

4 9604 土井　陸(1) 前林中 14.0 4 9734 中元　爽太(1) 安祥 14.14
ｲﾁﾀﾞ ﾘｸ ﾅｶﾈ ﾄｵﾙ

5 9685 市田　凌久(1) 朝日丘中 14.00 5 8529 中根　通(2) 矢作中 14.05
ｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

6 9537 桐山　大宜(1) 猿投台 14.00 6 8813 片山　大馳(2) 六ツ美北中 14.11
ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼｷ ﾊﾔｼ ｱﾂﾔ

7 9017 稲垣　俊希(3) 西尾一色中 14.00 7 9455 林　篤矢(1) 稲武中 14.05
ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ ﾐﾔﾓﾄ ｺｳ

8 9733 榎本　智行(1) 安祥 14.00 8 9875 宮本　虹(1) 六ツ美北中 14.20
ｸﾂﾅ ｷｮｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ

9 9684 沓名　馨太郎(1) 朝日丘中 14.00 9 9735 髙橋　優吾(1) 安祥 14.20

21組 風(+/-    ) 22組 風(+/-    )

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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖｳ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ

1 9725 山口　煌葉(1) 竜南中 14.50 1 9035 中村　悠人(2) 吉良中 14.58
ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ ｵｻﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

2 9523 木村　陽向(1) 矢作北中 14.50 2 9368 長田　一歩輝(1) 刈谷ＡＣ 14.51
ｻﾄｳ ﾐｻｷ ﾏｷﾉ ﾘｭｳ

3 8816 佐藤　海幸(2) 六ツ美北中 14.50 3 9697 牧野　リュウ(1) 保見中 14.51
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ﾌﾙﾀ ｺﾀﾛｳ

4 9534 山田　一翔(1) 猿投台 14.30 4 9614 古田　虎太郎(1) 前林中 14.5
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

5 9126 菅原　大希(2) 安城南中 14.40 5 9846 松林　蒼空(1) 朝日丘中 14.50
ｲｼﾔﾏ ｱｷｵ ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾄ

6 9496 石山　晃生(1) 安城北中 14.30 6 9818 犬塚　祐人(1) 岡崎岩津 14.50
ｲﾅﾊﾞ ｱｷﾋﾄ ｽｽﾞｷ ｳｷｮｳ

7 8391 稲葉　昭仁(3) 岡崎北 14.40 7 9679 鈴木　佑京(1) 朝日丘中 14.50
ﾃｼﾏ ﾘｸ ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

8 9872 手嶋　力駈(1) 六ツ美北中 14.43 8 9682 高橋　隼人(1) 朝日丘中 14.50
ﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｷ

9 9678 森　琉晟(1) 朝日丘中 14.50 9 9589 川本　祐輝(1) 依佐美中 14.51

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

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

ｵｶﾞﾜ ﾑｻｼ ﾐｽﾞﾉ ｱﾅﾝ

1 8812 尾川　夢咲(2) 六ツ美北中 14.81 1 9652 水野　亜楠(1) 浄水中 15.00
ﾔｽｲ ﾀｲｼ ｵｵﾊﾗ ｾﾅ

2 9772 安井　太志(1) 岡崎南中 14.80 2 8493 大原　世愛(2) 猿投台 15.00
ﾀｶｲ ﾃﾂｵ ﾓﾄﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

3 8497 髙井　鉄生(2) 猿投台 14.80 3 9671 本村　隆汰(1) 刈谷東中 15.00
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ﾏﾂｻﾞﾄ ｼｮｳﾏ

4 9869 櫻井　悠仁(1) 六ツ美北中 14.74 4 9677 松里　翔馬(1) 朝日丘中 15.00
ｱﾘｶﾜ ｼｮｳ ｳﾒﾑﾗ ﾀｸﾏ

5 9527 有川　翔(1) 矢作北中 14.70 5 9530 梅村　拓摩(1) 猿投台 15.00
ﾖﾅ ｼｮｳﾀ ｼｹﾞﾏﾂ ﾃｯｼﾝ

6 9824 輿那　渉太(1) 刈谷南中 14.70 6 9887 重松　哲心(1) 西尾東部中 15.00
ﾃｼﾏ ﾘﾊ ｵｵｲﾜ ﾄｷｵ

7 9491 手嶋　理晴(1) 豊南中 14.62 7 8491 大岩　時生(2) 猿投台 15.00
ｶｼﾜﾀﾞ ﾙｲ ﾋﾗｵ ﾘｸ

8 9699 柏田　琉伊(1) 安城西中 14.78 8 9669 平尾　竜空(1) 刈谷東中 15.00
ｺﾔﾏ ｺｳｷ ﾔﾏｳﾁ ｲｯｾｲ

9 9215 小山　航輝(2) 保見中 14.77 9 9673 山内　一生(1) 刈谷東中 15.00
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男子100m

25組 風(+/-    ) 26組 風(+/-    )

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

ｶﾄｳ ｹｲﾄ

1 9207 加藤　圭人(2) 保見中 15.20 1
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ ｵｵﾀ ﾕｳｶﾞ

2 9696 鈴木　隆斗(1) 保見中 15.17 2 8810 太田　優雅(2) 六ツ美北中 15.68
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳ ﾀｹﾀﾞ ｶｲｵｳ

3 9799 榊原　倖(1) 幸田中 15.05 3 8917 武田　　快凰(2) 浄水中 15.66
ﾐｳﾗ ｹｲﾄ ｺﾆｼ ｹｲﾀ

4 9681 三浦　慶士(1) 朝日丘中 15.00 4 9833 小西　慶太(1) 上郷中 15.50
ｲｻﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾊﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

5 9581 諌山　博樹(1) 知立南中 15.00 5 9867 濱田　明良(1) 六ツ美北中 15.32
ｶﾐﾔ ﾀｸﾐ ｳｴﾉ ﾀｲﾖｳ

6 9670 神谷　拓己(1) 刈谷東中 15.00 6 8490 上野　大耀(2) 猿投台 15.50
ｱｻｲ ｼｭｳﾄ ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾔ

7 8489 浅井　柊翔(2) 猿投台 15.00 7 9603 川上　透弥(1) 前林中 15.5
ﾅｶﾑﾗ ｵｳｽｹ ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ

8 9613 中村　旺介(1) 前林中 15.0 8 9208 田畑　祐亮(2) 保見中 15.63
ｲｴｼﾞ ｹﾝﾀ ﾌｸﾀﾞ ｺｳｾｲ

9 9601 家路　健汰(1) 前林中 15.0 9 9606 福田　倖清(1) 前林中 15.5

27組 風(+/-    ) 28組 風(+/-    )

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

1 1

ｶﾜｽﾐ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾑﾗ ｿﾗﾀ

2 9609 川角　大翔(1) 前林中 16.0 2 9651 中村　空大(1) 浄水中 17.00
ﾂﾁﾔ ｲﾂｷ ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ

3 9605 土屋　樹(1) 前林中 16.0 3 9660 加藤　淳也(1) 浄水中 17.00
ﾏﾂｲ ｺｵﾀ ｼﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

4 9456 松井　孝太(1) 稲武中 15.68 4 9655 進藤　和也(1) 浄水中 16.00
ｵﾀﾞ ｿｳｽｹ ｲﾄｳ ｲﾂｷ

5 9593 小田　創介(1) 依佐美中 15.70 5 9968 伊藤　樹(1) 岡崎南中 16.30
ﾉﾑﾗ ﾀｹﾙ ﾊﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ

6 9978 野村　健留(1) 岡崎南中 15.80 6 9694 張本　博文(1) 朝日丘中 16.00
ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｱｵﾄ

7 9880 石丸　貴彬(1) 六ツ美北中 15.82 7 9891 松本　蒼叶(1) 竜海中 16.00
ｲｿｽﾞﾐ ﾀﾞｲｷ ﾅｶｵ ｱｷﾄ

8 9895 五十住　大輝(1) 竜海中 16.00 8 9654 中尾　彰人(1) 浄水中 16.50
ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ ﾂｹｼﾊﾞ ｹｲｼﾝ

9 8495 菊池　和真(2) 猿投台 16.00 9 9966 附柴　圭信(1) 岡崎南中 16.40

29組 風(+/-    ) 30組 風(+/-    )

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

1 1

ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｶﾞ

2 9569 藤川　怜雅(1) 篠目中 2 9910 中川　煌牙(1) 葵中
ﾋﾛﾅｶ ｲｯｼﾝ ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ

3 9902 広中　一眞(1) 葵中 3 9629 松岡　蓮(1) 安城北中
ﾏｷﾉ ﾕｳｷ ｼﾉﾀﾞ ｺｳｼ

4 9877 牧野　祐季(1) 六ツ美北中 17.15 4 9485 篠田　幸志(1) 高橋中
ﾏﾙﾉ ｱﾓﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

5 9805 丸野　愛門(1) 高浜南 17.48 5 9577 山本　孝太郎(1) 竜北中
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ ｻｶﾓﾄ ﾘｷｱ

6 9873 鈴木　陽也(1) 六ツ美北中 17.26 6 9977 坂本　力輝(1) 末野原中
ﾑﾗｲ ﾕｳﾀ ｸﾛｷ ｴﾝｿﾞ

7 9658 村井　結太(1) 浄水中 17.00 7 9976 クロキ　エンゾ(1) 末野原中
ﾈｷﾞﾀ ｼｭﾝﾄ ﾂｶﾓﾄ ｺｳｷ

8 9435 禰冝田　隼斗(2) 碧南南 8 9199 塚本 　浩貴(2) 高橋中
ｸｽﾐ ﾀｲﾄ

9 9 9828 久角　泰斗(1) 知立中

5



男子100m

31組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｷﾖﾀ ﾕｳﾄ

2 9905 清田　有翔(1) 葵中
ｶﾄｳ ﾌｳﾀ

3 9908 加藤　楓太(1) 葵中
ﾅｶﾈ ﾙｱ

4 9933 中根　瑠愛(1) 末野原中
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

5 9907 伊藤　大地(1) 葵中
ｸﾛﾉ ｺﾀﾛｳ

6 9901 黒野　琥太郎(1) 葵中
ﾊﾗｻﾝ ｼﾞｭﾆｱ

7 9122 ハラサン　ジュニア(2) 安城南中
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄｳﾏ

8 9574 永山　斗憂真(1) 竜北中
ｲﾄｳ ｶｲｼ

9 9888 伊藤　海成(1) 猿投台

男子145m

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

ｽｷﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾍｲ

2 8968 杉田　翔悟(3) 前林中 18.0 2 8638 松下　周平(2) TSM岡崎 18.65
ｶﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ ｾﾘｶﾜ ｼｮｳﾔ

3 8635 川田　明幸(2) TSM岡崎 17.22 3 8909 芹川 　祥也(3) 浄水中 18.50
ﾂﾙﾀ ﾕｳﾏ ｲﾀｸﾗ ﾏﾋﾙ

4 8664 鶴田　悠真(3) 美川中 17.20 4 8724 板倉　　舞陽(3) 末野原中 18.30
ﾌｼﾞｲ ｼﾄﾞｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ

5 8273 藤井　志道(3) 篠目中 17.51 5 8906 渡辺 　匠翔(3) 浄水中 18.01
ｶﾄｳ ﾕｷﾀﾀﾞ ｺｼﾞﾏ ｶﾅﾀ

6 8631 加藤　侑貞(3) TSM岡崎 17.25 6 8972 小島　叶大(3) 前林中 18.5
ｽｷﾞｳﾗ ｹｲ ﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ

7 8982 杉浦　圭(3) 前林中 18.0 7 8718 津村　勇翔(3) 末野原中 18.50
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺﾞ ﾊﾅｲ ﾘｭｳｷ

8 8987 近藤　祐伍(2) 前林中 18.0 8 8975 花井　龍希(3) 前林中 18.5

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1

ｿｶﾞ ﾘｸﾄ ﾃﾇﾜﾗ ｾﾞﾝﾀ

2 8806 曽我　陸斗(3) 六ツ美北中 2 8798 テヌワラ　禅太(3) 六ツ美北中
ｳﾒﾑﾗ ｲｵﾘ ｵｵﾇﾏ ｼｭﾝﾀ

3 9425 梅村　伊織(2) 安祥 20.02 3 9010 大沼　俊太(3) 西尾一色中
ｳﾁﾀﾞ ｶｲﾄ ｼﾞｬﾏｸﾞｼｺ ﾋﾃﾞｵ

4 9293 内田　海翔(3) 美川中 19.50 4 9032 ジャマグシコ　ヒデオ(3) 西尾一色中
ﾜﾁ ｼｭｳ ｲｼﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

5 9494 和知　志侑(1) 美川中 19.30 5 9012 石動　拓海(3) 西尾一色中
ﾅﾗｷ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾈ ﾕｽﾞｷ

6 9422 楢木　陽斗(2) 安祥 20.01 6 9078 中根　柚貴(2) 安城西中
ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳｽｹ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾝｺﾞ

7 8649 森川　亮介(1) TSM岡崎 20.65 7 8807 今泉　心吾(3) 六ツ美北中
ﾅｶｾ ﾕｳﾄ ﾋﾗﾀ ｶｲﾄ

8 8619 中瀬　裕人(2) 東山中 22.63 8 8799 平田　快斗(3) 六ツ美北中
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男子200m

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

ﾀｶﾔｽ ﾘｭｳｼｮｳ ｿｶﾞ ﾀｶﾉﾘ

1 8916 髙安　　琉尚(2) 浄水中 25.84 1 9290 曽我　宗徳(2) 常磐中 28.00
ｵｵﾀ ｷｯﾍﾟｲ ｵｵﾔﾏ ｺｳﾏ

2 8862 太田　橘平(3) 福岡中 25.84 2 9098 大山　琥真(2) 竜南中 27.50
ﾋﾗｶﾞ ｱｷｵ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

3 8750 平賀　あきお(2) 鶴城中 24.50 3 8924 藤本　　大輝(2) 浄水中 26.00
ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ ｻｶｲ ｺｳｷ

4 9172 戸谷　瞭太(3) 竜海中 24.03 4 9218 酒井　光輝(2) 保見中 26.50
ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ

5 8998 前田　隼汰(2) 前林中 24.7 5 9058 山本　莉央(2) 逢妻中 26.5
ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾄ ｵﾊﾞﾅ ｲｵﾘ

