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1 皇學館大 桑山　楓矢 (4) 上村　直也 (4) 竹内　啓一郎 (2) 平山　寛人 (4) 花井　秀輔 (2) 宮城　響 (4) 川瀬　翔矢 (4) 加藤　元紀 (3) 鈴木　翔也 (3) 笹竹　陽希 (2) 柴田　龍一 (2) 宮野　蓮弥 (2) 佐藤　光 (1) 佐藤　楓馬 (1)

2 愛知工業大 三浦　真和 (2) 服部　大暉 (4) 小林　宏輔 (4) 深谷　涼太 (2) 鈴木　高虎 (4) 苅谷　真之介 (1) 渡邉　大誠 (2) 中村　正明 (4) 堀田　翔紀 (3) 竹中　太一 (2) 服部　諒 (1) 端野　光将 (1) 山本　駿太 (1) 原田　侑弥 (2)

3 名古屋大 寺島　青 (1) 森川　陽之 (3) 勝田　哲史 (4) 佐藤　圭 (3) 重田　直賢 (2) 飯田　康平 (M2) 村瀬　稜治 (1) 國司　寛人 (D3) 鈴木　健弘 (M2) 和田　慎太郎 (4) 中島　滉太 (2) 今岡　佑斗 (2) 森下　紘光 (2) 河﨑　憲祐 (1)

4 岐阜協立大 中尾　啓哉 (2) 榊原　陸 (3) 髙矢　晴希 (2) 伊藤　聖也 (4) 渡辺　翔哉 (3) 村松　俊哉 (2) 中村　聡志 (4) 村上　州 (4) 山城　広大 (4) 大橋　光太郎 (3) 上小川　リウキ (3) 木村　海光 (2) 高嶋　翔太 (2) 鵜飼　蓮 (1)

5 中京大 田村　陸 (3) 横田　佳介 (3) 長谷川　大智 (1) 鈴木　雄登 (2) 米谷　悠希 (2) 西辻　和暉 (4) 川内　秀哉 (3) 奥野　薫 (2) 大久保　俊哉 (1) 坂上　大陽 (1) 吉居　大耀 (1) 村上　裕雅 (1)

6 東海学園大 野田　将弘 (4) 林　誉大 (4) 永柳　慶大 (3) 福岡　崚生 (4) 鈴木　大祐 (2) 前田　能宜 (4) 清水　透吾 (3) 天野　智貴 (4) 小畑　雅輝 (3) 車本　遊真 (3) 近藤　直斗 (1) 後藤　玲音 (2) 村上　裕貴 (4) 福田　雄介 (3)

7 静岡大 小川　真誉 (4) 辻川　侑馬 (3) 杉山　喜紀 (4) 副島　大輔 (2) 篠原　理玖 (3) 居森　圭哉 (3) 中山　峻弥 (M1) 田畑　論太郎 (4) 牧野　泰河 (3) 河田　友峻 (3) 久保　勇稀 (1) 中井　裕人 (1)

8 至学館大 辻村　駿介 (4) 西岡　大志 (1) メディナ　サミル (1) 河合　希叶 (1) 大久保　匠 (1) 曽我　拓摩 (1) 川島　颯太 (4) 村瀬　巧夕 (4) 椛澤　俊哉 (4) 小出　光留 (2)

9 愛知大 可児　大晟 (1) 石川　陽一 (4) 三浦　颯士 (4) 植村　和真 (3) 上田　優之介 (1) 近藤　優芽 (3) 間瀬　智哉 (4) 岩本 竜弥 (2) 岩田　学典 (2) 山本　侑弥 (1)

10 三重大 吉川　竜平 (2) 永戸　悠太郎 (4) 出島　典斗 (4) 池内　啓悟 (2) 陶山　海鷹 (2) 西村　健志 (2) 浦西 佑輔 (3) 佐藤　俊介 (4) 宇田　宙生 (3) 阪口　大河 (3)

11 愛知学院大 青山　晃大 (3) 児玉　一 (4) 梶原　佑太 (3) 幸村　龍磨 (3) 村刺　航輝 (1) 小田　真英 (1) 山本　渓秋 (4) 梅田　拓巳 (2) 伊藤　翼 (1) 安藤　悠希 (1) 牧田　祐太朗 (3)

