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一般Ａ 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 ８区 補欠 補欠 補欠
1 多治見走友 加藤　立哉 林　　裕記 三好　好広 若尾　　誠 築地　篤之 中尾　祥吾 吉田　雅人 三好航太郎 谷口　直樹 小嶋　太聖 加藤　立哉
2 大垣体連 遠藤　憲一 菱田　直弥 木場　駿介 木場　雄大 岩永　英志 近澤　輝剛 日下部吉彦 坪内　　陸 浜野　雄大 遠藤　憲一 馬渕　直也 杉浦　龍一
3 土岐走友 奥村　啓之 野々原　聖 伊東　清恭 山田　孝幸 安田　孝臣 田口雄太郎 中尾　　元 奥村　啓之 吉田　慎司 加藤　藍士 志水　　勇 伊藤　友和
4 川崎重工業(株) 長澤　勝利 安倍健太郎 田中　克彦 児玉　篤俊 滝田　良亮 渡邊　耕陽 齋藤　昌史 和田　孝雄 林　　佑二 広江　昭太 長澤　勝利 石本　祥之
5 恵那体連 纐纈　　功 鈴村　公輔 林　　弘和 安藤　雅紀 大畑　陵馬 稲垣真太郎 中垣　茂雄 田口　駿介 藤井　雅之 渡辺　大樹 柘植　常光 纐纈　　功
6 岐阜MC 福山　　彰 堀　京太郎 加藤　智成 篠原　貴彦 佐藤　祐樹 舩坂　飛馬 野口　稜斗 末松　杏介 青井　夏雄 清水　暁史 和田　大輔 仲村　聡弥
7 KYB 根本　一雄 渡邉　祐二 高田　朋生 武藤　一宏 高橋　篤実 名和　武也 谷口　幸治 岡島　大起 古川　優太 狭間　貴博 柴田　法昭 岩田　卓也
8 関体協 松田　哲明 日比野　誠 今井　一智 今田　敦士 塚原　良裕 佐藤　和仁 藤吉　泰慶 今井　孝行 佐藤　貴大 東　　一輝 長屋　千尋 井尻　　光
9 守山35連隊 後藤　　豊 林　　俊宏 志波　諒一 井上　将仁 鶴田　祐樹 安藤　泰英 山口　拓郎 橋本　幸育 杉本　幸介 橋本　龍馬 高塩　　大 小川　龍也

10 名城ARC 今野　哲博 三澤　慶記 大野　勇人 古川　久喜 作田　大典 山田　大輔 佐藤　友飛 石田　健太 角野　方哉 今野　哲博 嵐　　敬晶 岸　　悟史
11 東海RT 遠山　信文 山元　博幸 孝久竜太郎 石原　輝力 棚橋　征宏 孝久　正信 蟹江　稔久 水永　民雄 北上　良典 山田　夏子 遠山　信文 今田　省二
12 にっとTFC 綿谷　良平 綿谷　良平 加藤　善隆 上田　泰輔 渡邉　和義 倉地　隆幸 加藤　和也 鳥羽　俊伸 安達　　真
13 TEAM KAKERU 牛田　光昭 八田　康裕 神谷　和寛 稲葉　賢治 宮地　弘典 牛田　光昭 鈴木　孝徳 高木　俊希 深田　貴博 井上　圭人
14 愛知県庁クラブ 岩田　眞治 大久保利哉 加藤　健尚 田中　一平 杉浦　悠輔 日比野啓一 細田　典匡 安達　啓一 谷川　照樹 津田　昌樹 池上　大輔 細木　克彦
15 庄内RT-AA 田中　博之 木村　雅幸 前家　涼佑 HywelCare 渡邉　凌太 祖父江大尚 野崎　洋平 大橋　虎也 浅野　竜也 米田　政史
16 庄内RT-AB 田中　博之 村上ヒデキ 神田　智文 早川　誠司 曽我　信太 高田　茂樹 堀井　康裕 河合健太郎 時田　　唯
17 ぬまちゃんず 掛布　　晃 成田　健悟 石橋　孝征 割田　雄貴 伊東　和哉 和田　龍太 掛布　　晃 池田　海斗 浅野　純也 羽生田智彦 山内　康平 鈴村　祐介
18 三菱重工名古屋 望月　一憲 武藤　晃治 永津　亮河 原田　幸秀 築山　武明 山田　大介 中村　賢治 山口　貴士 榎木　伴成 古田　耕治 島本　敏史 高井　和馬
19 大同特殊鋼 森田　嘉之 佐藤　　強 伊神　　力 林　　勇輝 原口　雅也 森田　嘉之 北林　　誠 石代　剛之 藤村　和正 佐藤　善勝 八木　伸一
20 まるはちヤング 石神　浩治 佐伯　崇洋 伊藤　翔悟 高間　　充 江口　　潤 中島　　聡 大島　修平 中西　高之 渡辺　寿彦 石神　浩治 福見　大地 樋山　邦治
21 豊田高専 伊藤　道郎 筒井　智哉 山本　駿介 杉山　晴也 高柳　　柊 小久保祐哉 伊藤　　渉 菅沼　知生 木村　隼己 山川　幹弘 犬塚　勝美