6 9177 小川　直人(3) 竜海中 24.26 6 9284 尾花　伊織(2) 常磐中 27.00
ｵﾀﾞ ﾄﾓｷ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ

7 8914 小田　　智葵(2) 浄水中 25.51 7 9099 片桐　悠貴(2) 竜南中 27.30
ﾂﾂﾞｷ ｼｮｳ ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾖｳ

8 9203 都築　翔(3) 保見中 25.00 8 9093 竹村　太陽(3) 竜南中 27.30

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 8919 服部　　龍之介(2) 浄水中 33.40
ｲﾄｳ ｱｻﾋ

2 9616 伊藤　朝陽(1) 鶴城中
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾑ

3 8715 中村　海夢(2) 刈谷東中 28.20
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ

4 8662 佐々木　真翔(2) 岡崎南中 29.50
ﾖｶﾀ ｾｲﾔ

5 9886 四方　誠哉(1) 西尾東部中 30.00
ｷﾀﾑﾗ ｲｯｾｲ

6 9104 北村　一晟(2) 竜南中 29.50
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

7 8786 鈴木　惇平(2) 知立中 30.00
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ

8 8505 足立　拡都(3) 矢作中
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男子1000m

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ ｵﾀﾞ ｹﾝﾄ

1 8981 上村　泰輝(2) 前林中 2:50.00 1 9186 小田　健登(2) 竜海中 3:00.00
ｵｶﾔｽ ﾘｸ ﾕﾗ ｱｵﾊﾞ

2 9294 岡安　理玖(3) 美川中 2:45.00 2 8574 由良　蒼葉(2) 矢作北中 3:00.00
ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾀﾝ ﾔｽｵ

3 8550 伊藤　颯汰(3) 矢作北中 2:40.70 3 8626 丹　泰生(3) 刈谷ＡＣ 2:55.00
ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｱｷ ﾅﾘﾀ ﾕｷﾄ

4 8513 藤澤　悠晃(3) 矢作中 2:50.00 4 8770 成田　侑人(2) 上郷中 2:55.00
ｶﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ ﾏｻｵｶ ｼｭﾝｼ

5 8507 寒藤　創介(3) 矢作中 2:47.00 5 9323 正岡　俊思(2) 朝日丘中 3:00.00
ｼﾏﾉｴ ｺｳﾀ ﾀﾆｻﾞﾜ ﾗｲｷ

6 8838 島ノ江　煌太(3) 知立中 2:52.00 6 8769 谷澤　徠輝(2) 上郷中 2:55.00
ｲｸﾞﾁ ﾄｳｲ ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝﾄ

7 8723 井口　登生(3) 末野原中 2:40.00 7 8908 田辺　神門(3) 浄水中 2:55.50
ｵｶﾀﾞ ｿｳ ｶﾈｻﾀﾞ ｾﾅ

8 8771 岡田　颯生(2) 上郷中 2:50.00 8 8553 兼定　星那(3) 矢作北中 2:57.00
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ ｵｵﾔﾏ ﾅﾅｷ

9 8665 林　竜叶(3) 美川中 2:50.00 9 8525 大山　七輝(3) 矢作中 2:55.00
ﾋﾗﾀ ｼﾞﾛｳ ｵｵﾊﾀ ﾐﾂﾄ

10 8725 平田　次郎(3) 末野原中 2:50.00 10 8791 大畑　允人(2) 知立中 3:00.00
ｽｽﾞｷ ﾌｳﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

11 8782 鈴木　富大(3) 知立中 2:52.00 11 8774 松澤　悠斗(2) 上郷中 2:55.00
ｼﾊﾞﾀ ｶﾝｼﾞ ｽﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ

12 8698 柴田　貫慈(3) S.T 2:49.40 12 8569 寸田　優斗(2) 矢作北中 3:00.00
ｲﾘｴ ｲｯｾｲ ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ

13 8731 入江　逸成(3) 末野原中 2:50.00 13 8694 安部　和希(3) S.T 2:54.25
ｵｵﾀｶﾞｷ ﾚﾝ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ

14 8720 大田垣　漣(3) 末野原中 2:50.00 14 8511 鈴木　悠真(3) 矢作中 2:55.00
ｽｷﾞﾔﾏ ｲｵﾘ ｱｷﾓﾄ ｱｾｲ

15 9417 杉山　庵(2) 安祥 2:54.10 15 8781 秋本　明聖(3) 知立中 3:00.00

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾔ

1 8897 小林　祐満(2) 刈谷南中 3:05.00 1 9318 松永　侑弥(2) 朝日丘中 3:05.00
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｶﾀﾞ ｿﾗ

2 9689 矢澤　燎(1) 朝日丘中 3:05.00 2 8790 岡田　空良(2) 知立中 3:10.00
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶｲ ｵｵﾀ ﾀｸﾏ

3 8602 中村　風快(3) 岡崎岩津 3:00.00 3 8899 太田　拓真(2) 刈谷南中 3:10.00
ﾌｼﾞﾀ ｿｳｼ ﾐｳﾗ ｼｮｳｾｲ

4 9004 藤田　蒼士(2) 前林中 3:00.00 4 9516 三浦　翔空(1) 上郷中 3:10.00
ﾐﾀﾑﾗ ｿｳﾏ ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝ

5 9169 三田村　壮眞(2) 矢作北中 3:05.00 5 9231 木下　惇(3) 依佐美中 3:10.00
ｽｷﾞｳﾗ ｱｵ ﾐｽﾞｺｼ ｻｸﾔ

6 8844 杉浦　蒼生(2) 吉良中 3:00.09 6 8526 水越　朔也(3) 矢作中 3:10.00
ﾊﾝｼﾞ ﾅｵﾔ ｻﾜﾑﾗ ﾄｼｷ

7 9506 判治　直哉(1) 竜海中 3:05.00 7 8842 澤村　俊毅(3) 吉良中 3:05.24
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻﾋ ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳﾔ

8 8336 山口　朝陽(3) 竜北中 3:00.00 8 8560 稲垣　諒也(2) 矢作北中 3:05.00
ﾑﾗﾀ ｺｳｷ ﾐｳﾗ ｶｲﾄ

9 9229 村田　航基(3) 依佐美中 3:00.00 9 9515 三浦　海斗(1) 上郷中 3:10.00
ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾑﾈ

10 8896 藤井　陽汰(2) 刈谷南中 3:03.00 10 9499 日高　聖心(1) 安城西中 3:10.00
ﾏﾂｲ ﾕｷﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ

11 8722 松井　優希也(3) 末野原中 3:00.00 11 8650 山本　翔馬(2) TSM岡崎 3:05.45
ｽﾄﾞｳ ﾀｲｷ ﾔﾏｸﾗ ｺｳｷ

12 8496 須藤　大貴(2) 猿投台 3:05.00 12 8571 山倉　煌己(2) 矢作北中 3:10.00
ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ

13 8780 下林　龍啓(3) 知立中 3:00.0 13 8999 松田　恭享(2) 前林中 3:10.00
ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｷ

14 8841 青山　晄也(3) 吉良中 3:00.18 14 8695 清水　琉生(2) S.T 3:09.00
ﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ ｶﾜｽﾐ ﾕｳﾀ

15 8371 竹山　迅(2) 城北中 3:00.00 15 8643 川澄　優太(1) TSM岡崎 3:06.45
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男子1000m

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀｶｼﾏ ｶｲｾｲ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ

1 9602 髙島　快成(1) 前林中 3:15.00 1 9209 中條　雄太(2) 保見中 3:20.00
ﾉﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾀｷｲ ﾕｳﾄ

2 9324 野々山　稜太(2) 朝日丘中 3:15.00 2 9683 瀧井　優斗(1) 朝日丘中 3:20.00
ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ

3 9572 岸端　優汰(1) 竜北中 3:10.00 3 8515 松山　克功(3) 矢作中 3:18.00
ﾐｽﾞﾉ ﾆﾁｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

4 8548 水野　日嘉(3) 矢作北中 3:15.00 4 8567 山本　悠貴(2) 矢作北中 3:17.00
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾖﾝ ﾌﾅﾂ ｹﾝﾀ

5 9821 山岸　里昴(1) 刈谷南中 3:15.00 5 8994 舩津　健太(2) 前林中 3:20.00
ｶﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ ｾｶﾞﾜ ﾀﾂｷ

6 9080 勝村　優斗(2) 安城西中 3:10.00 6 9822 瀬川　竜生(1) 刈谷南中 3:16.00
ｻｶｲ ﾅｵﾔ ｺﾆｼ ﾀｲﾁ

7 8321 坂井　直弥(3) 高浜中 3:14.66 7 8758 小西　泰地(3) 上郷中 3:20.00
ｽｽﾞｷ ｱﾕﾄ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ

8 8902 鈴木　歩叶(2) 刈谷南中 3:15.00 8 8789 清水　駿太(2) 知立中 3:20.00
ﾐﾂｲ ﾅｵ ｷﾉｼﾀ ｿｳﾀ

9 8506 三井　直(3) 矢作中 3:10.00 9 8697 木下　颯大(1) S.T 3:20.00
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳﾔ ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

10 9500 西田　統哉(1) 安城西中 3:10.00 10 8575 今村　勇太(2) 矢作北中 3:18.00
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｶﾞ ﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ

11 9663 桒原　虎雅(1) 知立中 3:15.00 11 8852 原　颯太郎(2) 葵中 3:20.00
ﾀﾝ ﾕｷｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ

12 9472 丹　幸生(1) 依佐美中 3:13.84 12 8580 山本　哲平(2) 矢作北中 3:18.00
ﾎｼｲ ｶｲﾄ ｵｵﾑﾗ ﾖｳｾｲ

13 8952 星井　快斗(3) 西尾東部中 3:15.00 13 8843 大村　陽星(3) 吉良中 3:19.68
ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ ｳﾒﾑﾗ ｺﾀﾛｳ

14 8960 鈴木　愛斗(2) 西尾東部中 3:10.00 14 9419 梅村　小太郎(2) 安祥 3:18.05

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

ﾐﾔｼﾀ ﾙｵ ﾅｶﾃﾞ ｼｭｳﾏ

1 9051 宮下　琉央(3) 逢妻中 3:30.0 1 8663 中出　舟真(2) 岡崎南中 3:39.00
ﾄﾘｲ ｹｲﾀ ﾀｼﾞ ﾊﾔﾄ

2 9312 鳥居　敬太(2) 朝日丘中 3:30.00 2 8941 田路　颯人(2) 安城北中 3:31.21
ｸﾎﾞ ｿｳﾏ ﾀｶﾀﾞ ﾕｲﾄ

3 8607 久保　聡馬(2) 岡崎岩津 3:24.00 3 9259 高田　唯斗(2) 豊南中 3:35.62
ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾎ ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ

4 9052 田端　一穂(3) 逢妻中 3:30.0 4 9526 林　悠真(1) 矢作北中 3:35.00
ｵｶﾀﾞ ﾒｲｼ ｲｼｶﾜ ﾖｳｽｹ

5 9695 岡田　明士(1) 朝日丘中 3:30.00 5 9365 石川　陽介(2) 高浜南 3:40.00
ｳｴﾉ ﾕｳﾏ ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｷ

6 8566 上野　優真(2) 矢作北中 3:22.00 6 9504 下田　智生(1) 高浜南 3:40.00
ﾅｶｸﾏ ﾗｲﾄ ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ

7 9612 中熊　輝翔(1) 前林中 3:30.00 7 8915 永田　　凌雅(2) 浄水中 3:32.88
ﾁｶｲ ｱﾔﾄ ﾏﾂｲ ﾕｳﾏ

8 8996 近井　絢音(2) 前林中 3:30.00 8 9783 松井　柚磨(1) 吉良中 3:30.11
ﾀﾅｶ ｿｳｺﾞ ｵｵｸﾗ ｱﾔﾄ

9 8302 田中　壮吾(2) 平坂中 3:25.00 9 9452 大倉　彩聖(3) 前林中 3:40.00
ﾜｷﾀ ﾕｳﾔ ｼﾓﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

10 8504 脇田　雄也(2) 猿投台 3:30.00 10 9610 下村　真心(1) 前林中 3:40.00
ｷﾉｼﾀ ｹｲｼﾞ ｺﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ

11 8918 木下　　蛍士(2) 浄水中 3:30.00 11 9692 小宮　龍成(1) 朝日丘中 3:40.00
ﾅﾙｾ ｱｷﾄ ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ

12 8719 成瀬　明人(3) 末野原中 3:30.00 12 9680 林　大珂(1) 朝日丘中 3:40.00
ｲｼｶﾜ ｴｲｷ ﾌｶﾂ ﾕｳﾀ

13 8984 石川　瑛稀(3) 前林中 3:30.00 13 9693 深津　勇太(1) 朝日丘中 3:40.00
ﾔﾅｾ ﾏｺﾄ ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾔ

14 9687 簗瀬　誠人(1) 朝日丘中 3:30.00 14 8323 杉浦　拓哉(3) 高浜中 3:43.41
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男子1000m

9組 10組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾊﾔｼ ﾚﾝﾄ ﾖｼﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

1 9666 林　蓮人(1) 美川中 4:00.00 1 9881 吉本　健心(1) 六ツ美北中
ﾅｶｼﾏ ﾕｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ

2 9538 中嶋　優(1) 猿投台 2 9914 近藤　蓮(1) 葵中
ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

3 9971 野口　琉(1) 矢作北中 3:45.00 3 9573 斉藤　航樹(1) 竜北中
ﾔﾏｼｹﾞ ﾕｳﾏ ｲﾉｳ ｼｭｳ

4 9656 山重　悠茉(1) 浄水中 3:55.00 4 9587 稲生　心優(3) 高浜中
ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ

5 8630 上村　海斗(3) TSM岡崎 3:01:35.0 5 8818 本間　翔希(2) 六ツ美北中
ｲｼﾞﾁ ﾀｹﾙ ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

6 9653 伊地知　希流(1) 浄水中 3:57.00 6 9807 石川　達哉(1) 六ツ美北中
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊｸ

