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ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾑﾗｾ ｺｳﾕｳ 愛  知 ﾐｳﾗ ｼｭﾝ 愛  知

1 92 村瀬　巧夕(3) 至学館大 1 14 三浦　舜(3) 愛知工業大
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｸ 岐  阜 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 岐  阜

2 32 榊原　陸(2) 岐阜協立大 2 34 中村　聡志(3) 岐阜協立大
ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾔ 静  岡 ｶﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 三  重

3 62 平野　和弥(3) 静岡大 3 24 加藤　元紀(2) 皇學館大
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓﾔ 愛  知 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 広　島

4 91 長濱　朋哉(4) 至学館大 4 44 森川　陽之(2) 名古屋大
ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ 三　重 ﾀﾊﾞﾀ ﾛﾝﾀﾛｳ 静  岡

5 101 陶山　海鷹(1) 三重大 5 64 田畑　論太郎(3) 静岡大
ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ 三  重 ﾆｼﾂｼﾞ ｶｽﾞｷ 愛  知

6 51 武藤　広樹(4) 中京大 6 54 西辻　和暉(3) 中京大
ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ 三  重 ﾐﾜ ｹﾝｼﾞ 愛  知

7 11 児玉　勘太(4) 愛知工業大 7 113 三輪　賢治(3) 愛知大
ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼ 愛  知 ｲﾄｳ ｾｲﾔ 岐  阜

8 21 山下　慧士(4) 皇學館大 8 33 伊藤　聖也(3) 岐阜協立大
ﾓﾘ　ﾀｶﾕｷ 愛　知 ｺﾀﾞﾏ　ｶｽﾞ 愛　知

9 141 森　昂之(3) 愛知学院大 9 143 児玉　一(3) 愛知学院大
ﾁﾉ ﾏｻﾄ 静  岡 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 愛　知

10 61 千野　雅人(3) 静岡大 10 133 藤田　悠真(3) 名古屋工業大

ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 愛  知 ｶﾊﾞｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 岐  阜

11 111 円藤　良樹(3) 愛知大 11 93 椛澤　俊哉(3) 至学館大
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 愛  知 ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ 三  重

12 41 河上　匠(M1) 名古屋大 12 23 上村　直也(3) 皇學館大
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 愛  知 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 三  重

13 71 林　誉大(3) 東海学園大 13 43 飯田　康平(M1) 名古屋大
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛  知 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 静  岡

14 81 中本　雄大(3) 愛知教育大 14 63 杉山　善紀(3) 静岡大
ｵｵﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 岐  阜 ﾐｳﾗ ﾏｵ 愛  知

15 31 大橋　光太郎(2) 岐阜協立大 15 13 三浦　真央(1) 愛知工業大
ｲｼﾂﾞ ﾅｵﾄ 愛　知 ｲﾅｺ ｺｳﾀﾛｳ 福　井

16 131 石津　直人(2) 名古屋工業大 16 53 稲子　光太郎(3) 中京大
ｲﾜｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 富　山 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 三  重

17 112 岩城　淳之介(3) 愛知大 17 103 竹内　喜紀(4) 三重大
ｶｼﾞﾜﾗ　ﾕｳﾀ 岐　阜 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛  知

18 142 梶原　佑太(2) 愛知学院大 18 83 山本　雄大(M1) 愛知教育大
ｸﾙﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 愛  知 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛  知

19 72 車本　遊真(2) 東海学園大 19 73 野田　将弘(3) 東海学園大
ｲｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 愛　知 ｳﾗﾆｼ ﾕｳｽｹ 三  重

20 132 石田　聖(1) 名古屋工業大 20 104 浦西　佑輔(2) 三重大
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛  知 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾔ 愛　知

21 22 原田　翼(2) 皇學館大 21 134 山内　直也(1) 名古屋工業大

ｵｸﾉ ｶｵﾙ 兵　庫 ﾏｴﾀﾞ ﾄｳｷ 愛  知

22 52 奥野　薫(1) 中京大 22 74 前田　能宜(3) 東海学園大
ﾔﾏﾅｶ ｿｳｽｹ 愛  知 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ 愛  知

