
区分け ビブ 選手名 選手カナ 所属 タイム 順位

小中記録会K0女子 2 鈴木 優和 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 愛学協 70.07 1
小中記録会K0女子 3 上田 万由 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ 一宮 78.14 2
小中記録会K0女子 1 棚橋 和奏 ﾀﾅﾊｼ ﾜｶﾅ イエティ 80.34 3

小中記録会K1女子 5 福島 幸歩 ﾌｸｼﾏ ｻﾁﾎ 明鏡ＳＣ 60.08 1
小中記録会K1女子 6 木村 夕日 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 明鏡ＳＣ 66.55 2
小中記録会K1女子 4 横井 嶺花 ﾖｺｲ ﾊﾙｶ 明鏡ＳＣ DS

小中記録会中学女子 7 横井 彩葉 ﾖｺｲ ｲﾛﾊ 明鏡ＳＣ 65.96 1

  
小中記録会K0男子 8 澤田 藍雅 ｻﾜﾀﾞ ｱｲｶﾞ イエティ 80.71 1

小中記録会K1男子 11 坂巻 裕太 ｻｶﾏｷ ﾕｳﾀ 一宮 65.30 1
小中記録会K1男子 10 加藤 進 ｶﾄｳ ｼﾝ イエティ 67.02 2
小中記録会K1男子 9 棚橋 勇斗 ﾀﾅﾊｼ ﾕｳﾄ イエティ 77.11 3

小中記録会中学男子 17 小嶋 健斗 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄ グランパス 56.49 1
小中記録会中学男子 18 靭 征人 ﾕｷ ﾏｻﾄ パドル 61.17 2
小中記録会中学男子 13 奥村 篤朗 ｱｸﾑﾗ ｱﾂﾛｳ 明鏡ＳＣ 63.10 3
小中記録会中学男子 12 牧野 寧樹 ﾏｷﾉ ﾈｰｼﾞｭ ＭＯＳＴ 64.84 4
小中記録会中学男子 14 林 大祐 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ スノプラウ 72.19 5
小中記録会中学男子 15 矢野 翔太 ﾔﾉ ｼｮｳﾀ ＳＥＥＤ DS
小中記録会中学男子 16 村平 基織 ﾑﾗﾋﾗ ﾓﾄｵﾘ パドル DS

国体予選　成年女子Ｂ部 304 濱島 理恵子 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾘｴｺ 中京大ＳＲ 57.20 1
国体予選　成年女子Ｂ部 305 井上 富子 ｲﾉｳｴ ﾖｼｺ リベルテ 58.73 2
国体予選　成年女子Ｂ部 301 難波 容子 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｳｺ Ｄｏｉｎｇ 58.95 3
国体予選　成年女子Ｂ部 306 須藤 康子 ｽﾄﾞｳ ﾐﾁｺ リベルテ 60.04 4
国体予選　成年女子Ｂ部 303 木下 奈々 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅ スノプラウ 60.77 5
国体予選　成年女子Ｂ部 302 吉田 恭子 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｺ ＳＥＥＤ 64.60 6

国体予選　成年女子Ａ部 311 伊藤 佳澄 ｲﾄｳ ｶｽﾐ 専修大 54.69 1
国体予選　成年女子Ａ部 307 伊東 桃花 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 関西学園大 55.73 2
国体予選　成年女子Ａ部 308 朝日 友里愛 ｱｻﾋ ﾕﾘｱ 淑徳大 56.91 3
国体予選　成年女子Ａ部 310 木下 佳奈 ｷﾉｼﾀ ｶﾅ 淑徳大 60.53 4
国体予選　成年女子Ａ部 309 木村 春日 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 椙山女学園 60.70 5

