
OP小学男子50m

8月21日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｳｸ ｱｻｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

2 AC101 玉川　董久(3) 豊川AC 2 AC109 浅井　駿太朗(3) 豊川AC
ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾔ ｶﾂﾗﾔ ﾏｼｮｳﾀ

3 AC102 袴田　翔也(3) 豊川AC 3 AC110 葛山　翔太(3) 豊川AC
ｺｶﾞ ｴﾘｷ ﾕｳﾀ ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ

4 AC103 古賀　エリキ　ユウタ(3) 豊川AC 4 AC111 松井　聖稀(3) 豊川AC
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ ﾊﾔｼ ｵｳｽｹ

5 AC104 渡辺　樹(3) 豊川AC 5 AC112 林　旺亮(3) 豊川AC
ｵｼｶﾜ ｺﾄｷ ﾀｶﾊﾞ ｲﾂｷ

6 AC105 押川　琥秋(3) 豊川AC 6 AC113 髙場　一樹(3) 豊川AC
ﾀﾀﾞｳﾁ ﾕｲﾏ ｶﾈｺ ｱｵｲ

7 AC106 忠内　唯真(3) 豊川AC 7 AC114 金子　葵(3) 豊川AC
ｶﾜﾉ ﾀｸﾄ ﾃﾂﾞｶ ﾚﾝﾄ

8 AC107 川野　拓斗(3) 豊川AC 8 AC115 手塚　蓮斗(3) 豊川AC
ﾎｼﾉ ﾘｭｳｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

9 AC108 星野　竜羽一(3) 豊川AC 9 AC116 山本　恭平(3) 豊川AC

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

ﾅｶﾀ ﾕｳﾏ

2 AC117 仲田　悠真(3) 豊川AC 2
ｼﾗｲ ｼﾌｳﾄ

3 AC118 白石　楓翔(3) 豊川AC 3
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

4 AC119 坂本　倖大(3) 豊川AC 4
ﾏﾂｲ ﾊﾙ

5 AC120 松井　悠流(3) 豊川AC 5
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ

6 AC121 小林　煌琉(3) 豊川AC 6
ﾊﾗﾀﾞ ﾄｷ

7 AC122 原田　人輝(3) 豊川AC 7
ｼﾐｽﾞ ｶｵﾙ

8 AC123 清水　薫(3) 豊川AC 8
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｻﾋ

9 AC124 山﨑　旭(3) 豊川AC



小学男子100m

8月21日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10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

ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙｷ ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾀﾞｲ

1 7442 森本　陽煌(6) 田原陸上 1 7268 鈴木　蓮大(6) 豊川AC
ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｺﾞ ｾｲﾘｷ ﾋﾛ

2 7522 田邉　颯梧(6) TTランナーズ 2 7269 勢力　洋(6) 豊川AC
ﾀｶﾓﾘ ﾃﾝﾏ ﾀｶﾓﾘ ｿｳﾏ

3 7440 髙森　伝真(6) 田原陸上 3 7450 髙森　壮真(5) 田原陸上
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ ﾔｷﾞ ｾｲﾔ

4 7280 山口　大晴(6) 豊川AC 4 7443 八木　晴弥(6) 田原陸上
ﾎｼﾉ ｶﾉﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ

5 7550 星野　月音(6) 田原陸上 5 7432 山本　蒼真(6) ＳＦＪ
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ ﾋｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ

6 7297 鈴木　陽仁(5) 豊川AC 6 7441 菱川　貴由樹(6) 田原陸上
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ

7 7433 内藤　湧真(6) ＳＦＪ 7 7449 鈴木　陽直(5) 田原陸上
ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ ﾄｳｺﾞｳ ｺｳﾔ

8 7303 中島　貫汰(5) 豊川AC 8 7435 東郷　光泰(4) ＳＦＪ
ｼﾏﾀﾞ ｿﾗ ｽｽﾞｷ ﾌｳｱ

9 7592 嶋田　空(6) ＳＦＪ 9 7436 鈴木　楓渉(4) ＳＦＪ

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

ｳｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀ

1 7437 上田　泰誠(6) 田原陸上 1 7451 三浦　亮太(5) 田原陸上
ﾅｶﾔ ﾋﾛﾄ ｱｶｷﾞ ﾚｵﾝ

2 7457 仲谷　洋人(4) 田原陸上 2 7282 赤木　獅(5) 豊川AC
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｹﾙ ｵｵｼﾛ ﾕｳｷﾞ

3 7257 小林　駈琉(6) 豊川AC 3 7551 大城　優義(5) 田原陸上
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ ﾌｸｲ ﾏﾅﾄ

4 7453 渡邉　誠也(5) 田原陸上 4 7555 福井　真叶(5) 田原陸上
ｻﾉ ﾊｼﾞﾒ ｽﾐﾄﾓ ﾀｲｾｲ

5 7485 佐野  　元(6) 豊川AC 5 7558 住友　大晟(4) 田原陸上
ｺﾋﾔﾏ ｼｵﾝ ｵｻﾞﾜ ﾘｸﾄ

6 7448 小日山　蒔恩(5) 田原陸上 6 7444 小澤　陸人(5) 田原陸上
ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾞﾝｼﾞ

7 7439 川口　央慈郎(6) 田原陸上 7 7458 渡邉　群志(4) 田原陸上
ｻｲﾄｳ ﾘｸ ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾔ

8 7455 齋藤　吏玖(4) 田原陸上 8 7402 高橋　岳矢(5) 豊橋陸上クラブ

ｶｽﾔ ﾅｵﾄ ﾄﾐﾀ ｶｹﾙ

9 7484 粕谷　尚叶(6) 豊川AC 9 7456 冨田　駆琉(4) 田原陸上

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

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｼﾝｶﾞｲ ｵｳｾ

1 7362 横山　昂平(4) 豊川AC 1 7494 新貝　桜星(4) 豊川AC
ｶﾄｳ ｺｳﾀ ｶﾜｾ ﾊﾙﾄ

2 7566 加藤　康汰(6) 豊川AC 2 7292 川瀬　陽豊(5) 豊川AC
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｸﾄ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｾｲ

3 7596 高柳　陸人(4) 豊川AC 3 7492 畔栁　了誠(4) 豊川AC
ｶﾜｲ ｺｳｶﾞ ｵｵﾀｷ ﾊﾔﾄ

4 7491 河合　紘雅(4) 豊川AC 4 7286 大瀧　颯士(5) 豊川AC
ﾑﾗﾏﾂ ｱｵﾄ ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ

5 7576 村松　蒼都(6) 豊川AC 5 7288 小川　寛太(5) 豊川AC
ｶﾄｳ ﾏｻｷ ｵｵﾊﾞ ﾚｵﾝ

6 7569 加藤　政樹(4) 豊川AC 6 7287 大場　礼温(5) 豊川AC
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞﾝ ﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ

7 7483 遠藤　団(6) 豊川AC 7 7311 森　祐都己(5) 豊川AC
ｶﾈｵｹ ﾘｮｳｽｹ ｺﾏﾂﾞｷ ﾕｷﾅﾘ

8 7520 金桶　良祐(4) W・S・P 8 7293 駒月　志成(4) 豊川AC
ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｻﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

9 7363 和田　亘平(4) 豊川AC 9 7493 三田　康士郎(4) 豊川AC



小学男子100m

8月21日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10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

ｼﾊﾞﾀ ｱﾂﾉｽｹ ｲﾉｳｴ ﾗｲ

1 7295 柴田　篤ノ助(5) 豊川AC 1 7283 井上　羅偉(5) 豊川AC
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 7306 野口　裕生(5) 豊川AC 2 7267 鈴木　亮太郎(6) 豊川AC
ﾔﾏｳﾁ ﾋｻﾋﾛ ﾌｸﾀ ﾘﾄ

3 7312 山内　悠寛(5) 豊川AC 3 7277 福田　俐燈(6) 豊川AC
ｻﾄｳ ｲｸﾏ ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ

4 7263 佐藤　行真(6) 豊川AC 4 7342 鈴木　海琉(4) 豊川AC
ｱﾗｷ ｽﾐﾄ ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞﾄ

5 7249 荒木　澄仁(6) 豊川AC 5 7344 鈴木　梛斗(4) 豊川AC
ﾄｸﾀﾞ ﾘｵ ﾄﾞｳﾏｴ ｱﾔﾄ

6 7595 徳田　莉大(5) 豊川AC 6 7348 堂前　絢仁(4) 豊川AC
ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ ｻﾉ ｼｭﾝ

7 7252 犬塚　遼介(6) 豊川AC 7 7334 佐野　旬(4) 豊川AC
ﾌｼﾞｲ ｶｲﾘ ｳｴﾉ ﾅｵﾄ

8 7308 藤井　海利(5) 豊川AC 8 7284 上野　朴暢(5) 豊川AC
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

9 7259 小林　悠星(6) 豊川AC 9 7273 中村　悠一郎(6) 豊川AC

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

1 1

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱｵｷ ﾕｲﾄ

2 7361 山本　倫太朗(4) 豊川AC 2 7318 青木　結音(4) 豊川AC
ﾊﾞﾝ ﾐｷﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ

3 7352 坂　光希翔(4) 豊川AC 3 7330 小林　煌星(4) 豊川AC
ｵｵｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｺﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ

4 7324 大井　椋太郎(4) 豊川AC 4 7331 近田　真梛人(4) 豊川AC
ﾊﾔｼ ｿｳｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾒｲﾄ

5 7351 林　蒼起(4) 豊川AC 5 7329 北澤　明門(4) 豊川AC
ｲｽﾞﾐﾀ ｱｷﾄ ｶｲ ｽｸﾞﾙ

6 7320 泉田　瑛斗(4) 豊川AC 6 7326 甲斐　傑琉(4) 豊川AC
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

7 7350 長谷川　瑠之介(4) 豊川AC 7 7327 梶山　高章(4) 豊川AC
ｼﾗﾐﾈ ﾚﾝｼﾞｭ ｱｶｷﾞ ｼﾞｭﾉﾝ

8 7338 白峯　怜純(4) 豊川AC 8 7319 赤木　鷲暢(4) 豊川AC
ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ

9 7356 松山　　晃大(4) 豊川AC 9 7313 山口　航生(5) 豊川AC

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



中学男子100m

8月21日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14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

ﾀﾝｼﾞ ﾘｵ ﾄﾖﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ

1 12763 丹治　利緒(3) 豊橋南陽中 1 12845 豊田　喜平(3) 豊橋東陵中
ｽｽﾞｷ ｶｲ ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾀｹﾄ

2 12841 鈴木　翔生(3) 豊橋東陵中 2 12977 椿原　健斗(3) JACT
ｾｵ ﾘｸﾄ ｳﾗﾔﾏ ｾﾅ

3 12840 瀬尾　陸斗(2) 豊川南部中 3 12843 浦山　旺己(3) 豊橋東陵中
ｶﾏｺ ｺｳﾀﾞｲ ﾖﾅｼﾛ ｼｭｳﾄ

4 12797 鎌戸　煌大(3) 豊橋北部中 4 12832 与那城　秀叶(3) 豊川南部中
ﾏｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ ﾃﾗﾀﾞ ｱｯｼｭ

