
男子100ｍ　　予選（８組２着＋８）

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

1 306 中村 晋也 三重県 日本陸送

2 354 東山 由輝 長野県 本久

3 177 近藤 順三郎 愛知県 大都工業

4 85 梨本 真輝 三重県 ＮＴＮ

5 61 矢橋 寛明 三重県 ヴィアティン三重ＲＣ

6 242 新城 健斗 愛知県 トヨタ自動車

7 105 掛村 将之 愛知県 木曽川中職員

8 282 鶴田 一志 愛知県 豊田自動織機

9 194 鈴木 雄貴 愛知県 中京大体育研究所

2 63 後藤 慎平 静岡県 ＮＴＮ御前崎製作所

3 122 安藤 直哉 長野県 甲信商事

4 211 郷 太壱 岐阜県 東レ

5 81 小林 雄一 三重県 ＮＴＮ

6 241 渡邉 圭一郎 愛知県 トヨタ自動車

7 277 竹内 智昭 愛知県 豊田自動織機

8 178 吉村 清和 静岡県 竹田サンテック

9 19 林田 隼大 愛知県 愛知県警

2 307 吉澤 亮我 三重県 日本陸送

3 92 原 優斗 愛知県 ＮＴＴファイナンス

4 139 大鹿 佑志郎 岐阜県 三甲

5 164 小池 龍緯 三重県 シンフォニアテクノロジー

6 70 千種 紹弘 三重県 ＮＴＮ三重ＲＣ

7 135 平田 勝己 愛知県 小島プレス

8 17 鷺森 勇誠 愛知県 愛知県警

9 156 牧野 広紀 愛知県 新東工業

2 360 川端 公人 静岡県 Ｒｕｎｗａｙ

3 161 西山 竜二 三重県 シンフォニアテクノロジー

4 69 川喜田 剛志 三重県 ＮＴＮ三重ＲＣ

5 338 所 京佑 岐阜県 瑞穂市役所

6 128 服部 辰也 愛知県 小島プレス

7 248 千田 勇司 愛知県 トヨタ自動車

8 317 山室 勇太 三重県 百五銀行

9 18 神谷 健 愛知県 愛知県警

2 165 永井 伸哉 三重県 シンフォニアテクノロジー

3 322 鈴木 悠右 岐阜県 冨士精密

4 96 松本 優一 愛知県 岡崎市役所

5 58 白木 謙吉 岐阜県 一宮市役所

6 204 森岡 大地 三重県 デンソー大安

7 154 内堀 直也 長野県 昭和電機産業

8 55 中西 佑輔 三重県 伊賀つばさ学教

9 175 佐藤 丞 愛知県 損保ジャパン日本興亜

2 324 下村 遼 愛知県 フタバ産業

3 367 松村 翔 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

4 137 河村 尚 静岡県 サーラスポーツ

5 150 小川 拓夢 静岡県 静岡サレジオ職員

6 132 寺田 健人 愛知県 小島プレス

7 108 戸崎 暢介 岐阜県 岐阜工業高教

8 15 金森 怜也 愛知県 愛知銀行

9 336 小柴 昂之 静岡県 三島市役所

2 68 吉川 誠史 三重県 ＮＴＮ桑名

3 14 山口 恭平 愛知県 愛三大府

4 368 古池 勁太 愛知県 名古屋国税局

5 207 浦井 崚自 三重県 東海労働金庫

6 46 児島 大樹 大阪府 アルペン

7 316 坂﨑 功太郎 岐阜県 ヒノデ電器

8 318 浦井 駿吾 三重県 百五銀行

9 50 藤井 ウィリアン 静岡県 アロマＹＯＵ

2 67 小川 圭司 三重県 ＮＴＮ桑名

3 179 三村 瑞樹 長野県 辰野町役場

4 90 勢力 奎 広島県 ＮＴＮ磐田

5 202 中川 想基 三重県 デンソー大安

6 86 諏訪 達郎 三重県 ＮＴＮ

7 226 鈴木 義啓 静岡県 ＴＯＭＯＲＵＮ

8 283 窪田 駿 愛知県 豊田自動織機

9 147 宮澤 優仁 長野県 ＪＲ東海
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氏名



男子200ｍ　　予選（５組１着＋３）

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

1 90 勢力 奎 広島県 ＮＴＮ磐田

2 149 丹羽 祥也 愛知県 ジェイテクト

3 105 掛村 将之 愛知県 木曽川中職員

4 312 屋貝 博文 愛知県 パシーブ

5 172 岩田 晃 長野県 セイコーエプソン

6 242 新城 健斗 愛知県 トヨタ自動車

7 66 水谷 拓也 三重県 ＮＴＮ桑名

