
【男子100ｍ】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

2 268 大瀨戸　一馬 福岡県 安川電機　 東日本

3 125 中川　想基 三重県 デンソー大安 中部

4 231 所　京佑 岐阜県 瑞穂市役所 中部

5 93 小池　龍緯 三重県 シンフォニアテクノロジー 中部

6 62 東　魁輝 三重県 ＮＴＮ 中部

7 58 諏訪　達郎 三重県 ＮＴＮ 中部

8 250 田村　朋也 兵庫県 住友電工 関西

2 50 千種　紹弘 三重県 NTN三重RC 中部

3 256 川瀬　孝則 東京都 奥アンツーカ 東日本

4 36 児島　大樹 愛知県 アルペン 中部

5 238 屋貝　博文 愛知県 名市大教 中部

6 39 川上　真弥 長野県 飯田病院 中部

7 259 谷口　耕太郎 東京都 凸版 東日本

8 79 服部　辰也 愛知県 小島プレス 中部

2 56 小林　雄一 三重県 ＮＴＮ 中部

3 149 新城　健斗 愛知県 トヨタ自動車 中部

4 43 白木　謙吉 岐阜県 一宮市役所 中部

5 212 古池　勁太 愛知県 名古屋国税局 中部

6 63 梨本　真輝 三重県 ＮＴＮ 中部

7 158 渡邉　圭一郎 愛知県 トヨタ自動車 中部

8 51 川喜田　剛志 三重県 NTN三重RC 中部

2 38 中野　弘幸 愛知県 安城中部小教 中部

3 144 高野　克哉 愛知県 トヨタ自動車 中部

4 67 大石　貴士 岐阜県 大垣北高教 中部

5 157 田中　星次 愛知県 トヨタ自動車 中部

6 100 岩田　晃 長野県 セイコーエプソン 中部

7 305 小林　ジュンオマードゥ 岐阜県 岐阜経済大

8 153 千田　勇司 愛知県 トヨタ自動車 中部

2 77 岡田　崇平 愛知県 小島プレス 中部

3 104 三村　瑞樹 長野県 辰野町役場 中部

4 46 湯田　功稀 三重県 ＮＴＮ磐田 中部

5 80 平田　勝己 愛知県 小島プレス 中部

6 306 納土　翔樹 岐阜県 岐阜経済大

7 179 伊藤　誠也 愛知県 豊田自動織機 中部

8 321 藤井　天佑 岐阜県 県岐阜商高

2 162 飯田　英夫 愛知県 トヨタ自動車 中部

3 260 小久保　翔太 東京都 日本生命 東日本

4 95 西山　竜二 三重県 シンフォニアテクノロジー 中部

5 75 安藤　直哉 長野県 甲信商事 中部

6 123 中村　太一 愛知県 ＴＴＣ 中部

7 323 廣井　謙吾 愛知県 県岐阜商高

8 184 窪田　駿 愛知県 豊田自動織機 中部

2 48 水谷　拓也 三重県 NTN桑名 中部

3 309 杉ノ下　大介 岐阜県 京都産大

4 355 藤井　晃大 岐阜県 東海学園大

5 315 山田　真夢 岐阜県 県岐阜商高

6 220 鈴木　悠右 岐阜県 冨士精密 中部

7 310 水野　秦之介 岐阜県 京都産大

8 301 小野　宏貴 岐阜県 岐阜アスリート

2 103 近藤　順三郎 愛知県 大都工業 中部

3 145 三ッ石　達也 愛知県 トヨタ自動車 中部

4 327 三浦　涼太 岐阜県 市岐阜商高

5 189 竹内　智昭 愛知県 豊田自動織機 中部

6 218 浦井　駿吾 三重県 百五銀行 中部

7 191 鶴田　一志 愛知県 豊田自動織機 中部

8 232 阿部　誉史 愛知県 三菱自動車岡崎 中部

1 70 常盤　大智 長野県 タック 中部

2 186 佐藤　将人 愛知県 豊田自動織機 中部

3 81 竹本　大輔 静岡県 コジマヤ 中部

4 190 中島　勇介 愛知県 豊田自動織機 中部

5 12 鷺森　勇誠 愛知県 愛知県警 中部

6 74 築地　涼平 岐阜県 ＫＹＢ 中部

7 156 長末　慎之介 愛知県 トヨタ自動車 中部

8 224 深見　篤貴 愛知県 豊和工業 中部
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【男子200ｍ】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