大学男子 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 ８区 補欠 補欠 補欠
31 岐阜協立大学Ａ 揖斐　祐治 中尾　啓哉 加藤　凌平 渡辺　翔哉 伊藤　雄基 中村　聡志 神里　裕司 村上　　州 榊原　　陸 榮野川晴生
32 岐阜協立大学Ｂ 揖斐　祐治 村松　俊哉 安藤　康平 大橋光太郎 仲村　啓助 水上　優斗 山城　広大 淺野　駿介 伊藤　聖也 伊藤　　輝 土川未来也
33 岐阜協立大学Ｃ 揖斐　祐治 髙嶋　翔太 西村　　崚 上小川リウキ 西部　剛史 高矢　晴希 増田　恵太 日谷　優希 福冨　達也 塚腰　祐大 木村　海光
34 岐阜大学陸上競技部 林　　陵平 渡邉　智也 笠井　裕司 川原　生寛 中村　俊介 小川　善也 松井　利晃 磯部　貴弘 松岡　　学 出川　正章 出戸　智大 小林　郁斗
35 名古屋工業大学 藤田　悠真 井手　大生 杉本　一眞 石田　　聖 片桐　健輔 三井　玲央 福岡　泰地 藤田　悠真 中田龍之介 大原　拓人 石津　直人 山内　直也
36 名城大学 田中　翔也 磯部　裕斗 山守　拓巳 北川　翔吾 奥田　周治 大市　啓矢 細木　駿介 阪口　日向 伊藤賢太朗 伊藤　立樹 山崎　渓流 曽我　晃久
37 名古屋大学中距離パート 舟底　範行 降籏　賢人 斎藤　雄大 町田　　弦 毛利健太郎 安井　遥祐 長谷川和紀 天池　駿介 戸叶　貴也 原屋　正龍 茂田　孝弘 河上　知良
38 至学館大学 佐藤　正明 辻村　駿介 野田　晴樹 日比　友耶 石黒　堅太 長濱　朋哉 川島　颯太 椛澤　俊哉 神野　航汰 小出　光留 村瀬　功夕
39 愛知大学 納富　義宝 近藤　優芽 植村　和真 間瀬　智哉 岩本　竜弥 岩田　学典 三輪　賢治 宮川　勇人 三浦　颯士 岩城淳之介
40 東海学園大学 金尾　洋治 野田　将弘 前田　能宜 林　　誉大 圡屋　智仁 永柳　慶大 平野　　成 福田　雄介 川瀨　勝寛 福岡　崚生 天野　智貴 村上　裕貴

高校男子 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 ８区 補欠 補欠 補欠
51 土岐商業高校 羽柴　勇貴 名倉　想生 長澤　憲杜 木村　颯太 水野　　陽 三浦悠次郎 鈴木　慶吾 三輪　桐馬 小島　龍斗 加藤　厚弥 肥田　泰季 東川　礼憧
52 多治見北高校 稲垣真太郎 村山　拓人 鷲見　章伍 大久保壮裕 辻　　佳樹 荻原　悠太 小栗　漱也 早瀬　森庸 板頭　優仁 加藤　優弥 山腰　泰生 山本　朝陽
53 岐阜県立中津商業高等学校 大野　　峻 坪田　　海 安藤　　仁 大石　健介 近藤　　陸 佐々木　基 市岡　宇宙 市岡奈緒人 千藤　輝星