23 12 山中　創介(4) 愛知工業大 23 94 野田　晴樹(2) 至学館大
ｻﾄｳ ｹｲ 愛  知 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 愛  知

24 42 佐藤　圭(2) 名古屋大 24 114 宮川　勇人(3) 愛知大
ﾖｼｶﾜ ﾀｯﾍﾟｲ 三  重 ｺｳﾑﾗ　ﾀﾂﾏ 愛　知

25 102 吉川　竜平(1) 三重大 25 144 幸村　龍磨(2) 愛知学院大
ﾊﾗ ｱﾂﾔ 愛  知 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 愛  知

26 82 原　敦也(2) 愛知教育大 26 84 小島　悠平(1) 愛知教育大
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3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲｼﾊﾗ ﾃﾙﾁｶ 愛　知 ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 愛  知

1 136 石原　輝力(1) 名古屋工業大 1 98 川島　颯太(3) 至学館大
ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾀｶ 大　阪 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾃﾝﾄ 三  重

2 46 重田　直賢(1) 名古屋大 2 108 出島　典斗(3) 三重大
ｼﾞﾝﾉ ｺｳﾀ 愛  知 ﾏｾ ﾄﾓﾔ 愛  知

3 96 神野　航汰(M2) 至学館大 3 118 間瀬　智哉(3) 愛知大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ 三  重 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ 愛　知

4 116 近藤　優芽(2) 愛知大 4 18 服部　大暉(3) 愛知工業大
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄﾗ 愛  知 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 愛  知

5 16 鈴木　高虎(3) 愛知工業大 5 48 塚本　亮司(4) 名古屋大
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 静  岡 ﾌｸｵｶ ﾀｲﾁ 愛　知

6 26 鈴木　翔也(2) 皇學館大 6 138 福岡　泰地(3) 名古屋工業大

ｵｶﾞﾜ ﾏﾖ 静  岡 ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 愛  知

7 66 小川　真誉(3) 静岡大 7 78 永柳　慶大(2) 東海学園大
ﾀﾑﾗ ﾘｸ 愛  知 ｱｵﾔﾏ　ｺｳﾀ 愛　知

8 56 田村　陸(2) 中京大 8 148 青山　晃大(2) 愛知学院大
ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 愛  知 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 静  岡

9 86 木村　将成(1) 愛知教育大 9 68 中山　俊弥(4) 静岡大
ｼﾉﾊﾗ ﾘｸ 静  岡 ｶﾐｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ 岐  阜

10 65 篠原　理玖(2) 静岡大 10 38 神里　裕司(4) 岐阜協立大
ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ 愛  知 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ 愛　知

11 75 天野　智貴(3) 東海学園大 11 88 西山　皓基(3) 愛知教育大
ﾐﾂｲ ﾚｵ 愛　知 ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ 東　京

12 135 三井　玲央(2) 名古屋工業大 12 58 横田　佳介(2) 中京大
ｶﾜﾁ ｼｭｳﾔ 宮　崎 ｶﾜｾ ﾖｼﾑﾈ 愛  知

13 55 川内　秀哉(2) 中京大 13 77 川瀨　勝寛(4) 東海学園大
ｳｴﾏﾂ ﾀﾂﾔ 愛  知 ﾋﾋﾞ ﾄﾓﾔ 岐  阜

14 15 植松　達也(4) 愛知工業大 14 97 日比　友耶(4) 至学館大
ﾂｼﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛  知 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岐  阜

15 95 辻村　駿介(3) 至学館大 15 37 伊藤　雄基(4) 岐阜協立大
ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｼｭｳ 愛　知 ﾄﾑﾗ ｼｮｳ 愛  知

16 145 山本　渓秋(3) 愛知学院大 16 57 戸村　将(4) 中京大
ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾔ 三  重 ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 三  重

17 105 由川　琢也(4) 三重大 17 107 永戸　悠太郎(3) 三重大
ﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 愛  知 ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾔ 愛  知

18 85 原林　諒(1) 愛知教育大 18 87 舟橋　祐哉(M1) 愛知教育大
ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ 愛  知 ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 愛  知

19 45 勝田　哲史(3) 名古屋大 19 47 國司　寛人(D2) 名古屋大
ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾄ 長　崎 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 愛  知

