
OP小学男子50m

8月20日 15:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

2 2

ﾀｶﾉ　ｺｳｾｲ ｻﾄｳ　ﾐｽﾞｷ

3 1 髙野　倖生(3) 豊川AC 3 7 佐藤　瑞樹(3) 豊川AC
ｲｼｶﾜ　ﾕｲﾄ ｽｷﾞｳﾗ　ｱｲｽ

4 2 石川　結土(3) 豊川AC 4 8 杉浦　愛守(3) 豊川AC
ｱﾗｵｶ　ﾘｮｳ ｶﾈｺ　ﾀﾂﾔ

5 3 荒岡　諒(3) 豊川AC 5 9 金子　達也(3) 豊川AC
ｲｶﾞﾗｼ　ｿﾗ ｻﾉ　ｱｻﾋ

6 4 五十嵐　蒼来(3) 豊川AC 6 10 佐野　旦(3) 豊川AC
ｵｷ　ﾛｸﾉｽｹ ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾅﾀ

7 5 沖　録之介(3) 豊川AC 7 11 山本　陽大(3) 豊川AC
ｱｶｷﾞ　ﾆｺﾙ ｽｽﾞｷ　ｶｲﾄ

8 6 赤木　虹心(3) 豊川AC 8 12 鈴木　開翔(3) 豊川AC

9 9

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100m

8月20日 16:14 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

ﾊﾞﾝ ﾐｷﾄ ｲﾄｳ ｿｳﾀ

1 7776 坂　光希翔(5) 豊川AC 1 7832 伊藤　颯汰(5) 蒲郡クラブ
ｽﾐﾄﾓ ﾀｲｾｲ ﾂｼﾞｵｶ ｶｽﾞｷ

2 7890 住友　大晟(5) 田原陸上クラブ 2 7717 辻岡　千樹(6) 豊川AC
ﾄｸﾀﾞ ﾘｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ

3 7718 徳田　莉大(6) 豊川AC 3 7886 渡邉　誠也(6) 田原陸上クラブ

ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

4 7761 鈴木　海琉(5) 豊川AC 4 7743 梶山　高章(5) 豊川AC
ｽｽﾞｷ ﾌｳﾜ ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞﾄ

5 7687 鈴木　楓渉(5) ＳＦＪ 5 7764 鈴木　梛斗(5) 豊川AC
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｵｵｼﾛ ﾕｳｷﾞ

6 7721 野口　裕生(6) 豊川AC 6 7877 大城　優義(6) 田原陸上クラブ

ｻｲﾄｳ ﾘｸ ﾅｶﾔ ﾋﾛﾄ

7 7888 齋藤　吏玖(5) 田原陸上クラブ 7 7892 仲谷　洋人(5) 田原陸上クラブ

ﾅｶﾞﾐ ｷﾗﾄ ｽｽﾞｴ ｼﾞｮｳ

8 7979 長神　輝人(6) 田原陸上クラブ 8 7838 鈴江　晟(5) 蒲郡クラブ
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ ﾌｸｲ ﾏﾅﾄ

9 7880 鈴木　陽直(6) 田原陸上クラブ 9 7882 福井　真叶(6) 田原陸上クラブ

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

1 7784 山本　倫太朗(5) 豊川AC 1
ﾄﾐﾀ ｶｹﾙ ﾓﾝﾏ ｱｵ

2 7891 冨田　駆琉(5) 田原陸上クラブ 2 7900 門間　葵生(4) 田原陸上クラブ

ｵｻﾞﾜ ﾘｸﾄ ｵｻﾞﾜ ﾗｲｷ

3 7953 小澤　陸人(6) 田原陸上クラブ 3 7957 小澤　来輝(4) 田原陸上クラブ

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｸﾄ ｷﾝﾊﾟﾗ ｿｳﾏ

4 7767 高柳　陸人(5) 豊川AC 4 7887 金原　蒼磨(5) 田原陸上クラブ

ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｼﾗﾐﾈ ﾚﾝｼﾞｭ

5 7786 和田　亘平(5) 豊川AC 5 7758 白峯　怜純(5) 豊川AC
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾞﾝｼﾞ ｳｴﾉ ﾅｵﾄ

6 7894 渡邉　群志(5) 田原陸上クラブ 6 7700 上野　朴翔(6) 豊川AC
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾏ ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｺﾞｳ

7 7696 山田　愁馬(6) キムランニング 7 7893 伴野　佑昊(5) 田原陸上クラブ

ｵｵﾀ ﾋﾛﾄ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾅﾘ

8 7895 太田　裕都(4) 田原陸上クラブ 8 7760 杉山　孝也(5) 豊川AC
ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲﾔ ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ

9 7896 木下　大偉哉(4) 田原陸上クラブ 9 7898 林　海成(4) 田原陸上クラブ

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

ｽｽﾞｷ ﾘｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ

2 7984 鈴木　利空(5) 豊川AC 2 7826 山本　滝斗(4) 豊川AC
ｺﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ ｸｻｶ ｼﾞｬｲｸﾌｧｳﾂ

3 7751 近田　真梛人(5) 豊川AC 3 7798 日下　侍英来ﾌｧｳﾂ(4) 豊川AC
ﾄﾖﾀﾞ ﾀｲﾖｳ ｻﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

4 7980 豊田　大遥(4) 田原陸上クラブ 4 7755 三田　康士郎(5) 豊川AC
ｱｵｷ ﾕｲﾄ ﾔｹﾞﾀ ﾕｳｷ

5 7731 青木　結音(5) 豊川AC 5 7985 八下田　侑希(5) 豊川AC
ｶｲ ｽｸﾞﾙ ﾊﾗﾀﾞ ﾄｷ

6 7742 甲斐　傑琉(5) 豊川AC 6 7813 原田　人輝(4) 豊川AC
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ ｽｽﾞｴ ｼﾞﾝ

7 7958 鈴木　愛都(4) 田原陸上クラブ 7 7838 鈴江　迅(4) 蒲郡クラブ
ｲﾜｾ ﾕｳｼﾞ ﾀｶﾊﾞ ｲﾂｷ

8 7790 岩瀬　悠思(4) 豊川AC 8 7806 髙場　一樹(4) 豊川AC
ﾀｹﾉ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｲ ﾊﾙ

9 7715 武野　翔太(6) 豊川AC 9 7820 松井　悠流(4) 豊川AC



小学男子100m

8月20日 16:14 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

ﾊｶﾏﾀ ｼｮｳﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

2 7861 袴田　翔也(4) 豊川AC 2 7825 山本　恭平(4) 豊川AC
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ

3 7728 山口　航生(6) 豊川AC 3 7819 松井　聖稀(4) 豊川AC
ﾊﾔｼ ｿｳｷ ｺｶﾞ ｴﾘｷﾕｳﾀ

4 7775 林　蒼起(5) 豊川AC 4 7799 古賀　エリキユウタ(4) 豊川AC
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ ﾀﾀﾞｳﾁ ﾕｲﾏ

5 7801 坂本　倖大(4) 豊川AC 5 7808 忠内　唯真(4) 豊川AC
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｳｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ

6 7809 玉川　董久(4) 豊川AC 6 7750 小林　煌星(5) 豊川AC
ﾊﾔｼ ｵｳｽｹ ｼﾗｲｼ ﾌｳﾄ

7 7812 林　旺亮(4) 豊川AC 7 7803 白石　楓翔(4) 豊川AC
ｼﾗｲ ﾊﾙﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ

8 7756 白井　晴大(5) 豊川AC 8 7828 渡邉　樹(4) 豊川AC
ﾔｽｲ ｿｳ ﾎｼﾉ ﾘｭｳｲﾁ

9 7994 安井　颯(5) 豊川AC 9 7817 星野　竜羽一(4) 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20日 17:15 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

ｱｶﾞﾀ ｿｳｼ ｶﾄｳ ｱｻﾋ

1 13774 安形　宗士(3) 一宮中 1 13852 加藤　朝陽(3) 本郷中
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾉｽｹ ﾊｯﾀ ｺｳｷ

2 13786 小川　翔之介(3) 豊川東部中 2 11623 八田　航輝(2) 桜丘中
ｽｹﾞｻﾜ ﾕｲﾄ ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ

3 13776 菅澤　唯人(2) 一宮中 3 13509 橋本　光汰(2) 吉田方中
ﾐｽﾞﾓﾄ ｿﾗ ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

4 13892 水元　空(3) JACT 4 13790 林　遼汰(3) 豊川東部中
ｾｵ ﾘｸﾄ ｻｲﾄｳ ﾕｳ

5 13687 瀬尾　陸斗(3) 豊川南部中 5 11523 齋藤　悠羽(3) 田原東部中
ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ ｶﾜｲ ﾕｳｺﾞ

6 13681 中村　瑛隆(3) 豊川南部中 6 13542 河合　優冴(2) 高豊中
ﾅｶｽ ｿｳﾀ ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞｼ

7 11647 中須　颯太(3) JACT 7 13680 大平　和志(3) 豊川南部中
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾙｷﾖ ﾎｼﾉ ｶﾉﾝ

8 11513 今泉　成聖(2) YRC 8 11698 星野　月音(1) 田原東部中
ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾀ

9 11648 森下　龍雅(3) JACT 9 13746 山口　奏汰(3) 田原中

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

ﾋﾋﾞﾉ ﾘｭｳﾀ ﾅｶﾞﾐ ｼｭﾝ

1 13891 日比野　隆太(3) JACT 1 13803 長神　旬(2) 豊川東部中
ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾄ ｷﾀｶﾞｷ ﾘｸ

2 11716 芝田　康人(1) 吉田方中 2 13682 北垣　里空(3) 豊川南部中
ｽｽﾞｷ ｺﾞﾀﾞｲ ｲｹﾔ ﾕｳﾀ

3 13559 鈴木　梧汰(2) 豊橋東陵中 3 11537 池谷　悠太(2) 田原東部中
ｶﾏｸﾗ ﾊｸﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸｼ

4 13795 鎌倉　伯斗(3) 豊川東部中 4 13775 渡辺　拓志(3) 一宮中
ｶﾝﾀﾞ ｺｳｷ ｶﾄｳ ﾚﾑ

5 13689 神田　晃希(2) 豊川南部中 5 13540 加藤　麗心(3) 高豊中
ﾄﾔﾏ ﾘｭｳﾄ ﾌｸﾀ ﾘﾄ

6 13513 外山　隆斗(2) 吉田方中 6 11682 福田　俐燈(1) 豊川南部中
ﾂｼﾞｵｶ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾄ

7 13653 辻岡　大樹(3) 豊川中部中 7 13685 山本　純人(3) 豊川南部中
ﾏｽﾀﾞ ﾐｷﾔ ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ

8 13541 増田　幹哉(2) 高豊中 8 11539 田中　響(2) 田原東部中
ｻｻﾊﾗ ﾖｼﾃﾙ ﾄﾘﾔﾏ ｷﾗﾄ

9 11797 笹原　祥照(3) 海陽学園 9 13693 鳥山　煌翔(2) 豊川南部中

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

ﾅｶﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ ｽｶﾞﾔ ﾘｸ

1 13808 仲原　大輔(2) 豊川東部中 1 13806 菅谷　怜功(2) 豊川東部中
ﾊﾔｶﾜ ｹﾞﾝﾀ ｼﾗｲ ﾀｶﾌﾐ

2 13543 早川　玄太(2) 高豊中 2 11538 白井　鷹文(2) 田原東部中
ﾌｾ ｹｲﾏ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

3 11756 布施　慶馬(1) 高豊中 3 13683 鈴木　渉太(3) 豊川南部中
ﾀｶｽ ｹﾝｼﾛｳ ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾀ

4 13515 高須　健志朗(2) 吉田方中 4 13688 藤井　春汰(2) 豊川南部中
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ｿｳｷ

5 13778 山田　晋太郎(2) 一宮中 5 13869 池田　壮輝(2) 本郷中
ﾓﾘﾉ ﾅﾂ ｼﾓｼﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ

6 13508 森野　南月(2) 吉田方中 6 11714 下地　龍大(1) 吉田方中
ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｵｵﾀｶ ﾀｸﾐ

7 13514 谷口　壮太(2) 吉田方中 7 11677 大髙　拓海(1) 一宮中
ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ ｼﾛﾀ ﾌｳﾏ

8 13510 鈴木　絢介(2) 吉田方中 8 11799 城田　楓茉(1) 豊川中部中
ﾏﾂｼﾀ ｲｵ ﾀﾅｶ ﾘﾝｼﾞ

9 13781 松下　依央(3) 豊川東部中 9 13802 田中　凜治(2) 豊川東部中



中学男子100m

8月20日 17:15 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

ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 13882 松本　一輝(2) 本郷中 1 11738 鈴木　亮太郎(1) 豊川東部中
ｷｸﾁ ﾀﾞｲﾁ ｶﾊﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ

2 11771 菊池　大知(1) 本郷中 2 11679 蒲　進次郎(1) 一宮中
ﾏｷﾉ ｺｳｷ ｸﾘﾓﾄ ﾘｸ

3 11711 牧野　浩己(1) 吉田方中 3 13877 栗本　琉生(2) 本郷中
ｻﾄｳ ｲｸﾏ ｺﾋﾔﾏ ｿｳﾀ

4 11736 佐藤　行真(1) 豊川東部中 4 13548 小日山　蒼太(2) 高豊中
ﾀｹｺｼ ｾﾞﾝﾀ ｲﾄｳ ｿｳｽｹ

5 11683 竹腰　善太(1) 豊川南部中 5 13696 伊藤　奏亮(2) 豊川南部中
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝ

6 13565 鈴木　陵生(2) 豊橋東陵中 6 11541 宮﨑　凛(2) 田原東部中
ｲﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｿﾀﾞ ｼｮｳｴｲ

7 13562 入山　凌太(2) 豊橋東陵中 7 11803 曽田　将永(1) 豊川中部中
ﾔﾏｷﾀ ｷｼﾝ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾏ

8 11713 山北　季詩(1) 吉田方中 8 13873 大羽　稜真(2) 本郷中
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｲﾁ ｲﾄｳ ﾅｵｷ

9 13777 権田　太一(2) 一宮中 9 13871 伊藤　直輝(2) 本郷中

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

ｲﾝﾅﾐ ﾅﾙｾ

2 11675 印南　尚晟(1) 一宮中 2
ﾀﾅｶ ﾙｷ

3 11739 田中　瑠樹(1) 豊川東部中 3
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ

4 11802 山本　蒼真(1) 豊川中部中 4
ﾌｸﾑﾗ ﾊﾙｷ

5 11779 福村　晴希(1) 本郷中 5
ｳｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

6 11733 牛島　悠汰(1) 豊川東部中 6
ｵｵﾉ ﾘｭｳﾄ

7 11760 大野　琉斗(1) 高豊中 7
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

8 11734 小林　蓮(1) 豊川東部中 8
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ

9 11735 近藤　大雅(1) 豊川東部中



一般高校男子100m

8月20日 17:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15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

ｱｻｵｶ ﾀｲﾁ ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ

1 9337 浅岡　大智(2) 豊橋工高 1 5-95 早川　佳佑(4) 愛知大
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ

2 9439 田邊　豪埼(1) 豊橋東高 2 9199 山本　湧也(2) 蒲郡東高
ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾀｹﾄ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｶﾞ

3 9440 椿原　健斗(1) 豊橋東高 3 24 清水　涼雅(3) 愛知教育大
ﾋｼｶﾜ ﾖｼﾌﾐ ｶﾈｻ ﾅｵｷ

4 9437 菱川　義史(1) 豊橋東高 4 9511 兼佐　尚希(1) 豊橋中央高
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾀ ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

5 6 宮田　優多(4) 愛知教育大 5 7994 丹羽　将一朗 東三河AC
ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾔ ﾉﾅｶ ﾚｵ

6 8039 髙橋　舞羽 ＴＦＣ豊橋 6 9224 野仲　玲雄(2) 豊橋東高
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｱｵｲ ﾕｳﾀ

7 1149 吉田　和輝(1) ＡＧＵ 7 5-955 青井　優太(1) 愛知大
ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ ﾐﾔﾀ ｼﾝﾀﾛｳ

8 9210 大場　万央(2) 豊橋東高 8 9198 宮田　晋太郎(2) 蒲郡東高
ﾏｷﾉ ﾕｳｷ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｶﾞ

9 9226 牧野　結樹(2) 豊橋東高 9 9158 西山　悠雅(1) 桜丘高

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

ﾀﾝｼﾞ ﾘｵ ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ

1 9506 丹治　利緒(1) 豊橋工高 1 9290 高橋　寛汰(3) 渥美農高
ｽｹﾞｻﾜ ｿｳｷ ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

2 9421 菅澤　蒼生(1) 豊川高 2 9519 森山　翔梧(1) 豊橋南高
ﾅｶｼﾏ ｺｳｶﾞ ﾌﾙｶﾜ ﾀｽｸ

3 9129 中島　幸雅(2) 豊川工高 3 9151 古川　佑(2) 桜丘高
ﾄﾔﾏ ﾊﾙｷ ｷｸﾓﾄ ｾﾚﾝ

4 9252 外山　晏気(2) 国府高 4 9418 菊本　成連(1) 時習館高
ﾐﾂﾔ ﾕｳﾄ ｵｵﾀｹ ｺｳｾｲ

5 9441 三矢　悠人(1) 豊橋東高 5 9469 大武　滉征(1) 時習館高
ｲﾅﾊﾞ ﾀｲﾁ ﾂｷﾉ ｶｲｷ

6 9257 稲葉　大伊知(2) 国府高 6 9130 月野　カイキ(2) 豊川工高
ｽｽﾞｷ ｶｲ ﾊﾗ ｲﾂｷ

7 9438 鈴木　翔生(1) 豊橋東高 7 9436 原　逸樹(1) 豊橋東高
ｻﾜｸﾞﾁ ｲｽﾞﾐ ﾏﾁﾀﾞ ｹｲﾝ

8 9259 沢口　和泉(2) 国府高 8 5-102 町田　啓允(3) 愛知大
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

9 1059 田中　大翔(2) 名市大 9 9744 吉田　拓未 愛知陸協

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

ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾒｷ ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾔ

1 9141 杉浦　夢紀(3) 桜丘高 1 9386 前川　祐也(3) 豊川高
ｵｵｻﾜ ｼﾝｺﾞ ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

2 9751 大澤　慎吾 愛知陸協 2 9477 島田　優大(2) 時習館高
ｶﾄｳ ｼﾝﾔ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

3 7976 加藤　慎也 ＴＦＣ豊橋 3 9470 兵道　俊輔(1) 時習館高
ｽｶﾞﾉ ﾐｿﾗ ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ

4 9463 菅野　実空(1) 桜丘高 4 9392 中山　恵輔(2) 豊川高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

5 9157 小林　直喜(1) 桜丘高 5 9517 中田　祐真(1) 豊橋南高
ｾｷ ｽﾐﾄ ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ

6 9165 関　澄人(2) 桜丘高 6 9422 安達　泰誠(1) 豊川高
ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸｵｳ

7 9164 小松　龍ノ介(2) 桜丘高 7 5-99 渡辺　陸皇(3) 愛知大
ﾃﾗﾀﾞ ｱｯｼｭ ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞｷ

8 9159 寺田　淳珠(1) 桜丘高 8 9214 石黒　万喜(2) 豊橋東高
ｺｼｶﾜ ﾊﾙﾔ ﾅﾘｼｹﾞ ｿｳ

9 9161 越川　陽哉(1) 桜丘高 9 9540 成重　颯(1) 小坂井高



一般高校男子100m

8月20日 17:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15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

ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

1 9474 鈴木　啓太(1) 時習館高 1 9353 伊藤　巧真(2) 豊橋商高
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾐｿﾞｼﾀ ｶｽﾞｻ

2 9153 伊藤　結太(2) 桜丘高 2 9100 溝下　和紗(2) 成章高
ﾄﾘｲ ｼｭｳｷﾁ ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ

3 9516 鳥居　秀吉(1) 豊橋南高 3 9362 神道　大知(2) 豊橋商高
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｷ

4 9078 大林　祥(2) 時習館高 4 9565 安藤　真騎(1) 豊橋商高
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ ﾑﾛｲ ﾘｭｳｶﾞ

5 9213 山本　浩輝(2) 豊橋東高 5 9398 室井　龍我(2) 豊川高
ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀ

6 9076 佐々木　龍生(2) 時習館高 6 9197 尾﨑　祐太(2) 蒲郡東高
ｻｶﾞｲ ﾊﾙﾔ ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾗ

7 9357 佐貝　遥哉(3) 豊橋商高 7 9134 林田　寿良(2) 豊川工高
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ

8 9297 鈴木　健斗(2) 渥美農高 8 9564 山本　真聖(1) 豊橋商高
ﾊﾔｼ ﾃﾝｼﾛｳ ｵｵﾐﾔ ｺｳﾍｲ

9 9476 林　天志郎(1) 時習館高 9 7956 大宮　康平 豊川クラブ

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

ﾌｶﾔ ﾘｭｳｲ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄ

1 9450 深谷　竜依(1) 豊川工高 1 9237 柳原　宇翔(2) 豊橋南高
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞ ｳﾉ ｱﾕﾀ

2 9365 山本　奈宜(2) 豊橋商高 2 9568 宇野　歩太(1) 小坂井高
ﾊｼｼﾞ ﾘｸ ｲﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ

3 9521 端地　里空(1) 成章高 3 9300 井本　彪牙(2) 渥美農高
ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾄ ﾊｾ ｼﾝ

4 9501 小栁　貴翔(1) 豊橋工高 4 9498 長谷　慎(1) 豊橋工高
ｼﾗｲ ﾘｮｳｾｲ ｵｵﾀ ｹｲｼ

5 9364 白井　涼誠(2) 豊橋商高 5 9552 太田　慧志(1) 小坂井高
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ ｴﾉｷｿﾞﾉ ｱｷﾗ

6 9311 鈴木　雅隆(2) 渥美農高 6 9510 榎園　慧(1) 豊橋中央高
ｳｶｲ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ

7 9114 鵜飼　陵史(2) 豊丘高 7 7995 山田　純貴 東三河AC
ﾋﾛﾌｼﾞ ｼﾘｭｳ ﾊﾙﾅ ｹｲｾｲ

8 9201 廣藤　紫龍(2) 御津高 8 9505 春名　敬成(1) 豊橋工高
ｸﾛﾀﾞ ﾚｵ ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ

9 7993 黒田　玲央 東三河AC 9 9442 田中　大雅(1) 成章高

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

ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋ

2 9522 八木　祥太郎(1) 成章高 2 9559 鈴木　晴陽(1) 渥美農高
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ ﾎｯﾀ ｷﾘｭｳ

3 9105 宮本　凌(2) 成章高 3 9518 堀田　紀琉(1) 豊橋南高
ﾎﾘﾍﾞ ｷﾗ ﾌｼﾞﾏﾙ ｲﾌﾞｷ

4 9524 堀部　煌(1) 成章高 4 9363 藤丸　息吹(2) 豊橋商高
ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｷ ﾀﾅｶ ﾖｼﾅｵ

5 9177 寺沢　琉祈(2) 豊橋中央高 5 9544 田中　良尚(1) 小坂井高
ｲﾘｴ ﾕｳﾄ ｳｶｲ ｴｲｼﾞﾛｳ

6 9526 入江　夢叶(1) 成章高 6 9352 鵜飼　衛次朗(2) 豊橋商高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ｵｵｼﾏ ﾏﾅﾀ

7 5-110 古林　歩(2) 愛知大 7 9195 大島　愛太(2) 蒲郡東高
ｶﾐﾔ ﾘｮｳ ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ

8 9312 神谷　涼(2) 渥美農高 8 9545 三浦　翔太(1) 小坂井高
ｶﾜｼﾞ ｺｳﾍｲ ｽｱﾐ ﾘｮｳﾀ

9 9539 川路　康平(1) 小坂井高 9 9534 須網　亮太(1) 蒲郡東高



一般高校男子100m

8月20日 17:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15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

ｵｵﾀ ﾐﾂｷ ｲﾜｻｷ ｻｸ

2 9310 太田　光希(2) 渥美農高 2 9299 岩崎　朔(2) 渥美農高
ｱﾘﾖｼ ﾀｲｷ ｶﾏｺ ｺｳﾀﾞｲ

3 9447 有吉　泰生(1) 豊川工高 3 9163 鎌戸　煌大(1) 桜丘高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ ｻｲﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｼﾝ

4 9475 渡邉　大河(1) 時習館高 4 9525 西堂　樹心(1) 成章高
ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ﾊﾅｲ ﾏﾋﾛ

5 9548 佐藤　劉二(1) 小坂井高 5 9101 花井　眞大(2) 成章高
ｲｹﾀﾞ ｿﾗ ｲﾄﾞﾀ ｹﾝﾄ

6 9176 池田　宇宙(2) 豊橋中央高 6 9453 井戸田　憲斗(1) 豊川工高
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｵｵｽｶ ｾﾞﾝ

7 9465 鈴木　大遥(1) 桜丘高 7 9395 大須賀　然(2) 豊川高
ﾏｷﾉ ｺｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ

8 7951 牧野　公紀 新東工業 8 9449 清水　徹(1) 豊川工高
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾄﾓﾔ ｵｵﾀ ﾐｺﾄ

9 9415 小田桐　朋哉(2) 豊川高 9 9200 太田　尊(2) 蒲郡東高

15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

ｶﾐﾔ ﾗｲﾑ

2 9468 神谷　來夢(1) 御津高 2
ﾀｶｽ ｼｮｳｲ

3 9748 高須　翔生 愛知陸協 3
ﾀﾅｶ ﾆｼｷ

4 9147 田中　仁識(2) 桜丘高 4
ﾏﾁﾄﾞﾘ ﾀｲﾖｳ

5 9144 待鳥　大陽(3) 桜丘高 5
ﾆｼｶﾜ ｿﾗ

6 9466 西川　蒼良(1) 御津高 6
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

7 9162 足立　光太郎(1) 桜丘高 7
ｶﾒｲ ﾔﾏﾄ

8 5-1158 亀井　大和(1) 愛知大 8
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

9 9148 久田　凌大(2) 桜丘高



小学男子1000m

8月20日 16:45 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

ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ ｻｶﾈ ﾕｳﾄ

1 7761 鈴木　海琉(5) 豊川AC 1 7831 坂根　優斗(4) 蒲郡クラブ
ｱｶｷﾞ ﾚｵﾝ ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾏｷ

2 7698 赤木　獅(6) 豊川AC 2 7688 影山　環(5) ＳＦＪ
ｼﾗｲ ﾀｸﾏ ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ

3 7757 白井　拓真(5) 豊川AC 3 7898 林　海成(4) 田原陸上クラブ

ｺﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

4 7751 近田　真梛人(5) 豊川AC 4 7850 山本　翔太(6) 蒲郡クラブ
ｵｵﾀﾆ ｲﾁﾄ ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｺﾞｳ

5 7986 大谷　一翔(4) 豊川AC 5 7893 伴野　佑昊(5) 田原陸上クラブ

ｶｲ ｽｸﾞﾙ ｳｴﾀﾞ ｱﾂｷ

6 7742 甲斐　傑琉(5) 豊川AC 6 7955 上田　惇生(5) 田原陸上クラブ

ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞﾄ ｵｻﾞﾜ ﾗｲｷ

7 7764 鈴木　梛斗(5) 豊川AC 7 7957 小澤　来輝(4) 田原陸上クラブ

ﾊﾞﾝ ﾐｷﾄ ﾓﾝﾏ ｱｵ

8 7776 坂　光希翔(5) 豊川AC 8 7900 門間　葵生(4) 田原陸上クラブ

ｶﾂﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｷ

9 7794 葛山　翔太(4) 豊川AC 9 7976 ??村　風輝(6) Let's
ｻﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ ｱｶｷﾞ ｼﾞｭﾉﾝ

10 7755 三田　康士郎(5) 豊川AC 10 7733 赤木　鷲暢(5) 豊川AC
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ ｵｵｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ

11 7828 渡邉　樹(4) 豊川AC 11 7738 大井　椋太郎(5) 豊川AC
ﾊﾔｼ ｿｳｷ ｵﾇﾏ ｲﾂｷ

12 7775 林　蒼起(5) 豊川AC 12 7741 小沼　樹季(5) 豊川AC
ｱｵｷ ﾕｲﾄ ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ

13 7731 青木　結音(5) 豊川AC 13 7786 和田　亘平(5) 豊川AC
ｼﾗｲ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｲ ﾊﾙ

14 7756 白井　晴大(5) 豊川AC 14 7820 松井　悠流(4) 豊川AC
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ ﾀｹﾉ ｼｮｳﾀ

15 7826 山本　滝斗(4) 豊川AC 15 7715 武野　翔太(6) 豊川AC
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｳｸ ｺｶﾞ ｴﾘｷﾕｳﾀ

16 7809 玉川　董久(4) 豊川AC 16 7799 古賀　エリキユウタ(4) 豊川AC
ﾊﾔｼ ｵｳｽｹ ﾀﾀﾞｳﾁ ﾕｲﾏ

17 7812 林　旺亮(4) 豊川AC 17 7808 忠内　唯真(4) 豊川AC
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ

18 7728 山口　航生(6) 豊川AC



小学男子1000m

8月20日 16:45 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

ｶﾈｵｹ ﾘｮｳｽｹ

1 7868 金桶　良祐(5) 豊橋陸上クラブ 1
ｻｻｷ ｺｳｼ

2 7902 佐々木　煌司(6) Let's 2
ｻｻｷ ｺｳ

3 7693 佐々木　煌(5) キムランニング 3
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾏ

4 7696 山田　愁馬(6) キムランニング 4
ｶﾜｲ ｺｳｶﾞ

5 7745 河合　紘雅(5) Let's 5
ｵｵﾀ ﾋﾛﾄ

6 7895 太田　裕都(4) 田原陸上クラブ 6
ﾅｶﾔ ﾋﾛﾄ

7 7892 仲谷　洋人(5) 田原陸上クラブ 7
ｵｵｼﾛ ﾕｳｷﾞ

8 7877 大城　優義(6) 田原陸上クラブ 8
ﾔﾏｳﾁ ｱｵｲ

9 7977 山内　蒼生(4) Let's
ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ

10 7978 中西　紘甫(4) Let's
ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲﾔ

11 7896 木下　大偉哉(4) 田原陸上クラブ

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾄ

12 7849 山本　叶翔(6) 蒲郡クラブ
ｵｶﾀﾞ ｳﾀ

13 7695 岡田　詩大(5) キムランニング

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾞﾝｼﾞ

14 7894 渡邉　群志(5) 田原陸上クラブ

ｶﾒﾀﾞ ｾﾗ

15 7878 亀田　聖空(6) 田原陸上クラブ

ﾏﾂｲ ｸﾗﾉｽｹ

16 7883 松井　蔵之介(6) 田原陸上クラブ

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ

17 7958 鈴木　愛都(4) 田原陸上クラブ

ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

18 7743 梶山　高章(5) 豊川AC



中学男子1500m

8月20日 18:50 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

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾋ ｻｸﾗｲ ﾚｵ

1 13673 原田　佑飛(3) KMR 1 13679 櫻井　玲桜(1) KMR
ｳｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｱﾂﾐ ｶｲﾘ