国体予選　少年女子 315 難波 遠望 ﾅﾝﾊﾞ ﾄｵﾐ クラーク高 53.20 1
国体予選　少年女子 314 三宅 李音 ﾐﾔｹ ﾘｵ 東海学園高 55.81 2
国体予選　少年女子 312 一柳 きくの ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｷｸﾉ 東海学園高 56.83 3
国体予選　少年女子 313 橋本 ほのか ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 愛知淑徳中 59.52 4
国体予選　少年女子 317 畔柳 美来 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾐｸ 愛知高 73.41 5
国体予選　少年女子 316 古川 稚彩 ﾌﾙｶﾜ ﾁﾅ 名経大市邨 74.19 6
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国体予選　成年男子Ｃ部 327 関屋 卓 ｾｷﾔ ﾀｸ 三菱名航 54.12 1
国体予選　成年男子Ｃ部 319 樋口 栄一 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ リベルテ 57.01 2
国体予選　成年男子Ｃ部 318 伊藤 正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ ＭＯＳＴ 57.01 3
国体予選　成年男子Ｃ部 351 丹羽 一晃 ﾆﾜ ﾓﾄｱｷ 春日井ＳＣ 57.36 4
国体予選　成年男子Ｃ部 335 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 三菱名誘 57.56 5
国体予選　成年男子Ｃ部 340 山田 浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ とぼね 57.63 6
国体予選　成年男子Ｃ部 325 田中 亮英 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｴｲ リベルテ 57.68 7
国体予選　成年男子Ｃ部 326 甘粕 洋一 ｱﾏｶｽ ﾖｳｲﾁ トリイ 58.25 8
国体予選　成年男子Ｃ部 332 是永 康臣 ｺﾚﾅｶﾞ ﾔｽｵﾐ ＭＯＳＴ 58.49 9
国体予選　成年男子Ｃ部 331 井上 雅喜 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ リベルテ 58.60 10
国体予選　成年男子Ｃ部 356 熊谷 宏一 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁ エキスパー 58.90 11
国体予選　成年男子Ｃ部 353 小林 弘典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ エキスパー 59.01 12
国体予選　成年男子Ｃ部 333 磯貝 宜伸 ｲｿｶﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ リベルテ 59.05 13
国体予選　成年男子Ｃ部 324 早坂 昌也 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾔ ＡＩ－Ａ 59.59 14
国体予選　成年男子Ｃ部 328 丸野 純 ﾏﾙﾉ ｼﾞｭﾝ アクト10 59.65 15
国体予選　成年男子Ｃ部 339 小林 賢司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 豊田織機 59.69 16
国体予選　成年男子Ｃ部 341 小谷 鉄平 ｺﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ ＭＯＳＴ 59.86 17
国体予選　成年男子Ｃ部 320 松本 直人 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ エキスパー 60.02 18
国体予選　成年男子Ｃ部 336 野口 大輔 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ はなのき 60.35 19
国体予選　成年男子Ｃ部 334 田中 達夫 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ エリア 60.90 20
国体予選　成年男子Ｃ部 322 奥田 点 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾙ ＡＩ－Ａ 60.93 21
国体予選　成年男子Ｃ部 323 引間 知明 ﾋｷﾏ ﾄﾓｱｷ 王子製紙 61.13 22
国体予選　成年男子Ｃ部 337 森田 耕二 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ アイシン 61.48 23
国体予選　成年男子Ｃ部 338 神野 浩己 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾐ 三菱自岡 62.26 24
国体予選　成年男子Ｃ部 329 佐藤 良樹 ｻﾄｳ ﾖｼｷ アポプレ 62.87 25
国体予選　成年男子Ｃ部 330 石原 仁 ｲｼﾊﾗ ﾋﾄｼ トリイ 63.07 26
国体予選　成年男子Ｃ部 354 佐藤 元基 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ Ｄｏｉｎｇ 64.80 27
国体予選　成年男子Ｃ部 345 伊藤 千哉也 ｲﾄｳ ﾁｶﾔ 一宮 65.35 28
国体予選　成年男子Ｃ部 343 杉田 耕造 ｽｷﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ ロンサム 65.66 29
国体予選　成年男子Ｃ部 342 加藤 知英 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ アイシン 65.79 30
国体予選　成年男子Ｃ部 347 山田 昭弘 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 中日スキー 66.51 31
国体予選　成年男子Ｃ部 352 鋤柄 賢一 ｽｷｶﾞﾗ ｹﾝｲﾁ エキスパー 68.68 32
国体予選　成年男子Ｃ部 346 石原 竹志 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ トリイ 68.83 33
国体予選　成年男子Ｃ部 348 日比野 宏紀 ﾋﾋﾞﾉ ﾋﾛｷ エキスパー 73.79 34
国体予選　成年男子Ｃ部 350 伊藤 晴規 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ ＢＥ－ＩＮ 74.35 35
国体予選　成年男子Ｃ部 349 山田 峰 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾈ 王子製紙 DF
国体予選　成年男子Ｃ部 355 落合 清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ カトウ DS
国体予選　成年男子Ｃ部 344 伊藤 祐輝 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 王子製紙 DS
国体予選　成年男子Ｃ部 321 菊池 嘉高 ｷｸﾁ ﾖｼﾀｶ がんばＳＣ DS
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国体予選　成年男子Ｂ部 358 丹羽 紹元 ﾆﾜ ﾂｸﾞﾓﾄ Ｄｏｉｎｇ 57.21 1
国体予選　成年男子Ｂ部 363 前田 眞和 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ Ｄｏｉｎｇ 57.65 2
国体予選　成年男子Ｂ部 361 岩田 昌彦 ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ ＭＯＳＴ 58.76 3
国体予選　成年男子Ｂ部 357 後藤 晃 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ リベルテ 59.11 4
国体予選　成年男子Ｂ部 364 頭川 恵丹 ｽﾞｶﾜ ｹｲﾀﾝ トヨタ自 59.83 5
国体予選　成年男子Ｂ部 359 高井 悠貴 ﾀｶｲ ﾕｳｷ スノプラウ 60.96 6
国体予選　成年男子Ｂ部 362 浅野 友秀 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 王子製紙 65.70 7
国体予選　成年男子Ｂ部 360 加藤 久嗣 ｶﾄｳ ﾋｻﾂｸﾞ ＭＯＳＴ 73.14 8