5 12967 巻口　周平(2) 田原中 5 12530 寺田　淳珠(3) 田原東部中
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ ﾓﾘｼﾀ ｱｵｼ

6 12684 足立　光太郎(3) 小坂井中 6 12980 森下　蒼(3) JACT
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｶﾞ ｽｶﾞﾉ ﾐｿﾗ

7 12527 西山　悠雅(3) 田原東部中 7 12958 菅野　実空(3) 田原中
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ｶﾜｼﾞ ｺｳﾍｲ

8 12693 内藤　翔真(2) 小坂井中 8 12683 川路　康平(3) 小坂井中
ｺｼｶﾜ ﾊﾙﾔ ﾅｶｽ ｿｳﾀ

9 12844 越川　陽哉(3) 豊橋東陵中 9 12954 中須　颯太(2) 羽田中

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

ｻｶｲ ﾘｭｳﾏ ﾊﾔｶﾜ ｺｳｽｹ

1 12698 境　龍真(3) 高豊中 1 12569 早川　昊佑(3) 豊川中部中
ﾉﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ

2 12699 野田　瑞稀(3) 高豊中 2 12459 星野　佑汰(2) 豊川西部中
ﾓﾘｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｵｶ ｱｷﾉﾘ

3 12846 森﨑　涼太(3) 豊橋東陵中 3 12533 松岡　明範(3) 田原東部中
ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ ﾎﾘﾍﾞ ｷﾗ

4 13022 森下　龍雅(2) 牟呂中 4 12963 堀部　煌(3) 田原中
ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ

5 12678 山西　龍(3) 小坂井中 5 12774 中島　崚太(2) 豊橋南陽中
ﾐｽﾞﾓﾄ ｿﾗ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾉｽｹ

6 12978 水元　空(2) JACT 6 12607 小川　翔之介(2) 豊川東部中
ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

7 12559 岩田　諒大朗(2) 高師台中 7 12570 兵道　俊輔(3) 豊川中部中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

8 12792 小林　直喜(3) 豊橋北部中 8 12453 鈴木　康太(3) 豊川西部中
ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ ﾄﾘｲ ｼｭｳｷﾁ

9 12834 中村　瑛隆(2) 豊川南部中 9 12520 鳥居　秀吉(3) 田原東部中

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

ｶﾜｲ ﾕｳｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｹﾞﾝ

1 13083 河合　優冴(1) 高豊中 1 13279 渡邉　竜源(1) 豊川西部中
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾋﾛ

2 12611 林　遼汰(2) 豊川東部中 2 12839 中島　悠裕(2) 豊川南部中
ﾎﾘｴ ﾕｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾕｳ

3 12523 堀江　勇斗(3) 田原東部中 3 12788 齋藤　悠羽(2) 田原陸上
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾄﾖﾀﾞ ｿｳﾀ

4 12531 伊藤　優汰(3) 田原東部中 4 12691 豊田　壮汰(2) 小坂井中
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾙｷﾖ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾋ

5 13274 今泉　成聖(1) 小坂井中 5 12901 原田　佑飛(2) KMR
ﾋﾗｲ ﾘｮｳｱ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

6 13380 平井　凌亜(1) 本郷中 6 12609 鈴木　智也(2) 豊川東部中
ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞｼ ﾋﾞﾄｳ ﾀｸﾔ

7 12833 大平　和志(2) 豊川南部中 7 12618 尾藤　卓哉(2) 豊川東部中
ｱﾗｷ ﾋﾞｸﾀｰ ｶﾄｳ ｱｻﾋ

8 12606 アラキ　ビクター(2) 豊川東部中 8 12994 加藤　朝陽(2) 本郷中
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳｾｲ ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ

9 12571 杉山　修惺(3) 豊川中部中 9 13259 橋本　光汰(1) 吉田方中



中学男子100m

8月21日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14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

1 1

ｶﾏｸﾗ ﾊｸﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ

2 12616 鎌倉　伯斗(2) 豊川東部中 2 13264 谷口　壮太(1) 吉田方中
ｳｼﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾂｼﾞｵｶ ﾋﾛｷ

3 12463 後田　悠友(2) 豊川西部中 3 12576 辻岡　大樹(2) 豊川中部中
ｷﾀｼﾛ ﾋﾋﾞｷ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｭｳｼ

4 12690 北代　日々輝(2) 小坂井中 4 12535 坂口　隆偲(2) 田原東部中
ﾀｶｶﾞｷ ｹｲﾀ ﾀｶｽ ｹﾝｼﾛｳ

5 12461 髙垣　圭汰(2) 豊川西部中 5 13265 高須　健志朗(1) 吉田方中
ｽｷﾞｳﾗ ｲﾂｷ ｻｶｲ ﾘｮｳ

6 12614 杉浦　一樹(2) 豊川東部中 6 12949 酒井　瞭(2) 羽田中
ﾄﾔﾏ ﾘｭｳﾄ ｷｾﾝ ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 13263 外山　隆斗(1) 吉田方中 7 13030 氣仙　雄一郎(2) 牟呂中
ﾅｶﾉ ﾚﾝﾏ ｷﾀｶﾞｷ  ﾘｸ

8 12820 中野　零真(2) 吉田方中 8 12835 北垣　里空(2) 豊川南部中
ｶﾞﾝﾍﾞ ｲﾁｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾄ

9 13349 雁部　一護(1) 高師台中 9 12838 山本　純人(2) 豊川南部中

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

1 1

ｶﾝﾀﾞ ｺｳｷ ﾏﾂｼﾀ ｲｵ

2 13230 神田　晃希(1) 豊川南部中 2 12602 松下　依央(2) 豊川東部中
ﾅｶﾞﾐ ｼｭﾝ ｲﾜｾ ｶｲﾌｳ

3 13143 長神　旬(1) 豊川東部中 3 12462 岩瀬　凱風(2) 豊川西部中
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾐ

4 12466 松本　涼佑(2) 豊川西部中 4 12573 村松　克己(2) 豊川中部中
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｶﾐﾔ ｼｮｳﾀ

5 12604 伊藤　諒祐(2) 豊川東部中 5 13000 神谷　彰太(2) 本郷中
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲ ｻﾉ ﾕｳｼﾝ

6 12945 近藤　魁(2) 羽田中 6 13267 佐野　優心(1) 小坂井中
ｶﾜｲ ﾐﾅｷﾞ ｲﾄｳ ｾﾞﾝ

7 12816 河合　海凪(2) 吉田方中 7 12818 伊藤　禅(2) 吉田方中
ﾄﾘﾔﾏ ﾙｲ ﾋｻﾀﾞ ｱｻﾄ

8 13225 鳥山　流生(1) 豊川西部中 8 13082 久田　明慧(1) 愛知陸協
ﾄﾐﾔﾏ ｲﾂｷ ﾏｽﾀﾞ ﾐｷﾔ

9 13023 冨山　一樹(2) 牟呂中 9 12712 増田　幹哉(1) 高豊中

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

1 1

ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ ﾔｽｲ ﾊﾙｷ

2 13296 田中　響(1) 田原陸上 2 13272 安井　遥紀(1) 小坂井中
ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ ﾀﾅｶ ﾘﾝｼﾞ

3 13260 鈴木　絢介(1) 吉田方中 3 13142 田中　凜治(1) 豊川東部中
ﾓﾘﾉ ﾅﾂ ﾅｶﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

4 13258 森野　南月(1) 吉田方中 4 13311 仲原　大輔(1) 豊川東部中
ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾏ ｷﾄﾞｺﾛ ﾗｲ

5 12528 中田　祐真(3) 田原東部中 5 13316 城所　頼(1) 豊川南部中
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾔ

6 12601 小川　悠翔(2) 豊川東部中 6 13226 近藤　颯哉(1) 豊川西部中
ｲﾜﾎﾘ ﾔﾏﾄ ﾐｷﾞﾀｶ ｱｻ

7 13032 岩堀　倭(2) 牟呂中 7 12992 右高　空沙(2) 本郷中
ﾑﾗﾀ ﾀｲｾｲ ﾄﾘﾔﾏ ｷﾗﾄ

8 12996 村田　泰生(2) 本郷中 8 13235 鳥山　煌翔(1) 豊川南部中
ﾋﾗﾏﾂ ﾌｳﾏ ﾊﾔｶﾜ ｹﾞﾝﾀ

9 13330 平松　楓馬(1) 羽田中 9 13084 早川　玄太(1) 高豊中



中学男子100m

8月21日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　14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

1 1

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾋﾋﾞﾉ ﾘｭｳﾀ

2 12540 中村　有翔(2) 田原東部中 2 12953 日比野　隆太(2) 羽田中
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ｵﾑﾗ ﾚﾝｼ

3 12836 鈴木　渉太(2) 豊川南部中 3 13315 小椋　蓮士(1) 豊川南部中
ﾊﾗｵ ﾗｲﾄ ｻｻｸﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

4 13313 原尾　來東(1) 豊川南部中 4 13268 笹倉　漱一朗(1) 小坂井中
ﾀｶﾊｼ ｼﾘｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾚｵ

5 13233 髙橋　史竜(1) 豊川南部中 5 13140 池田　怜央(1) 豊川東部中
ｺﾋﾔﾏ ｿｳﾀ ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

6 13105 小日山　蒼太(1) 高豊中 6 13318 田中　將大(1) 豊川南部中
ｸﾉ ｱﾂｷ ｲﾄｳ ｿｳｽｹ

7 12819 久野　敦貴(2) 吉田方中 7 13314 伊藤　奏亮(1) 豊川南部中
ｷｸﾓﾄ ｷｮｳｾｲ ﾆｼﾊﾗ ﾄﾜ

8 13266 菊本　経正(1) 小坂井中 8 13335 西原　飛羽(1) 羽田中
ｳｹｲ ﾕｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾃﾙ

9 13344 請井　勇祐(1) 高師台中 9 12947 鈴木　昂輝(2) 羽田中

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



一般高校男子100m

8月21日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12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

ｷﾖﾀ ｺﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｶﾞ

1 9554 清田　虎太朗(2) 豊橋南高 1 148 清水　涼雅(2) 愛知教育大学

ﾆﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾋｭｳｶﾞ

2 9700 二村　泰雅(2) 桜丘高 2 9582 中山　日向(2) 時習館高
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｶｻﾊﾗ ｶｲﾄ

3 9717 久田　凌大(1) 桜丘高 3 9705 笠原　海斗(2) 桜丘高
ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ

4 9664 下田　隼人(1) 豊川高 4 9897 渡邉　翔大(1) 豊橋東高
ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾔ ｾｷ ｽﾐﾄ

