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1 ﾏｷﾉ ﾀｲﾖｳ 愛知県 旭小学校牧野 太洋5001

2 ﾏｷﾉ ｿｳﾗ 愛知県 旭小学校牧野 壮良5002

3 ﾊﾈ ﾑﾂｷ 愛知県羽根 睦起5003

4 ｵｵﾔﾏ ﾘｸﾄ 愛知県 豊川市立豊小4年大山 陸翔5004

5 ｽｽﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 愛知県 中野小 1年鈴木 誠之介5005

6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 愛知県渡辺 正幸5006

7 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知県仲山 大賀5007

8 ｵｵﾀﾆ ﾊﾔﾄ 愛知県 幸小学校大谷 隼翔5008

9 ｸﾆﾅｶ ｴｲﾄ 愛知県 高師小学校国仲 江空斗5009

10 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 愛知県山田 凌空5010

11 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 愛知県山田 凛皇5011

12 ｾｷ ﾕｽﾞｷ 愛知県関 柚希5012

13 ﾎｼﾉ ﾄﾜ 愛知県 豊橋市豊小星野 斗吾5013

14 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 飯村小学校安藤 雅浩5014

15 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 愛知県田嶌 悠生5015

16 ｲﾄｳ ﾕｳｹﾞﾂ 愛知県 幸小学校伊藤 優月5016

17 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 愛知県 鷹丘小斎藤 有悟5017

18 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾀ 愛知県 鷹丘小斎藤 遥太5018

19 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄｳﾔ 愛知県 杉山小学校出口 斗野5019

20 ｱｻｸﾗ ﾀｲｶﾞ 愛知県朝倉 大雅5020

21 ｵｵｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県 羽根井小大河 慎太郎5021

22 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾄ 愛知県 旭小学校松山 綾翔5022

23 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 愛知県塚田 陽紀5023

24 ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 愛知県岩本 弦大5024

25 ｼﾗｲ ﾔﾏﾄ 愛知県 二川白井 大翔5025

26 ｼﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 愛知県 二川白井 成侍5026

27 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾓﾙ 愛知県大久保 衛5027

28 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾈﾉﾘ 愛知県小林 志徳5028

29 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾏ 愛知県 健二の子中西 涼真5029

30 ﾐﾂｲ ﾘｭｳｾｲ 愛知県 二川小学校三井 琉聖5030

31 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｹﾝ 愛知県 PRS吉村 竜友健5031

32 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 愛知県 PRS吉村 潤星5032

33 ｼﾉﾊﾗ ﾘｳ 愛知県 松葉小篠原 理宇5033

34 ｻﾜｻﾞｷ ｶﾅﾄ 愛知県 松葉小学校四年澤崎 奏人5034

35 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾔ 静岡県 雄踏小学校藤田 紘也5035

36 ｺﾞﾄｳ ｱｵﾄ 静岡県後藤 碧人5036

37 ｼﾗｲ ﾊｽﾞｷ 愛知県 多米小学校白井 蓮生5037

38 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 愛知県 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ章南黒田 拓音5038

39 ﾖｼﾔﾏ ｶｲ 愛知県 吉田方小学校吉山 海5039

40 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾞﾝﾉｽｹ 愛知県 岩田小学校中村 伝之介5040

41 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 愛知県 豊川市立豊小学校(体力ﾒﾝﾃﾅﾝｽ S par片山 大翔5041

42 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 愛知県 飯村小学校山元 悠生5042

43 ｲﾜｾ ｺｳｹﾝ 愛知県 千両小学校岩瀬 昊健5043

44 ﾎｼﾉ ﾅﾂｷ 愛知県 富士見小星野 夏輝5044

45 ﾀﾉｼﾘ ﾗﾝ 愛知県 芦原小学校田野尻 ﾗﾝ5045

46 ﾏｷﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知県牧野 倫太朗5046

47 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｸ 愛知県 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ章南SS中神 琉輝5047

48 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 愛知県鈴木 壮馬5048

49 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 愛知県河合 恵汰5049

50 ﾎｼｶﾜ ｲｸﾔ 愛知県星川 幾哉5050
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51 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ 愛知県 老津小学校鈴木 稀翔5051