7 9784 山本　寛大(1) 吉良中 3:47.11 7 8803 中川　珀(3) 六ツ美北中
ｶﾄｳ ﾘｮｳ ｶﾄﾞﾉ ｼｮｳﾀ

8 8907 加藤　陵(3) 浄水中 4:00.00 8 9008 門野　尚太(2) 六ツ美北中
ｲﾉｳｴ ｺｳｼ ﾅｶﾏｷ ﾀｲﾖｳ

9 9727 井上　晃志(1) 竜南中 4:00.00 9 9065 中牧　大耀(2) へき陸ジュニア

ﾎｿｲ ﾄﾜ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｱ

10 8322 細井　透我(3) 高浜中 3:43.42 10 9864 渡邉　斗愛(1) 六ツ美北中
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｻﾑﾈ ﾀｹｼﾏ ﾚｵﾝ

11 9719 土橋　正宗(1) 竜南中 4:20.00 11 9882 竹島　煉凰(1) 六ツ美北中
ｺﾒﾉ ﾐﾅﾄ ｽｴﾅﾐ ｱｷﾋﾛ

12 9525 米野　湊仁(1) 矢作北中 3:50.00 12 8814 末浪　明優(2) 六ツ美北中
ｻｶｲ ｺｳｶﾞ ﾓﾘﾀ ｹﾝｿﾞ

13 9871 境　皐我(1) 六ツ美北中 13 9811 森田　ケンゾ(2) 六ツ美北中
ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ ｱｵﾔﾏ ﾚｵ

14 8356 杉浦　光騎(2) 碧南新川 4:01.22 14 9912 青山　怜央(1) 葵中

11組 12組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾊﾔｼ ｺｳｷ ｱﾏﾉ ｼｭﾝﾔ

1 8282 林　幸輝(2) 篠目中 1 9927 天野　楯矢(1) 末野原中
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

2 9628 原田　悠誠(1) 安城北中 2 9620 髙橋　海斗(1) 鶴城中
ﾊﾏｼﾞﾏ ｻﾄｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ

3 8514 濱島　聡志(3) 矢作中 3 9967 小林　大晟(1) 岡崎南中
ﾐｳﾗ ｿｳﾏ ｲﾜﾀ ﾊﾙﾄ

4 9800 三浦　颯真(1) 幸田中 4 9928 岩田　遙斗(1) 末野原中
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾕｳ ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ

5 9661 谷沢　悠(1) 東山中 5 8755 鈴木　愛将(2) 三好中
ｵｵｺｳﾁ ﾀｸﾐ ｲｿｶﾞｲ ﾕｳﾋ

6 9753 大河内　逞未(1) 富士松中 6 9626 磯貝　勇翔(1) 鶴城中
ｵｵﾀﾞｹ ｷｮｳ ﾀｶｽ ｲｽﾞｷ

7 9497 大嶽　響(1) 安城北中 7 8752 髙須　泉希(2) 鶴城中
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾕｳ ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ

8 9570 増田　飛優(1) 東山中 8 9437 山中　遥貴(2) 碧南南
ｵｵﾀ ｲﾀﾙ ｺｼｷｻﾞﾜ ﾘｸﾄ

9 9866 太田　至(1) 六ツ美北中 9 8733 甑澤　陸人(3) 鶴城中
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

10 9742 藤澤　洸希(1) 矢作中 10 9774 山田　悠斗(1) 岡崎南中
ｲﾁｶﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾛｯｶｸ ｿｳﾀ

11 8801 市川　綱次郎(3) 六ツ美北中 11 9936 六角　颯汰(1) 末野原中
ｷﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ﾊﾙﾀｶ

12 8275 木寺　悠斗(3) 篠目中 12 9930 佐藤　玄崇(1) 末野原中
ｵｸﾀﾞ ｹｲ ｻﾜﾀﾞ ﾚﾝ

13 9454 奥田　圭(1) 稲武中 13 8749 澤田　蓮(2) 鶴城中
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾕｳ ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ

14 9285 髙橋　海勇(2) 常磐中 14 9969 野村　響生(1) 岡崎南中
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男子1000m

13組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

1 9157 山本　光太郎(3) 六ツ美中
ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ

2 9909 髙田　知輝(1) 葵中
ｲﾅｶﾞｷ ｺﾊｸ

3 9446 稲垣　こはく(2) 安祥
ｵｸﾑﾗ ﾋｲﾛ

4 9970 奥村　一路(1) 六ツ美中
ｻｸﾗｷﾞ ﾕｳﾄ

5 9426 櫻木　優斗(2) 安祥
ﾏﾂｿﾞｴ ｶﾝｼﾞ

6 9911 松添　莞爾(1) 葵中
ｱｻｲ ｻｽｹ

7 9423 浅井　冴亮(2) 安祥
ﾌﾙｶﾜ ｿﾗ

8 9903 古川　蒼(1) 葵中
ﾐｽﾞﾏ ｿｳｽｹ

9 9904 水間　創亮(1) 葵中
ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｷ

10 9123 本間　橙季(2) 安城南中
ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

11 9582 上田　恭輔(1) 知立南中
ﾘｭｳﾉｽｹ ﾆﾜ

12 9984 丹羽　隆之介(1) 安城南中
ｲｼﾊﾗ ｲｸﾄ

13 9938 石原　育翔(1) 六ツ美中
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ

14 9940 高橋　悠輝(1) 六ツ美中
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男子中学110mH(0.914m9.14m)

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

ｽｴﾅｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

2 9158 末永　憲多郎(3) 六ツ美中 17.96 2
ﾄｲｶﾜ ﾚﾝﾄ ｷﾑﾗ ｺｳｴｲ

3 8647 問川　蓮斗(1) TSM岡崎 18.75 3 9189 木村　洸瑛(2) 竜海中 21.07
ｶﾄｳ ｶﾞﾘｭｳ ｲｼｸﾞﾛ ﾘｸ

4 8792 加藤　雅琉(3) 甲山中 16.85 4 8640 石黒　陸(1) TSM岡崎 18.86
ｱｻｲ ｹｲ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄｳﾏ

5 8634 浅井　慶(2) TSM岡崎 16.65 5 9072 堀口　斗眞(1) へき陸ジュニア 20.10
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ ﾀｶｽ ﾏｻﾋﾛ

6 9014 山口　竜世(3) 西尾一色中 15.25 6 8293 髙須　正博(2) 平坂中 19.80
ｺﾞﾝﾀﾞ ｿｳｼ ｺｸｴ ﾀｸﾄ

7 8637 権田　颯志(2) TSM岡崎 16.35 7 8644 小久江　巧斗(1) TSM岡崎 19.45
ｷｮﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ

8 8527 許田　響(2) 矢作中 17.00 8 9167 安藤　颯真(2) 六ツ美中 20.27
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｵ ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ

9 8851 山崎　澪生(2) 葵中 16.9 9 8775 野村　勇希(2) 上郷中 20.87

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

ｵｵｵｶ ｱｷﾅﾐ

3 9631 大岡　輝波(1) 安城北中
ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ

4 9067 石田　健(1) へき陸ジュニア 21.08
ﾂﾉｵｶ ｹｲﾔ

5 9083 角岡　京弥(2) 安城西中 21.46
ﾎｿｲ ﾘｵ

6 9288 細井　りお(2) 常磐中 21.66
ﾏﾂｲ ｿｳ

7 9894 松井　想(1) 竜海中 25.00
ｺｼﾏ ﾀﾞｲｷ

8 9292 越間　大樹(2) 常磐中
ﾀｶﾐ ｼｭｳｻｸ

9 9507 高見　宗作(1) 竜海中 25.00

男子JO110mH(0.991m/9.14m)

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀｶｷ ﾕｳﾄ

4 8334 髙木　友翔(3) 竜北中 18.25
ﾆｼﾜｷ ｱｷﾋﾛ

5 8335 西脇　旦禮(3) 竜北中 18.25
ｳｴﾀﾞ ｶﾅﾄ

6 9180 上田　叶翔(3) 竜海中 19.50
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男子4X100mR

1組
1ﾚｰﾝ 資格記録 49.36 2ﾚｰﾝ 資格記録 49.18 3ﾚｰﾝ 資格記録 45.88

(  ) 8564 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳﾀ (  ) 9034 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｶﾞ (  ) 9110 ｸﾗｳﾁ ｹｲｺﾞ
(  ) 8565 ｻｲﾊﾞ ﾕｳﾏ (  ) 9035 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ (  ) 9113 ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ
(  ) 8563 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ (  ) 9036 ｶﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ (  ) 9129 ﾊﾗ ｺｳｾｲ
(  ) 9524 ｻｸﾏ ｺｳｷ (  ) 9037 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ (  ) 9119 ｵｵﾓﾄ ﾕｳｷ
(  ) 9528 ﾔｽｲ ﾊﾙﾄ (  ) 9039 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾀ (  ) 9112 ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ
(  ) 9529 ﾌｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 資格記録 45.94 5ﾚｰﾝ 資格記録 43.52 6ﾚｰﾝ 資格記録 46.0

(  ) 8287 ｽｷﾞｻﾜ ｼｮｳｾｲ (  ) 8614 ｱｽﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ (  ) 8987 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺﾞ
(  ) 8290 ﾂｶﾊﾗ ｱｷﾗ (  ) 8693 ｵﾉ ﾏﾋﾛ (  ) 8988 ｺｶﾞ ﾊﾙﾄ
(  ) 8288 ﾐﾜ ﾗｲｷ (  ) 8618 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾄ (  ) 8990 ﾀｻｷ ｼｭﾝ
(  ) 8299 ﾄｶﾞｼ ｱﾀﾙ (  ) 8610 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾄﾔ (  ) 9000 ﾉﾀﾞ ｿｳﾏ
(  ) (  ) 8839 ﾁｭｳﾏﾝ ﾕｳﾄ (  ) 8995 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ
(  ) (  ) (  ) 8998 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 資格記録 48.00 8ﾚｰﾝ 資格記録 48.27

(  ) 9260 ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ (  ) 8751 ｵｵｺｳﾁ ﾋﾅﾀ
(  ) 9256 ｲﾀｸﾗ ｾｲﾔ (  ) 8746 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ
(  ) 9257 ﾀｶｲ ﾋﾋﾞｷ (  ) 8750 ﾋﾗｶﾞ ｱｷｵ
(  ) 9252 ﾅﾙｷ ﾘｮｳﾔ (  ) 9616 ｲﾄｳ ｱｻﾋ
(  ) 9255 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ (  ) 9618 ﾓﾘﾓﾄ ｵｳｶ
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 資格記録 50.04 3ﾚｰﾝ 資格記録 50.00

(  ) 8724 ｲﾀｸﾗ ﾏﾋﾙ (  ) 8900 ｻｴｷ ﾀｹﾙ (  ) 8924 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
(  ) 8726 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ (  ) 8903 ﾂｹﾞ ﾖｼｷ (  ) 8912 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ
(  ) 8718 ﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ (  ) 8904 ﾀﾆﾓﾄ ﾗｲﾔ (  ) 8914 ｵﾀﾞ ﾄﾓｷ
(  ) 9933 ﾅｶﾈ ﾙｱ (  ) 8905 ﾆｲﾐ ﾄｳﾏ (  ) 8916 ﾀｶﾔｽ ﾘｭｳｼｮｳ
(  ) (  ) (  ) 8920 ｸｽﾒｷﾞ ﾕｳﾀ
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 資格記録 49.65 5ﾚｰﾝ 資格記録 50.00 6ﾚｰﾝ 資格記録 49.67

(  ) 9690 ｲｼﾇｷ ｾｲｺﾞ (  ) 8786 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ (  ) 8766 ｸﾉ ﾀｸﾐ
(  ) 9691 ｶﾄｳ ﾚｵ (  ) 8788 ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｽｹ (  ) 8773 ﾎｼﾉ ﾘｭｳｾｲ
(  ) 9326 ｺﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ (  ) 9665 ﾌｶﾔ ｶｹﾙ (  ) 9812 ｲﾖﾀﾞ ｾﾅ
(  ) 9325 ﾐﾔｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ (  ) (  ) 9813 ﾀｶﾐ ｼｭﾝｽｹ
(  ) 9689 ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ (  ) (  )
(  ) 9321 ﾔｽｴ ｻｸﾔ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 資格記録 50.00 8ﾚｰﾝ 資格記録 50.00

(  ) 8957 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ (  ) 9510 ｲﾄｳ ﾗｲﾄ
(  ) 8959 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳﾏ (  ) 9514 ﾌﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ
(  ) 8960 ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ (  ) 9891 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵﾄ
(  ) 9585 ﾖｼﾐ ﾘｭｳｷ (  ) 9895 ｲｿｽﾞﾐ ﾀﾞｲｷ
(  ) (  )
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

西尾東部中
青木　大芽(2)
杉浦　丞眞(2)
鈴木　愛斗(2)
吉見　琉希(1)

竜海中
伊藤　雷虎(1)
二村　有哉(1)
松本　蒼叶(1)
五十住　大輝(1)

安江　咲椰(2)

知立中
鈴木　惇平(2)
松川　友祐(2)
深谷　風翔(1)

上郷中
久野　巧(2)
星野　颯生(2)
伊豫田　青那(1)

髙見　春輔(1)

朝日丘中
石貫　清五(1)
加藤　礼煌(1)
小西　晃太郎(2)

宮上　純(2)
矢澤　燎(1)

浄水中
藤本　　大輝(2)

山口　　煌晟(2)

小田　　智葵(2)

髙安　　琉尚(2)
久壽米木　　優太(2)

末野原中
板倉　　舞陽(3)

宮本　一輝(3)
津村　勇翔(3)
中根　瑠愛(1)

刈谷南中
佐伯　恭琉(2)
柘植　佳樹(2)
谷本　徠耶(2)
新美　瞳真(2)

竹内　悠斗(2)

鶴城中
大河内　日向(2)

清水　幸一(2)
平賀　あきお(2)

伊藤　朝陽(1)
森本　彩湊(1)

前田　隼汰(2)

豊南中
高橋　郁翔(2)
板倉　成哉(2)
高井　響(2)
成城　亮哉(2)

中馬　悠翔(3)

前林中
近藤　祐伍(2)
古賀　悠透(2)
田崎　駿(2)
野田　蒼馬(2)
鈴木　悠斗(2)

三輪　嵐威煌(3)

藤樫　陽向(2)