5 9786 茂木　貴哉(2) 豊橋東高 5 9838 関　澄人(1) 桜丘高
ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾋ ﾐｷﾞﾀｶ ｱｵ

6 9660 寺下　頼檜(1) 豊川高 6 9784 右髙　空央(2) 豊橋東高
ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼ ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ

7 719 河合　大志(3) 至学館大 7 9898 大場　万央(1) 豊橋東高
ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ ﾅｶﾔ ﾀｲﾁ

8 738 牧原　浩樹(2) 至学館大 8 171 中谷　太一(3) 愛知大
ﾏﾁﾄﾞﾘ ﾀｲﾖｳ ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

9 9712 待鳥　大陽(2) 桜丘高 9 7756 丹羽　将一朗 東三河AC

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

ﾂｷﾉ ｶｲｷ ｵｵﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ

1 9924 月野　カイキ(1) 豊川工高 1 9555 大谷　高史(2) 豊橋南高
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ﾀﾅｶ ﾆｼｷ

2 9595 伊藤　僚馬(2) 蒲郡東高 2 9716 田中　仁識(1) 桜丘高
ﾐﾔﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

3 9934 宮田　晋太郎(1) 蒲郡東高 3 9591 山本　亮太(2) 時習館高
ｶﾄｳ ｼﾝﾔ ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾍｲ

4 7742 加藤　慎也 ＴＦＣ豊橋 4 7754 市川　佑平 東三河AC
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ｽｽﾞｷ ｵｳｽｹ

5 9586 鈴木　健太(2) 時習館高 5 9893 鈴木　凰介(1) 豊橋南高
ﾏﾁﾀﾞ ｹｲﾝ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

6 174 町田　啓允(2) 愛知大 6 9040 鈴木　優太(1) 豊川高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

7 9585 山﨑　太一(2) 時習館高 7 9729 吉田　拓未 愛知陸協
ｵｵﾉ ﾊﾙｷ ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ

8 9730 大野　晴貴(2) 豊橋工高 8 9731 神田　仁智(2) 豊橋工高
ｱｻﾉ ﾏｻﾔ ﾏｷﾉ ﾕｳｷ

9 9732 浅野　真弥 愛知陸協 9 9978 牧野　結樹(1) 豊橋東高

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

ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ ｺｼｶ ﾕｳﾀﾛｳ

2 9871 高橋　寛汰(2) 渥美農高 2 9892 小鹿　由太郎(1) 時習館高
ﾌﾙｶﾜ ﾀｽｸ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

3 9024 古川　佑(1) 桜丘高 3 9710 杉山　湧騎(2) 桜丘高
ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾒｷ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

4 9708 杉浦　夢紀(2) 桜丘高 4 9556 兵藤　陽人(2) 豊橋南高
ﾋﾗｲ ｶｲﾘ ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳﾏ

5 9894 平井　海莉(1) 豊橋南高 5 138 長坂　侑馬(2) 愛知教育大学

ﾌｼﾞﾀ ｱｲｽｹ ﾋﾗﾉ ｱｽﾄ

6 9895 藤田　藍介(1) 豊橋南高 6 9601 平野　鳳斗(2) 蒲郡東高
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾄ ｷﾖﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

7 9902 中西　亮人(1) 豊橋南高 7 9553 清田　竜之介(2) 豊橋南高
ｲﾜｼｹﾞ ｻﾄｼ ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 9026 岩重　聡(1) 桜丘高 8 9837 小松　龍ノ介(1) 桜丘高
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ ｸｻﾂｸﾞ ﾀｸﾐ

9 9718 今泉　裕登(2) 桜丘高 9 7762 草次　匠 東三河AC



一般高校男子100m

8月21日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12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

1 1

ﾅｶｼﾏ ｺｳｶﾞ ﾊﾙﾀ ﾅｵｷ

2 9923 中島　幸雅(1) 豊川工高 2 7731 春田　直樹 新東工業
ﾋﾗﾊﾙ ﾘｮｳ ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ

3 9602 平春　遼(2) 蒲郡東高 3 9560 中野　陽登(2) 豊橋南高
ﾀﾝｼﾞ ﾕｳｼﾝ ｵｵﾊﾞ ﾘｸ

4 9027 丹治　優心(1) 桜丘高 4 9977 大場　璃来(1) 豊橋東高
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾅﾘ ｵｵﾐﾔ ｺｳﾍｲ

5 7724 井上　将成 蒲郡クラブ 5 7733 大宮　康平 豊川クラブ
ｽｷﾞﾉ ｼｭｳ ﾌﾙﾀ ｺﾀﾛｳ

6 9749 杉野　修(2) 豊橋工高 6 9598 古田　虎汰朗(2) 蒲郡東高
ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ

7 9911 佐々木　龍生(1) 時習館高 7 9935 山本　湧也(1) 蒲郡東高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾜ ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ

8 9742 近藤　音結(2) 豊橋工高 8 7759 杉田　祐弥 東三河AC
ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ

9 181 早川　佳佑(3) 愛知大 9 9785 山本　遼輝(2) 豊橋東高

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

1 1

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｵｵｽｶ ｾﾞﾝ

2 9029 鈴木　遼大(1) 桜丘高 2 9048 大須賀　然(1) 豊川高
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ ﾐｿﾞｼﾀ ｶｽﾞｻ

3 9544 田中　隼矢(2) 豊川工高 3 9003 溝下　和紗(1) 成章高
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

4 9913 大林　祥(1) 時習館高 4 9025 伊藤　結太(1) 桜丘高
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄ ﾏﾂｼﾀ ｹﾞﾝｷ

5 9896 柳原　宇翔(1) 豊橋南高 5 9050 松下　元気(1) 豊川高
ﾄﾘｲ ｴｲｼﾞ ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲﾙ

6 9542 鳥居　衛志(2) 豊川工高 6 9929 北河　桂琉(1) 豊川工高
ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ ｱｻｸﾗ ｷﾞﾝｶ

7 9039 中山　恵輔(1) 豊川高 7 9719 朝倉　銀椛(1) 桜丘高
ﾏｷﾉ ｺｳｷ ﾊﾔｼ ｱｷﾄ

8 7727 牧野　公紀 新東工業 8 9043 林　暉登(1) 豊川高
ﾀｶﾞｴ ﾚﾝ ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ

9 9689 田替　漣(2) 成章高 9 9036 林　安弘(1) 豊橋中央高

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

1 1

ﾊﾂｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾊﾅｲ ﾏﾋﾛ

2 9049 初澤　優斗(1) 豊川高 2 9004 花井　眞大(1) 成章高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ ｲﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ

3 9678 遠藤　好泰(2) 成章高 3 172 岩本　竜弥(3) 愛知大
ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｲｼﾊﾞｼ ﾔﾏﾄ

4 9939 田口　大介(1) 蒲郡高 4 9690 石橋　大翔(2) 成章高
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾏ ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀ

5 9938 原田　悠央(1) 蒲郡高 5 9933 尾﨑　祐太(1) 蒲郡東高
ﾋﾛﾌｼﾞ ｼﾘｭｳ ﾔﾉ ｾｲﾏ

6 9009 廣藤　紫龍(1) 御津高 6 9035 谷野　聖真(1) 豊橋中央高
ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ ｵｵｼﾏ ﾏﾅﾀ

7 9030 三浦　一晟(1) 蒲郡高 7 9931 大島　愛太(1) 蒲郡東高
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳ

8 9008 宮本　凌(1) 成章高 8 9937 稲垣　遊羽(1) 蒲郡高
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｶﾞ ｲｹﾉ ｱｵｲ

9 9925 中村　昂雅(1) 豊川工高 9 9599 池野　蒼空(2) 蒲郡東高



一般高校男子100m

8月21日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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



小学男子1000m

8月21日 18:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｽｽﾞｷ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾏｷ

1 7298 鈴木　レオナルド(5) 豊川AC 1 7573 影山　環(4) ＳＦＪ
ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾔ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｮｵ

2 7402 高橋　岳矢(5) 豊橋陸上クラブ 2 7556 柳田　凌央(5) 田原陸上
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ ｲｸﾀ ｿｳｷ

3 7280 山口　大晴(6) 豊川AC 3 7246 生田　颯紀(4) キムランニング

ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾔ

4 7303 中島　貫汰(5) 豊川AC 4 7563 山田　朔椰(4) 田原陸上
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ ｳｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ

5 7297 鈴木　陽仁(5) 豊川AC 5 7437 上田　泰誠(6) 田原陸上
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ ｱｶｷﾞ ｼﾞｭﾉﾝ

6 7434 安達　蒼一郎(6) ＳＦＪ 6 7319 赤木　鷲暢(4) 豊川AC
ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ ｻｻｷ ｺｳ

7 7342 鈴木　海琉(4) 豊川AC 7 7593 佐々木　煌(5) キムランニング

ﾊﾞﾝ ﾐｷﾄ ﾖﾂｷﾞ ｳﾐ

8 7352 坂　光希翔(4) 豊川AC 8 7557 世継　翔望(5) 田原陸上
ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾕｳﾄ

9 7327 梶山　高章(4) 豊川AC 9 7561 大曲　悠登(5) 田原陸上
ｲｼﾉ ﾄｳﾘ ｶﾒﾀﾞ ｾﾗ

10 7242 石野　統理(6) キムランニング 10 7553 亀田　聖空(5) 田原陸上
ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ ｺﾊﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ

11 7439 川口　央慈郎(6) 田原陸上 11 7447 小原　旬平(5) 田原陸上
ｱﾂﾐ ｶｲﾘ ﾄﾖｵｶ ﾐﾅﾄ

12 7547 渥美　開浬(6) 田原陸上 12 7559 豊岡　湊斗(4) 田原陸上
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾞﾝｼﾞ

13 7247 田中　湊人(4) キムランニング 13 7458 渡邉　群志(4) 田原陸上
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾔ

14 7248 山田　愁馬(4) キムランニング 14 7452 山本　壱哉(5) 田原陸上

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

ｷﾝﾊﾟﾗ ｿｳﾏ ﾀﾝｼﾞ ｺﾀﾛｳ

1 7454 金原　蒼磨(4) 田原陸上 1 7301 丹治　虎汰郎(5) 豊川AC
ｱｶｷﾞ ﾚｵﾝ ｶｲ ｽｸﾞﾙ

2 7282 赤木　獅(5) 豊川AC 2 7326 甲斐　傑琉(4) 豊川AC
ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞﾄ ｵｵﾀｷ ﾊﾔﾄ

3 7344 鈴木　梛斗(4) 豊川AC 3 7286 大瀧　颯士(5) 豊川AC
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾄｼ

4 7264 清水　大貴(6) 豊川AC 4 7310 松尾　和俊(5) 豊川AC
ｱｵｷ ﾕｲﾄ ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾍｲ

5 7318 青木　結音(4) 豊川AC 5 7362 横山　昂平(4) 豊川AC
ｶﾜｲ ｺｳｶﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ

6 7491 河合　紘雅(4) 豊川AC 6 7313 山口　航生(5) 豊川AC
ﾑﾗﾏﾂ ｱｵﾄ ｵｵﾊﾞ ﾚｵﾝ

7 7576 村松　蒼都(6) 豊川AC 7 7287 大場　礼温(5) 豊川AC
ｶﾄｳ ｺｳﾀ ｲﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ

8 7566 加藤　康汰(6) 豊川AC 8 7322 今村　圭吾(4) 豊川AC
ｳｴﾉ ﾅｵﾄ ﾊﾔｼ ｿｳｷ

9 7284 上野　朴暢(5) 豊川AC 9 7351 林　蒼起(4) 豊川AC
ｶﾈｵｹ ﾘｮｳｽｹ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

10 7520 金桶　良祐(4) W・S・P 10 7350 長谷川　瑠之介(4) 豊川AC
ｶﾄｳ ﾏｻｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾅﾘ

11 7569 加藤　政樹(4) 豊川AC 11 7340 杉山　孝也(4) 豊川AC
ｶﾈｺ ﾀﾛｳ ｺﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ

12 7255 金子　太朗(6) 豊川AC 12 7331 近田　真梛人(4) 豊川AC
ｻﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ ｵｵｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ

13 7493 三田　康士郎(4) 豊川AC 13 7324 大井　椋太郎(4) 豊川AC



小学男子1000m

8月21日 18:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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



中学・一般高校男子1500m

8月21日 18:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾜｼｵｶ ｹﾝ ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

1 9868 鷲岡　謙(3) 渥美農高 1 12528 中田　祐真(3) 田原東部中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

2 9579 渡辺　大星(3) 時習館高 2 7748 小林　麻咲樹 ＮＥＸＵＳ
ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ ｸﾗﾌﾞﾁ ﾕｳｷ

3 1032 大場　公太 南山大 3 7797 倉淵　友規 鳳来RT
ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ

4 9780 植村　龍一(2) 豊橋東高 4 9714 中山　拓海(2) 桜丘高
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾍｲ ﾀﾑﾗ ｺｳｴｲ

5 7754 市川　佑平 東三河AC 5 12556 田村　鴻英(2) 高師台中
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ

6 9576 鈴木　亮太(3) 時習館高 6 9028 谷口　虎太郎(1) 桜丘高
ｵﾖﾍﾞ ﾀｸﾄ ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｽｹ

7 9789 及部　巧翔(2) 豊橋東高 7 9713 杉浦　圭亮(2) 桜丘高
ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ

8 9793 伊藤　凛太朗(2) 豊橋東高 8 9023 佐藤　優成(1) 桜丘高
ﾁﾊﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｵﾐﾔ ｺｳﾍｲ

9 9587 千葉　聡一郎(2) 時習館高 9 7733 大宮　康平 豊川クラブ
ｶﾄｳ ｱｵ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ

10 9737 加藤　碧(2) 豊橋工高 10 9919 安藤　和真(1) 時習館高
ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ ｱｻｲ ﾘｮｳ

11 7759 杉田　祐弥 東三河AC 11 9726 朝井　瞭 愛知陸協
ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾀ ﾕｳﾄ

12 9740 長嶋　駿和(2) 豊橋工高 12 13052 髙田　佑人(3) JACT
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ ｵｵﾀｹ ﾘｮｳ

13 9901 前田　優樹(1) 渥美農高 13 9741 大竹　遼(2) 豊橋工高
ｶﾅﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ ﾉﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

14 7856 金田　芳輝 ＴＴランナーズ 14 13280 野村　泰牙(2) 愛知陸協
ｸｽﾀﾞ ﾘｵ ｶﾐﾔ ﾏﾋﾛ

15 12526 楠田　理央(3) 田原東部中 15 9861 神谷　茉弘(2) 豊橋中央高
ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ ｱﾗﾂ ﾕｳﾄ

16 7810 松島　良太 ＴＴランナーズ 16 12948 荒津　結人(2) 羽田中
ｱﾗﾂ ﾖｳﾀ ﾋﾋﾞﾉ ﾘｭｳﾀ

17 9899 荒津　陽大(1) 豊橋南高 17 12953 日比野　隆太(2) 羽田中
ｸﾉ ﾃﾂｱｷ ｶﾜｸﾞﾁ ｲｯｻ

18 9860 久野　鉄晃(2) 豊橋中央高 18 13340 川口　意差(1) 高師台中
ﾆｼｲ ﾘｮｳ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ

19 7883 西井　良 泉州電業 19 9972 鈴木　脩太(1) 豊橋東高



中学・一般高校男子1500m

8月21日 18:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｲﾏｶﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ ﾀﾉｼﾘ ﾗﾝ

1 12661 今川　隆介(2) 石巻中 1 13319 田野尻　ラン(1) 本郷中
ﾏｷﾉ ﾘｵ ﾅﾙｾ ｼﾝ

2 12664 牧野　竜臣(2) 石巻中 2 12543 成瀬　槙(2) 田原東部中
ｶﾐﾔ ﾊﾔﾄ ｱｵｷ ﾕｳﾄ

3 12660 神谷　勇人(2) 石巻中 3 13070 青木　優渡(2) 東栄中
ｶﾄｳ ｼｭｳｼﾞ ｲﾁﾊﾗ ｺｳｷ

4 9914 加藤　柊士(1) 時習館高 4 9955 市原　幸希(1) 豊橋工高
ﾅﾂﾒ ﾅｵﾋﾃﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸﾄ

5 9010 夏目　直英(1) 渥美農高 5 13343 柳沢　陸斗(1) 高師台中
ｺｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ

6 9819 小島　大和(2) 国府高 6 9975 金野　航(1) 豊橋東高
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ

7 9910 山本　樹(1) 時習館高 7 9594 山本　健二朗(2) 蒲郡東高
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼｮｳ

8 12837 鈴木　陽斗(2) 豊川南部中 8 9952 宮本　憲昌(1) 豊橋工高
ｲﾀｶﾞｷ ｶｲﾄ ｶﾜｲ ｻﾄﾔ

9 9691 板垣　海生斗(2) 蒲郡東高 9 9953 河合　悟弥(1) 豊橋工高
ﾊﾔｼ ﾃﾝｼﾝ ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾏ

10 12538 林　天心(2) 田原東部中 10 13261 村田　一真(1) 吉田方中
ｽｽﾞｴ ﾊﾙﾄ ｱｵｷ ﾖｼﾋﾛ

11 12789 鈴江　温大(2) 田原陸上 11 7801 青木　義大 鳳来RT
ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ｵｷﾞﾉ ﾄｳｼﾞ

12 9600 小田　隼矢(2) 蒲郡東高 12 12894 荻野　兜士(2) KMR
ｱﾂﾐ ｳｷｮｳ ｲﾜｾ ｿｳﾏ

13 9051 渥美　　宇叶(1) 桜丘高 13 13282 岩瀨　颯真(1) 石巻中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾄ ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｽｹ

14 13006 近藤　唯斗(2) 本郷中 14 9936 村山　太亮(1) 蒲郡高
ｵｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾃﾂ

15 13029 岡本　惟吹(2) 牟呂中 15 12460 西村　壮哲(2) 豊川西部中
ｸﾚﾔﾏ ｶｲﾄ ｲﾜｻｷ ｻｸ

16 13113 呉山　海斗(1) 牟呂中 16 9014 岩崎　朔(1) 渥美農高
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ ｷｸﾓﾄ ｷｮｳｾｲ

17 12688 山本　将誉(2) 小坂井中 17 13266 菊本　経正(1) 小坂井中
ｶﾏｸﾗ ﾊｸﾄ ﾋｺｻｶ ﾘｸﾄ

18 12616 鎌倉　伯斗(2) 豊川東部中 18 13262 彦坂　陸斗(1) 吉田方中
ｵｵｼﾛ ﾊﾙﾄ

19 13131 大城　陽斗(1) 田原東部中



中学・一般高校男子1500m

8月21日 18:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5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

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

1 12575 山本　大智(2) 豊川中部中 1
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ

2 13227 黒田　将生(1) 豊川西部中 2
ｶﾄｳ ﾄｼﾊﾙ

3 12622 加藤　寿悠(2) 豊川東部中 3
ｷﾊﾞ ｱﾂｼ

4 13139 木場　敦志(2) 豊川東部中 4
ｽﾜ ﾉｿﾞﾑ

5 12467 諏訪　望夢(2) 豊川西部中 5
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀ

6 12898 河村　昇太(2) KMR 6
ｱﾗｲ ﾄｳｼﾛｳ

7 12600 新井　灯獅郎(2) 豊川東部中 7
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾉｽｹ

8 13231 柴田　賢ノ助(1) 豊川南部中 8
ｽｷﾞﾀ  ﾋﾛﾄ

9 13236 杉田　大翔(1) 豊川南部中
ﾀｹﾉ ｱｵｲ

10 13234 竹野　碧(1) 豊川南部中
ﾃﾗﾓﾄ ｴｲﾀ

11 13163 寺本　瑛太(1) 豊川中部中
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

12 13168 山本　修士(1) 豊川中部中
ｵｷﾞﾉ ｱﾔﾄ

13 13166 荻野　純澄(1) 豊川中部中
ﾅｶｶﾞﾜ ﾗｲﾗﾝ

14 13164 中川　ライラン(1) 豊川中部中
ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ

15 13165 森田　公章(1) 豊川中部中
ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾝ

16 13170 金澤　芯(2) 三谷中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｵｿﾞﾗ

17 9731 藤原　大空 愛知陸協
ｵﾑﾗ ﾚﾝｼ

18 13315 小椋　蓮士(1) 豊川南部中



中学・一般高校男子3000m

8月21日 19:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ

1 7747 近並　郷 ＮＥＸＵＳ 1 9543 相澤　直弥(2) 豊川工高
ﾊﾅｲ ｿｳ ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ

2 9540 花井　創(2) 豊川工高 2 7807 山下　達也 ＴＴランナーズ

ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

3 7811 小島　拓也 豊橋市役所 3 9909 阿部　純也(1) 時習館高
ｷﾀｻﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｵ

4 9734 北﨑　大翔(2) 豊橋工高 4 7744 宮崎　好生 ＮＥＸＵＳ
ﾌｶﾔ ｱｻﾋ ｸﾘﾀ ｷｮｳﾍｲ

5 9578 深谷　麻陽(3) 時習館高 5 9916 栗田　喬平(1) 時習館高
ｲﾜｲ ｶｲﾀ ｳﾗﾉ ﾘｵ

6 9592 岩井　快拓(2) 時習館高 6 13037 浦野　倫生(2) ＴＴランナーズ

ｶﾄｳ ﾘｭｳｷ ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ

7 9547 加藤　琉希(3) 豊川工高 7 9590 三浦　勇人(2) 時習館高
ｶﾐﾔ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ

8 9538 神谷　昌汰(3) 豊川工高 8 12674 中村　柊斗(3) 豊川一宮中
ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳﾋﾞ ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ

9 9535 都築　龍彌(3) 豊川工高 9 9727 石田　翔真(2) 豊橋工高
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾔ ｻｶｲ ｹﾝｺﾞ

10 9721 本田　椋也 愛知陸協 10 8755 酒井　謙伍(1) 安城学園高
ｱｵｲ ﾖｼｵ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｼﾉﾘ

11 7745 青井　美雄 ＮＥＸＵＳ 11 7782 今泉　利教 愛知マスターズ

ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ ﾆｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

12 9726 菅沼　颯太(3) 豊橋工高 12 7809 西原　寿弘 ＴＴランナーズ

ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ ﾏｴｶﾜ ﾋﾋﾞｷ

13 9583 平松　拓真(2) 時習館高 13 12790 前川　心響(2) 田原陸上
ﾄﾘﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ｱｻｸﾗ ﾅｵｷ

14 9536 鳥山　竜聖(3) 豊川工高 14 7889 朝倉　直樹 ＴＴランナーズ

ｳﾐﾉ ｱｷﾗ ﾀｶｷﾞｼ ｼｭｳｼﾞ

15 9928 海野　瑛良(1) 豊川工高 15 7835 高岸　修司 ＮＧＵＲＣ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾄ ｺﾝﾅﾐ ﾀｽｸ

16 9927 山崎　愛翔(1) 豊川工高 16 9722 近並　資 愛知陸協
ﾏｷﾉ ﾘｭｳﾔ ｵｶﾞﾜ ﾏﾝﾀﾛｳ

17 9922 牧野　龍哉(1) 豊川工高 17 7825 小川　満太郎 ＴＴランナーズ

ﾅｲﾄｳ ﾄｼﾔ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

18 9584 内藤　俊哉(2) 時習館高 18 7799 岡田　竜児 鳳来RT
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ ﾀｶﾀ ﾕｳﾄ

19 7720 山本　晃之 蒲郡クラブ 19 13052 髙田　佑人(3) JACT
ｲｹﾀﾞ ﾒｲﾗ ﾏﾂｲ ﾕｳ

20 9546 池田　明良(3) 豊川工高 20 12565 松井　優吹(2) 高師台中
ｽﾜ ｱﾕﾑ ｺｸﾎﾞ ｿｳﾀ

21 9541 諏訪　歩夢(2) 豊川工高 21 9680 小久保　蒼大(2) 成章高
ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

22 0 村田　周一郎 羽田中



中学・一般高校男子3000m

8月21日 19:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｱﾗﾂ ﾖｳﾀ ｶﾜﾀ ｶｲﾁ

1 9899 荒津　陽大(1) 豊橋南高 1 12896 河田　楓生(3) KMR
ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ

2 12893 岡田　蒼生(2) KMR 2 9974 村松　滉太(1) 豊橋東高
ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｵﾝ ﾄﾘｲ ｺｳｷ

3 9676 兵藤　心音(3) 成章高 3 12825 鳥居　洸希(3) 豊川南部中
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

4 9997 竹田　一暁(1) 成章高 4 9001 鈴木　陽登(1) 成章高
ﾅﾙｾ ﾌｳﾏ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

5 9996 成瀬　楓真(1) 成章高 5 9007 鈴木　皓登(1) 成章高
ﾌｼﾞｼﾛ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｴｲ

6 12566 藤城　春翔(3) 高師台中 6 9721 西村　捷英(3) 豊橋工高
ｲﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ ｼﾝﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ

7 172 岩本　竜弥(3) 愛知大 7 9006 榛葉　俊介(1) 成章高
ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ ﾏｷ ﾖｼﾑ

8 12537 西田　健助(2) 田原東部中 8 9679 牧　義武(2) 成章高
ｷﾄﾞｺﾛ ﾀｶﾔ ﾏﾂｲ ﾋﾄｼ

9 9545 城所　貴也(3) 豊川工高 9 9999 松井　仁志(1) 成章高
ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｾｲ ｵｸﾑﾗ ｺﾄﾊﾞ

10 9921 富永　倖生(1) 豊川工高 10 9969 奥村　思波(1) 豊橋東高
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾏ ｶﾜﾗ ﾕﾒﾄ

11 9002 藤澤　拓慎(1) 成章高 11 9000 川原　夢翔(1) 成章高
ﾏﾂｼﾏ ｼｭｳﾀ ﾀｶｽ ｼｭﾝｽｹ

12 9807 松島　秀汰(2) 国府高 12 9979 高須　駿祐(1) 豊橋東高
ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｺﾊﾗ ﾄｼｱｷ

13 7746 岡田　慎平 ＮＥＸＵＳ 13 9005 小原　寿燿(1) 成章高
ｼﾏ ﾀｲｶﾞ ｷﾝ ﾙﾝｿﾝ

14 12702 嶋　大雅(2) 高豊中 14 9998 金　稜星(1) 成章高
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ

15 12654 山本　真己(3) 愛知陸協 15 7730 鳥山　倫弘 新東工業
ｶﾜﾀ ﾘｲﾁ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

16 12897 河田　吏生(3) KMR 16 12695 鈴木　航太(3) 高豊中
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ

17 9973 山本　慎二朗(1) 豊橋東高 17 12696 早川　貫太(3) 高豊中
ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ｺﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ

18 7795 木村　雅幸 鳳来RT 18 12549 近田　智貴(3) 高師台中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾄ ﾐﾂﾔ ﾕｳﾄ

19 12899 小林　虹翔(2) KMR 19 12547 三矢　悠人(3) 高師台中
ｻﾉｶﾞﾜ ﾀｲｺﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ

20 13093 佐野川　泰悟(3) KMR 20 7794 安藤　義人 愛知マスターズ

ﾔﾌﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ﾐﾔﾓﾄ ｿｳ

21 13271 藪田　竜史朗(1) 小坂井中 21 9011 宮本　創(1) 渥美農高

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



中学男子走幅跳

8月21日 16:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ

1 13336 吉岡　佳一郎(1) 羽田中
ﾋﾗﾏﾂ ﾌｳﾏ

2 13330 平松　楓馬(1) 羽田中
ｷﾀｶﾞｷ  ﾘｸ

3 12835 北垣　里空(2) 豊川南部中
ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ

4 12834 中村　瑛隆(2) 豊川南部中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾞﾝﾀ

5 13169 小林　文汰(2) 三谷中
ﾅｶｽ ｿｳﾀ

6 12954 中須　颯太(2) 羽田中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾋﾛ

7 12839 中島　悠裕(2) 豊川南部中
ｾｵ ﾘｸﾄ

8 12840 瀬尾　陸斗(2) 豊川南部中
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ

9 13144 林　照希(1) 豊川東部中
ﾀﾅｶ ﾘﾝｼﾞ

10 13142 田中　凜治(1) 豊川東部中
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾃﾙ

11 12947 鈴木　昂輝(2) 羽田中
ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ

12 12786 井上　大翔(2) 豊橋南陽中
ｽｶﾞﾔ ﾘｸ

13 13309 菅谷　怜功(1) 豊川東部中
ﾀｹｺｼ ｶｽﾞﾕｷ

14 12615 竹腰　胤孝(2) 豊川東部中
ｶﾜｲ ﾕｳｺﾞ

15 13083 河合　優冴(1) 高豊中
ﾊﾔｶﾜ ｹﾞﾝﾀ

16 13084 早川　玄太(1) 高豊中
ﾏｽﾀﾞ ﾐｷﾔ

17 12712 増田　幹哉(1) 高豊中
ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ

18 12780 柴田　和輝(2) 豊橋南陽中
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾙｷﾖ

19 13274 今泉　成聖(1) 小坂井中
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

20 12531 伊藤　優汰(3) 田原東部中
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾐ

21 12573 村松　克己(2) 豊川中部中
ﾌｶﾔ ﾘｭｳｲ

22 12457 深谷　竜依(3) 豊川西部中
ﾏﾂｵｶ ｱｷﾉﾘ

23 12533 松岡　明範(3) 田原東部中
ﾄﾘｲ ｼｭｳｷﾁ

24 12520 鳥居　秀吉(3) 田原東部中
ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ

25 13022 森下　龍雅(2) 牟呂中
ﾃﾗﾀﾞ ｱｯｼｭ

26 12530 寺田　淳珠(3) 田原東部中
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｶﾞ

27 12527 西山　悠雅(3) 田原東部中
ｽｷﾞｳﾗ ｶｲﾕｳ

28 12785 杉浦　海遊(2) 豊橋南陽中
ﾓﾘｼﾀ ｱｵｼ

29 12980 森下　蒼(3) JACT
ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳ

30 12678 山西　龍(3) 小坂井中
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾏ

31 12693 内藤　翔真(2) 小坂井中
ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ

32 12696 早川　貫太(3) 高豊中
ｻｶｲ ﾘｭｳﾏ

33 12698 境　龍真(3) 高豊中 +/- +/- +/- +/-

+/- +/- +/- +/-
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中学男子走幅跳

8月21日 16:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ1回目 2回目 3回目 記録

ｶﾏｺ ｺｳﾀﾞｲ

34 12797 鎌戸　煌大(3) 豊橋北部中
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ

35 12828 井上　和真(3) 豊川南部中
ｷﾄﾞｺﾛ ﾕｵﾄ

36 12829 城所　優乙斗(3) 豊川南部中
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

37 12684 足立　光太郎(3) 小坂井中
ｷｸﾓﾄ ｾﾚﾝ

38 12677 菊本　成連(3) 小坂井中
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲｶﾞ

39 12546 村松　泰雅(3) 高師台中
ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ

40 12957 田中　大雅(3) 田原中 +/- +/- +/- +/-

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

m m m m

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

m m m m

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

m m m m
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一般高校男子走幅跳

8月21日 16:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾅｲ ﾏﾋﾛ

1 9004 花井　眞大(1) 成章高
ﾐｿﾞｼﾀ ｶｽﾞｻ

2 9003 溝下　和紗(1) 成章高
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ

3 9595 伊藤　僚馬(2) 蒲郡東高
ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ

4 9932 山本　惺太郎(1) 蒲郡東高
ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾋ

5 9660 寺下　頼檜(1) 豊川高
ｸｻﾂｸﾞ ﾀｸﾐ

6 7762 草次　匠 東三河AC
ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

7 9706 内田　貴士(2) 桜丘高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ

8 9678 遠藤　好泰(2) 成章高
ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ

9 9735 前原　遼(2) 豊橋工高
ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ

10 9898 大場　万央(1) 豊橋東高
ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ

11 9559 永井　泰(2) 豊橋南高
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾅﾘ

12 7724 井上　将成 蒲郡クラブ
ﾏﾂｲ ﾚｵ

13 7740 松井　玲央 ＴＦＣ豊橋
ｶﾄｳ ｼﾝﾔ

14 7742 加藤　慎也 ＴＦＣ豊橋
ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳﾄ

15 9639 森下　琉斗(2) 豊川高
ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ

16 9783 伊藤　優成(2) 豊橋東高
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｭｳｾｲ

17 9803 今泉　瑠正(2) 国府高
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ

18 9871 高橋　寛汰(2) 渥美農高
ﾀｶｽ ｼｮｳｲ

19 9728 高須　翔生 愛知陸協
ﾅﾂﾒ ﾚﾝﾀﾛｳ

20 9581 夏目　廉太郎(3) 時習館高
ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾄ

21 9552 田中　瑛一(2) 豊橋南高 +/- +/- +/- +/-

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

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



OP小学女子50m

8月21日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｷﾓﾄ ｺﾉﾐ ﾄﾖﾀﾞ ﾏｵ

3 AC1 木本　瑚乃美(3) 豊川AC 3 AC7 豊田　真央(3) 豊川AC
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｶ ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ

4 AC2 柴田　優夏(3) 豊川AC 4 AC8 早川　凜(3) 豊川AC
ﾆｼｵ ｶﾝﾅ ﾐﾔﾐﾁ ﾘｵ

5 AC3 西尾　柑那(3) 豊川AC 5 AC9 宮道　梨央(3) 豊川AC
ﾐﾔｻｶ ﾘﾝ ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ

6 AC4 宮阪　凛(3) 豊川AC 6 AC10 田辺　結菜(3) 豊川AC
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ

7 AC5 安藤　萌桃(3) 豊川AC 7 AC11 小林　夢佳(3) 豊川AC
ｸﾆﾅｶﾞ ﾘｺ ｱﾂﾐ ｿﾗﾊ

8 AC6 國永　莉子(3) 豊川AC 8 AC12 厚見　空芭(3) 豊川AC

9 9

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

ﾅｶﾞｻｶ ﾅﾅ

3 AC13 長坂　夏菜(3) 豊川AC 3
ｲﾉｳｴ ﾔﾜﾗ

4 AC14 井上　和蘭(3) 豊川AC 4
ﾊﾞﾝ ｶﾅﾃﾞ

5 AC15 伴　花奏(3) 豊川AC 5
ｱｻｵｶ ﾏﾅ

6 AC16 浅岡　苺奈(3) 豊川AC 6
ﾀｶﾊｼ ﾏﾔ

7 AC17 高橋　茉彩(3) 豊川AC 7
ｿﾉﾀﾞ ﾏﾅ

8 AC18 薗田　愛菜(3) 豊川AC 8

9



小学女子100m

8月21日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ ﾖｺﾀ ｵﾄﾊ

1 8288 渡邉　芽唯(6) 豊川AC 1 8465 横田　乙葉(5) 田原陸上
ｵｶﾓﾄ ﾘﾗ ｾｵ ﾕﾂﾞｷ

2 8249 岡本　莉來(5) キムランニング 2 8450 清尾　優月(6) 田原陸上
ﾆｼﾔﾏ ﾋｶﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ

3 8452 西山　ひかり(6) 田原陸上 3 8453 橋本　菜成美(6) 田原陸上
ｼﾊﾞﾀ ﾓﾅ ｶｼﾞﾑﾗ ｻｲﾊ

4 8441 柴田　苺南(6) ＳＦＪ 4 8250 梶村　彩羽(5) キムランニング

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ ﾊｶﾏﾀ ﾘｵ

5 8442 小林　ゆら(6) ＳＦＪ 5 8483 袴田　莉央(6) 豊川AC
ｲｿﾀﾞ ﾅｺ ｲﾄｳ ｻｸﾗ

6 8446 磯田　七虹(6) 田原陸上 6 8290 伊藤　桜良(5) 豊川AC
ﾂｶﾊﾗ ﾐｿﾗ ﾆｼ ｱﾔﾒ

7 8451 塚原　美空(6) 田原陸上 7 8305 西　彩萌(5) 豊川AC
ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ ｺﾋﾔﾏ ｻｱﾔ

8 8375 廣瀬　実南(6) 豊橋陸上クラブ 8 8448 小日山　紗彩(6) 田原陸上
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅ ｲｼｶﾜ ﾕﾅ

9 8532 山本　紗那(6) 田原陸上 9 8445 石川　結菜(6) 田原陸上

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

ｲﾜｻｷ ｶﾉﾝ ﾂｶﾊﾗ ﾏｲﾗ

1 8533 岩崎　花音(5) 田原陸上 1 8467 塚原　舞空(4) 田原陸上
ｸｼﾞﾒ ｶﾘﾝ ｺﾞﾄｳ ﾘｵ

2 8459 鬮目　佳稟(5) 田原陸上 2 8254 後藤　璃央(4) キムランニング

ﾅｶﾉ ｻﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｴﾅ

3 8527 中野　沙耶(6) 田原陸上 3 8470 山本　依那(4) 田原陸上
ｶﾍﾞﾔ ｱｶﾘ ｶﾜｲ ｳﾀ

4 8447 壁谷　茜季(6) 田原陸上 4 8534 河合　謡(5) 田原陸上
ﾀﾆ ｿﾗ ｶｺ ﾏﾋﾙ

5 8339 谷　星空(4) 豊川AC 5 8456 加子　まひる(5) 田原陸上
ﾔﾏｸﾞﾁ    ｻﾅ ｷﾑﾗ ﾒｲ

6 8321 山口　紗奈(5) 豊川AC 6 8247 木村　芽生(6) キムランニング

ｸﾛｶﾜ ﾉｱ ｵｷﾞﾉ ﾕﾗ

7 8298 黒川　乃愛(5) 豊川AC 7 8253 荻野　ゆら(4) キムランニング

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ

8 8292 今泉　小春(5) 豊川AC 8 8489 田中　佑奈(5) 豊川AC
ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ ｲｻﾞﾍﾞﾙ ﾋﾛﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ

9 8462 ブラッドリー　イザベル(5) 田原陸上 9 8311 弘中　愛珠(5) 豊川AC

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

ﾏｴｶﾜ ﾂﾑｷﾞ ﾐﾔﾐﾁ ﾅﾅﾐ

1 8455 前川　紡(6) 田原陸上 1 8319 宮道　菜々美(5) 豊川AC
ｺｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ ｲﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ

2 8265 小出　希美(6) 豊川AC 2 8499 今枝　七実(4) 蒲郡クラブ
ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ

3 8468 橋本　愛友美(4) 田原陸上 3 8548 村松　琉衣(4) 豊川AC
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ

4 8537 山口　桃佳(5) 田原陸上 4 8466 鈴木　菜月(4) 田原陸上
ﾊﾏｼﾏ ｻﾅ ｽﾜ ｼｵﾝ

5 8276 濱島　紗奈(6) 豊川AC 5 8302 諏訪　栞音(5) 豊川AC
ﾀﾅｶ ﾈﾈ ﾎﾘ ｾﾘﾅ

6 8461 田中　寧音(5) 田原陸上 6 8255 堀　芹奈(4) キムランニング

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ ｻﾉ ｲｽﾞﾐ

7 8322 山口　優芽(5) 豊川AC 7 8493 佐野　泉(4) 豊川AC
ﾌｼﾞﾒ ﾈｲﾛ ﾏｼﾀﾞ ﾜｺ

8 8469 藤目　ねいろ(4) 田原陸上 8 8543 真志田　杷子(4) 豊川AC
ﾅｲﾄｳ ﾒｲ ｱﾏﾉ ｱｲ

9 8443 内藤　芽唯(4) ＳＦＪ 9 8289 天野　愛依(5) 豊川AC



小学女子100m

8月21日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

1 1

ｶﾄｳ ﾅﾅｶ ﾌｼﾞｲ ﾐｵﾅ

2 8297 加藤　七花(5) 豊川AC 2 8313 藤井　三緒奈(5) 豊川AC
ｺﾐｿﾞ ｶﾘﾝ ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾉｶ

3 8299 古溝　夏涼(5) 豊川AC 3 8271 土田　ののか(6) 豊川AC
ｽｴｻﾞｷ ｱｲｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ

4 8268 末﨑　あいこ(6) 豊川AC 4 8357 山口　朱音(4) 豊川AC
ｵｵﾜｷ ｱｵｲ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ

5 8260 大脇　向葵(6) 豊川AC 5 8343 中島　榛香(4) 豊川AC
ｼﾝﾀﾆ ｻｱﾔ ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ

6 8568 新谷　紗彩(5) 豊川AC 6 8348 野口　結衣(4) 豊川AC
ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ ﾅｶﾑﾗ ｴﾏ

7 8291 井上　志織(5) 豊川AC 7 8346 中村　衣舞(4) 豊川AC
ﾔﾏﾈ ﾕｲﾅ ﾊﾞﾝ ｲﾛﾊ

8 8286 山根　結愛(6) 豊川AC 8 8279 伴　彩羽(6) 豊川AC
ﾜﾀﾞ ｲﾁｶ ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾅ

9 8287 和田　一花(6) 豊川AC 9 8282 水野　愛菜(6) 豊川AC

9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

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘﾅ

2 8318 皆川　梨奈(5) 豊川AC 2
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ

3 8324 伊藤　彩羽(4) 豊川AC 3
ｵﾀﾞ ﾔﾖｲ

4 8327 小田　弥生(4) 豊川AC 4
ｵｼｶﾜ ﾕｷﾉ

5 8326 押川　結希乃(4) 豊川AC 5
ｵﾋﾞ ｱｶﾘ

6 8329 小尾　朱俐(4) 豊川AC 6
ﾏﾂｲ ﾅﾎ

7 8317 松井　那歩(5) 豊川AC 7
ﾏﾂｲ ﾕｳﾅ

8 8356 松井　優奈(4) 豊川AC 8
ﾌｼﾞｲ ﾚﾝｶ

9 8352 藤井　蓮花(4) 豊川AC



中学女子100m

8月21日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ﾌｼﾞｼﾛ ｻｷ ﾄｳｺﾞｳ ｱﾔｻ

1 12649 藤城　咲(2) 田原陸上 1 12209 東郷　杏優(2) 豊川西部中
ﾐｳﾗ ﾕｷ ｵｵﾀ ﾕｲﾅ

2 12489 三浦　有生(2) YRC 2 12363 太田　結菜(2) 小坂井中
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ ｵﾉ ﾁﾋﾛ

3 12500 山本　紗也(2) 豊岡中 3 12216 小野　千尋(2) 豊川西部中
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕｺ ﾊﾅｲ ｻﾗ

4 12293 橋本　真結子(3) 豊川中部中 4 12696 花井　咲愛(1) 豊岡中
ﾋｺｻｶ ﾘｱ ｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ

5 12484 彦坂　莉朱(2) 豊橋東陵中 5 12362 伊藤　奏(2) 小坂井中
ﾓﾘﾔ ﾕｽﾞｷ ｸﾎﾞ ﾕｲﾅ

6 12644 森谷　柚咲(2) 代田中 6 12796 久保　結愛(1) 豊川東部中
ﾂｶﾞﾜ ｱｲ ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｶ

7 12482 津川　愛依(3) 豊橋東陵中 7 12306 福田　百花(2) 豊川東部中
ｻｶｲ ﾊﾅ ｽｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ

8 12359 酒井　花菜(2) 小坂井中 8 12292 杉原　那菜(3) 豊川中部中
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ

9 12762 杉山　凜(1) 代田中 9 12478 橋本　ひなた(2) 豊川南部中

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

ﾄﾘｲ ｻﾎ

1 12288 鳥井　彩帆(3) 豊川中部中 1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾗ ｲﾏｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ

2 12602 渡辺　柚羅(2) 本郷中 2 12658 今枝　瞳(1) 形原中
ｵｵﾊﾞ ﾐﾏﾘ ｵｵﾀ ﾏﾘｱ

3 12755 大場　実茉莉(1) 田原中 3 12799 太田　真理亜(1) 豊川南部中
ﾊｯﾄﾘ ﾐｵ ﾊﾝｹ ｻｷ

4 12481 服部　未旺(2) 豊川南部中 4 12693 判家　沙希(1) 豊川東部中
ｽｽﾞｷ ﾅﾎｺ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏﾅ

5 12213 鈴木　菜穂子(2) 豊川西部中 5 12531 金原　茉南(1) KMR
ｱｵｷ ﾓﾅ ｲﾜﾊﾗ ｻｷ

6 12461 青木　望奈(2) 吉田方中 6 12687 岩原　幸希(1) 豊川東部中
ｽｽﾞｷ ﾘﾎｺ ﾊﾀﾞﾉ ｹｲｺ

7 12214 鈴木　里穂子(2) 豊川西部中 7 12423 羽田野　景子(2) 豊橋南陽中
ｱﾍﾞ ｺｺﾐ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾅ

8 12485 阿部　心美(2) 豊橋東陵中 8 12900 橋本　寛奈(1) YRC
ｵｶﾓﾄ ﾕｲ ﾋﾗﾉ ﾕｳ

9 12308 岡本　結衣(2) 豊川東部中 9 12816 平野　侑(1) 高師台中

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

ﾅｶﾀﾞ ｱｲ ﾊﾔｶﾜ ﾊｸ

2 12488 中田　彩愛(2) 豊橋東陵中 2 12815 早川　羽紅(1) 高師台中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｺ ﾐｳﾗ ｻｴ

3 12486 渡邊　愛心(2) 豊橋東陵中 3 12320 三浦　紗英(2) 豊川東部中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ ｵｵﾊﾞ ﾏｲﾅ

4 12315 小林　瑠衣(2) 豊川東部中 4 12422 大羽　麻衣那(2) 豊橋南陽中
ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ ｷﾀﾑﾗ ｸﾚｱ

5 12595 鈴木　千元(2) 本郷中 5 12460 北村　來愛(2) 吉田方中
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾅ ﾐｳﾗ ｶｻﾞﾈ

6 12476 松永　真銘(2) 豊川南部中 6 12477 三浦　風音(2) 豊川南部中
ﾀﾅｶ ｿﾖ ﾓﾘ ｶﾉﾝ

7 12750 田中　奏好(1) 豊川南部中 7 12754 森　かのん(1) 豊川南部中
ｵｵﾀｹ ﾏﾅ ﾅｶﾊﾗ ｱｽｶ

8 12426 大竹　真菜(2) 豊橋南陽中 8 12692 中原　明日花(1) 豊川東部中
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅ ｲｼﾊﾞｼ  ﾕｽﾞｷ

9 12535 山田　稚菜(2) KMR 9 12479 石橋　柚希(2) 豊川南部中



中学女子100m

8月21日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

1 1

ﾅｶﾞｲ ｺｲﾛ ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ

2 12704 永井　虹色(1) 豊川中部中 2 12534 丸山　咲綾(2) KMR
ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｷﾅ ｲﾜﾏ ｱﾘ

3 12691 中紙　由希菜(1) 豊川東部中 3 12793 岩間　有里(1) 豊川東部中
ﾄﾘｲ ｶｽﾐ ﾂﾁﾋﾛ ﾕｳｶﾞ

4 12751 鳥居　かすみ(1) 豊川南部中 4 12457 槌廣　ゆうが(2) 吉田方中
ﾖｼｶﾜ ｲﾁｶ ｵﾉﾀﾞ ｱﾂﾞｷ

5 12752 吉川　衣香(1) 豊川南部中 5 12454 小野田　愛月(2) 吉田方中
ﾅﾂﾒ ﾘｺ ｵｷﾞﾉ ﾏｱﾔ

6 12455 夏目　璃子(2) 吉田方中 6 12314 荻野　真紋(2) 豊川東部中
ｲﾄｳ ﾅﾂｷ ｲﾁｶﾜ ｷﾗ

7 12459 伊藤　菜月(2) 吉田方中 7 12458 市川　きら(2) 吉田方中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ ｳｴﾑﾗ ﾊﾙｶ

8 12318 近藤　柚(2) 豊川東部中 8 12703 上村　春香(1) 豊川中部中
ｵｸﾞﾘ ﾊﾙﾐ ｶﾜｲ ﾕﾂﾞｷ

9 12794 小栗　遙水(1) 豊川東部中 9 12453 河合　優月(2) 吉田方中

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



一般高校女子100m

8月21日 17:23 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ﾊﾗﾀ ｶﾅ ﾋｺｻｶ ﾐｸ

1 9562 原田　佳奈(1) 成章高 1 9453 彦坂　美玖(2) 豊橋東高
ｶﾜｲ ﾅﾂｷ ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ

2 9511 河合　夏希(1) 豊橋南高 2 9509 菅沼　梨瑚(1) 豊橋南高
ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ ﾆｼｵ ﾎﾉｶ

3 9454 中村　有沙(2) 豊橋東高 3 9563 西尾　帆乃花(1) 成章高
ｼﾏ ﾕｲﾅ ｶﾄｳ ｱﾕ

4 9510 嶋　結菜(1) 豊橋南高 4 9429 加藤　愛結(2) 桜丘高
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ ｺﾏﾂ ﾘﾉ

5 9514 伊藤　千夏(1) 豊橋南高 5 9431 小松　璃野(2) 桜丘高
ｵｵｸﾗ ﾋﾅﾀ ﾀﾅｶ ｱﾔ

6 9422 大倉　妃向多(3) 成章高 6 9418 田中　愛彩(2) 成章高
ｲｼｸﾗ ﾐﾕ ｶﾄｳ ﾐｶ

7 9434 石倉　実侑(1) 桜丘高 7 9437 加藤　未華(2) 蒲郡高
ｽｽﾞｷ ﾉﾉｶ ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾕ

8 9343 鈴木　野々花(2) 時習館高 8 9518 大久保　心結(1) 豊橋東高
ｶﾄｳ ﾕｶ ｾﾝｶﾞ ﾕﾂﾞｷ

9 9436 加藤　由華(2) 蒲郡高 9 9427 千賀　祐月(2) 成章高

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

ｵｵﾀ ｷｺ ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ

1 9486 太田　葵子(1) 桜丘高 1 9529 小嶋　利奈(1) 蒲郡高
ﾀﾆﾉ ﾋﾛﾅ ｲﾄｳ ﾐﾘ

2 9547 谷野　博那(1) 豊橋東高 2 9589 伊藤　実里(1) 成章高
ｵﾀﾞ ｱﾔﾊ ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ

3 9360 小田　彩葉(2) 蒲郡東高 3 9461 石川　陽世莉(2) 国府高
ｻﾉ ﾓﾓﾊ ﾌｸﾀ ﾎﾉﾐ

4 9314 佐野　萌々春(2) 豊橋南高 4 9586 福田　帆海(1) 蒲郡高
ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ ﾅｶｲ ﾁﾋﾛ

5 9546 鈴木　心寧(1) 豊橋東高 5 9419 仲井　千尋(2) 成章高
ｱｶﾞﾀ ｿﾗｶ ｲｹﾀﾞ ﾅﾂｷ

6 9455 安形　天華(2) 豊橋東高 6 9528 池田　名月(1) 蒲郡高
ｱｲﾊﾞ ﾏﾅ ｼﾝｶｲ ﾋﾅ

7 9315 相場　茉奈(2) 豊橋南高 7 9439 新開　雛(2) 蒲郡高
ｵｻﾞｷ ｺｺ ｶﾄｳ ｶｽﾞﾊ

8 9551 尾崎　心香(1) 豊橋東高 8 9356 加藤　万葉(2) 蒲郡東高
ﾋﾀﾞｶ ｺﾄﾈ ｺｸﾎﾞ ﾏｵ

9 9517 日髙　寿音(1) 豊橋東高 9 9426 小久保　真緒(2) 成章高

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



小学女子1000m

8月21日 17:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｺｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾌｼﾞﾒ ｺｺﾛ

1 8265 小出　希美(6) 豊川AC 1 8529 藤目　こころ(6) 田原陸上
ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ ｶｼﾞﾑﾗ ｻｲﾊ

2 8375 廣瀬　実南(6) 豊橋陸上クラブ 2 8250 梶村　彩羽(5) キムランニング

ｲﾜﾓﾘ ｱｺ ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｲ

3 8293 岩森　天紅(5) 豊川AC 3 8463 宮崎　好衣(5) 田原陸上
ﾌｼﾞｲ ﾚﾝｶ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ ｲｻﾞﾍﾞﾙ

4 8352 藤井　蓮花(4) 豊川AC 4 8462 ブラッドリー　イザベル(5) 田原陸上
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ ｲﾜｻｷ ｶﾉﾝ

5 8442 小林　ゆら(6) ＳＦＪ 5 8533 岩崎　花音(5) 田原陸上
ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ ﾑﾗﾏﾂ ｶﾉﾝ

6 8489 田中　佑奈(5) 豊川AC 6 8464 邑松　奏音(5) 田原陸上
ｻｲﾀｹ ｱﾝ ﾌｼﾞｲ ﾋﾏﾘ

7 8336 齋竹　杏(4) 豊川AC 7 8565 藤井　陽花(5) 田原陸上
ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ

8 8350 服部　心春(4) 豊川AC 8 8468 橋本　愛友美(4) 田原陸上
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ ｵｷﾞﾉ ﾕﾗ