52 ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾀ 愛知県 天伯小学校林 隼汰5052

53 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｷ 愛知県 御油小学校中神 洸希5053

54 ﾌｶﾔ ﾊﾙｷ 愛知県 磯辺小学校深谷 晴基5054

55 ｵｶﾞﾜ ｲｼﾝ 愛知県小川 維真5055

56 ｵｵﾀ ﾏﾅﾄ 愛知県太田 真翔5056

57 ﾌｸﾀ ﾏｻﾄ 愛知県 東幡豆小学校福田 雅人5057

58 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知県伊藤 弘一郎5058

59 ｻｸﾏ ｼｮｳﾀ 愛知県佐久間 翔太5059

60 ﾒｶﾞ ｿｳﾀ 愛知県 二川南小学校目賀 奏太5060

61 ﾀｶｶｲ ﾀｸﾏ 愛知県 プレジール章南SS高階 拓真5061

62 ｻｸﾏ ﾊﾔﾄ 愛知県 プレジール佐久間 颯人5062

63 ﾒｶﾞ ﾀｲﾁ 愛知県 二川南小学校目賀 汰一5063

64 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 愛知県熊谷 帝我5064

65 ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県 牟呂小学校大羽 真太郎5065

66 ﾅｶｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 愛知県 プレジール章南3年中神 和也5066

67 ﾅｶｶﾞﾐ ｾｲﾔ 愛知県 プレジール章南2年中神 聖矢5067

68 ﾌﾙﾊｼ ｹｲﾄ 愛知県古橋 慶人5068

69 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 愛知県高橋 海斗5069

70 ﾄﾐﾀﾞ ｹｲ 愛知県 豊橋市立多米小学校富田 圭5070

71 ｵｶﾞﾐ ｿﾗ 愛知県 杉山小PTA尾上 空5071

72 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 杉山小PTA鈴木 雄大5072

73 ｿﾈ ﾕﾀｶ 愛知県 杉山小PTA曽根 豊5073

74 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 愛知県 杉山小PTA鈴木 大晴5074

75 ﾌｶｴ ｼｭﾝ 愛知県深江 瞬5075

76 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾗ 愛知県 楽爽会柴田 悠空5076

77 ﾎｯﾀ ｱｷﾗ 愛知県 中野小学校堀田 瑛5077

78 ｲﾄﾞ ﾕｳｽｹ 愛知県 牛川小学校井戸 悠介5078

79 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 幸小学校柴田 凌輔5079

80 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 愛知県 幸小学校柴田 脩平5080

81 ｺｳﾉ ｹﾝﾄ 愛知県 旭小学校河野 賢人5081

82 ｲｿｶﾞﾔｶ ｶﾝｽｹ 愛知県 杉山小学校磯谷 貫介5082

83 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 愛知県白井 啓人5083

84 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｷ 愛知県 杉山小坂口 滉章5084

85 ｼﾗｲ ﾘﾝｺﾞﾛｳ 愛知県 天伯小学校白井 凛五郎5085

86 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ 愛知県杉山 大晏5086

87 ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ 愛知県 プレジール章南市川 結大5087

88 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 愛知県 豊橋市立栄小学校椿原 亘琉5088

89 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛知県 二川小学校吉田 裕飛5089

90 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀ 愛知県永田 航大5090

91 ﾌｾ ｹｲﾏ 愛知県 富士見小学校布施 慶馬5091

92 ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知県 二川小学校吉田 瑞生5092

93 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 愛知県 二川小学校吉田 楓5093

94 ﾄﾖｼﾏ ﾀﾞｲｷ 愛知県豊島 大葵5094

95 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 鷹丘小学校川嶋 涼介5095

96 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 愛知県 植田小学校小林 航大5096

97 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾙｷﾖ 愛知県 小坂井西小学校今泉 成聖5097

98 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 愛知県鈴木 健心5098

99 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 三重県遠藤 黎5099

100 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾕｲ 三重県遠藤 歩結5100
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101 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳｽｹ 愛知県 東田小滝沢 柊介5101

102 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾔ 愛知県 富士見小学校高橋 岳矢5102

103 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 愛知県鈴木 梢真5103

104 ﾋｺｻｶ ﾊﾔﾄ 愛知県 中野小3年彦坂 勇仁5104

105 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 吉田方小学校佐藤 大介5105

106 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾑ 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ村田 洋望5106

107 ｱｻｸﾗ ｶﾝﾀ 愛知県 旭小学校朝倉 幹太5107

108 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 愛知県渡邊 結人5108

109 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾔ 愛知県渡邊 橙也5109

110 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 愛知県山田 玄貴5110

111 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲ 愛知県谷川 慶5111

112 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｮｳ 愛知県谷川 奨5112

113 ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾔ 愛知県宮下 卓也5113

114 ﾄﾐﾔｽ ｹｲﾀﾛｳ 愛知県 天伯ﾌｧｲﾀｰｽﾞ冨安 慶太郎5114

115 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛﾄ 愛知県 天伯ﾌｧｲﾀｰｽﾞ堀部 寛人5115