8 176 石田 正大 愛知県 大興運輸

9 306 中村 晋也 三重県 日本陸送

2 275 伊藤 誠也 愛知県 豊田自動織機

3 42 杉山 陽一 岐阜県 アピ

4 316 坂﨑 功太郎 岐阜県 ヒノデ電器

5 81 小林 雄一 三重県 ＮＴＮ

6 40 川満 健太 三重県 味の素ＡＧＦ

7 132 寺田 健人 愛知県 小島プレス

8 309 丸岡 精二 長野県 日本電産

9 67 小川 圭司 三重県 ＮＴＮ桑名

2 277 竹内 智昭 愛知県 豊田自動織機

3 243 三ッ石 達也 愛知県 トヨタ自動車

4 97 松尾 慎太郎 東京都 陽菜田

5 150 小川 拓夢 静岡県 静岡サレジオ職員

6 207 浦井 崚自 三重県 東海労働金庫

7 92 原 優斗 愛知県 ＮＴＴファイナンス

8 154 内堀 直也 長野県 昭和電機産業

9 86 諏訪 達郎 三重県 ＮＴＮ

2 157 村上 史明 静岡県 新日本ホイール

3 69 川喜田 剛志 三重県 ＮＴＮ三重ＲＣ

4 135 平田 勝己 愛知県 小島プレス

5 84 東 魁輝 三重県 ＮＴＮ

6 204 森岡 大地 三重県 デンソー大安

7 322 鈴木 悠右 岐阜県 冨士精密

8 282 鶴田 一志 愛知県 豊田自動織機

9 324 下村 遼 愛知県 フタバ産業

2 162 北村 明彦 三重県 シンフォニアテクノロジー

3 102 関口 孝 愛知県 ガリレオ

4 251 高野 克哉 愛知県 トヨタ自動車

5 139 大鹿 佑志郎 岐阜県 三甲

6 128 服部 辰也 愛知県 小島プレス

7 70 千種 紹弘 三重県 ＮＴＮ三重ＲＣ

8 367 松村 翔 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

9 111 伊藤 啓太 静岡県 共和レザー
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氏名



男子400ｍ　　予選（４組１着＋４）

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

2 134 深谷 亮介 愛知県 小島プレス

3 149 丹羽 祥也 愛知県 ジェイテクト

4 227 小林 航 長野県 豊科病院

5 40 川満 健太 三重県 味の素ＡＧＦ

6 312 屋貝 博文 愛知県 パシーブ

7 246 山西 練 愛知県 トヨタ自動車

8 111 伊藤 啓太 静岡県 共和レザー

3 176 石田 正大 愛知県 大興運輸

4 66 水谷 拓也 三重県 ＮＴＮ桑名

5 84 東 魁輝 三重県 ＮＴＮ

6 130 安井 一樹 愛知県 小島プレス

7 203 喜多嶋 勝平 三重県 デンソー大安

8 102 関口 孝 愛知県 ガリレオ

3 209 松坂 康大 岐阜県 東濃実業教員

4 177 近藤 順三郎 愛知県 大都工業

5 172 岩田 晃 長野県 セイコーエプソン

6 363 市野 泰地 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

7 243 三ッ石 達也 愛知県 トヨタ自動車

8 123 安間 健登 愛知県 小島プレス

3 281 野村 信次 愛知県 豊田自動織機

4 235 長谷川 慎 愛知県 トヨタ自動車

5 87 愛敬 彰太郎 三重県 ＮＴＮ

6 52 中野 直哉 長野県 飯田病院

7 201 稲垣 夏生 三重県 ＴＳＭ

8 157 村上 史明 静岡県 新日本ホイール

男子800ｍ　　予選（３組２着＋２）

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

2 344 牧井 智哉 愛知県 三菱自動車岡崎

3 89 熊岡 寛訓 静岡県 ＮＴＮ磐田

4 352 田中 遥介 愛知県 三菱電機

5 363 市野 泰地 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

6 237 木屋川内 浩二 愛知県 トヨタ自動車

7 210 宿利 隆司 岐阜県 東レ

8 302 池田 昌雄 愛知県 内外カーボンインキ

9 101 轟 暁光 愛知県 刈谷市役所

2 308 近藤 尭之 愛知県 日本ガイシ

3 208 渡邉 卓弥 愛知県 東京建設コンサルタント

