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13部 3㎞男子中学生

11:00Start Time :

1 ﾊﾈ ｶﾂｷ 愛知県羽根 克騎3001

2 ｶﾅﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 愛知県 豊橋中部中金田 将直3002

3 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ 愛知県 南稜中学校長嶋 駿和3003

4 ﾅﾘｾ ﾀﾞｲ 愛知県成瀬 大威3004

5 ﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾔ 愛知県 小坂井中学校野宮 龍矢3005

6 ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 愛知県 本郷中学校神藤 遼希3006

7 ﾀﾉｼﾘ ﾙｲ 愛知県 本郷中学校田野尻 ﾙｲ3007

8 ｵｸﾑﾗ ｺﾄﾊﾞ 愛知県 豊橋市立東陵中奥村 思波3008

9 ｷｼｶﾞﾐ ﾎﾏﾚ 愛知県 南陽中学校岸上 誉3009

10 ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵﾄ 愛知県 中部中柏木 直人3010

11 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶﾄ 愛知県 中部中柏木 隆人3011

12 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞｷ 愛知県 南陽中学校石黒 万喜3012

13 ﾐﾑﾗ ｶﾞｸ 愛知県三村 岳3013

14 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾀｹﾄ 愛知県 豊橋市立南部中学校椿原 健斗3014

15 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県高橋 英斗3015

16 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 三重県 四日市市立朝明中学校内山 椋太3016

17 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 三重県遠藤 優成3017

18 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 章南中学校山本 慎二朗3018

19 ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡県 浜松市立天竜中学校香川 瑚輔3019

20 ｼﾗｲ ｺｳｽｹ 愛知県 豊川西部中学校白井 康介3020

21 ｶﾄｳ ﾐｷﾋｻ 愛知県 羽田中学校加藤 幹久3021

22 ｾｷ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 愛知県 高豊中学1年関 元太郎3022

23 ｾｷ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 愛知県 高豊中学1年関 丈太郎3023

24 ｶﾄｳ ﾘｭｳｷ 愛知県加藤 龍喜3024

25 ﾀﾃｲﾜ ｶﾅﾄ 愛知県立岩 奏和3025

26 ｷﾉｼﾀ ﾁﾋﾛ 愛知県 南陵中学木下 千博3026

27 ｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知県曽田 翔五3027

28 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 東陵中阿部 純也3028

29 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 静岡県川本 拓実3029

30 ｺﾝﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 愛知県 高師台中近田 真吾3030

31 ｺﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛知県 高師台中近田 智貴3031

32 ﾏｷﾉ ﾅｵ 愛知県牧野 夏大3032

33 ﾀﾂ ｱｽﾖｼ 愛知県 豊橋･南稜中達 飛嘉3033

34 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 豊橋市立南部中学校森山 翔梧3034

35 ｺｼｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知県 豊橋市立東部中学校越川 凛太朗3035

36 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ 愛知県 豊城中後藤 優希3036

37 ﾄﾄﾞｺﾛ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 高師台中学校戸所 俊輔3037

38 ｱｼﾞｵｶ ｼｭｳﾎ 愛知県 セントラル味岡 秀輔3038

39 ﾏﾂｲ ｼﾞｮｳ 愛知県 桜丘中学校松井 丈3039

40 ﾌｾ ﾕｲﾏ 愛知県布施 維馬3040

41 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｲﾁ 愛知県 ｱﾙﾌｧ豊橋卓球ｸﾗﾌﾞ長谷川 聡一3041

42 ﾎﾘｵ ﾘｭｳｷ 静岡県 花川運動公園陸上競技部堀尾 琉希3042

43 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知県近藤 琳太郎3043

44 ﾊﾅｲ ｿｳ 愛知県花井 創3044

45 ﾑﾗｲ ﾊﾔﾄ 愛知県村井 颯斗3045

46 ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｳｲ 愛知県 東陵中学校前澤 橙伊3046

47 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 愛知県 豊川市立御津中学校山本 真大3047

48 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 愛知県 豊川市立御津中学校山本 真己3048

49 ﾅﾂﾒ ｿｳﾀ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ夏目 創太3049

50 ｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ久保 拓叶3050
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51 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｵ 愛知県 豊川市東部中学校山本 祥生3051