116 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵﾄ 愛知県 天伯小中川 莉律5116

117 ﾆﾉﾐﾔ ﾚﾝﾄ 愛知県 天伯ﾌｧｲﾀｰｽﾞ二宮 蓮斗5117

118 ﾓｳﾘ ﾙｷ 愛知県 天伯小毛利 來生5118

119 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳ 愛知県 杉山小学校中村 龍5119

120 ﾀﾆｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 愛知県 ST谷澤 幸祐5120

121 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾗﾀ 愛知県 向山小杉浦 新5121

122 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲ 愛知県 向山小杉浦 慶5122

123 ｶﾐﾔ ｼﾞｮｳ 愛知県 天伯ﾌｧｲﾀｰｽﾞ神谷 成5123

124 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知県山田 直輝5124

125 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 愛知県山田 泰輝5125

126 ｻｸﾏ ｵｳｽｹ 愛知県佐久間 皇輔5126

127 ｼﾊﾞｻｷ ﾙｱ 愛知県 田原東部小学校柴﨑 琉有5127

128 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾏ 愛知県 ﾘﾄﾙﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ宮下 遥真5128

129 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳﾔ 愛知県 老津小学校黒田 将矢5129

130 ﾋｺｻｶ ﾘｸﾄ 愛知県 吉田方小学校彦坂 陸斗5130

131 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛知県 老津小学校黒田 智生5131

132 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀ 愛知県杉浦 健太5132

133 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾙ 愛知県 牛川小宮本 壮琉5133

134 ﾐﾔﾓﾄ ｶｹﾙ 愛知県 牛川小宮本 翔瑠5134

135 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲｷ 愛知県 牛川小学校丸山 結生5135

136 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｷ 愛知県 牛川小学校丸山 敦生5136

137 ﾅｶｶﾞﾐ ｿｳｼ 愛知県 向山小学校中神 創志5137

138 ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｳﾔ 愛知県 向山小学校中神 侑也5138

139 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 愛知県松井 俊介5139

140 ﾏﾂｲ ｿｳｽｹ 愛知県松井 奏介5140

141 ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 愛知県 杉山小学校河合 祥太5141

142 ﾅﾙｾ ﾙｲ 愛知県成瀬 塁5142

143 ﾅﾙｾ ﾕｲ 愛知県成瀬 結5143

144 ｶﾈｵｹ ﾘｮｳｽｹ 愛知県金桶 良祐5144

145 ﾜﾀﾗｲ ｿｳｷ 愛知県 杉山小学校渡会 湘葵5145

146 ｻｸﾗｲ ﾚﾝ 愛知県 プレジール章南櫻井 蓮5146

147 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 愛知県 旭小学校早川 晃平5147

148 ﾂﾀﾞ ｱﾙﾄ 愛知県 幸小学校津田 侑東5148

149 ﾐｳﾗ ﾘﾋﾄ 愛知県 杉山小学校三浦 凛人5149

150 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ 愛知県中村 柊斗5150
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151 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ 愛知県川合 裕大5151

152 ｳﾗﾉ ﾘｵ 愛知県浦野 倫生5152

153 ﾀﾏｴ ﾊﾙ 愛知県 飯村小学校玉江 波留5153

154 ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ 愛知県 MKFRS鈴木 太郎5154

155 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳﾀ 愛知県 新川小学校新谷 優太5155

156 ｶﾜｲ ﾎﾀﾞﾁ 愛知県河合 歩達5156

157 ｶﾜｲ ﾕｳﾎ 愛知県河合 悠歩5157

158 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾄﾘ 愛知県 岩田小学校中村 裕5158

159 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ 愛知県 岩田小学校中村 深紀5159

160 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｿｳｽｹ 愛知県今泉 颯介5160

161 ﾀｶﾊﾀ ﾒﾌﾞｷ 静岡県 三ヶ日西小学校髙畑 芽吹月5161

162 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ大久保 晴生5162

163 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ山田 颯太郎5163

164 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ齋藤 暁5164

165 ｶﾅﾀﾞ ｿﾗ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ金田 蒼空5165

166 ｻｶｲ ｶｹﾙ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ酒井 翔5166

167 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾋﾄ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ山本 莉英翔5167