4 91 中山 有馬 静岡県 ＮＴＮ磐田

5 323 矢部 泰志 静岡県 富士宮市役所

6 37 杉田 祐弥 愛知県 ＡＩＨＯ

7 327 深澤 斗希也 静岡県 フロイント産業

8 64 長江 定矢 三重県 ＮＴＮ桑名

9 357 川熊 悟 愛知県 ユニティー

2 93 遠藤 憲一 岐阜県 大垣消防組合

3 54 竹中 泰知 三重県 伊賀市役所

4 236 吉村 拓也 愛知県 トヨタ自動車

5 364 久我 アレキサンデル 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

6 65 坂 直哉 三重県 ＮＴＮ桑名

7 209 松坂 康大 岐阜県 東濃実業教員

8 334 西田 健一郎 三重県 三重大職

9 350 松尾 圭浩 愛知県 三菱重工名古屋
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氏名

氏名



男子110ｍH　　予選（２組３着＋２）

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

2 38 福島 英樹 愛知県 青山中職員

3 314 石井 涼太郎 静岡県 浜松ケーブルテレビ

4 205 角田 涼一 愛知県 デンソーダイシン

5 333 藤井 亮汰 三重県 三重県体育協会

6 251 高野 克哉 愛知県 トヨタ自動車

7 21 櫻井 孝明 愛知県 愛知県庁

8 307 吉澤 亮我 三重県 日本陸送

2 119 奥村 拓実 岐阜県 ＫＹＢ

3 339 堀江 功輝 岐阜県 御嵩町役場

4 365 糸多 悠平 岐阜県 ＲＯＢＬＥ

5 361 和戸 達哉 岐阜県 麗澤瑞浪中高教

6 44 吉村 健吾 長野県 アルペン

7 321 相磯 維輝 静岡県 富士市役所

8 354 東山 由輝 長野県 本久

男子400ｍH　　予選（２組３着＋２）

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

3 244 大内 謙吾 愛知県 トヨタ自動車

4 109 清水 泰志 長野県 協立福祉会

5 52 中野 直哉 長野県 飯田病院

6 55 中西 佑輔 三重県 伊賀つばさ学教

7 327 深澤 斗希也 静岡県 フロイント産業

3 171 川西 翔太 長野県 スリーボンド

4 201 稲垣 夏生 三重県 ＴＳＭ

5 205 角田 涼一 愛知県 デンソーダイシン

6 227 小林 航 長野県 豊科病院

7 203 喜多嶋 勝平 三重県 デンソー大安

8 151 木村 一樹 静岡県 静岡サレジオ職員

男子30才以上100ｍ　　予選（２組３着＋２）

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

2 159 中井 俊行 三重県 シンフォニアテクノロジー

3 16 武田 康平 愛知県 愛知県警

4 275 伊藤 誠也 愛知県 豊田自動織機

5 51 中野 弘幸 愛知県 安城中部小教

6 231 原 伸次 愛知県 トヨタ自動車

7 271 中島 勇介 愛知県 豊田自動織機

8 198 福岡 翔太郎 静岡県 中部電力

2 146 鈴木 純市 愛知県 ＪＲ東海

3 104 久世 貴昭 岐阜県 川重ＳＣ

4 309 丸岡 精二 長野県 日本電産

5 230 田中 星次 愛知県 トヨタ自動車

6 102 関口 孝 愛知県 ガリレオ

7 355 宮﨑 豊 岐阜県 本巣松陽高教

8 272 畑山 俊 愛知県 豊田自動織機

9 158 前田 峰尚 三重県 シンフォニアテクノロジー

男子40才以上100ｍ　　決勝

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

3 57 横井 孝 愛知県 石實自動車

4 250 小高 孝二 愛知県 トヨタ自動車

5 337 広瀬 誠 岐阜県 ミズノテクニクス

6 270 冨成 仁 愛知県 豊田自動織機

7 167 石黒 文康 愛知県 水風会

8 359 上條 健 長野県 ライフメッセージ

1

2

1

2

1

2

1

氏名

氏名

氏名

氏名



男子4×100mR　　決勝

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

3 160 熊野 卓弥 三重県