東山中
東　和(3)
小野　真大(3)
杉山　惇人(2)
服部　仁弥(3)

原　煌星(3)
大元　悠生(3)
栗田　真陽路(3)

平坂中
杉澤　翔世(3)
塚原　輝(3)

宮川　凛太郎(2)

佐久間　皓揮(1)

安井　遥人(1)
深川　広輝(1)

安城南中
倉内　啓冴(3)
森川　陽介(3)

吉良中
前田　光駕(3)
中村　悠人(2)
勝田　碩輝(2)
石田　光一(2)
早川　幸汰(2)

矢作北中
東　祥太(2)
齊場　佑真(2)
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男子4X100mR

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 8282 ﾊﾔｼ ｺｳｷ (  ) 8931 ﾔﾏｳﾁ ﾀｯﾍﾟｲ
(  ) (  ) 8283 ｼｶﾞ ﾊﾙ (  ) 8934 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
(  ) (  ) 9519 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ (  ) 9631 ｵｵｵｶ ｱｷﾅﾐ
(  ) (  ) 9518 ﾉﾑﾗ ﾀﾂｷ (  ) 9517 ｶﾄｳ ﾀｹﾙ
(  ) (  ) 9569 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ (  ) 9629 ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ
(  ) (  ) (  ) 9498 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾔ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 8851 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｵ (  ) 9012 ｲｼﾄﾞｳ ﾀｸﾐ (  ) 9420 ｸﾛﾉ ｼｭﾝｼﾞ
(  ) 8855 ｶﾄｳ ｱｽﾏ (  ) 9010 ｵｵﾇﾏ ｼｭﾝﾀ (  ) 9417 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｵﾘ
(  ) 8856 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ (  ) 9015 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲﾄ (  ) 9422 ﾅﾗｷ ﾊﾙﾄ
(  ) 8857 ｶﾒｶﾞｲ ｺｳｶﾞ (  ) 9014 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ (  ) 9425 ｳﾒﾑﾗ ｲｵﾘ
(  ) 8858 ｻｸﾗｲ ｹﾞﾝｷ (  ) 9032 ｼﾞｬﾏｸﾞｼｺ ﾋﾃﾞｵ (  )
(  ) 8859 ﾆｼﾌﾞ ｱﾂｷ (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 8498 ﾄﾀﾞ ﾕｳｽｹ (  ) 9968 ｲﾄｳ ｲﾂｷ
(  ) 9540 ｳﾐﾉ ﾕｳﾄ (  ) 8661 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ
(  ) 9535 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ (  ) 8662 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ
(  ) 9537 ｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ (  ) 9966 ﾂｹｼﾊﾞ ｹｲｼﾝ
(  ) 9533 ﾑﾗｾ ﾅｷﾞ (  ) 9772 ﾔｽｲ ﾀｲｼ
(  ) (  ) 9773 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

山田　翔大(1)
村瀬　凪(1)

岡崎南中
伊藤　樹(1)
齊藤　舜(2)
佐々木　真翔(2)

附柴　圭信(1)
安井　太志(1)

梅村　伊織(2)

猿投台
戸田　悠介(2)
海野　悠人(1)
安藤　巧磨(1)
桐山　大宜(1)

櫻井　元稀(2)
西部　篤生(2)

西尾一色中
石動　拓海(3)
大沼　俊太(3)
都築　唯斗(3)
山口　竜世(3)
ジャマグシコ　ヒデオ(3)

山本　拳矢(1)

葵中
山崎　澪生(2)
加藤　明真(2)
中島　諒(2)
亀谷　光雅(2)

安祥
黒野　隼嗣(2)
杉山　庵(2)
楢木　陽斗(2)

安城北中
山内　達平(3)
橋本　純之介(2)

大岡　輝波(1)
加藤　遵(1)
松岡　蓮(1)

篠目中
林　幸輝(2)
志賀　晴(2)
吉田　優太(1)
野村　龍希(1)
藤川　怜雅(1)
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男子走高跳

　

ｺｼﾞﾏ ｼﾝ

1 9282 小嶋　心(2) 常磐中
ｶﾄｳ ｿｳﾏ

2 8997 加藤　颯真(2) 前林中
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

3 9939 齋藤　涼太(1) 六ツ美中
ｳﾐﾉ ﾕｳﾄ

4 9540 海野　悠人(1) 猿投台 1m20
ｶﾄｳ ｱｽﾏ

5 8855 加藤　明真(2) 葵中 1m35
ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ

6 9190 鈴木　悠星(2) 竜海中 1m35
ﾄﾞｲ ﾘｲﾁﾛｳ

7 8922 土井　理一朗(2) 浄水中 1m40
ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾛｳ

8 8898 近藤　恒志郎(2) 刈谷南中 1m40
ﾌﾙﾀ ﾀｲﾖｳ

9 8500 古田　泰陽(2) 猿投台 1m40
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ

10 8563 宮川　凛太郎(2) 矢作北中 1m45
ﾉﾑﾗ ｵｳｷ

11 8979 野村　桜希(3) 前林中 1m45
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ

12 8912 山口　　煌晟(2) 浄水中 1m45
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ

13 8856 中島　諒(2) 葵中 1m45
ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ

14 8983 松浦　凌雅(3) 前林中 1m50
ｳｴﾊﾗ ｼｭｳ

15 8993 上原　志優(2) 前林中 1m50
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ

16 8875 安藤　壱眞(2) 福岡中 1m55
ﾁｭｳﾏﾝ ﾕｳﾄ

17 8839 中馬　悠翔(3) 東山中 1m55
ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ

18 8796 神谷　悠仁(3) 六ツ美北中 1m60
ｲｼﾉ ﾐﾗｲ

19 9458 石野　実來(3) 美川中 1m60
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳｽｹ

20 8805 降旗　優佑(3) 六ツ美北中 1m60

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
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男子棒高跳

　

ｵｵｼﾏ ﾕｷﾔ

1 9322 大島　幸也(2) 朝日丘中 2m00
ｽｷﾞｻﾜ ﾊﾙ

2 8297 杉澤　陽(2) 平坂中 2m40
ｲﾇｶｲ ｹﾞﾝﾄ

3 9092 犬飼　玄人(3) 竜南中 2m40
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ

4 8802 竹内　大輔(3) 六ツ美北中 2m61
ｲﾜﾀ ﾕｳﾄ

5 9184 岩田　結翔(3) 竜海中 2m81
ｲﾜﾀ ﾘｮｳ

6 8291 岩田　凌(3) 平坂中 3m20

m
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

資格
記録

m
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男子三段跳

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

順位 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｱｵｲ

1 9115 石川　蒼唯(2) 安城南中
ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｷ

2 9409 杉浦　佳樹(3) 安祥
ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ

3 9815 杉浦　陽斗(1) 碧南南
ｻﾄｳ ｼﾞﾝ

4 9045 佐藤　迅(3) 逢妻中 10m50
ｽｶﾞﾉ ｹｲﾄ

5 9085 菅野　彗音(3) 竜南中 10m50
ｳｴﾑﾗ ｺｳｶﾞ

6 9183 上村　虹雅(3) 竜海中 10m50
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ

7 8866 辻本　智希(3) 福岡中 11m08
ｵｷﾞﾉ ﾄｳﾏ

8 9087 荻野　斗駿(3) 竜南中 12m16

1回目 2回目 3回目 記録

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m

m m

+/- +/- +/- +/-

m m m m

+/- +/- +/- +/-

+/- +/- +/- +/-

m m
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男子円盤投(1.500kg)

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

順位 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ

1 8547 坂口　湊眞(3) 矢作北中
ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ

2 9421 三井　匠(2) 安祥
ｼﾗﾎｼ ﾕｳﾀ

3 9418 白星　雄大(2) 安祥
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ

4 8616 藤原　敬大(2) 東山中
ｺﾀﾆ ﾀｲｶﾞ

5 9416 小谷　大河(3) 安祥 18m05
ﾊｼﾔ ﾀｸﾐ

6 8648 橋谷　拓実(3) TSM岡崎 20m68
ｼﾛｸ ﾓﾄｷ

7 8488 白久　本気(3) 猿投台 23m03
ﾏﾂｶﾞﾉ ﾊﾞﾝﾘ

8 8874 松ケ野　万利(3) 福岡中 28m00

男子ジャベリックスロー(0.300kg）

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾑﾗ ﾀﾂｷ

1 9518 野村　龍希(1) 篠目中
ﾆｼﾓﾄ ﾙｷｱ

2 9941 西本　瑠煌郁(1) 六ツ美中
ｶﾏﾔ ｿｳﾀ

3 9662 釜屋　宗汰(1) 東山中
ﾄｷﾖｼ ﾄﾓﾔ

4 8632 時吉　智矢(3) TSM岡崎
ｵｵｼｵ ﾘｮｳｾｲ

5 8278 大塩　良星(3) 篠目中 22m78
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

6 8921 冨士本　　大河(2) 浄水中 27m48
ｱﾗｲ ｱﾂｷ

7 9650 新井　敦己(1) 碧南東中 29m77
ﾅｶﾞﾀ ｶｲﾄ

8 8923 永田　　椛糸(2) 浄水中 30m00
ﾀﾆｸﾞﾁ ｿﾗ

9 8911 谷口 　蒼空(3) 浄水中 30m72
ｱﾗｷ ﾋｻｶﾂ

10 8477 荒木　永勝(3) 猿投台 35m00
ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

11 8345 尾﨑　大地(2) ハイテクＡＣ 38m79
ｵｵﾀｹ ﾀｸﾄ

12 8958 大竹　逞斗(2) 西尾東部中 39m00
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

13 8872 山田　幸聖(3) 福岡中 43m02
ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳﾏ

14 8959 杉浦　丞眞(2) 西尾東部中 44m00 m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

1回目 2回目 3回目 記録

m

m m m m

m m m

m

m m m m

m m m

m

m m m m

m m m

m

m m m m

1回目 2回目 3回目 記録

m m m
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女子100m

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

ﾕﾐｷﾉ ｱｽﾐ ﾄｷﾄｳ ﾕﾅ

1 8396 弓木野　杏純(3) team RIZE 13.23 1 8017 時任　優奈(1) 東山中 13.65
ｱｶｶﾞﾜ ﾋｻﾈ ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ

2 11229 赤川　恭音(3) ハイテクＡＣ 13.25 2 8446 永田　文花(3) 竜海中 13.69
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾉ ｱｻｲ ｱｲｺ

3 8519 山岸　弓乃(2) 豊南中 13.21 3 11374 浅井　愛子(3) 矢作中 13.68
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ｷｿﾊﾗ ｶﾉﾝ

4 8369 山本　遥(3) 安城西中 12.61 4 8318 木曽原　楓音(2) 前林中 13.5
ｶﾐﾔ ｼｭﾘ ｳﾒﾑﾗ ﾐｵ

5 11290 神谷　朱里(3) 安城JY 12.70 5 11371 梅村　実桜(3) 矢作中 13.50
ﾖﾈﾂﾞ ｳﾘ ﾔｼﾛ ﾘｲ

6 11312 米津　海理(3) 安城JY 12.68 6 8701 八代　理衣(1) 高橋中 13.27
ﾄｷﾄｳ ﾋﾅ ｽｽﾞｷ ｺｺﾐ

7 11430 時任　陽菜(3) 東山中 12.69 7 8757 鈴木　志実(1) 竜北中 13.50
ﾀﾅｶ ｻﾕ ｵｸﾔﾏ ﾘﾅ

8 8374 田中　咲有(2) 安城西中 12.87 8 11434 奥山　莉奈(2) 東山中 13.54
ﾉﾐﾔﾏ ﾈﾈ ﾀﾅｶ ﾕﾗ

9 11404 野見山　寧祢(3) 富士松中 12.71 9 8647 田中　優星(3) 安祥 13.53

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

ﾌｼﾞｲ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ

1 8881 藤井　七海(1) 保見中 13.84 1 8292 小林　杏奈(2) 西尾東部中 14.10
ﾏﾂｲ ｻﾗｻ ﾆﾜ ﾊﾙｶ

2 8581 松井　更紗(2) 朝日丘中 13.91 2 8693 丹羽　陽花(1) 浄水中 14.00
ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ

3 8717 松本　萌来(1) 安城南中 13.90 3 11378 山本　真莉菜(2) 矢作中 14.04
ﾂﾎﾞｳﾁ ﾐｻｷ ｼﾝｶｲ ｱｽﾐ

4 8454 坪内　美咲(3) 竜海中 13.76 4 8133 新開　愛純(3) 六ツ美北中 13.93
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｾ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ

5 8147 渡辺　凜咲(2) 六ツ美北中 13.76 5 8248 鈴木　　日菜夕(2) 浄水中 13.91
ｵｶﾞﾀ ﾅﾂｷ ｵｵﾐ ﾕﾅ

6 8250 尾形　　菜月(2) 浄水中 13.75 6 11393 大見　由奈(2) 矢作北中 13.94
ｲﾄｳ ﾘｺ ﾄｷﾖｼ ｱｵｲ

7 8715 伊藤　凛心(1) 朝日丘中 13.75 7 8714 時吉　愛葵(1) 朝日丘中 13.95
ﾅｶﾔﾏ ｺﾊｸ ｲﾉｳｴ ﾏﾕ

8 11403 中山　小春空(2) みよし北中 13.81 8 11445 井上　真悠(1) 刈谷ＡＣ 14.00
ﾏﾂｳﾗ ﾜｶﾅ ﾔﾅｷﾞ ｻｴ

9 8968 松浦　若奈(1) 幸田中 13.79 9 11447 柳　更依(1) 刈谷ＡＣ 14.00

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

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

ｵｵｳﾁ ﾐｲﾅ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｵ

1 11170 大内　美唯菜(2) 稲武中 14.26 1 8200 畔栁　麻央(2) 葵中 14.41
ﾉﾀﾞ ﾙﾅ ﾅｶﾊｼ ﾘｴ

2 8144 野田　瑠華(2) 六ツ美北中 14.27 2 8572 中橋　理恵(2) 朝日丘中 14.50
ﾄｳｼﾞｮｳ ｻｸﾐ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎﾉﾐ

3 8529 東城　咲美(2) 豊南中 14.25 3 8709 谷口　ほのみ(1) 安城北中 14.36
ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾊ ｵｶﾓﾄ ｻｱﾔ