168 ｶﾄｳ ｹｲｺﾞ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ加藤 圭悟5168

169 ﾋﾗｲ ｿｳﾀ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ平井 奏多5169

170 ﾏﾂｲ ﾘｸｳ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ松井 璃空5170

171 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ鈴木 隼人5171

172 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾉｽｹ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ山田 柊之介5172

173 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ田中 洸輔5173

174 ﾀｶﾊｼ ﾕｸ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ高橋 由紅5174

175 ﾌｼﾞｸﾗ ﾖｳﾀ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ藤倉 陽太5175

176 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ齋藤 颯5176

177 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ関口 大輔5177

178 ｽｽﾞｷ ｿｳｲ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ鈴木 蒼惟5178

179 ｼﾓﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ下田 大地5179

180 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 愛知県M･F5180

181 ｵｵﾔ ﾚﾝﾀﾛｳ 愛知県 飯村小大矢 連太郎5181

182 ﾂｼﾞｵｶ ﾋﾛｷ 愛知県辻岡 大樹5182

183 ﾂｼﾞｵｶ ｶｽﾞｷ 愛知県辻岡 千樹5183

184 ﾊﾔﾉ ｱﾂﾋﾛ 愛知県 旭小早野 敦丈5184

185 ﾋｺｻｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 芦原小学校彦坂 潤一郎5185

186 ｵﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 愛知県 MKFﾗﾝﾆﾝｸﾞｽｸｰﾙ小野田 快斗5186

187 ﾅｶﾞｻｶ ｷｯﾍﾟｲ 愛知県 杉山小学校長坂 桔兵5187

188 ｲﾜｻ ｺｳﾔ 愛知県 杉山小学校岩佐 航弥5188

189 ｾｷ ﾊﾙﾉｽｹ 愛知県 高根小学校5年関 春之介5189

190 ﾋｺｻｶ ｼｭｱ 愛知県彦坂 朱海5190

191 ｲﾄｳ ｿﾗ 愛知県伊藤 壮良5191

192 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 愛知県伊藤 大稀5192

193 ｲﾄｳ ｶｲﾀ 愛知県伊藤 快汰5193

194 ｳｴﾉ ﾅｵﾄ 愛知県 豊川市立中部小学校上野 朴翔5194

195 ｸﾄﾞｳ ﾚｸ 愛知県 豊橋陸上工藤 玲来5195

196 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 愛知県山本 琉晴5196

197 ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ森 大翔5197

198 ﾓﾘ ﾕｳｻｸ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ森 優咲5198

199 ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ森 望夢5199

200 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ山本 響生5200
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201 ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ尾崎 梢太5201