2 11566 上田　泰誠(1) 田原陸上クラブ 2 11568 渥美　開浬(1) 田原陸上クラブ

ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺﾞ ﾀｹﾉ ｱｵｲ

3 13759 杉浦　圭悟(2) 田原中 3 13692 竹野　碧(2) 豊川南部中
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ ｱｵｷ ﾕｳﾄ

4 13660 山本　修士(2) 豊川中部中 4 11649 青木　優渡(3) 東栄中
ｲﾄｳ ﾀｲｺﾞ ﾏﾂｲ ｿｳﾔ

5 13754 伊藤　大悟(2) 田原中 5 13570 松井　蒼弥(2) 豊橋東陵中
ｲｼﾉ ﾄｳﾘ ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｺﾞ

6 13677 石野　統理(1) KMR 6 11792 田邉　颯梧(1) 豊岡中
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

7 11757 山田　　凌空(1) 高豊中 7 13652 山本　大智(3) 豊川中部中
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾂｷ ﾊﾙﾅ ﾘｮｳﾀ

8 11742 藤本　光季(1) 豊川東部中 8 11650 春名　椋太(2) 東栄中
ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾄ

9 11777 小清水　琢実(1) 本郷中 9 13694 杉田　大翔(2) 豊川南部中
ｳﾒｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾉｽｹ

10 11678 梅澤　絢斗(1) 一宮中 10 13690 柴田　賢ノ助(2) 豊川南部中
ｻｻｷ ﾐﾁﾀｶ ﾀｶﾊｼ ｼﾘｭｳ

11 11884 佐々木　道隆(1) 豊川南部中 11 13691 髙橋　史竜(2) 豊川南部中
ﾋﾋﾞﾉ ﾘｭｳﾀ ﾀｶﾀﾞ ｾｷﾔ

12 13891 日比野　隆太(3) JACT 12 11778 高田　拓也(1) 本郷中
ｶﾄｳ ﾚﾝﾄ ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ

13 13875 加藤　漣人(2) 本郷中 13 11780 青山　尚弘(1) 本郷中

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

ｼﾏ ﾀｲｶﾞ

1 13531 嶋　大雅(3) 高豊中 1
ﾉﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

2 11570 野村　泰冴(3) ＴＴランナーズ 2
ﾊﾔｼ ﾃﾝｼﾝ

3 11527 林　天心(3) 田原東部中 3
ﾋｺｻｶ ﾘｸﾄ

4 13512 彦坂　陸斗(2) 吉田方中 4
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙ

5 11774 武田　巴瑠(1) 本郷中 5
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ

6 13773 中村　柊斗(3) 一宮中 6
ｶﾄｳ  ｱｷﾌｻ

7 13572 加藤　滉房(2) 設楽中 7
ﾌｼﾞﾀ ﾄｱ

8 11978 藤田　翔蒼(1) ＴＴランナーズ 8
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾏｷ

9 11571 本庄　環(2) ＴＴランナーズ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾄ

10 13864 近藤　唯斗(3) 本郷中
ｵｷﾞﾉ ﾄｳｼﾞ

11 13670 荻野　兜士(3) KMR
ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀ

12 13678 河村　昇太(3) KMR
ｽｽﾞｴ ﾊﾙﾄ

13 13742 鈴江　温大(3) 田原中



一般高校男子1500m

8月20日 19:10 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

ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ ｱｻｲ ﾘｮｳ

1 9223 金野　航(2) 豊橋東高 1 9739 朝井　瞭 愛知陸協
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｺﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ

2 9443 中島　崚大郎(1) 豊橋東高 2 9561 近田　智貴(1) 豊橋商高
ﾄｸﾏｽ ｾｲｲﾁ ﾌｶﾔ ﾏﾅﾄ

3 9351 徳升　晴一(2) 豊橋商高 3 9077 深谷　真叶(2) 時習館高
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ ｱｻｸﾗ ｷﾞﾝｶ

4 9215 鈴木　脩太(2) 豊橋東高 4 9152 朝倉　銀椛(2) 桜丘高
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ

5 9361 榊原　悠斗(2) 豊橋商高 5 9075 山本　樹(2) 時習館高
ﾌﾈﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ ﾅﾂﾒ ﾊﾔﾄ

6 9298 船水　優利(2) 渥美農高 6 9260 夏目　隼人(2) 国府高
ｱｵｷ ﾖｼﾋﾛ ｵｵﾐﾔ ｺｳﾍｲ

7 8063 青木　義大 鳳来RT 7 7956 大宮　康平 豊川クラブ
ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾒｷ ｶﾄｳ ｼｭｳｼﾞ

8 9141 杉浦　夢紀(3) 桜丘高 8 9079 加藤　柊士(2) 時習館高
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶﾄ

9 9316 鈴木　治人(2) 渥美農高 9 9472 柏木　隆人(1) 時習館高
ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵﾄ

10 9307 川崎　真太郎(3) 渥美農高 10 9473 柏木　直人(1) 時習館高
ｼﾗｲ ﾕｳｷ ｸｽﾀﾞ ﾘｵ

11 9520 白井　佑樹(1) 豊橋南高 11 9426 楠田　理央(3) 渥美農高
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ

12 9465 鈴木　大遥(1) 桜丘高 12 7953 鳥山　倫弘 新東工業
ｽｽﾞｷ ﾀｲｼ

13 13 9535 鈴木　大獅(1) 蒲郡東高
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾎﾘｴ ﾕｳﾄ

14 9445 田中　勇人(1) 豊川工高 14 9425 堀江　勇斗(1) 渥美農高
ｼﾛﾀ ﾏﾅﾄ

15 9557 城田　愛斗(1) 桜丘高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 1

ｷｼｶﾞﾐ ﾎﾏﾚ

1 9116 岸上　誉(2) 豊丘高 2
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ

2 9146 中山　拓海(3) 桜丘高 3
ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ

3 9150 佐藤　優成(2) 桜丘高 4
ｸﾉ ﾃﾂｱｷ

4 9174 久野　鉄晃(3) 豊橋中央高 5
ｱﾗﾂ ﾖｳﾀ

5 9235 荒津　陽大(2) 豊橋南高 6
ﾆｼｲ ﾘｮｳ

6 8057 西井　良 ＴＴランナーズ 7
ﾓﾓﾀﾆ ｶｽﾞﾏ

7 9084 桃谷　和真(2) 時習館高 8
ﾌｼﾞｼﾛ ﾊﾙﾄ

8 9464 藤城　春翔(1) 桜丘高
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

9 9309 前田　優樹(2) 渥美農高
ﾅｶﾞｲ ｾﾞﾝ

10 9424 永井　漸(1) 豊橋南高
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ

11 9087 松本　颯太(2) 時習館高
ﾅﾅﾊﾗ ｹｲﾄ

12 9086 七原　慶斗(2) 時習館高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ

13 9167 谷口　虎太郎(2) 桜丘高
ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ

14 7997 杉田　祐弥 東三河AC
ﾅﾂﾒ ﾅｵﾋﾃﾞ



中学男子3000m

8月20日 19:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｱｻｲ ﾊﾙﾋ

1 11570 浅井　遥陽(1) ＴＴランナーズ

ｱﾀﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 11645 安達　蒼一郎(1) ＴＴランナーズ

ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ

3 13669 岡田　蒼生(3) KMR
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾄ

4 13672 小林　虹翔(3) KMR
ﾐﾈﾉ ｶｹﾙ

5 13676 峰野　翔(2) KMR
ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ

6 11526 西田　健助(3) 田原東部中
ﾊﾔｼ ﾃﾝｼﾝ

7 11527 林　天心(3) 田原東部中
ｵｵﾔﾏ ﾘｸﾄ

8 11730 大山　陸翔(1) 豊川東部中
ｳﾗﾉ ﾘｵ

9 11621 浦野　倫生(3) 桜丘中
ﾌﾞｶﾜ ﾊﾔﾃ

10 13879 武川　颯(2) 本郷中
ﾀﾉｼﾘ ﾗﾝ

11 13868 田野尻　ラン(2) 本郷中
ｶﾄｳ  ｱｷﾌｻ

12 13572 加藤　滉房(2) 設楽中
ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ

13 3-567 近藤　幸太郎(4) 青山学院大 OP



一般高校男子3000m

8月20日 19:45 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

ｱﾗﾂ ﾖｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

1 9235 荒津　陽大(2) 豊橋南高 1 9098 鈴木　陽登(2) 成章高
ｺｸﾎﾞ ｿｳﾀ ｶﾜﾗ ﾕﾒﾄ

2 9090 小久保　蒼大(3) 成章高 2 9095 川原　夢翔(2) 成章高
ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｼﾞ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ

3 7942 清水　光治 愛知マスターズ 3 9222 村松　滉太(2) 豊橋東高
ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ

4 9454 坂本　新之介(1) 豊川工高 4 9216 山本　慎二朗(2) 豊橋東高
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ

5 9457 山下　智成(1) 豊川工高 5 9444 小林　里央(1) 豊川工高
ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ

6 7953 鳥山　倫弘 新東工業 6 9125 相澤　直弥(3) 豊川工高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ｸﾘﾀ ｷｮｳﾍｲ

7 7912 小林　麻咲樹 ＮＥＸＵＳ 7 9080 栗田　喬平(2) 時習館高
ｺﾊﾗ ﾄｼｱｷ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

8 9102 小原　寿燿(2) 成章高 8 8061 岡田　竜児 鳳来RT
ｼﾝﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

9 9103 榛葉　俊介(2) 成章高 9 9104 鈴木　皓登(2) 成章高
ﾊﾅｿﾞﾉ ｼｭﾝ ﾆｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