3 161 西山 竜二 三重県

3 162 北村 明彦 三重県

3 163 西澤 団 三重県

3 164 小池 龍緯 三重県

3 165 永井 伸哉 三重県

4 123 安間 健登 愛知県

4 124 岡田 崇平 愛知県

4 128 服部 辰也 愛知県

4 130 安井 一樹 愛知県

4 132 寺田 健人 愛知県

4 135 平田 勝己 愛知県

5 81 小林 雄一 三重県

5 83 九鬼 巧 三重県

5 84 東 魁輝 三重県

5 85 梨本 真輝 三重県

5 86 諏訪 達郎 三重県

5 88 石倉 南斗 三重県

6 230 田中 星次 愛知県

6 241 渡邉 圭一郎 愛知県

6 242 新城 健斗 愛知県

6 248 千田 勇司 愛知県

6 251 高野 克哉 愛知県

6 254 飯田 英夫 愛知県

7 271 中島 勇介 愛知県

7 275 伊藤 誠也 愛知県

7 277 竹内 智昭 愛知県

7 282 鶴田 一志 愛知県

7 283 窪田 駿 愛知県

男子4×400mR　　決勝

組 レーン ナンバー 登録陸協 チーム名

3 271 中島 勇介 愛知県

3 275 伊藤 誠也 愛知県

3 277 竹内 智昭 愛知県

3 281 野村 信次 愛知県

3 283 窪田 駿 愛知県

3 282 鶴田 一志 愛知県

4 123 安間 健登 愛知県

4 127 嶋屋 昌芳 愛知県

4 128 服部 辰也 愛知県

4 130 安井 一樹 愛知県

4 132 寺田 健人 愛知県

4 135 平田 勝己 愛知県

5 235 長谷川 慎 愛知県

5 237 木屋川内 浩二 愛知県

5 243 三ッ石 達也 愛知県

5 246 山西 練 愛知県

5 253 家田 英幸 愛知県

5 254 飯田 英夫 愛知県

6 160 熊野 卓弥 三重県

6 161 西山 竜二 三重県

6 162 北村 明彦 三重県

6 163 西澤 団 三重県

6 164 小池 龍緯 三重県

6 165 永井 伸哉 三重県

1

1

トヨタ自動車

氏名

小島プレス

シンフォニアテクノロジー

豊田自動織機

ＮＴＮ

トヨタ自動車

豊田自動織機

シンフォニアテクノロジー

小島プレス

氏名



男子1500ｍ　　決勝（２組タイムレース）　　※1組：13名・２組：10名

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 350 松尾 圭浩 愛知県 三菱重工名古屋

2 117 渡邉 祐二 岐阜県 ＫＹＢ

3 144 木場 駿介 岐阜県 ＪＲ東海

4 343 小島 慎也 愛知県 三菱自動車岡崎

5 101 轟 暁光 愛知県 刈谷市役所

6 143 木場 雄大 岐阜県 ＪＲ東海

7 54 竹中 泰知 三重県 伊賀市役所

8 89 熊岡 寛訓 静岡県 ＮＴＮ磐田

9 65 坂 直哉 三重県 ＮＴＮ桑名

10 183 高林 祐介 愛知県 ＴＡＨＡＲＡ　Ｒａｃｉｎｇ

11 345 野村 翼 愛知県 三菱自動車岡崎

12 141 上原 雄大 長野県 サン工業

13 91 中山 有馬 静岡県 ＮＴＮ磐田

1 32 高橋 流星 愛知県 愛知製鋼

2 1 山口 浩勢 愛知県 愛三工業

3 218 竹内 大地 愛知県 トーエネック

4 98 白川 友一 長野県 オリオン機械

5 296 酒匂 郁海 愛知県 トヨタ紡織

6 184 大川 隼平 愛知県 ＴＡＨＡＲＡ　Ｒａｃｉｎｇ

7 291 ベナード ムイア 愛知県 トヨタ紡織

8 216 服部 弾馬 愛知県 トーエネック

9 215 中川 智春 愛知県 トーエネック

10 258 田中 秀幸 愛知県 トヨタ自動車

男子Jr1500m　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 192 雨海 智大 愛知県 中央発條

2 12 今村 謙心 愛知県 愛三工業

3 121 高田 朋生 岐阜県 ＫＹＢ

4 191 吉見 新 愛知県 中央発條

5 266 森 拳真 愛知県 トヨタ自動車

6 13 小川 絢也 愛知県 愛三工業

男子30才以上1500ｍ　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 274 柏 真太郎 愛知県 豊田自動織機