202 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ安藤 陸5202

203 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ長谷川 悠利5203

204 ｹﾞｼ ﾀｸﾐ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ下司 拓海5204

205 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ齋藤 翔5205

206 ｺｼｶﾘ ｼｮｳﾀ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ越仮 樟太5206

207 ﾑﾗﾀ ｿｵｼ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ村田 宗郎偲5207

208 ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ津田 陽向5208

209 ﾖｺﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 愛知県 旭小学校横畑 僚大5209

210 ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知県 豊川小学校和田 亘平5210

211 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 愛知県高山 大輝5211

212 ｶﾄｳ ｺｳｷ 愛知県加藤 考喜5212

213 ﾀﾃｲﾜ ｱｵﾄ 愛知県立岩 蒼音5213

214 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 愛知県鈴木 悠良5214

215 ﾅｶﾆｼ ｶｲｼﾞ 愛知県 大崎小学校中西 櫂慈5215

216 ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ 愛知県 北部ﾐﾆ日高 裕斗5216

217 ﾋﾀﾞｶ ｶｲﾄ 愛知県 北部ﾐﾆ日高 快斗5217

218 ﾋﾀﾞｶ ﾄｳﾏ 愛知県 北部ﾐﾆ日高 斗真5218

219 ﾓｳﾘ ﾚｵ 愛知県 北部ﾐﾆ毛利 玲生5219

220 ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 愛知県 北部ﾐﾆ森田 光5220

221 ｼﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 愛知県 北部ﾐﾆ新藤 琉5221

222 ｼﾝﾄﾞｳ ﾊｸ 愛知県 北部ﾐﾆ新藤 珀5222

223 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｲﾗ 静岡県 大平台小学校衣川 平良5223

224 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 愛知県鈴木 陽仁5224

225 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ 愛知県 豊小加藤 秀弥5225

226 ﾌﾙﾀ ｻｷ 愛知県古田 朔聖5226

227 ｶﾜﾐｽﾞ ｶｲ 愛知県 岩西小学校河水 櫂5227

228 ｵｸﾑﾗ ｶｲ 愛知県奥村 快5228

229 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾔ 愛知県山本 朔椰5229

230 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞｳ 愛知県 つつじが丘小山本 誠剛5230

231 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知県 つつじが丘小学校伊藤 凛太朗5231

232 ﾐﾔﾑﾗ ｿｳﾏ 愛知県 岩田小学校宮村 奏摩5232

233 ﾑﾗﾅｶ ｴｲｼﾝ 愛知県 中野小学校村中 栄心5233

234 ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ 愛知県大西 健翔5234

235 ﾎｼﾉ ｺｳ 愛知県星野 煌5235

236 ｱｷﾔﾏ ﾘｸ 愛知県 汐田小学校秋山 立駈5236

237 ｱｷﾔﾏ ｿｳ 愛知県 汐田小学校秋山 颯羽5237

238 ﾐﾂｲ ｶｲﾘ 愛知県三井 海璃5238

239 ｶﾅｲ ﾄﾜ 愛知県 旭小学校金井 永咲5239

240 ｱﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 豊小荒島 大知5240

241 ｵｶﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 愛知県 つつじが丘小学校岡田 貫史5241

242 ｿﾉﾀﾞ ｼﾝﾘ 愛知県 福岡小学校薗田 心吏5242

243 ｲﾄｳ ｼｭﾝｾｲ 愛知県 松山小学校伊東 駿成5243

244 ｿﾉﾀﾞ ﾄｵｱ 愛知県 福岡小学校薗田 昊有5244

245 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 愛知県 つつじが丘小学校岡田 脩史5245

246 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｼ 愛知県 福岡小学校薗田 煌士5246

247 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 愛知県 ｱﾙﾃｽ東田加藤 玄心5247

248 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 愛知県 多米小伊藤 駿5248

249 ｵｵｳﾁ ﾕｳﾄ 愛知県大内 裕翔5249

250 ｶﾜｲ ﾀｸﾏ 愛知県河合 啄摩5250
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251 ｽﾐﾔ ﾕｳｷ 愛知県 福岡小学校住谷 雄輝5251

252 ｲﾄｳ ｼｭｳ 愛知県 羽根井小学校伊藤 柊5252

253 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ 愛知県中川 陽向5253

254 ｻﾜﾄ ｼｭﾝﾔ 愛知県 新心館剣道教室沢戸 駿哉5254

255 愛知県 MIMABY RUNISHIHARA BRYAN 5255

256 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 静岡県 湖西JAC鈴木 光誠5256

257 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 愛知県安藤 すぐる5257

258 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 愛知県安藤 りょう5258

259 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 愛知県加藤 大賀5259

260 ﾔｷﾞ ｶｲﾘ 愛知県八木 快理5260

261 ﾏﾂｵ ﾚｲﾄ 愛知県松尾 玲利5261

262 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 愛知県 牛川小冨田 陽暉5262

263 ｼﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知県 TTランナーズ嶋 大雅5263

264 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝ 愛知県 新心館剣道教室松下 隼5264

265 ｵｵﾔﾏ ｺｳｷ 愛知県 東田小学校大山 航生5265

266 ｻｻｷ ｹｲｼｮｳ 愛知県 豊川小学校佐々木 景勝5266

267 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知県榊原 隆之佑5267

268 ｲﾂﾞﾂ ﾐﾅﾄ 愛知県井筒 湊都5268

269 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 愛知県 玉川小長谷川 翔大5269

270 ﾊﾔｼ ﾕｳｼ 愛知県 杉山小学校林 優志5270

271 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ 愛知県 杉山小学校林 瑛士5271

272 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾅﾄ 愛知県内田 湊5272

273 ﾉﾘﾏﾂ ｶｲﾄ 愛知県 岩田小乗松 海翔5273

274 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県伊藤 雄一朗5274

275 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 愛知県山本 大智5275

276 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 愛知県山本 蒼真5276

277 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 愛知県山本 駿5277

278 ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ 愛知県前川 晃輝5278

279 ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞｼﾞ 愛知県 新心館剣道教室天野 秀児5279

