
第3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 21:01 -35 近藤 大智 中部大学第一高等学校 磯村 弦

2 21:25 +2432 加藤 詩文 藤枝明誠高等学校Ａ 清 尊徳

3 21:41 +4023 大嶋 隆寛 名古屋経済大学高蔵高等学校Ａ 加藤 良寛

4 21:53 +525 橋本 憲一郎 愛知高等学校Ａ 竹内 洸貴

5 22:02 +1:011 井指 陸 島田高等学校 粕谷 悠

6 22:09 +1:0818 坂井田 翔太 高田高等学校Ａ 冨倉 崇嗣

7 22:11 +1:1013 八尋 友希 豊田大谷高等学校Ｃ 鈴木 豪師

8 22:25 +1:2424 吉村 颯音 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｂ 加藤 良寛

9 22:30 +1:296 出井 彪雅 愛知高等学校Ｂ 竹内 洸貴

9 22:30 +1:2930 林 大雅 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｈ 加藤 良寛

11 22:33 +1:3226 加藤 快都 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｄ 加藤 良寛

12 22:34 +1:3311 石原 夢大 豊田大谷高等学校Ａ 鈴木 豪師

13 22:35 +1:3434 小澤 軌心 藤枝明誠高等学校Ｃ 清 尊徳

14 22:38 +1:374 海野 瑛良 豊川工科高等学校 矢野 貴也

14 22:38 +1:3729 佐藤 輝一 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｇ 加藤 良寛

16 22:42 +1:4125 中村 元紀 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｃ 加藤 良寛

17 22:55 +1:547 藤井 敬史郎 愛知高等学校Ｃ 竹内 洸貴

18 23:02 +2:0112 古賀 雅也 豊田大谷高等学校Ｂ 鈴木 豪師

19 23:07 +2:0616 山本 慎二朗 豊橋東高等学校 横地 勝

20 23:09 +2:0828 尾関 柊太 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｆ 加藤 良寛

21 23:17 +2:1633 藪田 錬 藤枝明誠高等学校Ｂ 清 尊徳

22 23:22 +2:213 加藤 泰聖 旭野高等学校 三宅 孝司

23 23:32 +2:3136 小山 真生 いなべ総合学園高等学校 西山 俊

24 23:56 +2:558 林 凌楽 愛知高等学校Ｄ 竹内 洸貴

25 24:12 +3:1121 成瀬 楓真 成章高等学校Ａ 石田 裕太郎

26 24:17 +3:1610 深谷 真斗 時習館高等学校Ｂ 加子 勇

27 24:34 +3:339 栗田 喬平 時習館高等学校Ａ 加子 勇

27 24:34 +3:3314 大洞 槙悟 大垣工業高等学校 郷 直人

29 24:51 +3:5017 夏目 直英 渥美農業高等学校 佐々木 奈津美

30 25:03 +4:0227 守山 晴之 名古屋経済大学高蔵高等学校Ｅ 加藤 良寛

31 25:11 +4:1015 三芳 侑大 天白高等学校 安田 純久

32 25:18 +4:1722 太田 尊 成章高等学校Ｂ 石田 裕太郎

33 26:05 +5:0437 久田 春樹 国府高等学校 城所 基之

34 31:22 +10:212 浦川 煌世 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 平山 春幸 岡崎城西高等学校 若杉 鋼洋
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