2 329 天野 元文 静岡県 Ｈｏｎｄａ浜松

3 59 村瀬 正則 愛知県 一宮市役所

4 279 近藤 剛司 愛知県 豊田自動織機

5 93 遠藤 憲一 岐阜県 大垣消防組合

6 341 河内 正輝 愛知県 三菱自動車岡崎

7 64 長江 定矢 三重県 ＮＴＮ桑名

8 206 川瀬 真司 岐阜県 デンソーテンＡＣ

9 298 小島 拓也 愛知県 豊橋市役所

男子40才以上1500ｍ　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

10 115 名和 武也 岐阜県 ＫＹＢ

11 185 塚原 良裕 岐阜県 田原小教

12 53 中村 賢太郎 長野県 飯田病院

13 351 嵐 敬晶 愛知県 三菱重工冷熱

14 113 谷 達佳 岐阜県 ＫＹＢ

15 221 三嶋 淳司 愛知県 トーエネック天白

16 340 江本 悟司 愛知県 三菱自動車岡崎

17 284 杉山 佑介 愛知県 豊田自動織機

18 347 中村 賢治 愛知県 三菱重工名古屋

19 302 池田 昌雄 愛知県 内外カーボンインキ

1

1

1

1

2

氏名

氏名

氏名

氏名



男子5000ｍ　　決勝（２組タイムレース）　　※1組：16名・２組：22名

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 24 吉村 直人 愛知県 愛知製鋼

2 189 坂田 昌駿 愛知県 中央発條

3 293 蟹沢 淳平 愛知県 トヨタ紡織

4 34 住田 優範 愛知県 愛知製鋼

5 6 中西 玄気 愛知県 愛三工業

6 5 藤井 寛之 愛知県 愛三工業

7 72 小山 陽平 三重県 ＮＴＮ

8 212 小山 裕太 愛知県 トーエネック

9 214 須崎 大輝 愛知県 トーエネック

10 263 西山 雄介 愛知県 トヨタ自動車

11 288 大池 達也 愛知県 トヨタ紡織

12 256 藤本 拓 愛知県 トヨタ自動車

13 216 服部 弾馬 愛知県 トーエネック

14 291 ベナード ムイア 愛知県 トヨタ紡織

15 268 堀尾 謙介 愛知県 トヨタ自動車

16 29 マチャリア ディラング 愛知県 愛知製鋼

1 74 外岡 拓磨 三重県 ＮＴＮ

2 79 峐下 拓斗 三重県 ＮＴＮ

3 185 塚原 良裕 岐阜県 田原小教

4 274 柏 真太郎 愛知県 豊田自動織機

5 116 狭間 貴博 岐阜県 ＫＹＢ

6 284 杉山 佑介 愛知県 豊田自動織機

7 115 名和 武也 岐阜県 ＫＹＢ

8 329 天野 元文 静岡県 Ｈｏｎｄａ浜松

9 279 近藤 剛司 愛知県 豊田自動織機

10 117 渡邉 祐二 岐阜県 ＫＹＢ

11 143 木場 雄大 岐阜県 ＪＲ東海

12 144 木場 駿介 岐阜県 ＪＲ東海

13 340 江本 悟司 愛知県 三菱自動車岡崎

14 346 諸熊 祥希 愛知県 三菱自動車岡崎

15 181 辰巳 慶宏 愛知県 ＴＡＨＡＲＡ　Ｒａｃｉｎｇ

16 182 岡田 明應 愛知県 ＴＡＨＡＲＡ　Ｒａｃｉｎｇ

17 180 松本 賢太 愛知県 ＴＡＨＡＲＡ　Ｒａｃｉｎｇ

18 190 小川 和也 愛知県 中央発條

19 9 大野 日暉 愛知県 愛三工業

20 155 井上 雄斗 愛知県 志楽園福祉会

21 193 吉岡 幸輝 愛知県 中央発條

22 98 白川 友一 長野県 オリオン機械

男子オープン5000ｍ　　※1組：13名・２組：5名

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

17 289 西山 凌平 愛知県 トヨタ紡織

18 11 菅 真大 愛知県 愛三工業

19 267 畔上 和弥 愛知県 トヨタ自動車

20 295 藤木 悠太 愛知県 トヨタ紡織

21 26 松宮 隆行 愛知県 愛知製鋼

22 10 中舎 優也 愛知県 愛三工業

23 33 佐藤 淳 愛知県 愛知製鋼

24 269 山藤 篤司 愛知県 トヨタ自動車

25 23 松村 和樹 愛知県 愛知製鋼

26 297 山田 滉介 愛知県 トヨタ紡織