2 39 川上　真弥 長野県 飯田病院 中部

3 259 谷口　耕太郎 東京都 凸版 東日本

4 56 小林　雄一 三重県 ＮＴＮ 中部

5 250 田村　朋也 兵庫県 住友電工 関西

6 256 川瀬　孝則 東京都 奥アンツーカ 東日本

7 62 東　魁輝 三重県 ＮＴＮ 中部

8 125 中川　想基 三重県 デンソー大安 中部

2 221 鈴木　悠右 岐阜県 冨士精密 中部

3 38 中野　弘幸 愛知県 安城中部小教 中部

4 79 服部　辰也 愛知県 小島プレス 中部

5 43 白木　謙吉 岐阜県 一宮市役所 中部

6 80 平田　勝己 愛知県 小島プレス 中部

7 50 千種　紹弘 三重県 NTN三重RC 中部

8 323 廣井　謙吾 岐阜県 県岐阜商高

2 70 常盤　大智 長野県 タック 中部

3 34 杉山　陽一 岐阜県 アピ 中部

4 48 水谷　拓也 三重県 NTN桑名 中部

5 51 川喜田　剛志 三重県 NTN三重RC 中部

6 145 三ッ石　達也 愛知県 トヨタ自動車 中部

7 342 野村　颯太郎 岐阜県 関商工高

8 72 山下　永吉 静岡県 河津町役場 中部

2 315 山田　真夢 岐阜県 県岐阜商高

3 142 家田　英幸 愛知県 トヨタ自動車 中部

4 103 近藤　順三郎 愛知県 大都工業 中部

5 216 丸岡　精二 長野県 日本電産 中部

6 46 湯田　功稀 三重県 ＮＴＮ磐田 中部

7 355 藤井　晃大 岐阜県 東海学園大

8 301 小野　宏貴 岐阜県 岐阜アスリート

【男子400ｍ】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

2 243 近藤　雅哉 長野県 綿半 中部

3 48 水谷　拓也 三重県 NTN桑名 中部

4 40 中野　直哉 長野県 飯田病院 中部

5 53 愛敬　彰太郎 三重県 ＮＴＮ 中部

6 100 岩田　晃 長野県 セイコーエプソン 中部

7 155 長谷川　慎 愛知県 トヨタ自動車 中部

2 219 山室　勇太 三重県 百五銀行 中部

3 232 阿部　誉史 愛知県 三菱自動車岡崎 中部

4 124 喜多嶋　勝平 三重県 デンソー大安 中部

5 72 山下　永吉 静岡県 河津町役場 中部

6 92 奥野　優樹 三重県 シンフォニアテクノロジー 中部

7 43 白木　謙吉 岐阜県 一宮市役所 中部

2 341 福田　凌也 岐阜県 関商工高

3 194 野村　信次 愛知県 豊田自動織機 中部

4 313 高塩　由 岐阜県 県岐阜商高

5 266 横谷　政一 北海道 道スポ職員 東日本

6 146 山西　練 愛知県 トヨタ自動車 中部

7 360 岡山　侑斗 岐阜県 中津商高

2 348 辻　佳樹 岐阜県 多治見北高

3 340 日置　文哉 岐阜県 関商工高

4 318 大牧　巧 岐阜県 県岐阜商高

5 351 水野　晃輔 岐阜県 多治見工高

6 387 田宮　昇悟 岐阜県 本巣松陽高

7 283 南中道　優地 岐阜県 恵那高
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【男子800ｍ】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 45 中山　有馬 静岡県 ＮＴＮ磐田 中部

