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日付 種目

跡見　俊明 10.96 鈴村　颯太(2) 11.31 安永　英生(3) 11.31 福島　桃太(3) 11.40 林　巧真(2) 11.42 林　誠太(2) 11.43 前田　和軌(4) 11.44 髙橋　しゅう(3) 11.70
愛教大ク名古屋 旭野高 愛知教育大 中京大中京高 昭和高 昭和高 愛知教育大 大高中
田中　駿成(2) 11.59 比良　隆樹(2) 11.74 林　大地(2) 11.83 角田　侑也(3) 11.91 橘　虎太朗(2) 11.92 加藤　瑠惟(2) 11.98 杉山　惇人(2) 12.05
昭和高 愛知高 昭和高 AC一宮Junior 瑞陵高 愛知高 東山中
東　和(3) 11.74 髙田　理生(2) 11.76 川地　柑太(1) 11.91 古橋　優也(2) 11.92 木下　紫月(2) 12.05 天願　凌太(3) 12.05
東山中 旭野高 長久手高 愛知高 大高中 尾張ランスター
横井　仁(2) 11.93 田渕　元翔(1) 12.05 間宮　佑斗(1) 12.21 笹原　祥照(3) 12.30 亀田　拓斗(3) 12.31
旭野高 長久手高 昭和高 大須ＡＣ 北陵中

奥　晴斗(2) 12.30
大須ＡＣ

岡尾　逢成(1) 12.10 服部　仁弥(3) 12.16 平野　桂吾(2) 12.24 島村　和優(2) 12.26 林　優磨(3) 12.30 伊藤　壮宏(1) 12.31 髙橋　優太(3) 12.39 本田　澄昊(2) 12.41
長久手高 東山中 守山中 愛知高 北陵中 愛知高 守山中 神の倉中
青山　翔英(3) 12.10 髙原　耀太(3) 12.22 川住　快成(3) 12.35 金森　槙平(2) 12.43 岡田　晴也(3) 12.43 鈴木　颯真(3) 12.46 小澤　漣(1) 12.56 村若　七兎(2) 12.62
古知野中 大須ＡＣ 御幸山中 旭野高 神の倉中 古知野中 中京大中京高 当知中
源河　悟史(3) 12.70 古池　駿也(3) 12.75 小田　遥斗(2) 12.80 小松　祐太(2) 12.80 高橋　宗汰(3) 12.83 近藤　祥太(3) 12.84 藤田　怜志(2) 12.86 加藤　俊介(1) 12.86
神の倉中 古知野中 御幸山中 北陵中 大須ＡＣ 大須ＡＣ 北陵中 愛知高
長谷川　透生(1) 12.82 奥村　虹太(3) 12.91 織田　明 13.00 肥田　悠聖(2) 13.08 山田　敦也(2) 13.16 渡会　将梧(1) 13.18
長久手高 北陵中 マスターズ名古屋 愛知高 AC一宮Junior 味美中
木本　愛己(1) 12.95 寺門　桜佑(2) 12.98 伊藤　望亜(3) 12.98 三輪　?之(3) 13.01 小林　航暉(2) 13.03 栗田　青空(2) 13.17 小林　浩之 13.26
古知野中 愛知高 宮田中 御幸山中 北陵中 愛知高 良友クラブ