52 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 愛知県 豊川東部中学校岩本 結月3052

53 ｼｵﾉ ﾖｳﾀ 愛知県 豊川市東部中学校塩野 陽大3053

54 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｷ 愛知県 豊川市東部中学校中原 幸輝3054

55 ｶｻﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 豊川市東部中学校笠田 駿介3055

56 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 愛知県 豊川西部中学校安達 泰誠3056

57 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 愛知県 東部中学校川上 結生3057

58 ｶﾜｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 愛知県河嶌 響3058

59 ｽｽﾞｷ ｱｸﾄ 愛知県 岡崎市立竜南中学校鈴木 空翔3059

60 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 岡崎市立竜南中学校橋本 隼輔3060

61 ｱﾗｷ ﾖｳﾀﾛｳ 愛知県 岡崎市立竜南中学校荒木 陽太郎3061

62 ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾛ 愛知県 岡崎市立竜南中学校増田 心3062

63 ﾀｼﾞﾏ ｼﾘｭｳ 愛知県 岡崎市立竜南中学校田嶋 子竜3063

64 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙ 愛知県 岡崎市立竜南中学校村松 孟3064

65 ｲｼﾓﾘ ﾄﾓｷ 愛知県 岡崎市立竜南中学校石森 智己3065

66 ﾊﾔｼ ｻｸﾔ 愛知県 岡崎市立竜南中学校林 咲弥3066

67 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ 愛知県 岡崎市立竜南中学校藤田 陣3067

68 ｲﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知県 岡崎市立竜南中学校岩原 優太3068

69 ｶﾓｶﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知県 岡崎市立竜南中学校鴨川 哲平3069

70 ｵｵｼﾏ ｲｯｹｲ 愛知県 岡崎市立竜南中学校大島 一慶3070

71 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｸﾏ 愛知県 岡崎市立竜南中学校川越 琢真3071

72 ｳｻﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 岡崎市立竜南中学校宇佐美 佑一郎3072

73 ﾄﾘｲ ﾀｸﾏ 愛知県 岡崎市立竜南中学校鳥居 琢馬3073

74 ﾄﾔﾏ ｼｮｳﾔ 愛知県 岡崎市立竜南中学校外山 翔矢3074

75 ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞﾄ 愛知県 岡崎市立竜南中学校髙山 瑞士3075

76 ｸﾜﾀ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 福岡中学校桑田 駿介3076

77 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 愛知県中島 健太3077

78 ｷｼ ｺｳﾀ 愛知県岸 幸汰3078

79 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｷ 愛知県岡田 惇暉3079

80 ｵｶﾀﾞ ﾋｻｷ 愛知県岡田 悠暉3080

81 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 愛知県井上 彰馬3081

82 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳﾀ 愛知県久保田 耀太3082

83 ﾀﾅｶ ｷﾗ 愛知県 アルファ田中 煌羅3083

84 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾝｶﾞ 愛知県 アルファ山口 天雅3084

85 ｼﾗｲ ﾖｼｷ 愛知県 豊川市立東部中学校白井 善基3085

86 ﾔﾉ ﾘｭｳｷ 愛知県矢野 琉祈3086

87 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ 愛知県 福岡小学校大林 航也3087

88 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 愛知県 豊岡中田邉 豪埼3088

89 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 愛知県 豊川市立西部中学校今泉 颯太3089

90 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾋﾄ 愛知県 高師台中学校山下 陽士3090

91 ｷｸﾓﾄ ｾﾚﾝ 愛知県 小坂井中学校菊本 成連3091

92 ｴｶﾞﾜ ﾘｵ 静岡県 ｱｽﾘｰﾄ湖西江川 莉旺3092

93 ﾜｶｺ ﾗｲﾁ 愛知県 豊橋市立青陵中学校若子 来地3093

94 ｲﾁﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾋﾄ 愛知県 章南中学校市林 篤人3094

95 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｾｲ 愛知県菅沼 洸晴3095

96 ｽｷﾞｳﾗ ｷｮｳﾔ 愛知県杉浦 京弥3096

97 ｴｻｷ ｼｭｳｾｲ 愛知県江崎 修征3097

98 ｴｻｷ ﾀｲｾｲ 愛知県江崎 泰征3098
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