20 25 平山　寛人(3) 皇學館大 20 17 小林　宏輔(3) 愛知工業大
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 岐  阜 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 愛　知

21 35 安藤　康平(4) 岐阜協立大 21 137 柴山　昌之(4) 名古屋工業大

ﾐｳﾗ ｿｳｼ 愛  知 ﾓﾘﾓﾄ　ﾀﾂﾉﾘ 愛　知

22 115 三浦　颯士(3) 愛知大 22 147 森本　辰徳(4) 愛知学院大
ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｾｲ 愛  知 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾋﾛ 奈　良

23 76 福岡　崚生(3) 東海学園大 23 27 平野　恵大(4) 皇學館大
ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 三  重 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 愛  知

24 106 佐藤　俊介(3) 三重大 24 117 石川　陽一(3) 愛知大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 岐　阜 ﾂｼﾞｶﾜ ﾕｳﾏ 静  岡

25 36 渡辺　翔哉(2) 岐阜協立大 25 67 辻川　侑馬(2) 静岡大
ﾊﾗﾀﾞ　ｼﾞｮｳｼﾞ 静　岡 ｶﾜｾ ｼｮｳﾔ 三  重

26 146 原田　穣次(2) 愛知学院大 26 28 川瀬　翔矢(3) 皇學館大



全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
4 服部　大暉(3) 29.46.28 1 川瀬　翔矢(3) 29.32.10
9 児玉　勘太(4) 30.08.40 3 平山　寛人(3) 29.45.42
11 植松　達也(4) 30.27.91 5 上村　直也(3) 30.00.79
14 小林　宏輔(3) 30.56.13 7 平野　恵大(4) 30.05.28
15 鈴木　高虎(3) 30.56.96 12 山下　慧士(4) 30.39.61
17 三浦　舜(3) 31.04.49 21 金森　拳之介(3) 31.21.71
20 深谷　涼太(1) 31.11.31 25 原田　翼(2) 31.26.95
34 三浦　真央(1) 32.11.08 26 大河内　雄登(4) 31.31.21
44 山中　創介(4) 32.51.89 27 鈴木　翔也(2) 31.39.88
65 原田　侑弥(1) 33.55.40 41 加藤　元紀(2) 32.40.01
85 渡邉　大誠(1) (15.25.20) 78 花井　秀輔(1) (14.52.04)

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
10 伊藤　雄基(4) 30.21.49 2 國司　寛人(D2) 29.43.38
13 中村　聡志(3) 30.52.36 8 塚本　亮司(4) 30.07.09
18 神里　裕司(4) 31.09.79 22 森川　陽之(2) 31.23.28
30 渡辺　翔哉(2) 31.50.91 31 河上　匠(M1) 31.52.77
38 大橋　光太郎(2) 32.19.93 33 勝田　哲史(3) 32.05.76
54 加藤　凌平(1) 33.18.49 45 佐藤　圭(2) 32.52.15
77 安藤　康平(4) (14.41.89) 50 馬場口　博誉(3) 33.02.06
79 中尾　啓哉(1) (14.53.73) 51 重田　直賢(1) 33.10.67
80 榊原　陸(2) (14.55.83) 57 飯田　康平(M1) 33.26.72
81 伊藤　聖也(3) (15.12.46) 64 和田　慎太郎(3) 33.54.29
89 水上　優斗(4) (15.32.86) 66 内田　朋秀(3) 34.24.41

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
6 横田　佳介(2) 30.02.91 42 中山　俊弥(4) 32.40.52
19 戸村　将(4) 31.10.68 43 長屋　暁大(3) 32.43.77
23 田村　陸(2) 31.26.11 49 杉山　善紀(3) 32.59.25
24 稲子　光太郎(3) 31.26.65 53 千野　雅人(3) 33.14.73
29 川内　秀哉(2) 31.50.63 72 牧野　泰河(2) 35.02.31
32 武藤　広樹(4) 31.53.73 76 金子　雅也(M2) (14.39.39)
47 西辻　和暉(3) 32.58.31 84 辻川　侑馬(2) (15.23.52)
82 米谷　悠希(1) (15.19.52) 94 篠原　理玖(2) (15.48.43)
91 鈴木　雄登(1) (15.44.85) 97 田畑　論太郎(3) (16.11.71)
110 奥野　薫(1) 記録なし 100 平野　和弥(3) (16.20.82)
110 茶木　康輔(1) 記録なし 110 小川　真誉(3) 記録なし