280 ｳｴｽｷﾞ ｶﾞｸ 愛知県上杉 楽空5280

281 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 豊川市立小坂井東小学校中村 悠一郎5281

282 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 愛知県 鷹丘小山口 翔大5282

283 ｵｵﾐﾁ ｼﾞｭｳﾛｳ 愛知県 つつじが丘小学校大道 十桜5283

284 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知県西田 雅登5284

285 ｱﾀﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知県 御津北部小学校安達 蒼一郎5285

286 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 愛知県 豊川東部小学校菅原 健5286

287 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵﾄ 愛知県 大崎小学校山本 蒼士5287

288 ｳﾀﾞ ﾕｳﾄ 愛知県 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ章南宇田 悠人5288

289 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛知県伊藤 遼5289

290 ﾖｺｻﾄ ﾊﾔﾀ 愛知県 福岡小横里 隼汰5290

291 ﾔﾏｼﾅ ｲﾂｷ 愛知県 豊橋陸上クラブ山科 樹輝5291

292 ｲﾜﾀ ﾊﾙﾄ 愛知県 牟呂小学校岩田 遥渡5292

293 ｳﾁﾀﾞ ｶﾅﾀ 愛知県 旭小学校内田 夏詩5293

294 ﾔﾏｼﾅ ﾕｽﾞｷ 愛知県 豊橋陸上クラブ山科 柚輝5294

295 ﾌｸｵ ﾄﾗﾉｽｹ 愛知県 芦原小学校福尾 虎之助5295

296 ｵｸﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知県 芦原小学校奥山 宗一郎5296

297 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 愛知県 芦原小学校清水 寛斗5297

298 ﾊﾝﾔ ｶｽﾞｷ 愛知県 牟呂小学校飯谷 和生5298

299 ﾊﾝﾔ ﾕｳﾄ 愛知県 牟呂小学校飯谷 勇斗5299

300 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｽｹ 愛知県丸山 聡介5300
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301 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｽｹ 愛知県丸山 泰佑5301

302 ｳｽｲ ｼｭｳﾄ 愛知県 野依小有水 柊翔5302

303 ﾆﾜ ﾀｹﾙ 愛知県丹羽 健琉5303

304 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ 愛知県 新心館剣道教室加藤 清司5304

305 ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 愛知県 旭小学校伊藤 勇成5305

306 ﾆｼｶﾜ ｷｲﾁﾛｳ 愛知県西川 喜一朗5306

307 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 旭小学校林 雄大5307

308 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｳｺﾞ 愛知県 東田小学校杉浦 東吾5308

309 ﾏﾙﾁ ﾘｮｳｽｹ 愛知県丸地 遼輔5309

310 ﾎﾝﾀﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 二川小学校本多 亘5310

311 ﾏｴｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 愛知県 童浦小学校前川 心響5311

312 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛知県佐藤 航琉5312

313 ｱｵｷ ｿｳﾀ 愛知県青木 颯汰5313

314 ｸｻﾊﾞ ﾋﾅﾀ 愛知県 大崎小学校草場 陽太5314

315 ｶﾈﾐﾂ ﾏﾋﾛ 愛知県 福岡小学校金光 麻尋5315

316 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 愛知県 岩田小学校田島 虎之助5316

317 ﾀｶﾂ ﾏｻﾔ 愛知県 岩田小学校髙津 匡矢5317

318 ﾀｶﾂ ｱｷｼ 愛知県 岩田小学校髙津 明史5318

319 ｵｵｶﾜｳﾁ ﾚﾝ 愛知県 花田小大川内 蓮5319

320 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 愛知県 多米小佐藤 蒼真5320

321 ｲｼｶﾜ ﾘｸ 愛知県 向山小石川 陸5321

322 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾜ 愛知県 鷹丘小山岸 叶和5322

323 ｳﾁﾉ ﾊﾙﾋ 愛知県 岩西小学校内野 晴日5323

324 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知県 羽根井小学校橋本 大喜5324

325 ｵｸﾑﾗ ﾄｸﾉｼﾝ 愛知県奥村 徳之進5325

326 ﾘｮｳﾎﾞｼ ｷｽｹ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ両星 希祐5326

327 ｲｼｶﾜ ｾﾝﾉｽｹ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ石川 千之亮5327

328 ｽｲﾄｳ ﾕｳﾄ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ水藤 佑翔5328

329 ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ平田 翔大5329

330 ｼﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ白井 幸太朗5330

331 ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾀ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ早川 颯太5331

332 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ山本 航誠5332

333 ﾆｼｳﾗ ﾘｵｳ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ西浦 李桜5333

334 ｽｽﾞｷ ｳﾅ 愛知県 豊川市小坂井東小鈴木 詩七5334

335 ﾔﾌﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 愛知県 豊川市立小坂井東小学校藪田 晃太朗5335