4 8093 近藤　理巴(2) 鶴城中 14.15 4 11395 岡本　沙綾(2) 矢作北中 14.30
ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾐｱ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｲ

5 8328 村松　りみあ(3) 西尾一色中 14.2 5 8690 近藤　史唯(1) 安城西中 14.29
ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲﾋ ﾀｶﾊｼﾐｵﾘ

6 8289 杉浦　苺姫(2) 西尾東部中 14.14 6 8685 髙橋　澪里(2) 美川中 14.28
ｱﾓｳ ﾘｵ ﾀﾅｶ ｵｳｶ

7 8712 天羽　璃緒(1) 篠目中 14.19 7 8127 田中　桜果(2) 知立中 14.31
ﾎｼﾉ ﾐﾕ ﾅｶﾞﾀ ｺﾄﾈ

8 8256 星野　　美優(2) 浄水中 14.22 8 11398 永田　琴音(2) 矢作北中 14.34
ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ ﾉｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ

9 8016 鈴木　唯日(1) 東山中 14.24 9 8341 野澤　真由美(2) 吉良中 14.35
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女子100m

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

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

ｸﾛﾉ ﾅﾕｶ ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾅ

1 8752 黒野　奈結加(1) 上郷中 14.58 1 8727 田島　彩奈(1) 矢作北中 14.76
ｼﾗｻｷ ｶｽﾞﾐ ｵｵｴ ﾐﾕ

2 8377 白崎　和美(2) 安城西中 14.60 2 8407 䯨　実優(2) 安城南中 14.77
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾒ ﾜｶﾔﾏ ﾙｶ

3 8344 鈴木　彩芽(2) 吉良中 14.59 3 11483 若山　瑠伽(2) 岡崎南中 14.76
ｶﾄｳ ｺﾄﾊ ﾖｼﾀﾞ ｻﾅ

4 8736 加藤　琴葉(1) 猿投台 14.50 4 8324 吉田　咲那(1) 幡豆中 14.66
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｶ ｵｶ ｱﾕﾐ

5 8569 中島　侑香(2) 朝日丘中 14.50 5 11266 岡　亜佑美(2) 城北中 14.60
ｶｼﾞ ｱﾝﾅ ｺｼﾞﾏ ﾏﾅ

6 8466 加地　杏菜(2) 竜海中 14.50 6 8706 小島　万奈(1) 安城北中 14.63
ﾃﾗﾀﾞ ｺﾅﾂ ﾔﾅｲ ﾏｱﾔ

7 8963 寺田　小夏(1) 刈谷南中 14.50 7 8489 箭内　麻綾(2) 保見中 14.61
ﾓﾘｼﾀ ﾊﾅ ﾀｼﾛ ﾅﾅ

8 8113 森下　華愛(2) 上郷中 14.54 8 8467 田代　奈々(2) 竜海中 14.74
ｵﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｽｷﾞｳﾗ ｱｶﾘ

9 8814 小田　千紘(1) 葵中 14.50 9 8094 杉浦　明莉(2) 鶴城中 14.72

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

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

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾅ ﾔﾋﾞｸ ｶﾉﾝ

1 8370 水谷　悠那(3) 安城西中 14.93 1 8768 屋比久　夏音(1) 西尾東部中 15.00
ｷﾐｼﾞﾏ ﾉｱ ﾀﾑﾗ ｶﾉﾝ

2 8477 君嶋　　希彩(2) 高橋中 14.91 2 8788 田村　華音(1) 前林中 15.0
ﾉﾅｶ ﾕﾅ ｲﾄｳ ﾊﾅ

3 11188 野中　柚奈(2) 平坂中 14.92 3 8787 伊藤　華(1) 前林中 15.0
ｵﾉ ｲﾛﾊ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｿｱ

4 8465 小野　彩羽(2) 竜海中 14.85 4 8705 今泉　空笑(1) 豊南中 14.96
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾅ ﾅﾍﾞﾀ ﾆﾅ

5 8815 原田　知奈(1) 葵中 14.82 5 11211 鍋田　虹奏(2) 高浜中 14.99
ﾂｶﾓﾄ ｱﾝﾅ ﾅﾅｵ ｻﾕ

6 11412 塚本　安那(2) 富士松中 14.81 6 8816 七尾　沙結(1) 葵中 14.98
ﾖｼｶﾜ ﾕｷﾅ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔ

7 8524 吉川　由希奈(2) 豊南中 14.78 7 11377 松原　沙矢(2) 矢作中 14.98
ﾐﾔﾊﾗ ｱｵｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ

8 8480 宮原 　あおい(2) 高橋中 14.86 8 8959 山本　玉妃(1) 岡崎岩津 14.99
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘ ﾌﾙｲ ｻﾔﾋ

9 8900 山田　由理(1) 安祥 14.90 9 8320 古井　彩妃(2) 前林中 15.0

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

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

ｽｽﾞｷ ﾘｺ ｽｽﾞｷ ｱｵｲ

1 8938 鈴木　里胡(1) 幸田中 15.14 1 8779 鈴木　葵衣(1) 依佐美中 15.26
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾅ ﾐﾜ ﾙﾘｱ

2 8525 本田　結楠(2) 豊南中 15.11 2 11195 三輪　瑠璃亜(2) 平坂中 15.20
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾅｶﾔｼｷ ﾘﾝ

3 8110 杉山　ひなの(2) 上郷中 15.15 3 8950 中屋敷　凜音(1) 上郷中 15.27
ﾖｼﾑﾗ ﾓﾓｶ ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾕｲ

4 11426 吉村　百加(2) 岡崎岩津 15.00 4 8762 小早川　結唯(1) 城北中 15.19
ｼﾓﾉｴ ｶﾝﾅ ｻﾜｲ ﾏﾎﾛ

5 8874 下野江　栞渚(1) 朝日丘中 15.00 5 8958 澤井　茉幌(1) 岡崎岩津 15.20
ﾌｸﾀ ｻﾔｶ ﾄﾖﾀﾞ ﾎﾉｶ

6 8730 福田　紗香(1) 矢作北中 15.01 6 8949 豊田　萌乃佳(1) 上郷中 15.20
ﾑﾗﾀ ﾏﾋﾛ ﾏｼﾞﾏ ﾐﾗｲ

7 8791 村田　真優(1) 前林中 15.0 7 8852 馬島　未来(1) 知立中 15.18
ｶﾜﾑﾗ ｶﾉﾝ ﾀﾅｶ ﾐﾕ

8 11411 河村　香音(2) 富士松中 15.01 8 8111 田中　美裕(2) 上郷中 15.20
ﾂｼﾞ ﾙｲﾅ ｻｶﾓﾄ ﾕｲ

9 11381 辻　瑠唯菜(2) 矢作中 15.08 9 8354 坂本　由衣(3) 逢妻中 15.2
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女子100m

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

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

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ ﾏｴｶﾜ ｻｷ

1 11485 山本　采和(2) 岡崎南中 15.40 1 8204 前川　紗希(2) 葵中 15.50
ﾑｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ ﾆｲﾐ ﾊﾙｶ

2 8776 向山　七海(1) 依佐美中 15.40 2 8786 新實　悠(1) 前林中 15.5
ｲﾄｳ ﾋﾕ ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ

3 8851 伊藤　妃優(1) 知立中 15.41 3 8574 澤田　愛花(2) 朝日丘中 15.50
ﾊﾔｾ ﾘｵ ｼﾊﾞﾀ ﾒｲｺ

4 8199 早瀬　莉央(2) 葵中 15.32 4 8955 柴田　芽以子(1) 岡崎岩津 15.50
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｵ ｲｹﾀﾞ ﾓﾓﾅ

5 8703 藤原　来音(1) 豊南中 15.35 5 8577 池田　桜菜(2) 朝日丘中 15.50
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉｶ ｻｶﾓﾄ ｱﾂﾞｻ

6 8772 髙山　穂乃佳(1) 西尾東部中 15.28 6 8139 坂本　梓(3) 六ツ美北中 15.50
ｶﾄｳ ﾕｳｶ ｱﾗｲ ｺｺﾛ

7 8287 加藤　優佳(2) 西尾東部中 15.28 7 8731 荒井　紅心(1) 猿投台 15.50
ｶﾜﾀﾞ ﾛｺ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｱ

8 8109 川田　蕗虹(2) 上郷中 15.40 8 8865 本田　結愛(1) 朝日丘中 15.50
ｱｵﾔﾏ ﾁﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ

9 8543 青山　稚己(2) 常磐中 15.36 9 8694 山口　夏帆(1) 浄水中 15.50

15組 風(+/-    ) 16組 風(+/-    )

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

ﾒﾔ ﾘﾝｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ

1 8789 目谷　凛花(1) 前林中 15.5 1 8944 山本　和奏(1) 高浜南 15.79
ｵｵｶﾜﾗ ｱｶﾘ ﾊﾈﾀﾞ ｺｳﾐ

2 8732 大川原　明佳里(1) 猿投台 15.50 2 8145 羽根田　こうみ(2) 六ツ美北中 15.69
ｶﾜｿﾞｴ ｻﾗ ﾋﾙｶﾜ ｸﾙﾐ

3 8952 川添　紗羅(1) 岡崎岩津 15.50 3 11283 蛭川　来美(2) 岡崎北 15.78
ｻｺﾏ ｺﾄﾉ ﾌｸｵｶ ｻｷﾎ

4 8726 迫間　理乃(1) 矢作北中 15.50 4 8578 福岡　咲歩(2) 朝日丘中 15.50
ｱｵﾔﾏ ﾕｷﾅ ｻｶｲﾀﾞ ﾘﾉｱ

5 11185 青山　幸奈(2) 平坂中 15.50 5 8802 境田　莉乃愛(1) 鶴城中 15.59
ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾎ ｲﾅﾖｼ ｶﾅﾐ

6 8473 西村 　明穂(3) 高橋中 15.50 6 8378 稲吉　香波(2) 安城西中 15.60
ｶﾅｶ ｻｸﾗｺ ﾑﾗｼｹﾞ ｱﾔﾉ

7 8725 加仲　桜子(1) 矢作北中 15.50 7 8918 村重　あや乃(1) 岡崎南中 15.59
ﾓﾘｼﾏ ﾅﾅｶ ｲｲﾑﾗ ﾒｲ

8 9042 森島　菜々香(1) 矢作北中 15.50 8 8857 飯村　芽生(1) 刈谷東中 15.60
ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞ ｼﾊﾞﾀ ｺﾄｺ

9 8573 川﨑　柚(2) 朝日丘中 15.50 9 8948 柴田　琴心(1) 上郷中 15.66

17組 風(+/-    ) 18組 風(+/-    )

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

ｲﾄｳ ﾐｷ ﾁｭﾝ ﾃｨｲｴﾝｺﾞｸ

1 8895 伊藤　美季(1) 竜南中 16.00 1 9024 チュン　ティイエンゴク(1) 吉良中 16.00
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾗ ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ

2 8570 山田　優良(2) 朝日丘中 16.00 2 8862 鈴木　千遥(1) 朝日丘中 16.00
ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ ﾂｼﾞ ﾉｿﾞﾐ

3 8683 鈴木　花楓(2) 美川中 15.97 3 8580 辻　希海(2) 朝日丘中 16.00
ｷｭｳﾄｸ ｱｶﾘ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｲ

4 11187 久德　朱里(2) 平坂中 15.80 4 8579 松原　芽衣(2) 朝日丘中 16.00
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾈ ｼｮｳﾀﾞ ｱｲ

5 8913 山下　恋羽(1) 逢妻中 15.8 5 8869 荘田　愛(1) 朝日丘中 16.00
ｸﾛｷ ｺｺﾅ ﾖｺｵ ｻｸﾗ

6 8855 黒木　香々南(1) 刈谷東中 15.93 6 8871 横尾　桜(1) 朝日丘中 16.00
ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅ ﾐﾂｲ ｿﾗ

7 8973 松田　紗奈(1) 六ツ美北中 15.84 7 8875 三井　空(1) 朝日丘中 16.00
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ ｻﾄｳ ﾘﾖ

8 8720 今井　千尋(1) 竜海中 15.96 8 8860 佐藤　璃世(1) 朝日丘中 16.00
ﾄﾐｶﾜ ﾕﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ

9 8271 富川　結空(2) 安城北中 15.95 9 8893 山本　柚月(1) 竜南中 16.00
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女子100m

19組 風(+/-    ) 20組 風(+/-    )

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

ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅ

1 8877 西田　七菜(1) 朝日丘中 16.00 1
ｲｿｶﾞｲ ﾏｵﾘ ﾂｹﾞ ﾙｲｶ

2 8859 磯貝　舞織(1) 朝日丘中 16.00 2 8783 柘植　瑠華(1) 依佐美中 16.40
ｶﾄｳ ﾏﾘﾝ ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾐﾝ

3 8866 加藤　まりん(1) 朝日丘中 16.00 3 8488 ｼﾏﾀﾞ　ﾔｽﾐﾝ(2) 保見中 16.50
ﾌｶﾔ ｻﾕｶ ｶﾄｳ ﾕﾅ

4 8856 深谷　咲結歌(1) 刈谷東中 16.00 4 11246 加藤　優奈(2) 碧南新川 16.24
ｸｽﾓﾄ ﾕｲ ｻｸﾗｲ ｻｷ

5 8567 楠本　悠衣(2) 朝日丘中 16.00 5 8626 櫻井　咲綺(3) 高浜南 16.18
ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ ｱｵﾔﾏ ﾏｼﾛ

6 8575 小林　麗(2) 朝日丘中 16.00 6 8704 青山　眞白(1) 豊南中 16.02
ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾗﾘ ｶﾐｻｺﾝ ｳﾗﾗ

7 8863 相澤　ひらり(1) 朝日丘中 16.00 7 8873 上左近　麗(1) 朝日丘中 16.00
ﾌﾙﾊｼ ﾘﾉ ﾌｶﾐ ｺﾊﾙ

8 8836 古橋　莉乃(1) 浄水中 16.00 8 8681 深見　心春(1) 稲武中 16.38
ｻｺﾀﾞ ｶﾉﾝ ﾅｶﾈ ﾄﾓ

9 8864 迫田　楓音(1) 朝日丘中 16.00 9 8888 中根　朋(1) 豊南中 16.40

21組 風(+/-    ) 22組 風(+/-    )

