
第2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 27:06 -18 林 侑汰 高田高等学校Ａ 冨倉 崇嗣

2 27:09 +335 阿部 紘也 中部大学第一高等学校 磯村 弦

3 27:11 +51 松本 悠真 島田高等学校 粕谷 悠

4 27:14 +85 加藤 草太郎 愛知高等学校Ａ 竹内 洸貴

5 27:27 +2127 前野 皓士 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｅ 加藤 良寛

6 27:41 +3526 石濵 創志 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｄ 加藤 良寛

7 27:45 +3932 木村 隆晴 藤枝明誠高等学校Ａ 清 尊徳

8 27:50 +4413 本田 奏弥 豊田大谷高等学校Ｃ 鈴木 豪師

9 27:53 +479 小林 晴琉 時習館高等学校Ａ 加子 勇

10 28:02 +5630 山本 駿之介 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｈ 加藤 良寛

11 28:26 +1:2029 田中 智稀 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｇ 加藤 良寛

12 28:33 +1:2724 近田 一耀 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｂ 加藤 良寛

12 28:33 +1:2734 岡村 龍翔 藤枝明誠高等学校Ｃ 清 尊徳

14 28:37 +1:3123 山田 来夢 名古屋経済大学高蔵高等学校Ａ 加藤 良寛

15 28:40 +1:343 地案 尚宏 旭野高等学校 三宅 孝司

16 28:46 +1:4028 柳 尚吾 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｆ 加藤 良寛

17 28:58 +1:5233 大関 真宙 藤枝明誠高等学校Ｂ 清 尊徳

18 28:59 +1:536 鈴木 優太郎 愛知高等学校Ｂ 竹内 洸貴

18 28:59 +1:5325 原田 侑宜 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｃ 加藤 良寛

20 29:02 +1:5636 一色 遼大 いなべ総合学園高等学校 西山 俊

21 29:08 +2:0211 宮﨑 颯来 豊田大谷高等学校Ａ 鈴木 豪師

22 29:33 +2:278 大堀 陽輝 愛知高等学校Ｄ 竹内 洸貴

23 29:41 +2:354 富永 倖生 豊川工科高等学校 矢野 貴也

24 29:53 +2:477 益子 隼乃介 愛知高等学校Ｃ 竹内 洸貴

25 30:21 +3:1514 酒井 啓吾 大垣工業高等学校 郷 直人

25 30:21 +3:1537 安永 大吾 国府高等学校 城所 基之

27 30:33 +3:2712 渡邉 陽奈太 豊田大谷高等学校Ｂ 鈴木 豪師

28 30:54 +3:4822 竹田 一暁 成章高等学校Ｂ 石田 裕太郎

29 30:56 +3:5021 金 稜星 成章高等学校Ａ 石田 裕太郎

30 31:05 +3:5917 前田 優樹 渥美農業高等学校 佐々木 奈津美

31 31:17 +4:1110 村田 周一郎 時習館高等学校Ｂ 加子 勇

32 31:28 +4:2215 濵田 修斗 天白高等学校 安田 純久

33 31:48 +4:4216 奥村 思波 豊橋東高等学校 横地 勝

34 34:18 +7:122 重松 一輝 大同大学大同高等学校 井垣 要一郎

D.N.S. -19 高田高等学校Ｂ 冨倉 崇嗣

D.N.S. -20 滋賀学園高等学校 大河 亨

D.N.S. -31 谷村 恭祐 岡崎城西高等学校 若杉 鋼洋
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