上地　一琉(3) 13.35 上田　貴大(3) 13.37 中谷　絢心(2) 13.47 松久　裕貴(2) 13.51 竹内　章斗(1) 13.73 増田　飛優(1) 14.42
北陵中 御幸山中 御幸山中 北陵中 古知野中 東山中
燃杭　蓮(6) 14.70 山口　暁士(2) 14.85 小﨑　聖矢(1) 14.85 伊藤　飛鳥(4) 15.63 土井　渉睦(4) 16.48 伊藤　結平(2) 16.88
大須ＡＣ 大高中 味美中 大須ＡＣ 大須ＡＣ 大須ＡＣ
戸谷　光寿(1) 14.10 燃杭　昊(2) 17.89 長谷川　恵士(5) 17.91
大須ＡＣ 大須ＡＣ 大須ＡＣ
中山　聖 11.51
愛教大ク名古屋
神保　和幸 11:04.76 齊藤　喜麻(3) 11:05.51 加藤　悠空(3) 11:28.04 天野　春希(3) 11:50.93 日向野　夏樹(2) 11:53.48 佐々木　羽琉(1) 12:00.07 吉田　響(2) 12:09.00 田村　大悟(3) 12:42.29
愛教大ク名古屋 宝神中 尾張ランスター 千種中 千種中 長久手高 千種中 千種中
清水　治馬 10:09.28 岩瀬　翔愛(3) 10:10.50 日比野　嵩真(2) 10:17.17 鵜飼　真(3) 10:41.17 松浦　冬真(2) 10:41.70 山口　和真(2) 10:49.10 松村　海星(2) 10:49.90 安部　翔(2) 11:00.14
I.A.R.C名古屋 千種中 チーム大口 千種中 チーム大口 千種中 旭野高 神の倉中
田口　直弥(1) 9:55.23 山本　律希(1) 9:55.35 加藤　泰聖(1) 9:55.44 佐藤　武尊(3) 10:16.30 中村　友哉(3) 10:16.32 鬼頭　侑万(3) 10:19.74 中田　遙斗(3) 10:26.14 八橋　裕真(3) 10:26.75
旭野高 旭野高 旭野高 宮田中 チーム大口 千種中 神の倉中 宮田中
浅野　竜也 9:15.14 大堀　陽輝(2) 9:18.30 永草　駿太(2) 9:25.91 大澤　茶汰(2) 9:27.51 山名　英志 9:27.70 市川　波琉(1) 9:28.83 澤田　誉生(2) 9:29.67 出井　彪雅(1) 9:30.44
CROSSOVER 愛知高 中京大中京高 長久手高 CROSSOVER 愛知高 旭野高 愛知高
橋本　憲一郎(2) 8:48.70 浮邉　直人(1) 8:50.61 柴田　恭佑(2) 8:51.71 加藤　大地(2) 8:53.73 仙石　旭(3) 8:54.19 鳥羽　恭平(1) 8:54.68 大岩　蓮(3) 8:55.29 鈴木　優太郎(3) 8:57.37
愛知高 愛知高 愛知高 愛知高 愛知高 愛知高 愛知高 愛知高
田邉　悠馬(3) 4m20 真島　陸(2) 4m20 沼野　靖生(3) 3m60 杉澤　陽(2) 2m60 水越　大樹(3) 2m50
中京大中京高 中京大中京高 古知野中 平坂中 当知中