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

1 1

ｵｻﾞﾜ ﾘｻ ｽｷﾞﾉ ｶﾉﾝ

2 11172 小澤　梨紗(2) 稲武中 16.92 2 8400 杉野　歌音(2) team RIZE 19.78
ﾂｼﾞ ﾕｱ ﾐﾈｻｷ ﾕｳﾅ

3 8843 辻　結愛(1) 浄水中 17.00 3 8911 峯﨑　結愛(1) 逢妻中 930.0
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ ﾀﾈﾓﾄ ﾅﾂｷ

4 8916 山本　陽加利(1) 岡崎南中 16.50 4 8837 種元　夏姫(1) 浄水中 17.00
ｶﾄﾞﾉ ｺﾄﾐ ｲﾏｲ ﾘｱﾝ

5 8841 角野　古都実(1) 浄水中 16.50 5 9040 今井　凛桜(1) 岡崎南中 17.00
ﾉﾉﾑﾗ ｼﾎ ﾀｶﾊｼ ﾆｺﾘ

6 8844 野々村　志保(1) 浄水中 16.50 6 8899 高橋　ニコリ(1) 安祥 17.50
ﾌｼﾞﾀ ﾐｳ ﾅｸﾞﾗ ﾒｱ

7 11284 藤田　美羽(2) 岡崎北 16.60 7 8943 名倉　めあ(1) 高浜南 17.01
ｵｵﾔ ﾌﾐ ｽｷﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ

8 8914 大屋　文美(1) 桜井中 16.80 8 8276 杉原　凛香(2) 安城北中 18.26
ｲﾅｶﾞｷ ﾉｱ ｲｼﾊﾗ ﾕｲ

9 11256 稲垣　希彩(2) 城北中 16.80 9 8898 石原　由唯(1) 安祥 17.55

23組 風(+/-    ) 24組 風(+/-    )

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

1 1

ｵｷﾞｿ ﾕｲ ｼﾉﾍ ﾐｺ

2 11171 小木曽　結衣(2) 稲武中 2 8470 四戸 　実子(3) 高橋中
ﾋﾗﾉ ﾒｳ ｲﾄｳ ﾘﾝ

3 8846 平野　姫羽(1) 知立中 3 8850 伊藤　凛(1) 知立中
ｵﾉ ﾐﾕ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾚｲ

4 8970 小野　未結(1) 東山中 4 9022 山﨑　美怜(1) 六ツ美中
ｶﾄｳ ｱｵｲ ﾊｯﾄﾘ ﾕﾂﾞｷ

5 8476 加藤　　葵(2) 高橋中 5 8847 服部　結月(1) 知立中
ﾅｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾝ

6 8805 長井　希海(1) 安城北中 6 8848 河口　憐(1) 知立中
ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶﾎ ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ

7 9039 南山　果穂(1) 常磐中 7 9031 小嶋　心結(1) 常磐中
ｽｷﾞｳﾗ ﾆｺ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ

8 8796 杉浦　二胡(1) 鶴城中 8 8710 安東　　陽菜(1) 安城北中
ｸﾜﾊﾗ ﾘｺ ﾌｼﾞﾀ ｺｺﾛ

9 8801 桑原　梨心(1) 鶴城中 9 8971 藤田　こころ(1) 東山中
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女子100m

25組 風(+/-    ) 26組 風(+/-    )

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

1 1

ｽｽﾞｷ ｲｵﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ

2 9961 鈴木　伊織(1) 常磐中 2 9035 小林　礼奈(1) 常磐中
ﾃﾗｻﾞﾜ ﾘﾎ ｵﾉﾔﾏ ﾕﾅ

3 8967 寺澤　莉穂(1) 高橋中 3 8996 小野山　優七(1) 葵中
ﾎﾝﾒ ﾙﾅ ｵｵｼﾀ ｼﾉ

4 9038 本目　瑠愛(1) 常磐中 4 9018 大下　詩乃(1) 六ツ美中
ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ ﾀﾊﾗ ﾕｳﾐ

5 9012 鈴木　花恋(1) 末野原中 5 8994 田原　優心(1) 葵中
ｷｽﾞﾅ ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ

6 9045 西城　絆菜(1) 安城南中 6 8998 髙橋　さくら(1) 葵中
ｲﾄｳ ｱｽｶ ﾐｽﾞﾉ ｺｺﾐ

7 9007 伊藤　あすか(1) 末野原中 7 8992 水野　心海(1) 葵中
ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾂｷ ﾀｹﾉ ｳﾘﾉ

8 9032 杉浦　光希(1) 常磐中 8 9037 竹節　うり乃(1) 常磐中
ﾂﾂﾐ ｱﾝﾅ ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ

9 9033 堤　杏奈(1) 常磐中 9 9036 澤田　　夏希(1) 常磐中

27組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ｶﾜﾓﾄ ｻﾔ

2 8993 河本　紗弥(1) 葵中
ﾀｶｵ ﾐｵ

3 8479 髙尾　　澪(2) 高橋中
ｶﾜｿﾞｴ ｻﾔ

4 8997 河副　紗弥(1) 葵中
ﾎｿｲ ｻｸﾗ

5 8903 細井　咲良(1) 矢作中
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｲｶ

6 8995 榊原　結花(1) 葵中
ﾑﾗﾀ ｱﾉﾝ

7 8901 村田　あのん(1) 矢作中
ｲﾅ ﾒｲｶ

8 9017 伊奈　明香(1) 六ツ美中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂ

9 8991 山口　奈都(1) 葵中
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女子145m

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

ﾂﾀﾞ ｺﾄﾈ

2 11372 津田　琴音(3) 矢作中
ﾂｷﾔﾏ ﾅﾅ

3 8649 築山　七菜(3) 安祥 20.33
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅｺ

4 8576 池上　陽菜子(2) 朝日丘中 20.50
ﾆｲﾐ ﾄﾜ

5 8314 新実　透羽(3) 前林中 20.0
ｵﾉｴ ﾕﾂﾞｷ

6 8062 小野江　佑月(2) 末野原中 21.00
ｻﾄｳ ﾕﾏ

7 8526 佐藤　柚茉(2) 豊南中 24.90
ﾃﾇﾜﾗ ｷｴﾗ

8 8946 テヌワラ　貴縁良(1) 六ツ美北中 23.50

女子200m

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

ﾋｶﾞｼ ｻｷ ﾋﾗﾏﾂ ｱﾑ

2 11221 東　咲希(2) 竜北中 29.37 2 8253 平松　　愛結(2) 浄水中 31.04
ｲﾅﾖｼﾕﾅ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ

3 8546 稲吉　由奈(2) 美川中 28.11 3 8125 長野　日南(2) 知立中 30.00
ﾀｹｳﾁ ｻﾊ ｼｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ

4 8056 竹内　沙葉(2) 末野原中 26.50 4 11493 塩谷　なつみ(3) 美川中 29.88
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ ﾄｳｼﾞｮｳ ｻｸﾐ

5 11206 中村　陽茉理(3) 高浜中 13.81 5 8529 東城　咲美(2) 豊南中 29.89
ﾁｶﾋﾗ ﾕｲｶ ﾅｶﾊｼ ﾘｴ

6 8492 近平　結耶(2) 保見中 28.28 6 8572 中橋　理恵(2) 朝日丘中 30.00
ｲﾅｶﾞｷ ｱｵｲ ﾂﾙﾀ ﾕｽﾞｷ

7 8660 稲垣　葵(1) 安祥 29.15 7 11226 鶴田　柚稀(2) 竜北中 30.00
ｷﾀﾃﾞ ﾅｵ ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ

8 8692 北出　菜桜(1) 桜井中 28.62 8 11176 上田　帆花(2) 篠目中 30.36

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1

2 2

ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓﾅ ｵﾊﾞﾗ ﾏｲｶ

3 11429 山﨑　桃奈(2) 幡豆中 31.2 3 8954 小原　苺栞(1) 岡崎岩津 34.00
ｷﾑﾗ ﾐﾕ ｽｷﾞｳﾗ ﾚﾅ

4 8251 木村　　心優(2) 浄水中 32.46 4 8441 杉浦　玲南(2) 六ツ美中 34.28
ﾜﾀﾞ ﾌｳﾅ ﾊｶﾏﾀﾞ ﾚﾅ

5 11424 和田　楓菜(2) 岡崎岩津 31.51 5 8124 袴田　怜那(2) 知立中 33.00
ｲﾄｳ ﾅﾅﾎ ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲﾄ

6 8340 伊藤　七帆(2) 吉良中 32.37 6 8201 中川　明歩(2) 葵中 33.00
ﾆｼ ｱﾔﾉ ﾐﾔｾ ｱｽｶ

7 8721 西　彩乃(1) 竜海中 33.00 7 9021 宮瀬　あすか(1) 六ツ美中
ﾉﾀﾞ ﾘｵﾅ ｶﾝﾀﾞ ﾕｲｶ

8 8245 野田　　莉央奈(2) 浄水中 32.84 8 8764 神田　唯花(1) 知立南中 35.07
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女子1000m

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ ﾆｼﾜｷ ﾕﾅ

1 11470 冨澤　茉那(3) 甲山中 2:58.00 1 11384 西脇　由奈(2) 愛知陸協 3:22.00
ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ ﾏﾂｲ ﾁﾅ

2 8029 近藤　千紘(1) S.T 3:15.00 2 8054 松井　知奈(3) 末野原中 3:20.00
ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ ｼﾐｽﾞ ﾁﾅ

3 8178 齋藤　ひより(2) 吉良中 3:13.11 3 11401 清水　知那(2) 矢作北中 3:20.00
ﾅｲﾄｳ ﾕｲﾅ ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾐ

4 8463 内藤　結菜(2) 竜海中 3:20.00 4 11466 市川　南魅(1) TSM岡崎 3:20.35
ｻﾉ ﾄﾓｶ ｿﾊﾞ ﾕｽﾞｷ

5 8098 佐野　友香(3) 上郷中 3:18.00 5 8759 曾場　柚希(1) 竜北中 3:25.00
ﾀｶﾀ ｺｲﾄ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾒｲ

6 11443 高田　小綸(2) 刈谷ＡＣ 3:05.00 6 8206 畔柳　芽依(3) 福岡中 3:23.75
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ﾀｶｷﾞ ﾐｿﾗ

7 8177 鈴木　ちひろ(2) 吉良中 3:16.55 7 8549 高木　みそら(2) 美川中 3:25.00
ｴﾄｳ ｱﾝﾅ ﾅｶｶﾞﾐ ｱｵｲ

8 8047 江藤　杏奈(2) 刈谷東中 3:10.12 8 8550 中神　葵(2) 美川中 3:20.00
ﾂｹﾞ ｺｺﾈ ﾜｶﾞﾂﾏ ﾕｶ

9 8239 柘植　心希(2) 刈谷南中 3:20.00 9 8905 我妻　雪華(1) 富士松中 3:20.00
ｲﾅﾊﾞ ﾙﾘ ｼﾛｶﾜ ﾐｶ

10 11204 稲葉　瑠璃(2) 幸田中 3:13.56 10 11207 城川　美佳(3) 高浜中 3:22.47
ﾆﾉﾐﾔ ﾏｺ ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｺ

11 8629 二宮　真子(1) 刈谷ＡＣ 3:15.00 11 11389 足立　桃子(3) 矢作北中 3:20.00
ﾅｶｶﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ﾎﾝﾏ ﾕﾉﾊ

12 11387 中垣　のぞみ(3) 矢作北中 3:15.00 12 8049 本間　結乃華(3) 末野原中 3:25.00
ﾖｺｲ ﾉﾉｶ ﾅｶﾈ ﾐｵ

13 11390 横井　希夏(3) 矢作北中 3:14.02 13 11458 中根　美桜(2) TSM岡崎 3:22.45
ｲﾇﾂﾞｶ ﾐｵ ﾋﾗｵｶ ﾕｲ

14 11392 犬塚　美桜(2) 矢作北中 3:04.86 14 8461 平岡　優衣(2) 竜海中 3:20.00
ｻﾄｳ ﾘﾎ

15 8307 佐藤　里帆(3) 前林中 3:00.00

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

ｵｵﾀ ｻﾁｶ ｳﾗﾅｶ ﾘｵ

1 8500 太田　幸花(3) 依佐美中 3:30.00 1 8202 浦中　璃央(2) 葵中 3:45.00
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳ

2 11385 近藤　玲那(3) 矢作北中 3:30.00 2 8219 谷村　優(2) 福岡中 3:48.00
ｻﾄｳ ｱﾝ ｶﾜｽﾐ ﾕｱ

3 8763 佐藤　杏(1) 城北中 3:37.00 3 8381 河澄　結愛(3) 竜南中 3:45.00
ﾅｶﾞｻｶ ｱｲ ｵｵﾊｼ ﾙﾅ

4 8024 長坂　愛(2) S.T 3:30.00 4 8173 大橋　月那(3) 吉良中 3:44.22
ｷﾌﾞﾈ ｺｺﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ

5 8255 木船　　志南(2) 浄水中 3:30.00 5 8171 渡邉　莉朱(3) 吉良中 3:45.02
ｸﾛﾉ ﾊﾂﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ

6 8655 黒野　葉月(2) 安祥 3:32.30 6 8319 吉田　百花(2) 前林中 3:45.00
ｶﾄｳ ﾕｷ ﾊﾞﾝ ﾘﾘｱ

7 8571 加藤　結希(2) 朝日丘中 3:35.00 7 8179 伴　梨々彩(2) 吉良中 3:48.27
ﾉｳﾐ ﾏｵ ｵｵｲｼ ｲﾛﾊ

8 8252 能見　　真央(2) 浄水中 3:40.00 8 8197 大石　彩葉(2) 葵中 3:40.00
ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾕﾘ ｱﾏﾉ ﾐｽｽﾞ