国体予選　成年男子Ａ部 369 円山 一希 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ エキスパー 53.83 1
国体予選　成年男子Ａ部 367 伊東 穂高 ｲﾄｳ ﾎﾀﾞｶ 関西学院大 54.18 2
国体予選　成年男子Ａ部 368 伊藤 真 イトウ シン トヨタ自 54.49 3
国体予選　成年男子Ａ部 375 野尻 敬太 ﾉｼﾞﾘ ｹｲﾀ 金沢大 56.24 4
国体予選　成年男子Ａ部 366 横井 甲 ﾖｺｲ ｶﾝ パドル 56.76 5
国体予選　成年男子Ａ部 373 飯塚 遼 ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳ 豊田織機 57.75 6
国体予選　成年男子Ａ部 370 藤吉 敏樹 ﾌｼﾞﾖｼ ﾄｼｷ Ｄｏｉｎｇ 58.02 7
国体予選　成年男子Ａ部 371 深津 佑介 ﾌｶﾂ ﾕｳｽｹ Ｄｏｉｎｇ 58.59 8
国体予選　成年男子Ａ部 377 大森 貴俊 ｵｵﾓﾘ ﾀｶﾄｼ エキスパー 59.82 9
国体予選　成年男子Ａ部 365 瀧川 幸広 ﾀｷｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 愛工大 DS
国体予選　成年男子Ａ部 372 立松 秀平 ﾀﾃﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ ＳＥＥＤ DS
国体予選　成年男子Ａ部 374 横井 保志 ﾖｺｲ ﾎｼ Ｄｏｉｎｇ DS
国体予選　成年男子Ａ部 376 冨 嶺央 ﾄﾐ ﾚｵ Ｉ－ｍｅｘ DS

国体予選　少年男子 382 齋藤 冬希 ｻｲﾄｳ ﾌﾕｷ クラーク高 58.65 1
国体予選　少年男子 380 小嶋 健斗 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄ グランパス 58.86 2
国体予選　少年男子 390 間瀬 悠介 ﾏｾ ﾕｳｽｹ 春日井高 59.43 3
国体予選　少年男子 385 安藤 昂佑 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 豊田高 59.47 4
国体予選　少年男子 386 荒河 佑弥 ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾔ 名工学院 59.99 5
国体予選　少年男子 388 加藤 将汰 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 愛工大名電 63.39 6
国体予選　少年男子 391 牧野 椎 ﾏｷﾉ ｼｲ ＭＯＳＴ 63.65 7
国体予選　少年男子 379 山田 将也 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 中日スキー 63.78 8
国体予選　少年男子 399 荻野 泰綺 ｵｷﾞﾉ ﾀｲｷ 愛工大名電 65.54 9
国体予選　少年男子 387 靱 洋人 ﾕｷ ﾋﾛﾄ 日進西 66.56 10
国体予選　少年男子 389 野尻 優太 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳﾀ Ｄｏｉｎｇ 66.82 11
国体予選　少年男子 384 竹内 龍晴 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳｾｲ 愛工大名電 66.89 12
国体予選　少年男子 381 山森 虎太朗 ﾔﾏﾓﾘ ｺﾀﾛｳ パドル 67.37 13
国体予選　少年男子 394 後藤 優輔 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 愛工大名電 67.43 14
国体予選　少年男子 393 河合 将吾 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛工大名電 68.21 15
国体予選　少年男子 392 長谷川 航祐 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 愛工大名電 69.07 16
国体予選　少年男子 405 井澤 正行 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 愛工大名電 70.00 17
国体予選　少年男子 395 永田 滉也 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾔ 愛工大名電 74.15 18
国体予選　少年男子 378 山内 翔平 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 愛工大名電 74.58 19
国体予選　少年男子 400 熊澤 伶哉 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 名城高 76.37 20
国体予選　少年男子 397 今田 純 ｲﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 愛工大名電 77.24 21
国体予選　少年男子 396 江尻 彰太 ｴｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ 愛工大名電 77.33 22
国体予選　少年男子 398 平塚 了 ﾋﾗﾂｶ ﾘｮｳ 名城高校 77.91 23
国体予選　少年男子 404 濱田 直斗 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 名城高 78.21 24
国体予選　少年男子 402 佐藤 奏 ｻﾄｳ ｶﾅﾃﾞ 愛工大名電 78.98 25
国体予選　少年男子 401 加藤 文哉 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝﾔ 名城高 87.21 26
国体予選　少年男子 403 川口 紘河 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 名城高 100.34 27
国体予選　少年男子 383 宮城 颯汰 ﾐﾔｷﾞ ｿｳﾀ パドル DS
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