336 ﾌｼﾞｴ ｼﾝﾀﾞｲ 愛知県 磯辺小藤江 真大5336

337 ｻｸﾗｲ ﾐﾕ 愛知県櫻井 美友5337

338 ﾊﾗﾀﾞ ｵｳｽｹ 愛知県 吉田方小学校原田 桜助5338

339 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾘ 愛知県 プレジール章南石田 朱璃5339

340 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾔ 愛知県 御油小学校安達 恭也5340

341 ｽｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知県杉野 純之典5341

342 ﾀﾀﾞﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県 新心館剣道教室多田野 翔太郎5342

343 ﾌｼﾞｲ ﾋｭｳｶﾞ 愛知県 富士見小学校藤井 彪牙5343

344 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼｭﾝ 愛知県櫻井 悠絢5344

345 ﾊﾗﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 愛知県 吉田方小学校原田 橘平5345

346 ｶﾜｲ ｺｳｶﾞ 愛知県河合 絋雅5346

347 ｽｷﾞﾉ ｹｲﾉｽｹ 愛知県杉野 恵之典5347

348 ｼｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知県鹿川 純平5348

349 ﾏﾂｼﾀ ｴｲﾄ 愛知県松下 瑛翔5349

350 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 愛知県大林 三哲5350
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351 ｵｵﾊｼ ｲﾂｷ 愛知県大橋 一葵5351

352 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 愛知県中島 優太5352

353 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 愛知県佐野 颯仁5353

354 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 愛知県 福岡小鈴木 詩音5354

355 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾑ 愛知県 福岡小鈴木 来夢5355

356 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾛ 愛知県 福岡小渡辺 成洋5356

357 ﾏﾂｼﾀ ｷﾞﾝ 愛知県 新心館剣道教室松下 吟5357

358 ﾔﾌﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 愛知県 小坂井西小学校藪田 竜史朗5358