久世　優空(2) 4m20 山本　翔大(3) 2m60
中京大中京高 前津中

加藤　隆彦 6m66(+3.0) 山田　悠世(3) 6m63(-0.1) 安江　千岳(2) 6m53(+0.4) 山口　翔(2) 6m22(+0.5) 滝下　修作(3) 6m06(+0.5) 西尾　泰(3) 6m04(+0.1) 稲垣　孟(1) 5m88(+0.3) 中村　鴻志(2) 5m74(+0.5)
マスターズ名古屋 公認6m65(-0.1) 御幸山中 長久手高 瑞陵高 猪高中 大須ＡＣ 長久手高 愛知高
前田　樹輝(2) 63m48 加藤　建都(3) 59m93 小澤　咲公(2) 49m77 荒木　永勝(3) 44m11 岩間　奏樹(3) 41m07 北山　輝(2) 36m31 長江　駿介(2) 30m02 森　馴介(2) 28m05
御幸山中 御幸山中 守山東中 猿投台中 北陵中 汐路中 汐路中 宝神中
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暮石　芭南(1) 13.22 原　さくら(2) 13.37 松浦　紗良(2) 13.59
聖霊高 AC一宮Junior 愛知高
林　緒美(2) 13.45 熊谷　柚希(3) 13.49 伊藤　里桜(1) 13.58 紺野　千華(2) 13.75 石原　花恋(2) 13.79 長谷川　蒔乃(1) 13.91
神の倉中 御幸山中 大須ＡＣ 愛知高 御幸山中 大須ＡＣ
河野　若葉(3) 13.52 横山　清花(3) 13.55 浜田　結姫(2) 13.61 杉原　奈緒(2) 13.76 徳山　碧(3) 13.77 水軒　怜那(1) 13.80
尾張ランスター なごや陸上 大高中 神の倉中 大高中 中京大中京高
安保　芹菜(1) 13.90 相馬　優衣(3) 13.92 鈴木　暖奈(1) 13.96 可児　虹晴(1) 13.97 芳山　怜那(2) 14.19
御幸山中 大高中 神の倉中 大高中 神の倉中
山邉　桜彩(2) 14.14 小栗　有希菜(1) 14.30 髙橋　愛萌(1) 14.34 伊藤　弥生(1) 14.38 佐々木　愛栞(3) 14.41 加藤　久暖(2) 14.46 岡田　紗和(3) 14.52 栃井　那奈子(2) 14.69
AC一宮Junior 旭野高 長久手高 御幸山中 聖霊中 聖霊高 聖霊中 神の倉中
中野　那海(2) 14.33 北川　虹瑚(3) 14.41 武藤　咲乃(1) 14.44 林　果穂(1) 14.58 久保田　千陽(3) 14.68 中村　桐花(2) 14.76
御幸山中 当知中 長久手高 北陵中 尾張ランスター AC一宮Junior
木村　莉子(1) 14.43 中田　陽依(1) 14.56 野澤　優杏(2) 14.67 三浦　蜜華(1) 14.70 荒木　遥妃(3) 14.73
AC一宮Junior 神の倉中 聖霊高 中京大中京高 御幸山中
松垣　颯夏(2) 14.55 喜々津　咲奈(2) 14.87 平野　蒼夏(1) 14.98 加藤　菜月(2) 15.05 小池　光(1) 15.07 中村　なつみ(1) 15.09 早川　椛(1) 15.12 柴田　和奏(1) 15.41
昭和高 御幸山中 古知野中 大高中 北陵中 北陵中 神の倉中 北陵中
西田　湊(2) 15.01 渡邉　希依(1) 15.12 滝　梨乃(1) 15.25
聖霊中 尾張ランスター 古知野中
小原　茉椰(1) 15.07 矢倉　沙奈美(3) 15.08 萩原　紗良(2) 15.19 松田　麻帆(1) 15.33 ピルブラウ　恵都(6) 15.70 吉田　夏菜(1) 15.73
大須ＡＣ 聖霊中 御幸山中 北陵中 大須ＡＣ 北陵中
クアク　秋桜ミュリエル(4) 15.30 宗倉　和葉(1) 15.53 三輪　七夢(2) 15.60
大須ＡＣ 長久手高 御幸山中
奥村　仁美(2) 15.53 浅井　優梨花(1) 15.61 大倉　環奈(1) 15.85 美濃島　彩希(1) 16.14 瀧日　咲百(1) 16.76
御幸山中 汐路中 聖霊高 神の倉中 御幸山中
森下　愛美(3) 16.36 クアク　日輪ダニエル(1) 19.53
聖霊中 大須ＡＣ
伊藤　暖日(2) 11:34.84 鈴木　彩桔(3) 11:36.72 水谷　咲菜(1) 11:42.08 櫻井　幹己(2) 11:46.43 高橋　萌(3) 11:59.74 山邊　結花(3) 12:22.98 塚本　帆乃花(2) 12:34.34 小柳　彩月(2) 12:35.08
宮田中 チーム大口 愛知陸協 稲沢ACJ チーム大口 神の倉中 旭野高 北陵中
禰冝田　美奈(3) 2m70 仙田　雪乃(3) 2m50 髙瀬　杏美(2) 2m40
平坂中 前津中 旭野高
水野　文由里(1) 5m79(+1.4) 木村　優依(2) 5m16(+3.0) 森田　真暢(2) 5m03(+1.7) 赤川　恭音(3) 5m01(+3.1) 奥山　莉奈(2) 4m94(+1.9) 斉藤　かなで(2) 4m87(+1.6) 大田　怜奈(2) 4m86(+2.3) 山内　莉里杏(3) 4m67(+2.6)
中京大中京高 愛知高 公認5m10(+1.5) 瑞陵高 猿投中 公認4m99(+2.0) 東山中 稲沢ACJ 守山東中 公認4m70(+0.8) AC一宮Junior 公認4m56(+1.2)

佐々木　凜娃(3) 38m41 片岡　真緒(3) 35m27 木俵　奈々美(2) 32m65 中尾　友紗希(2) 32m30 猶崎　由梨(3) 32m00 伏木　杏莉(2) 31m07 野田　百花(2) 29m87 後藤　希彩(3) 29m37
猿投台中 桜田中 北陵中 汐路中 守山東中 東山中 前津中 前津中
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