一般Ｂ 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 補欠 補欠
61 多治見北高校OB 大東　篤史 安藤　　淳 柴田　卓也 岸　　宜孝 大東　篤史 大島　英晃 田中　利典 寺澤　直樹 長島　　崇
62 多治見ランナーズA 加藤　敬信 酒井　亮児 加藤　敬信 三好　達也 大田　伸彦 徐　　剛樹 梶田　泰葵 村田　　翔 元村　又雄
63 多治見ランナーズB 加藤　敬信 茨木　靖浩 加藤　　忍 深谷　洋介 澤矢　朋貴 浅井　　昇 中根　民雄 鈴木　友和 佐藤　弘明
64 NAC 長井　篤史 若井　至人 長井　篤史 北川　泰志 森　　勇人 林　　大輝 鷲崎　哲也 今井　昌彦 早川　　光
65 三菱電機(株)中津川製作所 笹重　有伺 田中宗一郎 冨田　悠介 三浦　正視 新野　　淳 伊藤　博文 笹重　有伺
66 東濃信用金庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 安藤　輝彦 牧野　　築 小森　信我 安藤　輝彦 小川　敦寛 山田　修司 横山　颯大
67 土岐市立総合病院 北島　英臣 今井　泉貴 佐合　淳一 鈴山　紘史 北島　英臣 奥村　俊男 土田　晃裕 松崎　光司 浦本　雅司
68 七野　可児クラブ 七野　博史 大田　文生 野々山　豊 干場　克海 日比野哲美 後藤　拓治 古田　弘孝 伊藤三喜男 早川　秀明
69 岐阜大学職員駅伝部 佐藤　孝英 前田　浩輔 渡邉　茂久 岡本　竜太 山森　康史 中並　春樹 佐藤　孝英
70 居酒屋がんたくA 岩井　拓哉 岩井　拓哉 大島恵梨香 岩澤　大士 朝岡　康雄 曽我　秋彦 今井　　聡
71 居酒屋がんたく　B 岩井　拓哉 鈴村　大貴 勝野久美子 丹羽　力人 中村　健二 鈴木　　翔 長谷部和彦
72 でんでんむしA 木村　　崇 大崎　哲也 近藤　真人 首藤　慎吾 斎藤　恵太 今井　貴志 宮越　英和 布施　尋彬 松下　享平
73 でんでんむしB 木村　　崇 水口　駿介 深津　　聡 成瀬　　匠 増田　正道 家田　昌幸 太田　　峻 堀　　隆広 山下　茂司
74 瀬戸信用金庫 成田　康弘 森　　春樹 鶴阪　政則 河合　翔太 若月　秀太 江尻　京介 山田　健司 伊藤　　章 畑添　翔太
75 10EHS 谷川　　徹 白崎　　樹 大石　雅貴 小林　慎和 谷川　　徹 清水　信也 高木　大滋
76 １０ＥＪＹＵＫＥＮＤＯ 谷川　　徹 傍島　重生 水野　賀文 一戸　宏之 岩谷康次郎 崎山　　真 佐藤　翔太
77 １M‐EM 築城　円宗 徳永　　樹 谷崎　大将 佐藤　優一 築城　円宗 井田　祐介 高橋　拓馬
78 陸自春日井 松浦　心太 太田　　猛 門脇　　嶺 中野　慎也 浅井　　大 幸田　祥吾 早川　　駿 松浦　心太
79 名城公園水曜会 臼井　友浩 植手　健嗣 原　　修平 今井登士明 上野　泰司 伊藤　啓吉 吉川　高嶺 臼井　友浩
80 天白川走友会 小川　博史 小川　博史 中野　和武 木下　慶介 椛　　宏一 日面　彰一 尾上　　稔 熊崎　康夫 志村　俊人
81 庄内RT-BC 田中　博之 澤原　雄一 天野　真也 宮越　誉弘 大森　章史 鈴木　克彦 恒川　明彦 梶野　仁詞
82 庄内RT-ＢＤ 田中　博之 野澤　　泰 田中　博之 安藤　雅夫 纐纈　充保 小柳　信行 柴崎　裕治 伊藤　和彦
83 三菱重工名航地区小牧南Ａ 小林　敏夫 宮本　健司 宮川　貴弘 小池　智史 新實　琢磨 間瀬　直之 村上　敬彦 乙村　　奏 嶋津　佑亮
84 三菱重工名航地区小牧南Ｂ 小林　敏夫 小林　敏夫 杉本　保幸 棚橋　健治 岩本　優二 河村　　貢 松島　正展 渡辺　昌彦 西川　　茂
85 まるはちマスターズ 石神　浩治 金井塚文人 久保　陽一 後藤　健二 甲斐　　実 鈴木　昌哉 小鹿　智行 服部　直樹 藤田　　豪
86 衣東陸上部 鈴木　崇容 竹内　啓介 穴井　恵一 中村　　稔 三好　　守 尾崎　良輔 鈴木　崇容 伊吹　賢也 北島　勇樹

