
第1区 高校男子の部

2023/01/21

 RANK BIB NAME TEAM TIME GAP監督

OfficialResult

第69回渥美半島駅伝競走大会

1 16:29 -32 村松 翼 藤枝明誠高等学校Ａ 清 尊徳

2 16:39 +105 野川 元希 愛知高等学校Ａ 竹内 洸貴

3 16:56 +2711 豊田 雄大 豊田大谷高等学校Ａ 鈴木 豪師

4 17:06 +371 杉本 翔輝 島田高等学校 粕谷 悠

5 17:10 +4118 浅野 孔 高田高等学校Ａ 冨倉 崇嗣

6 17:16 +4734 田窪 玲央 藤枝明誠高等学校Ｃ 清 尊徳

7 17:22 +5312 山本 優晟 豊田大谷高等学校Ｂ 鈴木 豪師

8 17:33 +1:046 浮邉 直人 愛知高等学校Ｂ 竹内 洸貴

9 17:33 +1:0429 吉村 一音 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｇ 加藤 良寛

10 17:39 +1:1030 髙松 桜太 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｈ 加藤 良寛

11 17:46 +1:177 岡田 陽光 愛知高等学校Ｃ 竹内 洸貴

12 17:49 +1:2013 高須 空魚 豊田大谷高等学校Ｃ 鈴木 豪師

13 17:52 +1:2335 大和田 純平 中部大学第一高等学校 磯村 弦

14 17:54 +1:2536 吉田 悠斗 いなべ総合学園高等学校 西山 俊

15 18:11 +1:428 臼井 春輝 愛知高等学校Ｄ 竹内 洸貴

16 18:18 +1:494 牧野 龍哉 豊川工科高等学校 矢野 貴也

17 18:22 +1:5314 高橋 隆太郎 大垣工業高等学校 郷 直人

18 18:26 +1:5723 犬塚 陸斗 名古屋経済大学高蔵高等学校Ａ 加藤 良寛

19 18:29 +2:0028 丹羽 朋樹 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｆ 加藤 良寛

20 18:31 +2:029 桃谷 和真 時習館高等学校Ａ 加子 勇

21 18:32 +2:0316 村松 滉太 豊橋東高等学校 横地 勝

22 18:41 +2:1224 福田 啓吾 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｂ 加藤 良寛

23 18:48 +2:1926 達 飛嘉 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｄ 加藤 良寛

24 18:50 +2:2133 森 獅童 藤枝明誠高等学校Ｂ 清 尊徳

25 18:54 +2:2521 川原 夢翔 成章高等学校Ａ 石田 裕太郎

26 19:08 +2:3927 山本 裕斗 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｅ 加藤 良寛

27 19:23 +2:5425 鈴木 拓登 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｃ 加藤 良寛

28 19:43 +3:143 佐伯 光佑 旭野高等学校 三宅 孝司

29 19:47 +3:1822 鈴木 陽登 成章高等学校Ｂ 石田 裕太郎

30 19:51 +3:2215 浅野 稀央 天白高等学校 安田 純久

31 20:01 +3:3210 山本 樹 時習館高等学校Ｂ 加子 勇

32 20:07 +3:3817 船水 優利 渥美農業高等学校 佐々木 奈津美

33 20:10 +3:4137 鳥居 洸希 国府高等学校 城所 基之

34 22:03 +5:342 中村 陸翔 大同大学大同高等学校 井垣 要一郎

D.N.S. -20 滋賀学園高等学校 大河 亨

D.N.S. -31 吉田 龍海 岡崎城西高等学校 若杉 鋼洋

D.N.S. -19 高田高等学校Ｂ 冨倉 崇嗣
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