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
48 平野　成(4) 32.58.50 36 舟橋　祐哉(M1) 32.18.30
58 車本　遊真(2) 33.26.98 37 西山　皓基(3) 32.18.66
59 福岡　崚生(3) 33.27.39 55 森下　諒(4) 33.18.57
70 野田　将弘(3) 34.47.09 67 吉岡　優希(3) 34.29.28
71 川瀨　勝寛(4) 34.53.24 74 中本　雄大(3) 36.24.71
83 永柳　慶大(2) (15.21.18) 86 木村　将成(1) (15.26.35)
87 天野　智貴(3) (15.28.32) 96 原林　諒(1) (16.11.46)
90 土屋　智仁(4) (15.37.85) 102 原　敦也(2) (16.42.31)
110 林　誉大(3) 記録なし 107 山本　雄大(M1) (18.26.06)
110 前田　能宜(3) 記録なし 110 小林　貫太(1) 記録なし
110 西川　悠斗(3) 記録なし 110 小島　悠平(1) 記録なし

大学別（昨年度順位）　記録一覧

５位　中京大学 ６位　静岡大学

３位　岐阜協立大学

２位　皇學館大学

４位　名古屋大学

１位　愛知工業大学

８位　愛知教育大学７位　東海学園大学

※１：記録は2018/1/1～2019/6/2の期間内のもの　　※２：（）のついた記録は5000m



全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
40 日比　友耶(4) 32.33.07 39 竹内　喜紀(4) 32.27.03
62 川島　颯太(3) 33.48.71 46 永戸　悠太郎(3) 32.54.69
68 神野　航汰(M2) 34.32.79 56 出島　典斗(3) 33.19.25
69 石黒　堅大(3) 34.35.64 60 由川　琢也(4) 33.29.40
92 辻村　駿介(3) (15.46.02) 63 佐藤　俊介(3) 33.49.62
93 長濱　朋哉(4) (15.47.30) 104 浦西　佑輔(2) (17.19.13)
95 村瀬　巧夕(3) (16.05.21) 106 小川　翔矢(2) (18.02.21)
103 野田　晴樹(2) (16.52.57) 110 吉川　竜平(1) 記録なし
108 小出　光留(1) (19.44.09) 110 澤村　樹(1) 記録なし
110 椛澤　俊哉(3) 記録なし 110 陶山　海鷹(1) 記録なし

110 有田　凱(3) 記録なし

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
16 石川　陽一(3) 30.57.30 110 萩原　誠(M1) 記録なし
28 間瀬　智哉(3) 31.47.79 110 新宮　良啓(4) 記録なし
61 三浦　颯士(3) 33.38.83 110 柴山　昌之(4) 記録なし
75 岩城　淳之介(3) 37.28.06 110 福岡　泰地(3) 記録なし
98 三輪　賢治(3) (16.18.43) 110 大原　拓人(3) 記録なし
101 近藤　優芽(2) (16.32.82) 110 藤田　悠真(3) 記録なし
105 宮川　勇人(3) (17.51.05) 110 三井　玲央(2) 記録なし
110 円藤　良樹(3) 記録なし 110 石津　直人(2) 記録なし

110 石田　聖(1) 記録なし
110 山内　直也(1) 記録なし
110 石原　輝力(1) 記録なし

全体順位 選手名 参考記録
35 森本　辰徳(4) 32.15.56
52 原田　穣次(2) 33.11.87
73 山本　渓秋(3) 35.44.95
88 青山　晃大(2) (15.32.16)
99 児玉　一(3) (16.19.53)
109 森　昂之(3) (19.45.78)
110 幸村　龍磨(2) 記録なし
110 梶原　佑太(2) 記録なし

１３位　愛知学院大学

１２位　名古屋工業大学

※１：参考記録は2018/1/1～2019/6/2の期間内のもの　　※２：（）のついた記録は5000m

１０位　三重大学９位　至学館大学

１１位　愛知大学

大学別（昨年度順位）　記録一覧


