
EntryList10:00Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

中学年の部3年生男子

2020/02/22

1 31001 稲田 莞爾 愛知県ｲﾅﾀﾞ ｶﾝｼﾞ

2 31002 早野 敦丈 愛知県 豊橋市立旭小学校ﾊﾔﾉ ｱﾂﾋﾛ

3 31003 河合 遼大 愛知県ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ

4 31004 冨田 航貴 愛知県ﾄﾐﾀﾞ ｺｳｷ

5 31005 篠田 隼一 愛知県 がんばるぞｰｼﾉﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

6 31006 田中 蒼士 愛知県ﾀﾅｶ ｿｳﾄ

7 31007 沖中 達樹 愛知県ｵｷﾅｶ ﾀﾂｷ

8 31008 吉田 瑞生 愛知県 二川小ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

9 31009 山田 悠生 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ

10 31010 谷川 慶 愛知県ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲ

11 31011 清水 陽斗 愛知県ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ

12 31012 勝野 希星 愛知県ｶﾂﾉ ｷﾗ

13 31013 福原 颯佑 愛知県ﾌｸﾊﾗ ｿｳｽｹ

14 31014 稲垣 快星 愛知県 赤坂小学校ｲﾅｶﾞｷ ｶｲｾｲ

15 31015 小山 拓久 愛知県ｺﾔﾏ ﾀｸ

16 31016 鈴木 ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 愛知県 三蔵子小学校ｽｽﾞｷ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ

17 31017 藤村 拓人 愛知県ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾄ

18 31018 今泉 武琉 愛知県ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ

19 31019 中村 碧斗 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾄ

20 31020 井藤 誠志郎 愛知県ｲﾄｳ ｾｲｼﾛｳ

21 31021 近藤 新汰 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ

22 31022 中川 槙 愛知県ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾝ

23 31023 宮本 翔瑠 愛知県 牛川小ﾐﾔﾓﾄ ｶｹﾙ

24 31024 宮本 壮琉 愛知県 牛川小ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾙ

25 31025 丸山 敦生 愛知県 牛川小ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｷ

26 31026 丸山 結生 愛知県 牛川町ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲｷ

27 31027 楠窪 奏祐 三重県ｸｽｸﾎﾞ ｿｳｽｹ

28 31028 村中 栄心 愛知県 中野小学校ﾑﾗﾅｶ ｴｲｼﾝ

29 31029 大久保 成悟 愛知県ｵｵｸﾎﾞ ｾｲｺﾞ

30 31030 増田 璃斗 愛知県 安城市ﾏｽﾀﾞ ﾘﾄ

31 31031 山下 准 静岡県 浜松市立可美小学校ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ

32 31032 中島 聡一郎 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ

33 31033 牧野 壮良 愛知県ﾏｷﾉ ｿｳﾗ

34 31034 小林 蓮 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

35 31035 林 楓真 愛知県ﾊﾔｼ ﾌｳﾏ

36 31036 小川 響祐 愛知県ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ

37 31037 大森 宗弥 愛知県ｵｵﾓﾘ ｿｳﾔ

38 31038 石井 晴空 愛知県 向山小学校ｲｼｲ ﾊﾙｸ

39 31039 石川 蒼真 愛知県ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ

40 31040 後藤 智希 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｷ

41 31041 伊藤 優月 愛知県 幸小ｲﾄｳ ﾕｳｹﾞﾂ

42 31042 下ﾉ坊 咲愛 愛知県ｼﾓﾉﾎﾞｳ ｻｸﾗ

43 31043 古田 晃基 愛知県ﾌﾙﾀ ｺｳｷ

44 31044 山崎 泰輝 愛知県 松山小ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｷ

45 31045 関澤 穂大 愛知県 豊川市立豊小学校ｾｷｻﾞﾜ ﾎﾀﾞｶ

46 31046 小林 哉嵐 愛知県 栄小学校ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾗ

47 31047 松下 翔馬 愛知県ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾏ

48 31048 宮田 康介 愛知県 桜木小学校ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ

49 31049 江原 健真 愛知県 鳳来中部小学校ｴﾊﾗ ｹﾝｼﾝ

50 31050 坂本 徹正 愛知県ｻｶﾓﾄ ﾃｯｼｮｳ
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51 31051 石川 昌樹 愛知県ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ

52 31052 市川 晄至 愛知県ｲﾁｶﾜ ｺｳｼ

53 31053 南部 奏介 愛知県ﾅﾝﾌﾞ ｿｳｽｹ

54 31054 乾 陽溜樹 愛知県 豊小学校ｲﾇｲ ﾊﾙｷ

55 31055 白井 克季 愛知県 津田小学校ｼﾗｲ ｶﾂｷ

56 31056 織田 真太朗 愛知県ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

57 31057 平松 獅琉 愛知県ﾋﾗﾏﾂ ｼﾘｭｳ

58 31058 中村 泰士 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ

59 31059 加藤 叡 愛知県 二川南小学校ｶﾄｳ ｴｲ

60 31060 山口 挙成 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼｹﾞ

61 31061 山本 大我 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

62 31062 小林 千真 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ

63 31063 加藤 拓真 愛知県ｶﾄｳ ﾀｸﾏ

64 31064 菓 紘葵 愛知県 豊川市立一宮東部小学校ｺﾉﾐ ｺｳｷ

65 31065 山口 成琉 愛知県 豊川市立御津南部小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙ

66 31066 山田 千瑳 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｻ

67 31067 山内 悠寛 愛知県 豊川市立天王小学校ﾔﾏｳﾁ ﾋｻﾋﾛ

68 31068 大木 陽寛 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞｵｵｷﾞ ｱｷﾋﾛ

69 31069 佐藤 寛朗 愛知県ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

70 31070 徳重 遼河 愛知県ﾄｸｼｹﾞ ﾘｮｳｶﾞ

71 31071 米森 高清 愛知県ﾖﾈﾓﾘ ｺｳｾｲ

72 31072 松田 晴杜 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ

73 31073 山本 彩太 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾀ

74 31074 中田 正護 愛知県ﾅｶﾀﾞ ｾｲｺﾞ

75 31075 西村 知駿 愛知県 飯村小学校ﾆｼﾑﾗ ﾁﾊﾔ

76 31076 鈴木 敦斗 愛知県ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ
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