9 11402 城島　友里(2) 矢作北中 3:28.00 9 11478 天野　瑞涼(2) 岡崎南中 3:41.95
ｲﾁｶﾜ ｻﾎ ｸﾆﾏﾂ ｶﾉﾝ

10 8751 市川　紗帆(1) 六ツ美北中 3:34.00 10 8962 國松　奏音(1) 刈谷南中 3:50.00
ｻﾑﾗ ｾﾅ ｻｶｼﾀ ｴﾏ

11 8316 左村　星和(2) 前林中 3:30.00 11 8729 坂下　恵麻(1) 矢作北中 3:48.00
ｽｷﾞﾀ ﾊﾙｶ ｻｻｵｶ ﾁﾋﾛ

12 8458 杉田　遥香(2) 竜海中 3:35.00 12 8359 笹岡　千寛(2) 逢妻中 3:45.0
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｻ ｱｵﾔﾏ ﾕﾒ

13 8508 松原　里紗(2) 依佐美中 3:30.00 13 11477 青山　結芽(2) 岡崎南中 3:48.90
ｲﾅｶﾞﾜ ｴﾘ ｲﾉｳｴ ﾏｵ

14 8249 稲川　　英里(2) 浄水中 3:30.00 14 8527 井上　真桜(2) 豊南中 3:42.85
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女子1000m

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾋﾛ ｵｶﾞﾜ ﾅﾅｺ

1 8770 杉浦　実優(1) 西尾東部中 3:55.00 1 11427 小川　ななこ(2) 岡崎岩津 4:00.00
ｽﾐﾔ ｶﾉﾝ ﾊﾔｼ ｱｶﾘ

2 8775 角谷　花音(1) 西尾東部中 3:57.00 2 8923 林　愛花梨(1) 吉良中 4:05.87
ｻﾉ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾊｼ ﾛｶ

3 8734 佐野　陽向(1) 猿投台 3:50.00 3 8738 髙橋　蕗夏(1) 猿投台 4:00.00
ｸﾉ ﾐｻ ｶﾍﾞﾔ ﾐｸ

4 8568 久野　心彩(2) 朝日丘中 3:50.00 4 8172 壁谷　実来(3) 吉良中 4:08.39
ﾏｴﾀﾞ ｻｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ

5 8790 前田　彩妃(1) 前林中 3:50.00 5 8793 近藤　優衣(1) 前林中 4:00.00
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ ｻｶﾓﾄ ｻﾅ

6 8246 松本　彩希(2) 浄水中 3:55.00 6 8957 坂本　さな(1) 岡崎岩津 4:00.00
ﾂﾙﾀ ｻｱﾔ ﾄﾏﾂ ﾓｶ

7 8961 鶴田　紗彩(1) 刈谷南中 3:50.05 7 8733 戸松　もか(1) 猿投台 4:00.00
ﾃｼﾏ ｱｵｲ ｵﾊﾞﾗ ｱｶﾈ

8 8771 手島　あおい(1) 西尾東部中 3:52.00 8 8203 小原　あかね(2) 葵中 4:00.00
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ

9 8259 田辺　雅姫(1) 浄水中 3:52.00 9 8878 滝澤　悠喜(1) 朝日丘中 4:00.00
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ

10 11370 吉田　凪紗(3) 矢作中 3:50.00 10 8464 樋口　未奈実(2) 竜海中 4:00.00
ｲﾜﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ ﾐﾔｼﾞｮｳ ﾕｱ

11 8362 岩永　知夏(2) 逢妻中 3:55.0 11 8868 宮條　結愛(1) 朝日丘中 4:00.00
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ ﾌﾙﾉ ｱﾝﾅ

12 8861 杉山　凛(1) 朝日丘中 3:50.00 12 8891 古野　杏奈(1) 竜南中 4:06.00
ﾋﾀﾞｶ ｶﾎ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾎ

13 8870 日髙　香帆(1) 朝日丘中 3:50.00 13 8391 柳　未歩(2) 竜南中 4:07.00
ｼﾏﾉ ﾘﾅ ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾗ

14 8956 嶋野　莉愛(1) 岡崎岩津 4:00.00 14 8876 坂口　優咲(1) 朝日丘中 4:00.00

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

ｲﾄｳ ｷﾗﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ

1 8858 伊藤　きらり(1) 刈谷東中 4:30.00 1 8722 山田　侑奈(2) 安祥
ﾀｶﾊｼ ｾｲﾗ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｵｲ

2 8785 高橋　世愛(1) 前林中 4:10.00 2 8326 榊原　向葵(3) 西尾一色中
ｲﾜｾ ﾒｲ ｲｼﾔﾏ ｼﾛﾅ

3 8176 岩瀬　めい(3) 吉良中 4:14.77 3 9006 石山　白奈(1) 末野原中
ｶﾐﾔﾏ ﾕﾅ ｶﾜｲ ﾐｸ

4 9010 上山　優奈(1) 末野原中 4 9009 川合　美玖(1) 末野原中
ｽｽﾞｷ ｳﾙｱ ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ

5 8175 鈴木　閏愛(3) 吉良中 4:12.19 5 8761 山下　希望(1) 竜北中
ｷﾑﾗ ﾙｲ ｵｶﾀﾞ ﾅﾂｺ

6 8854 木村　瑠衣(1) 刈谷東中 4:30.00 6 8364 岡田　奈都子(1) へき陸ジュニア

ｲﾜﾓﾄ ｶﾘﾝ ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾊ

7 8189 岩本　花凛(2) 葵中 4:15.00 7 11175 中村　碧波(2) 篠目中
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾗ

8 8528 岩下　由奈(2) 豊南中 4:13.00 8 9016 山田　紗羅(1) 末野原中
ｲﾜｷ ﾐｭﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｳﾐ

9 8839 岩木　心夢來(1) 浄水中 4:13.00 9 9013 松本　羽海(1) 末野原中
ｵﾉ ｱﾝﾅ ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕ

10 8247 小野　杏菜(2) 浄水中 4:38.00 10 8440 竹田　美結(2) 六ツ美中
ﾀｶﾊｼ ﾐｵ ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ

11 8491 高橋　美緒(2) 保見中 4:10.00 11 9015 山田　明日香(1) 末野原中
ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾎ ｶｼﾞﾜﾗ ﾁﾅﾐ

12 8890 杉山　奈穂(1) 豊南中 4:15.00 12 8755 梶原　千波(1) 竜北中
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾅ ｸﾒ ﾉｿﾞﾐ

13 8174 吉川　優奈(3) 吉良中 4:10.23 13 8756 粂　希実(1) 竜北中
ｶﾄｳ ｱｺ ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝｶ

14 8438 加藤　愛湖(2) 六ツ美中 14 9010 近藤　凛華(1) 末野原中
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女子1000m

9組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾅ

1 8947 山田　環奈(1) 六ツ美北中
ﾅｸﾞﾗ ﾕｽﾞｷ

2 8902 名倉　柚季(1) 矢作中
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ

3 8842 福島　悠花(1) 浄水中
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾐ

4 8143 中村　心実(2) 六ツ美北中
ﾔﾏｼﾀ ｸﾚｱ

5 8979 山下　聖愛(1) 六ツ美北中
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾋ

6 11173 小嶋　晴愛(2) 稲武中
ﾋﾛﾀ ｻｸﾗ

7 8680 廣田　さくら(1) 稲武中
ﾂﾙﾀ ﾏﾕ

8 8439 鶴田　真弓(2) 六ツ美中
ｶﾄｳ ｷﾖﾗ

9 8135 加藤　希世良(3) 六ツ美北中
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｲ

10 8917 北川　由唯(1) 岡崎南中
ｸｻﾀﾞ ｺｺ

11 8142 草田　胡々(2) 六ツ美北中
ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ

12 8977 小倉　優菜(1) 六ツ美北中
ｲﾁｶﾜ ｺﾉﾒ

13 8141 市川　このめ(2) 六ツ美北中
ﾏﾂｲ ﾕｱ

14 8915 松井　優歩(1) 岡崎南中
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女子中学100mH(0.762m/8.0m)

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

ﾑｶｲ ｻｷ ﾓﾘ ﾜｶﾅ

2 8402 向井　咲希(2) 安城南中 16.91 2 8459 森　稚渚(2) 竜海中 17.74
ﾀｶﾂｶ ﾒｲ ｽｽﾞｷ ﾘｻ

3 11476 髙塚　瞳衣(2) 岡崎南中 17.09 3 11394 鈴木　里彩(2) 矢作北中 17.93
ﾏｾ ｶﾅﾊ ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ

4 11460 間瀬　奏波(2) TSM岡崎 15.32 4 8258 小松　由奈(1) 浄水中 17.35
ﾋﾗﾂｶ ﾚﾉﾝ ｽｽﾞｷ ﾐﾅｷﾞ

5 11453 平塚　玲音(3) TSM岡崎 14.54 5 8462 鈴木　美凪(2) 竜海中 17.49
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｴ ﾌｼﾞｼﾏ ｻｸﾗ

6 8131 黒栁　紗依(2) 甲山中 15.50 6 11273 藤嶋　咲愛(2) 岡崎北 17.37
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾝｺ ﾅｲﾄｳ ｱﾘﾊ

7 11179 滝沢　林子(3) 平坂中 15.19 7 8506 内藤　愛華(2) 依佐美中 17.29
ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｱ

8 11391 夏目　純佳(2) 矢作北中 15.62 8 9023 藤本　結愛(1) 吉良中 17.50
ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅ ｽｷﾞｳﾗ ﾜｶﾅ

9 8423 本多　菜夏(3) 美川中 16.04 9 8652 杉浦　若菜(3) 安祥 17.50

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1

2 2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ ｱｻｲ ﾓｱﾅ

3 8657 渡辺　恋(2) 安祥 20.32 3 8951 朝井　海(1) 岡崎岩津 21.50
ｶﾐﾔ ｱﾔﾈ ｵｵﾊﾞ ｻｸﾗｺ

4 8975 神谷　絢音(1) 六ツ美北中 18.55 4 8739 大塲　桜子(1) 猿投台 21.00
ﾔﾉ ｿﾗ ﾀﾐﾅﾄ ﾏﾅ

5 8284 矢野　空(2) 西尾東部中 18.98 5 8406 田港　愛那(2) 安城南中 20.50
ﾅｶﾞｲｽｽﾞｶ ｻﾉｱｵｲ

6 8545 長井　涼香(3) 美川中 19.67 6 8548 佐野　蒼(2) 美川中 21.00
ｲﾄｳ ﾅｷﾞ ﾏｷﾉ ｱｲ

7 11239 伊藤　凪(3) 碧南新川 19.47 7 8128 牧野　愛(2) 知立中 20.50
ｶﾄｳ ｾﾗ ﾖｼｶﾜ ｻｸﾗ

8 8290 加藤　千愛(2) 西尾東部中 19.77 8 8741 吉川　さくら(1) 猿投台 21.00
ﾊｯﾀ ﾅﾅｺ ﾆｼｶﾜ ｺﾊﾙ

9 11382 八田　奈菜子(2) 矢作中 19.71 9 8123 西川　心遥(2) 知立中 21.40

5組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ

3 8773 中村　夏梨(1) 西尾東部中
ｴﾋﾞﾅ ｳﾙﾊ

4 8405 蛯名　潤葉(2) 安城南中 22.09
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ

5 8723 加藤　真梨奈(1) 篠目中
ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾅ

6 8658 杉浦　優菜(2) 安祥
ﾎｿｲ ﾏﾔ

7 8965 細井　麻矢(1) 安城南中
ﾌﾙｷ ｶﾉﾝ

8 8724 古木　花音(1) 篠目中
ﾏﾂｲ ｱﾝ

9 8806 松井　杏(1) 安城北中
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女子JO100mH(0.762m/8.5m)

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

3

ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾗ

4 11203 山本　星姫(2) 幸田中 16.30
ｽｽﾞｷ ﾕｲ

5 11451 鈴木　結生(3) TSM岡崎 18.05
ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｱ

6 11455 舩山　侑亜(3) TSM岡崎 18.35

7

8
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女子4X100mR

1組
1ﾚｰﾝ 資格記録 54.0 2ﾚｰﾝ 資格記録 53.63 3ﾚｰﾝ 資格記録 50.57

(  ) 8318 ｷｿﾊﾗ ｶﾉﾝ (  ) 8576 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅｺ (  ) 11433 ｻｲｺﾞｳ ｶﾉﾝ
(  ) 8320 ﾌﾙｲ ｻﾔﾋ (  ) 8715 ｲﾄｳ ﾘｺ (  ) 11430 ﾄｷﾄｳ ﾋﾅ
(  ) 8788 ﾀﾑﾗ ｶﾉﾝ (  ) 8874 ｼﾓﾉｴ ｶﾝﾅ (  ) 11434 ｵｸﾔﾏ ﾘﾅ
(  ) 8789 ﾒﾔ ﾘﾝｶ (  ) 8714 ﾄｷﾖｼ ｱｵｲ (  ) 11435 ﾌｼｷ ｱﾝﾘ
(  ) 8791 ﾑﾗﾀ ﾏﾋﾛ (  ) 8569 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｶ (  ) 8016 ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ
(  ) (  ) 8581 ﾏﾂｲ ｻﾗｻ (  ) 8017 ﾄｷﾄｳ ﾕﾅ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 資格記録 50.11 5ﾚｰﾝ 資格記録 50.90 6ﾚｰﾝ 資格記録 52.12

(  ) 8368 ｻﾉ ﾆﾁｶ (  ) 11290 ｶﾐﾔ ｼｭﾘ (  ) 11179 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾝｺ
(  ) 8369 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ (  ) 11295 ﾎｿｲ ｱﾝﾅ (  ) 11184 ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾅ
(  ) 8370 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾅ (  ) 11296 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ (  ) 11181 ﾈｷﾞﾀ ﾐﾅ
(  ) 8374 ﾀﾅｶ ｻﾕ (  ) 11312 ﾖﾈﾂﾞ ｳﾘ (  ) 11186 ｽｷﾞｻﾜ ｱｲﾕ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 資格記録 53.54 8ﾚｰﾝ 資格記録 52.90

(  ) 8248 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ (  ) 8056 ﾀｹｳﾁ ｻﾊ
(  ) 8256 ﾎｼﾉ ﾐﾕ (  ) 8062 ｵﾉｴ ﾕﾂﾞｷ
(  ) 8250 ｵｶﾞﾀ ﾅﾂｷ (  ) 8052 ﾀﾅｶ ﾋﾅﾘ
(  ) 8258 ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ (  ) 8053 ｻﾄｳ ﾕﾅ
(  ) 8693 ﾆﾜ ﾊﾙｶ (  )
(  ) 8839 ｲﾜｷ ﾐｭﾗ (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