27 261 近藤 聖志 愛知県 トヨタ自動車

28 259 山本 修平 愛知県 トヨタ自動車

29 2 石川 裕之 愛知県 愛三工業

23 114 谷口 幸治 岐阜県 ＫＹＢ

24 113 谷 達佳 岐阜県 ＫＹＢ

25 76 沼田 大輝 三重県 ＮＴＮ

26 77 小早川 健 三重県 ＮＴＮ

27 296 酒匂 郁海 愛知県 トヨタ紡織

男子Jr5000m　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 12 今村 謙心 愛知県 愛三工業

2 192 雨海 智大 愛知県 中央発條

3 191 吉見 新 愛知県 中央発條

4 266 森 拳真 愛知県 トヨタ自動車

5 13 小川 絢也 愛知県 愛三工業

2

1

1

2

1

氏名

氏名

氏名



男子10000ｍ　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 329 天野 元文 静岡県 Ｈｏｎｄａ浜松

2 294 河村 知樹 愛知県 トヨタ紡織

3 342 上田 泰輔 愛知県 三菱自動車岡崎

4 3 淀川 弦太 愛知県 愛三工業

5 220 服部 潤哉 愛知県 トーエネック

6 31 秋山 清仁 愛知県 愛知製鋼

7 193 吉岡 幸輝 愛知県 中央発條

8 217 西澤 卓弥 愛知県 トーエネック

9 219 中西 亮貴 愛知県 トーエネック

10 290 聞谷 賢人 愛知県 トヨタ紡織

11 189 坂田 昌駿 愛知県 中央発條

12 73 三輪 晋大朗 三重県 ＮＴＮ

13 262 服部 勇馬 愛知県 トヨタ自動車

14 75 櫻岡 駿 三重県 ＮＴＮ

15 78 横井 裕仁 三重県 ＮＴＮ

16 7 パトリックムエンド ムワカ 愛知県 愛三工業

17 28 寺内 將人 愛知県 愛知製鋼

18 257 早川 翼 愛知県 トヨタ自動車

19 140 桃澤 大祐 長野県 サン工業

20 264 ニコラス コシンベイ 愛知県 トヨタ自動車

21 188 ルンガル ジェームス 愛知県 中央発條

22 292 エバンス ケイタニー 愛知県 トヨタ紡織

23 29 マチャリア ディラング 愛知県 愛知製鋼

24 8 ロジャースチュモ ケモイ 愛知県 愛三工業

男子オープン10000ｍ

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

25 255 大石 港与 愛知県 トヨタ自動車

26 4 堀合 修平 愛知県 愛三工業

27 213 西川 凌矢 愛知県 トーエネック

28 25 内藤 圭太 愛知県 愛知製鋼

29 27 安田 昌倫 愛知県 愛知製鋼

30 265 安井 雄一 愛知県 トヨタ自動車

31 36 角出 龍哉 愛知県 愛知製鋼

32 212 小山 裕太 愛知県 トーエネック

33 289 西山 凌平 愛知県 トヨタ紡織

男子3000mSC　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 71 山下 洸 三重県 ＮＴＮ

2 80 多喜端 夕貴 三重県 ＮＴＮ

3 95 石川 純平 愛知県 岡崎市役所

4 260 近藤 聖志 愛知県 トヨタ自動車

5 32 高橋 流星 愛知県 愛知製鋼

6 187 大野 雄揮 愛知県 中央発條

男子10000mW　　決勝

組 ORD ナンバー 登録陸協 チーム名

1 229 尾崎 雄大 愛知県 トヨタ自動車

2 348 木村 聡志 愛知県 三菱重工名古屋

3 43 大坪 鷹人 長野県 アルペン

4 45 大嶋 悠斗 三重県 アルペン

5 60 戸松 弘成 愛知県 一宮市役所

6 223 栁澤 優斗 長野県 トーハツ

7 22 西塔 拓己 愛知県 愛知製鋼

8 30 丸尾 知司 愛知県 愛知製鋼

9 41 坂崎 翔 三重県 あづまフーズ

10 35 山西 利和 愛知県 愛知製鋼

1

1

1

1
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氏名

氏名

氏名