女子 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 補欠
91 中京学院大学 羽柴　卓也 平床　杏実 長見　京華 辻　　有咲 岩室　颯希 三村　莉央 加藤　優果 仲里　　彩 下原　　渚
92 １０EWAC 谷川　　徹 石田　千明 加藤　里紗 岡田　神月 中西　沙季 坂本真子那
93 愛知淑徳大学 舟底　範行 伊藤　　舞 松浦　藍子 桐山菜奈子 桐木　文咲 菅　さくら 山下　南帆
94 椙山女学園大学 舟底　範行 長縄　　萌 下山田絢香 渡部　琴子 青木　恵理 田口　史佳 原田　采奈
95 名古屋市立大学 舟底　範行 太田　成美 有本　琴里 小笠原香苗 岩本ちひろ 松本　華澄 清水　夏波
96 名古屋大学 舟底　範行 伊藤　夢乃 山田みのり 川邉のぞみ 中川　晴子 丹羽　遥香 斉藤　　栞
97 至学館大学 佐藤　正明 安田　侑紗 丹羽菜々子 加藤　　晶 石原　李華 近澤　奈々 平下　美波 伊藤　麻有 松岡かなで
98 庄内RT-L 田中　博之 浅野ひろみ 水野　早穂 風岡さやか 富田由起子 佐橋　京子 長浦　真衣 加藤千早百 澤原由佳里
99 東海学園大学 金尾　洋治 神谷　亜依 中根　瑠香 前田　乙乃 中村ななみ 浅井　瑞貴 森山　歩果 永墓ゆめ果 竹林美佐紀

中学男子 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 補欠
101 陶都クラブ 内木　和弘 金指　健吾 後藤　悠之 八木　昂希 安藤　蓮斗 小池　裕介 後藤　晴礼 鈴木　慶太
102 瑞浪南中陸上クラブＳ 澤田　和彦 澤井　昴希 小木曽太一 山﨑柊太郎 水野　泰叶 大津　渓太 上田　　蓮 垣添　冬和 水野　　歩
103 泉陸上クラブ 志水　　勇 小倉　佑介 鳥居　稜也 永井　勢夏 近藤　匠馬 安藤　颯冴 小寺　　忍 千葉信之介 安藤　一心
104 瑞浪陸上クラブ 安藤　知幸 加藤　来夢 若尾　海斗 安江　優斗 小栗　遼裕 三宅　晃弥 大橋　宏紀 橋本　遼太
105 多治見陸上クラブ 若尾　祐宏 中川　隼佑 松山　智紀 宮薗　　翼 杉山　智己 村吉　辰哉 茨木凛太郎 奥村　景式
106 西陵中学校 奥村　啓之 若尾　季市 山田　裕貴 錦戸　陽斗 長江　汰樹 鷹見虎太郎 和田　拓真 酒向　正悠 黒川　青玄
107 瑞浪北中学校 小木曽謹也 森川未来翔 山内　優人 土本佳唯斗 山内利来都 伊藤　孝晟 中根　惟王 足立　俊介 伊野　圭郎
108 大垣陸上クラブ <棄権＞

中学女子 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 補欠
111 陶都クラブ 内木　和弘 伊藤　綾音 鎌田ありん 伊藤　愛結 伊藤　涼葉 加藤　冴羅 伊藤　萌絵 椋梨　晃央 小栗ひなた
112 瑞浪南中陸上クラブＳ 澤田　和彦 加藤　月華 東川千愛礼 安藤　心菜 大島　寛奈 沼田小百合 纐纈みさき
113 泉陸上クラブ 志水　　勇 加藤　百菜 松原　実柑 長江　璃子 岩本　莉幸 中村　有沙 伴　　里来 平井つかさ 土本カノン
114 多治見陸上クラブ 若尾　祐宏 多治見一花 佐藤　茉実 中根　ちな 持原　来海 宇佐見和奏 松田　薫乃 水野　友鈴 名倉　珠妃
115 西陵中学校 奥村　啓之 佐口　月渚 今井梨紗子 水野真凪歩 宮本　実結 森　　恋美 片山　紗杏 小泉　莉音 水野　環妃
116 瑞浪北中学校 小木曽謹也 西尾　娃来 水野　裕萌 村田　実由 岩島　芭子 水野　栞那 藤田　瑞葵 加藤　　萌 水野奈々香
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