359 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾏ 愛知県竹内 遥馬5359

360 ﾌｼﾞｼﾀ ﾕｳﾜ 愛知県藤下 優羽5360

361 ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾏ 愛知県大久保 颯真5361

362 ｶﾄｳ ｱｻﾋ 愛知県加藤 旭5362

363 ﾅｶﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知県中田 哲平5363

364 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 愛知県今泉 武琉5364

365 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾁｶ 愛知県水谷 陽近5365

366 ﾅｸﾞﾗ ｵｳｽｹ 愛知県 つつじが丘小名倉 旺助5366

367 ﾌﾙﾀ ﾏｻｼ 愛知県 旭小古田 真志5367

368 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝｷ 愛知県 旭小古田 純希5368

369 ﾊﾀﾞﾉ ｼｮｳﾀ 愛知県 羽根井小学校羽田野 翔大5369

370 ﾊﾀﾉ ｺｳﾀ 愛知県羽田野 興太5370

371 ｼﾊﾞﾀ ｵｳﾀ 愛知県 しばた整体院柴田 桜汰5371

372 ｼﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 愛知県 しばた整体院柴田 蒼汰5372

373 ｵﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 愛知県 千郷小学校小野田 桧丈5373

374 ｶﾜｲ ｺｳｶﾞ 愛知県 豊小学校河合 恒雅5374

375 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 愛知県 知立ｼﾞｭﾆｱ岸端 優汰5375

376 ｲﾏｲ ｱｷﾄ 愛知県 新川小今井 秋斗5376

377 ﾌｸﾀ ｺｳｽｹ 愛知県 杉山小学校福田 考佑5377

378 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾜ 愛知県 飯村小中島 逞我5378

379 ﾅｶｼﾞﾏ ﾗｸ 愛知県 飯村小中島 樂5379

380 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 静岡県山本 遼太5380

381 ﾌｼﾞﾀ ｵﾄﾔ 愛知県 豊小藤田 音哉5381

382 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県佐々木 智大5382

383 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 栄小学校尾﨑 優大5383

384 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 愛知県 前芝小学校北河 孝晟5384

385 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｸﾐ 愛知県中垣 拓巳5385

386 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾔ 愛知県 北部ﾐﾆ渡部 壮哉5386

387 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ 愛知県 北部ﾐﾆ渡部 瑛斗5387

388 ﾏｷ ｼﾞﾝ 愛知県 牛久保小学校槇 迅5388

389 ﾌﾙﾔ ｴｲﾄ 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ古屋 瑛大5389

390 ﾔｽﾀﾞ ｵｳｾｲ 愛知県 福岡小学校安田 旺生5390

391 ﾉｽﾞｴ ﾘﾑ 愛知県野末 浬夢5391

392 ｼﾗｲ ｴｲｷ 愛知県 豊川市立国府小学校白井 栄希5392

393 ﾜｷｻｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知県脇坂 駿輔5393

394 ﾋｺｻｶ ﾊﾔﾄ 愛知県彦坂 隼斗5394

395 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 愛知県石田 陽介5395

396 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ 愛知県 福岡小学校大林 奨真5396

397 ｱｵﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県青葉 健太朗5397

398 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ 愛知県 豊川小学校前田 凌良5398

399 ｽｽﾞｷ ﾁｱｷ 愛知県 松葉小学校鈴木 千煌5399

400 ｻｶｲ ｿｳﾏ 愛知県 高師小酒井 想真5400

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/11/08/. TIME: 05:29. page8



 Pos BIB DIS TEAMNAME

2019/11/10
Start List

17部 2㎞男子小学生

9:37Start Time :

401 ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾔ 愛知県 豊小藤田 奏哉5401

402 ｸﾆｻﾜ ｼｭﾝﾀ 愛知県 飯村小國澤 俊太5402

403 ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｺﾞ 愛知県 豊小田邉 颯梧5403

404 ﾏｷﾀ ﾘｭｳｾｲ 愛知県 飯村小牧田 龍星5404

405 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 愛知県 幸小学校山下 智大5405

406 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 愛知県岡本 晃永5406

407 ｷｸﾓﾄ ｷｮｳｾｲ 愛知県 小坂井西小学校菊本 経正5407

408 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 愛知県小林 蒼5408

409 ｶﾜｲ ｺｳｽｹ 愛知県河合 倖諒5409

410 ｶﾜｲ ｱｷﾋﾛ 愛知県河合 諒大5410

411 ｶﾜｲ ﾕｳｱ 愛知県河合 優空5411

412 ｱｻﾜｶ ﾁｶﾗ 愛知県浅若 周良5412

413 ｲﾄｳ ｾﾝﾔ 愛知県伊藤 千弥5413

414 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 愛知県田中 陽大5414

415 ｴｶﾞﾜ ｺｵ 静岡県 ｱｽﾘｰﾄ湖西江川 倖旺5415

416 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ 静岡県 岡崎小学校武田 耕太5416

417 ｽｽﾞｷ ﾏｲﾄ 愛知県 杉山小学校鈴木 舞斗5417

418 ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾄ 愛知県中村 碧斗5418

419 ﾆｼﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 愛知県 つつじが丘小学校西中川 和真5419

420 ﾆｼﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 愛知県 つつじが丘小学校西中川 翼5420

421 ｶﾄｳ ｼｮｳｾｲ 愛知県 二川小加藤 翔成5421

422 ｱｻｸﾗ ﾈﾑ 愛知県 二川小朝倉 音夢5422

423 ｱｻｸﾗ ｵﾄ 愛知県 二川小朝倉 希音5423

424 ﾆﾜ ﾈｲﾄ 愛知県 二川小丹羽 祢仁5424

425 ｽｶﾞﾔ ｾﾅ 愛知県 多米小菅谷 星成5425

426 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 愛知県 吉田方小山本 大我5426

427 ﾊﾅｲ ﾃｯﾀ 愛知県花井 哲太5427

428 ﾊﾅｲ ﾚｯｼ 愛知県花井 烈士5428

429 ｲｼｸﾞﾛ ﾃｯﾍﾟｲ 愛知県 富士見小学校石黒 哲平5429

430 ｽｽﾞｷ ﾄｳｲ 静岡県鈴木 斗唯5430

431 ｼﾞｮｳﾉｼﾀ ﾊﾙﾏ 愛知県城ノ下 暖真5431

432 ｶｺ ｿｳｽｹ 愛知県 旭ﾍﾞｱｰｽﾞ加子 颯祐5432

433 ｱｶｶﾞﾜ ｺｳ 愛知県赤川 昊5433

434 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 愛知県 汐田小学校三浦 真人5434

435 ﾊｶﾞ ﾚｲﾄ 愛知県 天伯小学校芳賀 玲翔5435

436 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 静岡県石川 直仁5436

437 ｵﾉﾀﾞ ｼｮｳﾏ 愛知県小野田 翔天5437

438 ｳｴﾀﾞ ﾑｻｼ 愛知県 新心館剣道教室上田 武蔵5438

439 ﾄﾔﾏ ﾄｵﾅ 愛知県外山 翔也5439

440 ﾄﾔﾏ ｲｸﾔ 愛知県外山 幾也5440

441 ﾐﾂｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知県三井 竜之介5441

442 ｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 三重県伊藤 楓5442
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