10 9523 花園　俊(1) 成章高 10 7967 西原　寿弘 ＴＴランナーズ

ｵｵﾀ ﾀｹﾙ ｵｸﾑﾗ ｺﾄﾊﾞ

11 9527 太田　尊(1) 成章高 11 9211 奥村　思波(2) 豊橋東高
ｺﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

12 9561 近田　智貴(1) 豊橋商高 12 9092 竹田　一暁(2) 成章高
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｵ

13 9750 鈴木　一矢 愛知陸協 13 7908 宮崎　好生 ＮＥＸＵＳ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵﾐ ﾀｶｽ ｼｭﾝｽｹ

14 8053 渡辺　真臣 ＴＴランナーズ 14 9227 高須　駿祐(2) 豊橋東高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ ﾅﾙｾ ﾌｳﾏ

15 9528 渡邉　颯(1) 成章高 15 9091 成瀬　楓真(2) 成章高
ﾏﾂｲ ﾋﾄｼ ｷﾝ ﾙﾝｿﾝ

16 9094 松井　仁志(2) 成章高 16 9093 金　稜星(2) 成章高
ｼﾗｲ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾏ

17 9520 白井　佑樹(1) 豊橋南高 17 9099 藤澤　拓慎(2) 成章高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ ﾀｶｷﾞｼ ｼｭｳｼﾞ

18 7948 安藤　義人 愛知マスターズ 18 8035 高岸　修司 ＮＧＵＲＣ
ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ ｻｶｲ ｺｳｷ

19 5-1155 金子　湧一(1) 愛知大 19 9110 酒井　凰貴(2) 豊丘高
ｼﾗｲ ｻｶｴ ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

20 627 白井　栄 eA愛知 20 9419 村田　周一朗(1) 時習館高
ﾋﾗｲｼ ﾌﾐﾔ ﾜﾀﾗｲ ﾀﾂﾔ

21 5-1157 平石　史哉(1) 愛知大 21 8014 渡會　竜也 ＴＴランナーズ



一般高校男子3000m

8月20日 19:45 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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

1 9754 山本　修平 愛知陸協 1
ﾊﾅｲ ｿｳ

2 9122 花井　創(3) 豊川工高 2
ｳﾐﾉ ｱｷﾗ

3 9133 海野　瑛良(2) 豊川工高 3
ﾏｷﾉ ﾘｭｳﾔ

4 9128 牧野　龍哉(2) 豊川工高 4
ｲﾜｲ ｶｲﾀ

5 9083 岩井　快拓(3) 時習館高 5
ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｾｲ

6 9127 富永　倖生(2) 豊川工高 6
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

7 7963 山口　真弘 ＴＴランナーズ 7
ﾏﾂｲ ﾊﾙ

8 8016 松井　温(2) ＴＴランナーズ 8
ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ

9 7911 近並　郷 ＮＥＸＵＳ
ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ

10 5-549 大場　公太(2) 南山大学
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ

11 8006 小島　拓也 豊橋市役所
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ

12 9420 小林　晴琉(1) 時習館高
ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

13 9074 阿部　純也(2) 時習館高
ｱｵｲ ﾖｼｵ

14 7909 青井　美雄 ＮＥＸＵＳ
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾔ

15 9745 本田　椋也 愛知陸協
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾄ

16 9132 山崎　愛翔(2) 豊川工高
ｽﾜ ｱﾕﾑ

17 9123 諏訪　歩夢(3) 豊川工高
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ

18 7964 山下　達也 ＴＴランナーズ

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

19 7459 村松　稜太(2) 豊田高専
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｼﾉﾘ

20 7940 今泉　利教 愛知マスターズ

ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ

21 3-567 近藤　幸太郎(4) 青山学院大
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｹｲ

22 7913 小林　一景 ＮＥＸＵＳ



中学男子走幅跳

8月20日 18:50 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾗｲﾗﾝ

1 13656 中川　ライラン(2) 豊川中部中
ｵｵﾉ ﾘｭｳﾄ

2 11760 大野　琉斗(1) 高豊中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

3 11734 小林　蓮(1) 豊川東部中
ｽｶﾞﾔ ﾘｸ

4 13806 菅谷　怜功(2) 豊川東部中
ﾌｾ ｹｲﾏ

5 11756 布施　慶馬(1) 高豊中
ﾀﾅｶ ﾘﾝｼﾞ

6 13802 田中　凜治(2) 豊川東部中
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾙｷﾖ

7 11513 今泉　成聖(2) YRC
ﾄﾔﾏ ﾘｭｳﾄ

8 13513 外山　隆斗(2) 吉田方中
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾉｽｹ

9 13786 小川　翔之介(3) 豊川東部中
ﾏｽﾀﾞ ﾐｷﾔ

10 13541 増田　幹哉(2) 高豊中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｵﾄﾔ

11 13762 山口　音夜(2) 田原中
ｶﾏｸﾗ ﾊｸﾄ

12 13795 鎌倉　伯斗(3) 豊川東部中
ﾀｶｽ ｹﾝｼﾛｳ

13 13515 高須　健志朗(2) 吉田方中
ｷﾀｶﾞｷ ﾘｸ

14 13682 北垣　里空(3) 豊川南部中
ｻｲﾄｳ ﾕｳ

15 11523 齋藤　悠羽(3) 田原東部中

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

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

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

m m m m

m m

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

m m m m

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

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

m m



一般高校男子走幅跳

8月20日 18:50 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ

1 9548 佐藤　劉二(1) 小坂井高
ｲﾄｳ ｼﾞｹﾞﾝ

2 9467 伊藤　慈元(1) 御津高
ﾊﾅｲ ﾏﾋﾛ

3 9101 花井　眞大(2) 成章高
ｶﾜｾ ﾊﾞﾝ

4 9452 川瀬　範(1) 豊川工高
ﾐｿﾞｼﾀ ｶｽﾞｻ

5 9100 溝下　和紗(2) 成章高
ｻｶﾞｲ ﾊﾙﾔ

6 9357 佐貝　遥哉(3) 豊橋商高
ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ

7 9314 山本　薫(2) 渥美農高
ｸｻﾂｸﾞ ﾀｸﾐ

8 7998 草次　匠 東三河AC
ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

9 9522 八木　祥太郎(1) 成章高
ｵｵｻﾜ ｼﾝｺﾞ

10 9751 大澤　慎吾 愛知陸協
ﾀﾅｶ ﾖｼﾅｵ

11 9544 田中　良尚(1) 小坂井高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ

12 5-110 古林　歩(2) 愛知大
ｲﾄｳ ｺｳｾｲ

13 9563 伊藤　紘成(1) 豊橋商高
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

14 9477 島田　優大(2) 時習館高
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

15 9213 山本　浩輝(2) 豊橋東高
ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ

16 9362 神道　大知(2) 豊橋商高
ﾐﾂﾔ ﾕｳﾄ

17 9441 三矢　悠人(1) 豊橋東高
ﾋｼｶﾜ ﾖｼﾌﾐ

18 9437 菱川　義史(1) 豊橋東高
ﾀｶｽ ｼｮｳｲ

19 9748 高須　翔生 愛知陸協
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ

20 9446 井上　和真(1) 豊川工高
ｶﾄｳ ｼﾝﾔ

21 7976 加藤　慎也 ＴＦＣ豊橋
ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ

22 9442 田中　大雅(1) 成章高
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲｶﾞ

23 9435 村松　泰雅(1) 豊橋東高
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ

24 9290 高橋　寛汰(3) 渥美農高
ﾖﾅｼﾛ ｼｭｳﾄ

25 9543 与那城　秀叶(1) 小坂井高
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

26 1149 吉田　和輝(1) ＡＧＵ

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

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

m m

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

m m m m

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

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

m m



OP小学女子50m

8月20日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

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

1 1

2 2

ﾎﾃﾊﾏ　ﾐﾎ ｼﾐｽﾞ　ﾘｺ

3 51 保手濱　美穂(3) 豊川AC 3 56 清水　梨子(3) 豊川AC
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏﾕ ﾉｸﾞﾁ　ﾐｻｷ

4 52 山口　万結(3) 豊川AC 4 57 野口　実咲(3) 豊川AC
ｷﾄｳ　ﾕﾂﾞｷ ﾀﾅｶ　ﾏｼﾛ

5 53 鬼頭　優月(3) 豊川AC 5 58 田中　真珠(3) 豊川AC
ｳﾒｻﾞﾜ　ﾐﾕｳ ｽｽﾞｷ　ﾋﾅﾉ

6 54 梅澤　美悠(3) 豊川AC 6 59 鈴木　日菜乃(3) 豊川AC
ｵｵｸﾜ　ｶﾘﾝ ｼﾗｲ　ﾕｳ

7 55 大桑　花梨(3) 豊川AC 7 60 白井　優有(3) 豊川AC

8 8

9 9

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100m

8月20日 16:00 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

ｻﾉ ｲｽﾞﾐ ｵｻﾞﾜ ｻﾔｶ

1 8730 佐野　泉(5) 豊川AC 1 8812 小澤　紗矢香(5) 蒲郡クラブ
ｸｼﾞﾒ ｶﾘﾝ ﾈｷﾞ ｱｲｶ

2 8850 鬮目　佳稟(6) 田原陸上クラブ 2 8614 根木　逢花(5) 豊橋陸上クラブ

ﾌｼﾞｲ ﾚﾝｶ ﾌｼﾞﾒ ﾈｲﾛ

3 8748 藤井　蓮花(5) 豊川AC 3 8860 藤目　ねいろ(5) 田原陸上クラブ

ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ ｲｻﾞﾍﾞﾙ ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ

4 8853 ブラッドリー　イザベル(6) 田原陸上クラブ 4 8691 田中　佑奈(6) 豊川AC
ﾖｺﾀ ｵﾄﾊ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ

5 8855 横田　乙葉(6) 田原陸上クラブ 5 8709 山口　優芽(6) 豊川AC
ｶﾜｲ ｳﾀ ﾅｶﾞﾔ ﾘｺ

6 8848 河合　謡(6) 田原陸上クラブ 6 8810 長谷　莉好(4) 蒲郡クラブ
ﾆｼ ｱﾔﾒ ﾌｼﾞｲ ﾋﾏﾘ

7 8693 西　彩萌(6) 豊川AC 7 8852 藤井　陽花(6) 田原陸上クラブ

ﾃﾗｿﾞﾉ ﾓｶ ﾀﾆ ｿﾗ

8 8692 寺園　百花(6) 豊川AC 8 8735 谷　星空(5) 豊川AC
ﾔﾏｸﾞﾁ    ｻﾅ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺﾊﾙ

9 8710 山口　紗奈(6) 豊川AC 9 8673 今泉　小春(6) 豊川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

1 1

ｶｼﾞﾔﾏ ﾏﾅ ｺｸﾎﾞ ｶﾉﾝ

2 8682 梶山　真銘(6) 豊川AC 2 8865 小久保　佳音(4) 田原陸上クラブ

ｲﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾒｶ

3 8813 今枝　七実(5) 蒲郡クラブ 3 8866 鈴木　雨花(4) 田原陸上クラブ

ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾅ ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｻ

4 8660 川上　栞奈(5) ＳＦＪ 4 8870 松崎　嶺紗(4) 田原陸上クラブ

ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ ｵｵｼﾛ ﾕﾕｷ

5 8857 鈴木　菜月(5) 田原陸上クラブ 5 8862 大城　結幸(4) 田原陸上クラブ

ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ

6 8859 橋本　愛友美(5) 田原陸上クラブ 6 8868 中村　柚莉(4) 田原陸上クラブ

ﾅｶﾔﾏ ｻﾗ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ

7 8740 中山　さら(5) 豊川AC 7 8757 山口　朱音(5) 豊川AC
ｶﾜｼﾞﾘ ﾙｶ ﾌｼﾞｲ ﾐｿﾗ

8 8856 川尻　留歌(5) 田原陸上クラブ 8 8869 藤井　望蒼(4) 田原陸上クラブ

ﾑﾗﾏﾂ ｶﾉﾝ ｵｵｼﾏ ﾚｱ

9 8854 邑松　奏音(6) 田原陸上クラブ 9 8918 大嶋　莉愛(4) 田原陸上クラブ

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

ﾋﾛﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ ﾄﾘｲ ｶﾅ

2 8700 弘中　愛珠(6) 豊川AC 2 8786 鳥井　香那(4) 豊川AC
ﾄﾖﾀﾞ ﾏｵ ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ

3 8785 豊田　真央(4) 豊川AC 3 8764 安藤　萌桃(4) 豊川AC
ﾏﾂｲ ﾕﾅ ｱﾂﾐ ｿﾗﾊ

4 8753 松井　優奈(5) 豊川AC 4 8762 厚見　空芭(4) 豊川AC
ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ ｽﾜ ｼｵﾝ

5 8742 野口　結衣(5) 豊川AC 5 8690 諏訪　栞音(6) 豊川AC
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｶ ﾐﾔﾐﾁ ﾘｵ

6 8779 柴田　優夏(4) 豊川AC 6 8797 宮道　梨央(4) 豊川AC
ｵﾀﾞ ﾔﾖｲ ﾐﾔｻｶ ﾘﾝ

7 8719 小田　弥生(5) 豊川AC 7 8796 宮阪　凛(4) 豊川AC
ｿﾉﾀﾞ ﾏﾅ ｸﾆﾅｶﾞ ﾘｺ

8 8782 薗田　愛菜(4) 豊川AC 8 8774 國永　莉子(4) 豊川AC
ｸﾛﾉ ｻｱﾔ ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ

9 8804 黒野　早彩(4) 蒲郡クラブ 9 8783 田辺　結菜(4) 豊川AC



小学女子100m

8月20日 16:00 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

ｵｶﾞﾜ ｹｲﾅ ﾏﾂｲ ﾅﾎ

2 8718 小川　恵奈(5) 豊川AC 2 8706 松井　那歩(6) 豊川AC
ｵｻﾞﾜ ﾅﾅ ｲﾜﾏﾂ ﾅﾂﾅ

3 8681 小澤　奈夏(6) 豊川AC 3 8717 岩松　夏那(5) 豊川AC
ﾅﾂﾒ ﾐｸﾘ ﾏﾂｼﾀ ﾐｵﾅ

4 8741 夏目　みくり(5) 豊川AC 4 8926 松下　澪奈(4) 豊川AC
ｵﾝﾀﾞ ﾕﾒ ﾆｼｵ ｶﾝﾅ

5 8721 恩田　友愛(5) 豊川AC 5 8788 西尾　柑那(4) 豊川AC
ｱﾗｵｶ ｼｭｶ ｱｻｵｶ ﾏﾅ

6 8763 荒岡　珠嘉(4) 豊川AC 6 8760 浅岡　苺奈(4) 豊川AC
ﾔﾀ ﾋｶﾙ ｷｳﾁ ｺｺﾅ

7 8756 矢田　光(5) 豊川AC 7 8725 木内　恋菜(5) 豊川AC
ﾏﾂｼﾀ ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ｴﾏ

8 8754 松下　朝陽(5) 豊川AC 8 8739 中村　衣舞(5) 豊川AC
ﾉｻﾞｷ ﾅﾅﾊ ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ

9 8789 野﨑　菜々羽(4) 豊川AC 9 8790 橋本　芽依(4) 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



中学女子100m

8月20日 17:00 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

ﾐｳﾗ ﾕｷ ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｲ

1 13250 三浦　有生(3) YRC 1 12976 杉原　芽依(2) 豊川中部中
ｻﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ

2 13261 澤口　朋実(2) 田原東部中 2 13450 小林　ゆら(1) 豊川中部中
ｲﾂﾞﾂ ﾕﾒﾉ ｲﾜﾊﾗ ｻｷ

3 13260 井筒　夢乃(2) 田原東部中 3 13122 岩原　幸希(2) 豊川東部中
ｶｽﾔ ﾄﾓﾊ ﾊﾅｲ ｻﾗ

4 13086 糟谷　朋葉(3) 田原福江中 4 12898 花井　咲愛(2) 豊岡中
ｻﾄｳ ﾅﾕ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ

5 13259 佐藤　那有(2) 田原東部中 5 13442 清水　柚花(1) 豊岡中
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅ

6 13251 杉山　凛(2) YRC 6 13161 今泉　陽菜(2) 本郷中
ﾌｾ ｲﾁﾊ ｻﾀｹ ｱｲﾙ

7 12906 布施　一葉(2) 高豊中 7 12950 佐竹　愛琉(3) 豊川西部中
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ ﾊﾝｹ ｻｷ

8 12896 山本　紗也(3) 豊岡中 8 13127 判家　沙希(2) 豊川東部中
ﾓﾘﾔ ﾕｽﾞｷ ｵｵﾊﾞ ﾐﾏﾘ

9 13357 森谷　柚咲(3) YRC 9 13081 大場　実茉莉(2) 田原中

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

ﾆｼﾔﾏ ﾋｶﾘ ﾓﾘ ｶﾉﾝ

1 13394 西山　ひかり(1) 田原東部中 1 13039 森　かのん(2) 豊川南部中
ﾅｶﾊﾗ ｱｽｶ ｲﾄｳ ｱﾔﾉ

2 13126 中原　明日花(2) 豊川東部中 2 13105 伊藤　彩乃(2) 一宮中
ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｷﾅ ﾐﾔﾓﾄ ｷﾗﾗ

3 13125 中紙　由希菜(2) 豊川東部中 3 13370 宮本　姫歌(1) 一宮中
ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ ｼﾊﾞﾀ ﾓﾅ

4 13445 廣瀬　実南(1) 豊岡中 4 13135 柴田　苺南(1) 豊川東部中
ｵｵﾀ ﾏﾘｱ ｲﾄｳ ｻﾔ

5 13040 太田　真理亜(2) 豊川南部中 5 13397 伊藤　沙耶(1) 田原東部中
ﾂﾙｵｶ ｻﾅ ﾖﾂｷﾞ ｿﾗ

6 12908 鶴岡　紗夏(2) 高豊中 6 12907 世継　宙央(2) 高豊中
ｳｴﾀ ﾕﾐ ｵｵﾀｹ ﾕﾒ

7 13373 植田　裕美(1) 豊川南部中 7 13164 大武　夢(2) 本郷中
ｲｼﾊﾗ ﾚﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔﾈ

8 13001 石原　礼奈(2) 豊川中部中 8 13443 川畑　綾音(1) 豊岡中
ｵｸﾀﾞ ﾅｵ ﾖｼﾓﾄ ﾏｺﾄ

9 13428 奥田　奈央(1) 本郷中 9 13424 吉本　真琴(1) 高豊中

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

ｵﾔｲｽﾞ ﾋﾅ ｼﾗｽ ﾈﾈ

2 13420 小柳津　陽菜(1) 豊川東部中 2 13124 白須　寧々(2) 豊川東部中
ｸﾗﾊｼ ﾏﾋﾛ ｲﾏｲ ﾆｺ

3 13123 倉橋　茉央(2) 豊川東部中 3 13497 今井　二胡(1) 一宮中
ﾖﾅｼﾛ ｻｷ ｳｴﾀ ｺﾕｷ

4 13038 与那城　紗季(2) 豊川南部中 4 13547 植田　小雪(1) 吉田方中
ﾀﾅｶ ｿﾖ ﾑﾗﾀ ｶﾉﾊ

5 13035 田中　奏好(2) 豊川南部中 5 13174 村田　夏乃羽(2) 本郷中
ｺﾋﾔﾏ ｻｱﾔ ﾊｶﾏﾀ ﾘｵ

6 13425 小日山　紗彩(1) 高豊中 6 13371 袴田　莉央(1) 豊川南部中
ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅ

7 13169 髙橋　侑愛(2) 本郷中 7 13023 山田　稚菜(3) KMR
ﾐｽﾞﾀﾆ ｺﾄﾉ ｽｽﾞｷ ﾘﾉﾝ

8 13173 水谷　ことの(2) 本郷中 8 13422 鈴木　里音(1) 豊川東部中
ﾂﾁﾔ ﾐﾕ ﾅｶﾞｲ ｺｲﾛ

9 13372 土屋　心結(1) 豊川南部中 9 12979 永井　虹色(2) 豊川中部中



中学女子100m

8月20日 17:00 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

ｲﾄｳ ｻﾔ ｱﾍﾞ ｺｺﾐ

2 13516 伊藤　沙優(1) 豊川東部中 2 12913 阿部　心美(3) 豊橋東陵中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ

3 13376 渡邉　芽唯(1) 豊川南部中 3 12920 永井　綾夏(2) 豊橋東陵中
ｽｷﾞｳﾗ ｻﾂｷ ﾄﾀﾞ ﾋﾅﾐ

4 13444 杉浦　彩月(1) 豊岡中 4 13565 戸田　妃奈美(1) 豊川西部中
ｶﾜｻｷ ﾐﾂｷ ｶﾜｼﾞﾘ ﾒｲ

5 13430 川﨑　光月妃(1) 本郷中 5 13391 川尻　芽依(1) 田原中
ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ ｱｻｵｶ ﾕｳｱ

6 13171 中山　莉緒(2) 本郷中 6 13517 浅岡　優明(1) 豊川東部中
ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ ｲﾄｳ ｷﾎ

7 13133 坂本　陽菜多(2) 豊川東部中 7 13375 伊藤　葵穂(1) 豊川南部中
ﾈｷﾞ ﾊﾙｶ ﾅｶﾀﾞ ｱｲ

8 13245 根木　遙花(1) 豊橋陸上クラブ 8 12916 中田　彩愛(3) 豊橋東陵中
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｸ ｲﾄｳ ｻｷﾅ

9 13331 原田　美空(3) 桜丘中 9 13487 伊東　咲奈(1) 豊川南部中

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

ｳｴﾑﾗ ﾊﾙｶ

2 12978 上村　春香(2) 豊川中部中 2
ﾏｶﾞﾜ ﾘｺ

3 13439 真河　莉子(1) 本郷中 3
ﾋｺｻｶ ﾘｱ

4 12912 彦坂　莉朱(3) 豊橋東陵中 4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｺ

5 12914 渡邊　愛心(3) 豊橋東陵中 5
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾅ

6 13519 小林　結菜(1) 豊川南部中 6
ﾜﾀﾍﾞ ﾘﾖ

7 13291 渡部　梨世(2) 本郷中 7
ﾔｻﾞｷ ｼﾎ

8 13431 矢崎　志歩(1) 本郷中 8
ｶﾜﾉ ｲﾌﾞｷ

9 13002 河野　伊吹(2) 豊川中部中



一般高校女子100m

8月20日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｸﾏﾓﾄ ｱﾔ ｻｲﾄｳ ﾘｵ

1 9647 熊本　彩(2) 藤ノ花女子高 1 9762 齋藤　里桜(1) 豊川高
ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ ｶﾜｲ ﾅﾂｷ

2 9602 松井　遥香(2) 時習館高 2 9678 河合　夏希(2) 豊橋南高
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾅ

3 9603 佐藤　遙花(2) 時習館高 3 9645 山田　玲奈(3) 藤ノ花女子高

ｶﾜｲ ｸﾙﾐ ｶﾜｲ ｷﾗﾗ

4 9600 河合　くるみ(2) 時習館高 4 9754 河合　姫星(2) 豊川高
ｻﾅﾀﾞ ｱｺ ｻﾊﾗ ｻﾔｶ

5 9772 眞田　あこ(1) 豊橋南高 5 5-2361 佐原　早耶香(1) 至学館大
ｼﾏ ﾕｲﾅ ｶﾜｲ ﾐｸ

6 9677 嶋　結菜(2) 豊橋南高 6 9641 河合　美駒(1) 桜丘高
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ ｶﾜｲ ｻﾜ

7 9680 伊藤　千夏(2) 豊橋南高 7 9777 川合　佐和(1) 豊橋南高
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｶ ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾕ

8 9605 熊谷　実華(2) 時習館高 8 9667 大久保　心結(2) 豊橋東高
ｳｼﾀﾞ ﾏｺﾄ ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ

9 9606 牛田　麻琴(2) 時習館高 9 9664 鈴木　心寧(2) 豊橋東高

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

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

1 1

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐｸ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ

2 9791 髙栁　海玖(1) 桜丘高 2 9822 山口　琳央(1) 蒲郡東高
ﾊﾞﾝ ﾘｵ ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞﾅ

3 9790 伴　莉緒(1) 桜丘高 3 9816 髙橋　柚那(1) 成章高
ｵｻﾞｷ ｺｺ ｻﾗｲ ﾘﾝ

4 9672 尾崎　心香(2) 豊橋東高 4 9725 皿井　りん(2) 渥美農高
ﾀﾆﾉ ﾋﾛﾅ ｲｼｸﾗ ﾐﾕ

5 9665 谷野　博那(2) 豊橋東高 5 9640 石倉　実侑(2) 桜丘高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲﾘ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｽﾞﾅ

6 9732 中島　あいり(2) 豊橋商高 6 9781 髙栁　柚奈(1) 豊橋南高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

7 9776 渡邉　栞夏(1) 豊橋南高 7 9825 村上　真央(1) 小坂井高
ﾆｼｵ ﾎﾉｶ ｽｽﾞｷ ｻﾔ

8 9622 西尾　帆乃花(2) 成章高 8 9815 鈴木　沙耶(1) 成章高
ﾌｼﾞｴ ﾐｳ ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｳﾅ

9 9800 藤江　心優(1) 国府高 9 9755 中神　結那(2) 豊川高

5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

ｻﾜｲﾘ ﾚﾈ

2 9814 澤入　玲音(1) 藤ノ花女子高 2
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾐ

3 9792 内山　奈美(1) 御津高 3
ｽｽﾞｷ ｱｷﾉ

4 9648 鈴木　亜伎乃(2) 藤ノ花女子高 4
ｶﾄｳ ﾐｻｷ

5 9658 加藤　美咲(2) 蒲郡東高 5
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅ

6 9799 橋本　妃菜(1) 国府高 6
ﾄﾐﾔｽ ｽｽﾞ

7 9809 富安　鈴(1) 藤ノ花女子高 7
ﾋﾛﾌｼﾞ ﾋﾒｶ

8 9793 廣藤　妃華(1) 御津高 8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂｷ

9 9811 渡邊　悠月(1) 藤ノ花女子高



小学女子1000m

8月20日 16:30 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

ｱｻｵｶ ﾏﾅ ﾑﾗﾏﾂ ｶﾉﾝ

1 8760 浅岡　苺奈(4) 豊川AC 1 8854 邑松　奏音(6) 田原陸上クラブ

ﾏﾂｲ ﾕﾅ ｵｵｼﾛ ﾕﾕｷ

2 8753 松井　優奈(5) 豊川AC 2 8862 大城　結幸(4) 田原陸上クラブ

ｻｲﾀｹ ｱﾝ ﾌｼﾞｲ ﾐｿﾗ

3 8728 齋竹　杏(5) 豊川AC 3 8869 藤井　望蒼(4) 田原陸上クラブ

ｼｵﾉﾐﾔ ﾐｵ ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ

4 8778 四宮　末渚(4) 豊川AC 4 8744 服部　心春(5) 豊川AC
ﾄﾖﾀﾞ ﾏｵ ｺｸﾎﾞ ｶﾉﾝ

5 8785 豊田　真央(4) 豊川AC 5 8865 小久保　佳音(4) 田原陸上クラブ

ｵﾀﾞ ﾔﾖｲ ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ

6 8719 小田　弥生(5) 豊川AC 6 8859 橋本　愛友美(5) 田原陸上クラブ

ﾐﾔｻｶ ﾘﾝ ｲﾜﾏﾂ ﾅﾂﾅ

7 8796 宮阪　凛(4) 豊川AC 7 8717 岩松　夏那(5) 豊川AC
ﾅｶﾑﾗ ｴﾏ ﾅｶﾞﾔ ﾘｺ

8 8739 中村　衣舞(5) 豊川AC 8 8810 長谷　莉好(4) 蒲郡クラブ
ｵﾝﾀﾞ ﾕﾒ ﾏﾂｼﾀ ﾐｵﾅ

9 8721 恩田　友愛(5) 豊川AC 9 8926 松下　澪奈(4) 豊川AC
ｵｶﾞﾜ ｹｲﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ

10 8718 小川　恵奈(5) 豊川AC 10 8790 橋本　芽依(4) 豊川AC
ｲﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｱﾔ

11 8813 今枝　七実(5) 蒲郡クラブ 11 8819 近藤　紗杏弥(6) 豊川AC
ｸﾛﾉ ｻｱﾔ ﾏﾂｼﾀ ｱｻﾋ

12 8804 黒野　早彩(4) 蒲郡クラブ 12 8754 松下　朝陽(5) 豊川AC
ﾄﾀﾞ ﾘｵﾅ ｶｼﾞﾔﾏ ﾏﾅ

13 8737 戸田　莉音菜(5) 豊川AC 13 8682 梶山　真銘(6) 豊川AC
ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ ﾉｻﾞｷ ﾅﾅﾊ

14 8742 野口　結衣(5) 豊川AC 14 8789 野﨑　菜々羽(4) 豊川AC

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

ｽｽﾞｷ ﾋﾊﾞﾘ

1 8802 鈴木　ひばり(6) 蒲郡クラブ 1
ｽｽﾞｷ ｻﾅ

2 8577 鈴木　沙那(6) 東小浜 2
ｵｶﾓﾄ ﾘﾗ

3 8665 岡本　莉來(6) キムランニング 3
ｸﾏﾓﾄ ﾐｸﾙ

4 8686 熊本　みくる(6) 豊川AC 4
ｲﾜﾓﾘ ｱｺ

5 8674 岩森　天虹(6) 豊川AC 5
ｸｼﾞﾒ ｶﾘﾝ

6 8850 鬮目　佳稟(6) 田原陸上クラブ 6
ﾌｼﾞｲ ﾚﾝｶ

7 8748 藤井　蓮花(5) 豊川AC 7
ﾌﾀﾑﾗ ﾘﾝｱ

8 8794 二村　　梨愛(4) 豊川AC 8
ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ

9 8691 田中　佑奈(6) 豊川AC
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｲ

10 8931 宮﨑　好衣(6) 田原陸上クラブ

ｸﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ

11 8775 熊本　こはる(4) 豊川AC
ﾌｼﾞｲ ﾋﾏﾘ

12 8852 藤井　陽花(6) 田原陸上クラブ

ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｻ

13 8870 松崎　嶺紗(4) 田原陸上クラブ

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ

14 8757 山口　朱音(5) 豊川AC



中学女子1500m

8月20日 18:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ｳｶｲ ﾏﾕ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｵﾐ

1 13162 鵜飼　真由(2) 本郷中 1 13289 柳田　麻央美(2) ＴＴランナーズ

ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏﾅ ﾌｸｵｶ ｺﾊﾙ

2 13018 金原　茉南(2) KMR 2 13253 福岡　小春(1) YRC
ﾌﾙﾔ ﾕｱ ﾅｶﾑﾗ ﾔﾖｲ

3 13408 古屋　結愛(1) 吉田方中 3 13249 中村　やよい(3) YRC
ｱﾍﾞ ﾁｴﾘ ｲﾏｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ

4 13418 安部　知恵里(1) 豊川東部中 4 12658 今枝　瞳(2) 形原中
ｶﾒｲ ｼｵﾈ ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ

5 13166 亀井　潮音(2) 本郷中 5 13017 丸山　咲綾(3) KMR
ｻｻｷ ｶｴﾃﾞ ｽｽﾞｷ ﾒｲ

6 13021 佐々木　楓(2) KMR 6 13362 鈴木　芽依(1) KMR
ｻｻｷ ﾕｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅ

7 13350 佐々木　唯(2) 東栄中 7 13023 山田　稚菜(3) KMR
ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾙﾅ ｺﾝﾀﾞ ﾐﾋﾛ

8 13427 杉本　るるな(1) 本郷中 8 13421 近田　望央(1) 豊川東部中
ﾌｼﾞﾒ ｺｺﾛ

9 9 13393 藤目　こころ(1) 田原中
ｶｼﾞﾄｳ ﾋﾅﾀ ｺｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ

10 13349 梶藤　暖(3) 東栄中 10 13369 小出　希美(1) 一宮中
ﾅｶﾉ ｳﾀ ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾁｶ

11 13501 中野　羽音(1) 一宮中 11 13407 望月　一椛(1) 吉田方中
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ

12 13432 山本　愛梨(1) 本郷中 12 13033 小林　千紘(2) 豊川南部中
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ

13 13022 早川　夏菜子(1) KMR

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



一般高校女子1500m

8月20日 18:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ｶﾜﾊﾗ ﾏﾅﾂ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ

1 9765 川原　愛夏(1) 豊川高 1 9752 吉田　莉帆(3) 豊川高
ｲﾜﾊﾗ ﾋﾛﾐ ﾓﾘ ｱｽﾐ

2 9651 岩原　宙美(3) 藤ノ花女子高 2 9751 森　彩純(3) 豊川高
ﾖﾈﾊﾗ ﾐﾕ ｱｷﾀｹ ﾘﾉﾝ

3 9707 米原　みゆ(2) 小坂井高 3 9761 秋竹　凛音(1) 豊川高
ｲｻﾞﾜ ﾅｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾅ

4 9795 井澤　菜緒(1) 時習館高 4 9757 渡邉　悠希菜(2) 豊川高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｲﾅ ｺﾔﾏ ﾜﾂﾞｷ

5 9773 渡辺　みいな(1) 豊橋南高 5 9763 小山　和月(1) 豊川高
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ﾉﾑﾗ ﾐﾁｺ

6 9778 伊藤　ほの香(1) 豊橋南高 6 9758 野村　通子(2) 豊川高
ﾅｲﾄｳ ﾕｲﾅ ｱｷﾀｹ ｶﾉﾝ

7 9675 内藤　結菜(3) 豊橋南高 7 9760 秋竹　奏音(1) 豊川高
ｵﾀﾞ ﾀﾏｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾘ

8 9687 小田　珠希(2) 国府高 8 9764 渡邉　杏梨(1) 豊川高
ﾅｶｲ ﾁﾋﾛ ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ

9 9618 仲井　千尋(3) 成章高 9 9676 菅沼　梨瑚(2) 豊橋南高
ﾊﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾅﾂﾒ ﾕｲｶ

10 9720 浜田　萌花(2) 渥美農高 10 9601 夏目　結可(2) 時習館高
ﾀｶﾔｽ ｾﾗ ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ

11 9813 髙安　彗来(1) 藤ノ花女子高 11 9759 内田　詩乃(1) 豊川高
ｷｳﾁ ｶﾂﾞｴ ｱｻｲ ｹｲ

12 7947 木内　和恵 愛知マスターズ 12 9679 浅井　慧(2) 豊橋南高
ﾀﾅｶ ﾓﾓﾅ ｵｶﾞﾜ ﾘﾝ

13 9650 田中　百菜(2) 藤ノ花女子高 13 9607 小川　凛(2) 時習館高
ｵｵﾀ ｾﾎｳ ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ

14 9636 太田　星朋(2) 豊川工高 14 9774 小川　遥妃(1) 豊橋南高
ｵｵﾀｹ ﾏﾕ ｻｶｲ ﾚｲﾅ

15 9787 大竹　真由(1) 豊橋東高 15 9734 酒井　玲奈(2) 豊橋商高
ｻﾝｼﾞｷ ﾏﾅﾐ

16 9753 桟敷　真菜美(3) 豊川高

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・一般高校女子3000m

8月20日 18:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｳﾐ ｴﾘｶ

1 8051 近江　衿香 ＴＴランナーズ

ﾀｶｷﾞ ｺｺﾛ

2 9615 高木　こころ(2) 時習館高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ

3 13254 渡邉　真瑚(2) YRC
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ

4 9774 小川　遥妃(1) 豊橋南高
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｺ

5 9676 菅沼　梨瑚(2) 豊橋南高
ｱｻｲ ｹｲ

6 9679 浅井　慧(2) 豊橋南高
ﾀﾆ ﾅｷﾞｻ

7 13112 谷　凪紗(3) 豊川東部中
ﾋﾗﾀ ﾕｳ

8 13016 平田　有(3) KMR
ｻｻｷ ﾕﾗ

9 13217 佐々木　悠楽(3) JACT
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｲﾅ

10 9773 渡辺　みいな(1) 豊橋南高
ﾅｲﾄｳ ﾕｲﾅ

11 9675 内藤　結菜(3) 豊橋南高
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ

12 9778 伊藤　ほの香(1) 豊橋南高
ﾔｺ ﾅﾂｷ

13 9783 八子　夏希(1) 成章高
ﾊﾔｼ ﾕｷﾅ

14 9788 林　佑紀奈(1) 豊橋東高
ﾅｶﾞﾔ ﾜｶﾅ

15 9670 長谷　和奏(2) 豊橋東高
ﾌｼﾞｼﾛ ﾆｺ

16 9619 藤城　にこ(3) 成章高
ｽｽﾞｷ ﾓﾓﾅ

17 9663 鈴木　桃奈(2) 豊橋東高
ﾏﾂｵｶ ﾐﾕ

18 9824 松岡　美佑(1) 小坂井高
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ

19 9712 清水　優花(2) 小坂井高
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ

20 13165 金澤　日万里(2) 本郷中



中学女子走幅跳

8月20日 16:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｺｻｶ ﾘｱ

1 12912 彦坂　莉朱(3) 豊橋東陵中
ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｲ

2 12976 杉原　芽依(2) 豊川中部中
ﾅｶﾞｲ ｺｲﾛ

3 12979 永井　虹色(2) 豊川中部中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ

4 13376 渡邉　芽唯(1) 豊川南部中
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅﾐ

5 13429 藤井　七海(1) 本郷中
ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ

6 13435 林　実里(1) 本郷中
ﾅｶﾀﾞ ｱｲ

7 12916 中田　彩愛(3) 豊橋東陵中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾅ

8 13519 小林　結菜(1) 豊川南部中
ｵｵﾊﾗ ﾙﾐﾅ

9 13419 大原　彩湊(1) 豊川東部中
ﾊｶﾏﾀ ﾘｵ

10 13371 袴田　莉央(1) 豊川南部中
ｵﾇﾏ ﾁﾎﾘ

11 13452 小沼　千穂里(1) 豊川中部中
ﾔﾅｾ ﾏﾋﾛ

12 13423 柳瀬　まひろ(1) 豊川東部中
ｵｶﾓﾄ ﾕｲ

13 13108 岡本　結衣(3) 豊川東部中
ｱｻﾉ ｱｶﾘ

14 13141 浅野　丹理(2) 羽田中
ｻﾄｳ ﾅﾕ

15 13259 佐藤　那有(2) 田原東部中
ｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ

16 13096 尾林　悠菜(3) 一宮中
ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ

17 13101 後藤　唯伽(3) 一宮中
ｵｵﾀ ﾏﾘｱ

18 13040 太田　真理亜(2) 豊川南部中
ｱﾍﾞ ｺｺﾐ

19 12913 阿部　心美(3) 豊橋東陵中
ｼﾊﾞﾀ ﾓﾅ

20 13135 柴田　苺南(1) 豊川東部中
ｲｼﾊﾗ ﾚﾅ

21 13001 石原　礼奈(2) 豊川中部中
ｶｽﾔ ﾄﾓﾊ

22 13086 糟谷　朋葉(3) 田原福江中 +/- +/- +/- +/-

+/- +/- +/- +/-
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1回目 2回目 3回目 記録
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一般高校女子走幅跳

8月20日 16:30 決　勝

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

1 9825 村上　真央(1) 小坂井高
ﾏﾂｼﾀ ｻﾔ

2 9733 松下　紗弥(2) 豊橋商高
ﾌｼﾞｴ ﾐｳ

3 9800 藤江　心優(1) 国府高
ﾔｽｲ ｶﾅﾒ

4 9766 安井　叶夢(2) 豊川高
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅ

5 9799 橋本　妃菜(1) 国府高
ｶﾄｳ ﾏﾅ

6 9780 加藤　愛菜(1) 豊橋商高
ｶﾄｳ ﾘﾉ

7 9808 加藤　凛音(1) 藤ノ花女子高
ｻｻﾉ ｱｲ

8 12895 笹野　藍(3) 豊岡中
ｻﾄｳ ﾘﾏ

9 9779 佐藤　理真(1) 豊川高
ﾋﾀﾞｶ ｺﾄﾈ

10 9662 日髙　寿音(2) 豊橋東高
ﾂﾙﾀ ｻﾘ

11 9646 鶴田　紗梨(3) 藤ノ花女子高
ｶﾜｲ ｻﾜ

12 9777 川合　佐和(1) 豊橋南高
ｶﾜｲ ｸﾙﾐ

13 9600 河合　くるみ(2) 時習館高

1回目 2回目 3回目 記録
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