2組
1ﾚｰﾝ 資格記録 57.93 2ﾚｰﾝ 資格記録 58.50 3ﾚｰﾝ 資格記録 55.00

(  ) 8093 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾊ (  ) 8113 ﾓﾘｼﾀ ﾊﾅ (  ) 8467 ﾀｼﾛ ﾅﾅ
(  ) 8094 ｽｷﾞｳﾗ ｱｶﾘ (  ) 8111 ﾀﾅｶ ﾐﾕ (  ) 8462 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｷﾞ
(  ) 8801 ｸﾜﾊﾗ ﾘｺ (  ) 8110 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅﾉ (  ) 8459 ﾓﾘ ﾜｶﾅ
(  ) 8802 ｻｶｲﾀﾞ ﾘﾉｱ (  ) 8109 ｶﾜﾀﾞ ﾛｺ (  ) 8721 ﾆｼ ｱﾔﾉ
(  ) 8796 ｽｷﾞｳﾗ ﾆｺ (  ) (  ) 8720 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 資格記録 56.10 5ﾚｰﾝ 資格記録 56.08 6ﾚｰﾝ 資格記録 55.13

(  ) 8529 ﾄｳｼﾞｮｳ ｻｸﾐ (  ) 8127 ﾀﾅｶ ｵｳｶ (  ) 11393 ｵｵﾐ ﾕﾅ
(  ) 8524 ﾖｼｶﾜ ﾕｷﾅ (  ) 8125 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ (  ) 11395 ｵｶﾓﾄ ｻｱﾔ
(  ) 8519 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾉ (  ) 8851 ｲﾄｳ ﾋﾕ (  ) 11398 ﾅｶﾞﾀ ｺﾄﾈ
(  ) 8705 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｿｱ (  ) 8852 ﾏｼﾞﾏ ﾐﾗｲ (  ) 11391 ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ
(  ) 8525 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾅ (  ) (  ) 8727 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾅ
(  ) (  ) (  ) 8730 ﾌｸﾀ ｻﾔｶ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 資格記録 57.30 8ﾚｰﾝ 資格記録 57.00

(  ) 8335 ｶﾜｼﾓ ﾉｱ (  ) 8292 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ
(  ) 8337 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ (  ) 8289 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲﾋ
(  ) 8338 ﾋﾗﾉ ﾐｸ (  ) 8299 ﾅｺｳ ﾒｲ
(  ) 8341 ﾉｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ (  ) 8291 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾅﾉﾊ
(  ) (  )
(  ) (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

野澤　真由美(2)

西尾東部中
小林　杏奈(2)
杉浦　苺姫(2)
名幸　芽衣(2)
水元　奈芭(2)

田島　彩奈(1)
福田　紗香(1)

吉良中
川下　乃愛(3)
斎藤　泉月(3)
平野　未空(3)

知立中
田中　桜果(2)
長野　日南(2)
伊藤　妃優(1)
馬島　未来(1)

本田　結楠(2)

矢作北中
大見　由奈(2)
岡本　沙綾(2)
永田　琴音(2)
夏目　純佳(2)

豊南中
東城　咲美(2)
吉川　由希奈(2)

山岸　弓乃(2)
今泉　空笑(1)

竜海中
田代　奈々(2)
鈴木　美凪(2)
森　稚渚(2)
西　彩乃(1)
今井　千尋(1)

杉浦　明莉(2)
桑原　梨心(1)
境田　莉乃愛(1)

杉浦　二胡(1)

上郷中
森下　華愛(2)
田中　美裕(2)
杉山　ひなの(2)

川田　蕗虹(2)

竹内　沙葉(2)
小野江　佑月(2)

田中　ひなり(3)

佐藤　友菜(3)

鶴城中
近藤　理巴(2)

鈴木　　日菜夕(2)

星野　　美優(2)

尾形　　菜月(2)

小松　由奈(1)
丹羽　陽花(1)
岩木　心夢來(1)

平坂中
滝沢　林子(3)
中島　彩菜(3)
禰冝田　美奈(3)

杉澤　愛結(2)

浄水中 末野原中

安城西中
佐野　日香(3)
山本　遥(3)
水谷　悠那(3)
田中　咲有(2)

安城JY
神谷　朱里(3)
細井　杏菜(3)
松澤　由奈(3)
米津　海理(3)

松井　更紗(2)

東山中
西郷　花音(3)
時任　陽菜(3)
奥山　莉奈(2)
伏木　杏莉(2)
鈴木　唯日(1)
時任　優奈(1)

朝日丘中
池上　陽菜子(2)

伊藤　凛心(1)
下野江　栞渚(1)

時吉　愛葵(1)
中島　侑香(2)

前林中
木曽原　楓音(2)

古井　彩妃(2)
田村　華音(1)
目谷　凛花(1)
村田　真優(1)
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女子4X100mR

3組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 資格記録 59.00

(  ) (  ) 8329 ｳﾒﾀﾞ ﾕｼﾞｭ (  ) 11364 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓｴ
(  ) (  ) 8326 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｵｲ (  ) 11365 ﾌｸﾀ ﾐｵﾝ
(  ) (  ) 8327 ﾉﾀﾞ ｱﾕｶ (  ) 8736 ｶﾄｳ ｺﾄﾊ
(  ) (  ) 8328 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾐｱ (  ) 8734 ｻﾉ ﾋﾅﾀ
(  ) (  ) (  ) 8732 ｵｵｶﾜﾗ ｱｶﾘ
(  ) (  ) (  ) 8741 ﾖｼｶﾜ ｻｸﾗ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 8706 ｺｼﾞﾏ ﾏﾅ (  ) 8655 ｸﾛﾉ ﾊﾂﾞｷ (  ) 11175 ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾊ
(  ) 8709 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎﾉﾐ (  ) 8657 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ (  ) 11176 ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
(  ) 8805 ﾅｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ (  ) 8658 ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾅ (  ) 8712 ｱﾓｳ ﾘｵ
(  ) 8806 ﾏﾂｲ ｱﾝ (  ) 8900 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘ (  ) 8724 ﾌﾙｷ ｶﾉﾝ
(  ) (  ) 8660 ｲﾅｶﾞｷ ｱｵｲ (  ) 8723 ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 11476 ﾀｶﾂｶ ﾒｲ (  ) 8204 ﾏｴｶﾜ ｻｷ
(  ) 8918 ﾑﾗｼｹﾞ ｱﾔﾉ (  ) 8199 ﾊﾔｾ ﾘｵ
(  ) 11480 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ (  ) 8201 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲﾄ
(  ) 11485 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ (  ) 8200 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｵ
(  ) 8916 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ (  )
(  ) 11483 ﾜｶﾔﾏ ﾙｶ (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

若山　瑠伽(2)

葵中
前川　紗希(2)
早瀬　莉央(2)
中川　明歩(2)
畔栁　麻央(2)

岡崎南中
髙塚　瞳衣(2)
村重　あや乃(1)

山本　佳与(2)
山本　采和(2)
山本　陽加利(1)

稲垣　葵(1)

篠目中
中村　碧波(2)
上田　帆花(2)
天羽　璃緒(1)
古木　花音(1)
加藤　真梨奈(1)

松井　杏(1)

黒野　葉月(2)
渡辺　恋(2)
杉浦　優菜(2)
山田　由理(1)

大川原　明佳里(1)

吉川　さくら(1)

安城北中
小島　万奈(1)
谷口　ほのみ(1)

長井　希海(1)

西尾一色中
梅田　夢雛(3)
榊原　向葵(3)
野田　あゆ華(3)

村松　りみあ(3)

安祥

猿投台
杉山　桃萌(2)
福田　海音(2)
加藤　琴葉(1)
佐野　陽向(1)
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女子走高跳

　

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ

1 8906 近藤　舞奈美(1) 富士松中
ｻﾜｷ ﾋﾅ

2 8260 沢城　姫奈(2) 碧南東中
ｷﾝﾊﾞﾗ ﾊﾉﾝ

3 8826 金原　晴音(1) 碧南東中
ｱﾂﾐ ﾜｶ

4 8317 渥美　和香(2) 前林中
ｽｷﾞｳﾗ ｻｷ

5 8092 杉浦　彩希(2) 鶴城中
ｽｷﾞﾔﾏ ﾓｴ

6 11364 杉山　桃萌(2) 猿投台 1m15
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

7 8835 近藤　真実(1) 浄水中 1m20
ｲｹﾍﾞ ｶﾅ

8 11397 池辺　夏那(2) 矢作北中 1m20
ﾊﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾅ

9 11194 花田　珠愛(2) 平坂中 1m20
ﾅｶﾈ ﾋｶﾘ

10 8541 中根　光浬(2) 常磐中 1m20
ﾅｲﾄｳ ﾉﾉ

11 11193 内藤　暖乃(2) 平坂中 1m25
ｲﾄﾀﾞ ｻﾎ

12 11488 井戸田　幸歩(2) 岡崎南中 1m25
ｲﾄｳ ｳｲ

13 8584 伊藤　羽依(1) 碧南新川 1m25
ﾆｼﾑﾗ ｼｵﾘ

14 11192 西村　汐里(2) 平坂中 1m25
ｲｼﾔﾏ ﾅﾅ

15 8148 石山　奈々(2) 六ツ美北中 1m30
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｳ

16 11490 橋本　美優(3) 美川中 1m30
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝ

17 8654 武田　凛(2) 安祥 1m30
ﾀｶﾉ ﾕﾅ

18 8945 髙野　結菜(1) 六ツ美北中 1m30
ﾋｸﾞﾁ ｻﾔ

19 8840 樋口　紗都(1) 浄水中 1m30
ﾉﾑﾗ ﾅﾅｺ

20 8653 野村　菜々子(3) 安祥 1m35
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ

21 11480 山本　佳与(2) 岡崎南中 1m35
ｲﾄｳ ﾋﾅﾐ

22 11222 伊藤　陽南(2) 竜北中 1m40
ﾋｻﾓﾘ ﾏﾋﾛ

23 8404 久守　真央(3) 安城南中 1m40
ﾏﾂｲ ｴﾏ

24 8403 松井　恵雅(3) 安城南中 1m40
ﾋｼﾀﾞ ｻｷ

25 8129 菱田　咲貴(3) 甲山中 1m45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ

26 11237 渡辺　星奈(3) 碧南新川 1m45
ﾐﾔｹ ﾅﾅ

27 11361 三宅　奈々(3) 猿投台 1m50
ｶｶﾞﾐ ｱｲ

28 8120 鏡味　あい(3) 知立中 1m51

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

m m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
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女子棒高跳

　

ｽｷﾞｻﾜ ｱｲﾕ

1 11186 杉澤　愛結(2) 平坂中 2m40
ｲﾁﾔｽ ﾕｲｶ

2 11189 一安　結叶(2) 平坂中 2m40
ﾈｷﾞﾀ ﾐﾅ

3 11181 禰冝田　美奈(3) 平坂中 2m72

m
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

資格
記録

m
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女子三段跳

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｺｳ ﾒｲ

1 8299 名幸　芽衣(2) 西尾東部中
ﾏﾂｵｶ ﾘﾄ

2 8298 松岡　莉都(2) 西尾東部中
ｵｻﾞｷ ﾎﾏﾘ

3 11190 尾﨑　ほまり(2) 平坂中
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ

4 11296 松澤　由奈(3) 安城JY
ﾎｿｲ ｱﾝﾅ

5 11295 細井　杏菜(3) 安城JY
ｻﾉ ﾆﾁｶ

6 8368 佐野　日香(3) 安城西中
ﾊｼｸﾞﾁ ﾏﾅｶ

7 8401 橋口　愛花(3) 安城南中 9m37
ｻｲｺﾞｳ ｶﾉﾝ

8 11433 西郷　花音(3) 東山中 9m59
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ

9 8130 近藤　愛(3) 甲山中 10m00
ﾅｶﾞｲ ﾕﾒ

10 11432 永井　優芽(3) 東山中 10m30

1回目 2回目 3回目 記録

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m
+/- +/- +/- +/-

m m m m

m m

+/- +/- +/- +/-

m m m m

+/- +/- +/- +/-

+/- +/- +/- +/-

m m
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女子円盤投(1.000kg)

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

順位 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｺﾛ

1 8656 杉山　心咲(2) 安祥
ｵｵｳﾁ ﾕﾐ

2 8447 大内　ゆみ(3) 竜海中 12m41
ﾂｶﾓﾄ ﾅﾅ

3 11191 塚本　凪南(2) 平坂中 20m86
ﾌｼｷ ｱﾝﾘ

4 11435 伏木　杏莉(2) 東山中 29m07

女子ジャベリックスロー(0.300kg）

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
資格
記録

順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾞｳﾁﾝ ﾅﾅ

1 11486 道珎　那奈(2) 岡崎南中 12m74
ｱﾗｷ ﾈﾈ

2 8845 荒木　祢音(1) 浄水中 15m00
ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ

3 8728 辻　和奏(1) 矢作北中 20m00
ﾊﾈﾌﾞﾁ ｷﾖｲ

4 11363 羽根淵　葵佳(3) 猿投台 20m00
ｱｻｲ ﾉﾝﾉ

5 8699 浅井　暖乃(1) 甲山中 20m00
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ

6 8244 渡邉 　南実(3) 浄水中 21m44
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ

7 8585 渡辺　夢奈(1) 碧南新川 24m50
ﾌｸﾊﾗ ﾐｵ

8 8880 福原　美桜(1) 浄水中 25m00
ｺｼﾔﾏ ﾏﾅﾐ

9 8921 越山　真奈美(1) TSM岡崎 25m50
ｺﾞﾄｳ ﾆｺ

10 11300 後藤　咲心(2) 安城JY 25m68
ﾜﾀﾞ ｻﾅ

11 8426 和田　紗奈(3) 六ツ美中 25m85
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾘﾅ

12 11388 本田　優里菜(3) 矢作北中 30m01
ｻｻｷ ﾘｱ

13 11362 佐々木　凜娃(3) 猿投台 43m97 m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

m m m m

1回目 2回目 3回目 記録

m

m m m m

m m m

m

m m m m

1回目 2回目 3回目 記録

m m m
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