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1106 岩瀬圭佑 中京大学 男子100m 280 笠井裕司 岐阜大学 男子1500m

354 酒井颯大 皇學館大学 男子100m 717 筒井智哉 豊田高専 男子1500m

179 兼山天志 岐阜協立大学 男子100m 338 平野恵大 皇學館大学 男子5000m

699 舩井崇成 日本福祉大学 男子100m 15 中本雄大 愛知教育大学 男子5000m

453 川端功輝 静岡県立大学 男子100m 1018 柴田龍一 皇學館大学 男子5000m

1045 久野岳土 三重大学 男子100m 1230 森下紘光 名古屋大学 男子5000m

207 臼井 優斗 岐阜協立大学 男子100m 824 千葉俊季 名古屋大学 男子5000m

372 山際大雅 三重大学 男子100m 814 塚本亮司 名古屋大学 男子5000m

698 田原弘基 日本福祉大学 男子100m 717 筒井智哉 豊田高専 男子5000m

1291 山崎 駆 静岡大学 男子100m 969 金子雅也 静岡大学 男子5000m

1151 岸　大樹 東海学園大学 男子100m 1015 川原生寛 岐阜大学 男子5000m

641 山田佑輔 東海学園大学 男子100m 89 田口裕芽 愛知工業大学 男子5000m

216 橘 海 岐阜協立大学 男子100m 86 山中創介 愛知工業大学 男子5000m

1348 小畑鋭斗 静岡県立大学 男子100m 1216 板倉彰太 名古屋工業大学 男子400mH

682 兵藤亘 南山大学 男子100m 633 東松賢也 東海学園大学 男子400mH

1246 針生祥平 名古屋大学 男子100m 999 葛城広登 愛知教育大学 男子400mH

356 岡野将成 三重大学 男子100m 1015 川原生寛 岐阜大学 男子3000mSC

16 中村壮志 愛知教育大学 男子100m 797 鈴木智大 名古屋大学 男子10000mW

641 山田佑輔 東海学園大学 男子200m 531 中島由来 中京大学 男子走高跳

294 深松佳範 岐阜大学 男子200m 1082 海野嘉偉 常葉大学 男子走高跳

517 久次米悠雅 中京大学 男子200m 198 望月　陸 岐阜協立大学 男子走高跳

281 日置佑輔 岐阜大学 男子400m 793 有我友希 名古屋大学 男子走幅跳

624 田中雄也 東海学園大学 男子400m 239 信藤来也 岐阜協立大学 男子走幅跳

633 東松賢也 東海学園大学 男子400m 632 大久保光祐 東海学園大学 男子走幅跳

999 葛城広登 愛知教育大学 男子400m 372 山際大雅 三重大学 男子走幅跳

805 兵藤賢 名古屋大学 男子800m 632 大久保光祐 東海学園大学 男子三段跳

303 中村俊介 岐阜大学 男子800m 370 澤村健斗 三重大学 男子砲丸投

817 中村光志 名古屋大学 男子800m 577 中村美史 中京大学 男子ハンマー投

240 早川龍斗 岐阜協立大学 男子800m 380 安藤佑馬 至学館大学 男子ハンマー投

820 長谷川和紀 名古屋大学 男子800m 181 塩谷光生 岐阜協立大学 男子ハンマー投

34 鈴木寧仁 愛知教育大学 男子800m 178 桂田瑞貴 岐阜協立大学 男子ハンマー投

220 中島慎哉 岐阜協立大学 男子1500m 1143 深谷剛生 日本福祉大学 男子やり投

969 金子雅也 静岡大学 男子1500m
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2303 山崎杏実 名古屋市立大学 女子100m 2305 三浦紗瑛 名古屋女子大学 女子1500m

2422 杉浦李菜 至学館大学 女子100m 2037 山下南帆 愛知淑徳大学 女子1500m

2422 杉浦李菜 至学館大学 女子200m 2277 高石真央 南山大学 女子1500m

2262 松尾有紗 東海学園大学 女子200m 2332 藤ヶ森美晴 名城大学 女子5000m

2276 加藤亜季 南山大学 女子200m 2037 山下南帆 愛知淑徳大学 女子5000m

2266 加藤友里 東海学園大学 女子400m 2144 青木恵理 椙山女学園大学 女子5000m

2153 瀬川真帆 椙山女学園大学 女子400m 2268 竹林美佐紀 東海学園大学 女子5000m

2262 松尾有紗 東海学園大学 女子400m 2180 近藤彩加 中京大学 女子100mH

2276 加藤亜季 南山大学 女子400m 2061 塩多 未幸 岐阜協立大学 女子100mH

2177 北村　愛 中京大学 女子800m 2057
岐阜協立大

学
岐阜協立大学 女子4×100mR

2199 豊永香音 中京大学 女子1500m 2057 平子　侑 岐阜協立大学 女子走幅跳

2268 竹林美佐紀 東海学園大学 女子1500m 2209 糟谷友里 中京大学 女子三段跳

2151 下山田絢香 椙山女学園大学 女子1500m 2073 直井陽奈 岐阜大学 女子三段跳
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