12 岐阜大 松井　利晃 (4) 小渕　稜央 (1) 小川　善也 (4) 川原　生寛 (2) 松岡　学 (3) 中村　俊介 (3) 出戸　智大 (3) 笠井　裕司 (M2) 出川　正章 (4) 小林　郁斗 (3) 鈴木　健生 (2) 渡邉　智也 (2) 加藤　兄野 (1)

13 中部大 小池　真広 (1) 大石　一博 (3) 鵜飼　涼矢 (3) 小林　義典 (4) 山口　凱生 (3) 松花　巧祐 (1) 松石　直樹 (4) 馬場　隆夫 (4) 杉浦　隆輝 (3) 石川　智也 (2) 岡村　麟太郎 (2) 長坂　尚哉 (1)

14 愛知教育大 安藤　啓貴 (1) 西山　皓基 (4) 舟橋　祐哉 (M2) 原林　諒 (2) 吉岡　優希 (4) 迫　朝澄 (1) 木村　将成 (2) 中本　雄大 (4) 小島　悠平 (2) 秋好　亮祐 (1)

15 南山大 堀江　爽太郎 (1) 渡邉　凌太 (3) 徳江　航己 (4) 片山　絢斗 (2) 大橋　虎也 (3) 大地　陽斗 (4) 樋口　元汰 (4) 安田　直暉 (1)

16 名古屋工業大 安井　悠人 (3) 中田　龍之介 (2) 井手　大生 (2) 杉本　一眞 (2) 三井　玲央 (3) 片桐　健輔 (2) 石原　輝力 (2) 石津　直人 (3) 山内　直也 (2) 福岡　泰地 (4) 大原　拓人 (4)

17 名城大 浅井　克貴 (3) 磯部　裕斗 (4) 細木　駿介 (2) 宮城　徳博 (1) 脇田　航輝 (1) 伊藤　賢太朗 (2) 天野　誠吾 (2) 北川　翔悟 (4) 阪口　日向 (4) 田中　翔也 (4) 伊藤　立樹 (2)

補員
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第82回東海学生駅伝対校選手権大会　出場選手一覧表
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31 名城大 増渕　祐香 (1) 加藤　綾華 (4) 加世田　梨花 (4) 小森　星七 (4) 髙松　智美ムセンビ (3) 井上　葉南 (3) 鴨志田　海来 (3) 和田　有菜 (3) 荒井　優奈 (2) 小林　成美 (2)

32 中京学院大 加藤　愛結 (1) 近藤　萌江 (1) 松本　七海 (2) 稲葉　夢香 (1) 渡辺　夕奈 (2) 林　望乃佳 (2) 荒武　優衣香 (1) 加藤　若葉 (1) 藤田　悠佑 (1) 岡田　優花 (1)

33 東海学園大 神谷　亜依 (4) 永墓　ゆめ果 (2) 中根　瑠香 (3) 竹林　美佐紀 (3) 中村　ななみ (3) 森山　歩果 (2) 菊池　舞 (2)

34 至学館大 安田　侑紗 (4) 石原　李華 (2) 近澤　奈々 (2) 市川　紗衣 (1) 安藤　優月 (1) 福井　藍 (1) 福市　彩香 (1) 村田　桃香 (1)

35 静岡大 矢崎　晴子 (M1) 金井　香瑠 (2) 長谷川　葉月 (2) 田中　優帆 (3) 北谷　友梨佳 (M2) 澤田　美咲 (1)

36 椙山女学園大 長縄　萌 (2) 原田 采奈 (2) 下山田　絢香 (3) 松浦　咲笑 (4) 青木　恵理 (4)

37 中京大 後藤　梨奈 (4) 村上　弓月 (1) 八木　明梨 (3) 伊藤　優衣 (2) 木下　真由香 (4) 白坂　瑞稀 (2) 稲吉　椿 (2)

38 学連混成 伊与田　絢音 (3) 伊藤　夢乃 (4) 山口　奈緒子 (1) 桐山　菜奈子 (4) 猪飼　真莉子 (1) 中村　紗希 (2)
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