2 237 田中　遥介 愛知県 三菱電機 中部

3 30 杉田　祐弥 愛知県 AIHO 中部

4 222 矢部　泰志 静岡県 富士宮市役所 中部

5 241 市野　泰地 岐阜県 ROBLE 中部

6 47 坂　直哉 三重県 NTN桑名 中部

7 164 木屋川内　浩二 愛知県 トヨタ自動車 中部

8 148 沼田　拓也 愛知県 トヨタ自動車 中部

1 347 加藤　兄野 岐阜県 多治見北高

2 389 美田　虹哉 岐阜県 多治見高

3 322 尾崎　康佑 岐阜県 県岐阜商高

4 32 鳥居　正樹 愛知県 あさひ 中部

5 127 渡邉　卓弥 愛知県 東京建設コンサルタント 中部

6 44 熊岡　寛訓 静岡県 ＮＴＮ磐田 中部

7 49 長江　定矢 三重県 NTN桑名 中部

8 236 松尾　圭浩 愛知県 三菱重工名古屋 中部

2 311 伊佐　拓真 岐阜県 県岐阜商高

3 209 松井　宏親 愛知県 豊橋市役所 中部

4 215 近藤　堯之 愛知県 日本ガイシ 中部

5 143 吉村　拓也 愛知県 トヨタ自動車 中部

6 254 荒井　慧 神奈川県 伊藤超短波 東日本

7 333 小原　周也 岐阜県 関高

8 344 板頭　優仁 岐阜県 多治見北高

【男子110ｍH】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

1 253 大上　将志 和歌山県 箕島高教 関西

2 144 高野　克哉 愛知県 トヨタ自動車 中部

3 245 田中　秀明 福岡県 博多松美屋 九州

4 260 小久保　翔太 東京都 日本生命 東日本

5 270 矢澤　航 東京都 デサント 東日本

6 242 糸多　悠平 岐阜県 ROBLE 中部

7 35 吉村　健吾 愛知県 アルペン 中部

8 239 東山　由輝 長野県 本久 中部

1 384 森　悠登 岐阜県 本巣松陽高

2 383 山田　梨斗 岐阜県 本巣松陽高

3 382 山村　悠太 岐阜県 本巣松陽高

4 372 野村　直利 岐阜県 岐阜マスターズ

5 41 中西　佑輔 三重県 伊賀つばさ学教 中部

6 334 清田　渉矢 岐阜県 関高

7 295 永井　克輝 岐阜県 可児高

8 378 鎌足　征弥 岐阜県 本巣松陽高

【男子400ｍH】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

2 124 喜多嶋　勝平 三重県 デンソー大安 中部

3 41 中西　佑輔 三重県 伊賀つばさ学教 中部

4 267 野澤　啓佑 山梨県 ミズノ 東日本

5 40 中野　直哉 長野県 飯田病院 中部

6 264 舘野　哲也 東京都 日立産機ｼｽﾃﾑ 東日本

7 90 清水　泰志 長野県 城西病院 中部

2 334 清田　渉矢 岐阜県 関高

3 154 大内　謙吾 愛知県 トヨタ自動車 中部

4 207 平田　和之 愛知県 トヨタ紡織RC 中部

5 354 長谷川　傑 岐阜県 中京大

6 244 鈴木　大地 静岡県 白寿生科学 中国

7 317 曽布川　典輝 岐阜県 県岐阜商高

3 329 新田　昂聖 岐阜県 市岐阜商高

4 385 大野　晃誠 岐阜県 本巣松陽高

5 352 吉田　雅人 岐阜県 多治見走友

6 387 田宮　昇悟 岐阜県 本巣松陽高

7 320 田中　滉二 岐阜県 県岐阜商高
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【男子4×100ｍR】
組 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 登録陸協 チーム名 所属連盟

3 324 岡林　信也 岐阜県 市岐阜商高

3 327 三浦　涼太 岐阜県 市岐阜商高

3 328 松岡　拓真 岐阜県 市岐阜商高

3 330 田中　大雅 岐阜県 市岐阜商高

4 142 家田　英幸 愛知県 トヨタ自動車　B 中部

4 145 三ッ石　達也 愛知県 トヨタ自動車　B 中部

4 146 山西　練 愛知県 トヨタ自動車　B 中部

4 154 大内　謙吾 愛知県 トヨタ自動車　B 中部

5 144 高野　克哉 愛知県 トヨタ自動車　A 中部

5 149 新城　健斗 愛知県 トヨタ自動車　A 中部

5 153 千田　勇司 愛知県 トヨタ自動車　A 中部

5 157 田中　星次 愛知県 トヨタ自動車　A 中部

5 158 渡邉　圭一郎 愛知県 トヨタ自動車　A 中部

6 358 井口　雅基 岐阜県 中津商高　A

6 366 小川　真弥 岐阜県 中津商高　A

6 367 小林　俊貴 岐阜県 中津商高　A

6 369 石川　心穏 岐阜県 中津商高　A

7 356 伊藤　颯馬 岐阜県 中津商高　Ｂ

7 357 伊藤　憧 岐阜県 中津商高　Ｂ

7 359 塩見　駿太 岐阜県 中津商高　Ｂ

7 362 吉田　丈琉 岐阜県 中津商高　Ｂ

7 365 佐々木　蓮 岐阜県 中津商高　Ｂ

7 368 森　虹輝 岐阜県 中津商高　Ｂ

3 360 岡山　侑斗 岐阜県 中津商高　Ｃ

3 361 加藤　冬都 岐阜県 中津商高　Ｃ

3 363 古山　樹生 岐阜県 中津商高　Ｃ

3 364 佐々木　魁都 岐阜県 中津商高　Ｃ

3 370 早川　喜也 岐阜県 中津商高　Ｃ

3 371 田中　奎太 岐阜県 中津商高　Ｃ

4 379 高崎　凌大 岐阜県 本巣松陽高

4 380 山村　悠太 岐阜県 本巣松陽高

4 381 山村　和廣 岐阜県 本巣松陽高

4 385 大野　晃誠 岐阜県 本巣松陽高

4 386 長屋　佑 岐阜県 本巣松陽高

4 388 髙井　晴太 岐阜県 本巣松陽高

5 373 吉田　麻央 岐阜県 藤沢屋

5 374 久世　敏弘 岐阜県 藤沢屋

5 375 久世　貴昭 岐阜県 藤沢屋

5 376 進藤　祐紀 岐阜県 藤沢屋

5 377 藤澤　幸弘 岐阜県 藤沢屋

6 343 東　寛大 岐阜県 多治見北高

6 345 加藤　優弥 岐阜県 多治見北高

6 346 加藤　翔 岐阜県 多治見北高

6 348 辻　佳樹 岐阜県 多治見北高

6 349 松原　拓巳 岐阜県 多治見北高

6 350 山腰　泰生 岐阜県 多治見北高
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