9 8357 山口　朱音(4) 豊川AC 9 8253 荻野　ゆら(4) キムランニング

ｸｼﾞﾒ ｶﾘﾝ ｺﾞﾄｳ ﾘｵ

10 8459 鬮目　佳稟(5) 田原陸上 10 8254 後藤　璃央(4) キムランニング

ｲｿﾀﾞ ﾅｺ ﾎﾘ ｾﾘﾅ

11 8446 磯田　七虹(6) 田原陸上 11 8255 堀　芹奈(4) キムランニング

ｲｼｶﾜ ﾕﾅ ｽｴｻﾞｷ ｱｲｺ

12 8445 石川　結菜(6) 田原陸上 12 8268 末﨑　あいこ(6) 豊川AC
ｵｶﾓﾄ ﾘﾗ ﾏｴｶﾜ ﾂﾑｷﾞ

13 8249 岡本　莉來(5) キムランニング 13 8455 前川　紡(6) 田原陸上

3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

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾔ

1 8308 長谷川　遥也(5) 豊川AC 1
ﾅｶﾑﾗ ｴﾏ

2 8346 中村　衣舞(4) 豊川AC 2
ﾏﾂｲ ﾕｳﾅ

3 8356 松井　優奈(4) 豊川AC 3
ﾋﾗﾀ ﾉｱ

4 8310 平田　希愛(5) 豊川AC 4
ﾔﾏｸﾞﾁ    ｻﾅ

5 8321 山口　紗奈(5) 豊川AC 5
ｱﾏﾉ ｱｲ

6 8289 天野　愛依(5) 豊川AC 6
ｽｽﾞｷ ｻﾅ

7 8246 鈴木　沙那(5) 東小浜 7
ｼﾝﾀﾆ ｻｱﾔ

8 8568 新谷　紗彩(5) 豊川AC 8
ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ

9 8548 村松　琉衣(4) 豊川AC
ｵﾀﾞ ﾔﾖｲ

10 8327 小田　弥生(4) 豊川AC
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ

11 8343 中島　榛香(4) 豊川AC
ﾏｼﾀﾞ ﾜｺ

12 8543 真志田　杷子(4) 豊川AC



中学・一般高校女子1500m

8月21日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾅﾂﾒ ﾕｲｶ ﾅｶﾆｼ ｹｲﾅ

1 9503 夏目　結可(1) 時習館高 1 12211 中西　慶菜(2) 豊川西部中
ﾅｶﾈ ｱﾔﾐ ｵｶﾓﾄ ﾅﾂ

2 9344 中根　彩生(2) 時習館高 2 12812 岡本　夏(1) 高師台中
ｱｲﾊﾞ ﾏﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅ

3 9315 相場　茉奈(2) 豊橋南高 3 12535 山田　稚菜(2) KMR
ﾀﾆ ﾅｷﾞｻ ｺﾓﾀﾞ ﾋﾖﾘ

4 12312 谷　凪紗(2) 豊川東部中 4 12779 菰田　ひより(1) 小坂井中
ｱｻｲ ｹｲ ｲｼﾉ ﾕﾝﾅ

5 9513 浅井　慧(1) 豊橋南高 5 12528 石野　伊菜(3) KMR
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏﾅ

6 12433 渡邉　栞夏(3) 田原陸上 6 12531 金原　茉南(1) KMR
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｵﾐ ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾔ

7 12678 柳田　麻央美(1) ＴＴランナーズ 7 12783 杉原　早耶(1) 石巻中
ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ ﾔﾅｷﾞ ﾋｶﾘ

8 12534 丸山　咲綾(2) KMR 8 12427 柳　日夏梨(2) 豊橋南陽中
ｱﾂﾐ ｸﾚﾊ ｲｼﾊﾗ ﾚﾅ

9 12434 渥美　紅芭(2) 田原陸上 9 12705 石原　礼奈(1) 豊川中部中
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ ｵｶﾞﾜ ｺｺﾅ

10 9509 菅沼　梨瑚(1) 豊橋南高 10 12781 小川　心那(1) 石巻中
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻｸﾗ ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ

11 12208 髙柳　咲來(2) 豊川西部中 11 12702 鈴木　満理奈(1) 豊川中部中
ﾏﾉ ﾜｶﾅ ｶｼﾞﾑﾗ ﾕﾂｷ

12 9493 真野　わか菜(3) 渥美農高 12 12530 梶村　宥津樹(2) KMR
ﾅｲﾄｳ ﾕｲﾅ ｶﾐﾔ ｱﾐ

13 9316 内藤　結菜(2) 豊橋南高 13 9355 神谷　杏実(2) 蒲郡東高
ｽｷﾞﾉ ﾈﾈ ｵｶﾓﾄ ﾗﾑ

14 12215 杉野　寧々(2) 豊川西部中 14 12529 岡本　來夢(2) KMR
ﾂﾙｵｶ ｻﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾚｱ

15 12665 鶴岡　紗夏(1) 高豊中 15 12654 渡邉　紅亜(3) 東栄中
ﾖﾂｷﾞ ｿﾗ ﾀﾏｷ ｻﾅ

16 12664 世継　宙央(1) 高豊中 16 12596 玉置　咲菜(2) 本郷中
ｲﾄｳ ｻﾕ ｲｼﾊﾞｼ ｾﾅ

17 12286 伊藤　咲友(2) 高師台中 17 12421 石橋　世凪(2) 豊橋南陽中
ｼﾗｲ ﾊﾅﾉ

18 2397 白井　花乃(1) 椙山女学園大



中学・一般高校女子1500m

8月21日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3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

ｻﾉ ﾕﾂﾞｷ

1 12764 佐野　ゆづき(1) 代田中 1
ｵｵﾀ ﾎﾑﾗ

2 9304 太田　帆邑(2) 豊川工高 2
ｵｵﾀ ｾﾎｳ

3 9524 太田　星朋(1) 豊川工高 3
ﾀｹｵ ｻｸﾗ

4 9359 竹尾　桜(2) 蒲郡東高 4
ﾏﾙﾁ ｲﾛﾊ

5 12212 丸地　彩晴(2) 豊川西部中 5
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ

6 12313 近藤　優奈(2) 豊川東部中 6
ﾊｯﾄﾘ ｱｻｷ

7 12532 服部　杏咲(1) KMR 7
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ

8 12358 加藤　瑞貴(2) 小坂井中 8
ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｲ

9 12701 杉原　芽依(1) 豊川中部中
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

10 9526 山田　莉子(1) 蒲郡東高
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾁﾋﾛ

11 12748 小林　千紘(1) 豊川南部中
ﾅｶﾞｲ ｺｲﾛ

12 12704 永井　虹色(1) 豊川中部中
ｳｴﾑﾗ ﾊﾙｶ

13 12703 上村　春香(1) 豊川中部中
ｻｻｷ ﾕﾗ

14 12559 佐々木　悠楽(2) 羽田中
ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

15 12749 柴田　ここな(1) 豊川南部中
ﾐﾂｲ ﾓﾓｺ

16 12806 三井　桃子(1) 羽田中
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ

17 12826 金澤　日万里(1) 本郷中



中学・一般高校女子3000m

8月21日 19:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ

1 2089 下山田　絢香(4) 椙山女学園大 1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾅ

2 9411 渡邉　悠希菜(1) 豊川高 2
ﾓﾘ ｱｽﾐ

3 9403 森　彩純(2) 豊川高 3
ﾊﾔｼ ﾅﾕ

4 9398 林　那優(2) 豊川高 4
ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ

5 9407 袴田　真叶(3) 豊川高 5
ﾉﾑﾗ ﾐﾁｺ

6 9412 野村　通子(1) 豊川高 6
ﾎ ｺﾅﾂ

7 9406 保　こなつ(3) 豊川高 7
ｻｶｶﾞﾜ ｺｺﾛ

8 9387 坂川　恋露(3) 豊川高 8
ｻｶｲ ｿﾗ

9 9393 阪井　空(3) 豊川高
ｶﾜｾ ﾏﾕ

10 9391 川瀬　真由(3) 豊川高
ｻﾝｼﾞｷ ﾏﾅﾐ

11 9405 桟敷　真菜美(2) 豊川高
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ

12 9404 吉田　莉帆(2) 豊川高
ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ

13 9346 河合　菜々実(2) 時習館高
ｵｶﾞﾜ ﾘﾝ

14 9521 小川　凛(1) 時習館高
ｲｻﾞﾜ ﾅｵ

15 12281 井澤　菜緒(3) 高師台中
ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ

16 9423 前田　真優(3) 成章高
ﾀｶｷﾞ ｺｺﾛ

17 9523 高木　こころ(1) 時習館高
ﾋﾗﾀ ﾕｳ

18 12533 平田　有(2) KMR
ｼﾁ ﾕﾐﾝ

19 12279 志智　結萌(3) 高師台中
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ

20 2056 中村　紗希(3) 愛知大
ｱｻｲ ｹｲ

21 9513 浅井　慧(1) 豊橋南高
ﾅｲﾄｳ ﾕｲﾅ

22 9316 内藤　結菜(2) 豊橋南高
ｷｳﾁ ｶﾂﾞｴ

23 7793 木内　和恵 愛知マスターズ

ﾌｼﾞｼﾛ ﾆｺ

24 9420 藤城　にこ(2) 成章高
ﾄﾖｼﾏ ﾎﾅﾐ

25 12594 豊島　穂南(2) 本郷中



中学女子走幅跳

8月21日 18:50 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ｶﾉﾝ

1 12754 森　かのん(1) 豊川南部中
ﾀﾅｶ ｿﾖ

2 12750 田中　奏好(1) 豊川南部中
ｺﾞﾄｳ ﾅｵ

3 12562 後藤　尚(2) 羽田中
ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｷﾅ

4 12691 中紙　由希菜(1) 豊川東部中
ｱｻﾉ ｱｶﾘ

5 12800 浅野　丹理(1) 羽田中
ﾖﾅｼﾛ ｻｷ

6 12753 与那城　紗季(1) 豊川南部中
ﾅｶﾊﾗ ｱｽｶ

7 12692 中原　明日花(1) 豊川東部中
ﾅｶｲ ｼｽﾞﾈ

8 12807 仲井　寧音(1) 羽田中
ﾄﾘｲ ｶｽﾐ

9 12751 鳥居　かすみ(1) 豊川南部中
ｽｽﾞｷ ﾘﾎｺ

10 12214 鈴木　里穂子(2) 豊川西部中
ｵﾉ ﾁﾋﾛ

11 12216 小野　千尋(2) 豊川西部中
ｲﾄｳ ﾕｲｶ

12 12601 伊藤　由夏(2) 本郷中
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾅ

13 12900 橋本　寛奈(1) YRC
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾅ

14 12476 松永　真銘(2) 豊川南部中
ｻﾅﾀﾞ ｱｺ

15 12623 眞田　あこ(3) 章南中
ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｶ

16 12306 福田　百花(2) 豊川東部中
ｵｵﾀ ﾏﾘｱ

17 12799 太田　真理亜(1) 豊川南部中
ｲﾏｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ

18 12658 今枝　瞳(1) 形原中
ｱﾍﾞ ｺｺﾐ

19 12485 阿部　心美(2) 豊橋東陵中
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅ

20 12290 橋本　妃菜(3) 豊川中部中
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ

21 12376 山田　芽愛(3) 高豊中
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一般高校女子走幅跳

8月21日 18:50 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾔﾏ ｻﾔ

1 9395 小山　紗矢(2) 豊川高
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｽﾞﾐ

2 9396 今泉　亜純(2) 豊川高

m m

1回目 2回目 3回目 記録

m m m m

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

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

m m


