
番号 所属 監督
1区

10.0km
2区
3.0km

3区
8.098km

4区
8.097km

5区
3.0km

6区
5.0km

7区
5.0km

1 豊川工 愛知 戸澤　哲二 大野　日暉(3) 鈴木奏太朗(2) 山田　滉介(2) 富安　　央(3) 阿部　　歩(3) 白頭　徹也(2) 田中　智也(1)
2 豊川 愛知 森　　安彦 彦坂　　要(3) 谷川　貴俊(2) 石黒　和寿(2) 石川　優作(3) 稲垣　竜弥(2) 新田　裕貴(3) 小野田勇次(2)
3 愛知 愛知 服部　光幸 山藤　篤司(2) 三輪　軌道(1) 飯島　康介(1) 多和田涼介(2) 青木　祐人(1) 佐藤　敏也(1) 長谷川佳弘(3)
4 中京大中京 愛知 小田　和利 竹内　大地(3) 内藤　祐輝(3) 川合　健太(3) 服部　潤哉(2) 高岡　弘光(3) 平野　誉之(2) 服部　孝政(3)
5 岡崎城西 愛知 若杉　鋼洋 三上　嵩斗(2) 及川　浩孝(1) 會澤　大皐(2) 澤田　将伍(3) 米山　　遼(1) 石川　純平(3) 鈴木健太郎(2)
6 時習館 愛知 加子　　勇 市川　真也(2) 伊藤龍一郎(2) 齋藤　幹峻(1) 鈴木　皐平(3) 伊藤宏一郎(2) 鈴木　泰羅(1) 柴田　雄斗(2)

11 加藤学園 静岡 勝亦　祐一 室伏　穂高(2) 藤曲　寛人(1) 下田　裕太(3) 小高　真基(3) 菊地　健太(3) 佐野隆一朗(3) 今関　拳人(3)
12 浜松日体 静岡 鈴木　博之 太田　智樹(1) 小桐　丈範(1) 樋口　　颯(2) 金原　弘直(2) 髙林　遼哉(1) 岩本　隼弥(2) 鈴木　雄人(1)
13 藤枝明誠 静岡 清　　尊徳 髙塚　湧也(2) 片山　優人(2) 枝村　高輔(3) 吉田　和也(3) 古賀　一輝(3) 横山　聡志(1) 大石　波輝(2)
14 島田 静岡 鳥井　　潔 茂川　聖真(2) 小林　　蒼(1) 牧田　侑大(3) 大畑　和真(2) 増田　蒼馬(1) 小縣　佑哉(1) 増田　真也(3)
15 韮山 静岡 川口　雅司 三須龍一郎(2) 海瀬　俊弥(2) 栗原　史弥(2) 山田　純矢(2) 臼井　海人(2) 山本　浩之(2) 会田　圭吾(1)
16 浜北西 静岡 袴田　貴満 田中　雄也(3) 柿田　直輝(3) 曾我　篤暉(2) 前田　健太(2) 古田　晃諒(3) 山田小次郎(2) 中村　　慧(1)
21 中京 岐阜 久保田晃弘 阪本　和也(3) 内藤　圭太(1) 伊藤　雅一(3) 峐下　拓斗(2) 島　龍之介(1) 今井　篤弥(2) 松澤　拓弥(1)
22 土岐商 岐阜 中澤　正仁 上地　悠透(3) 藤村　　穣(3) 重田　洋人(3) 酒井　亮児(2) 宮地　大輝(1) 荒武　知樹(2) 加藤　綜馬(3)
23 益田清風 岐阜 塚中　一成 中西　亮貴(3) 棚橋　侑磨(3) 池田　直弥(2) 細江　勇吾(2) 舩坂　昂輝(2) 前野　寿貴(2) 塚中　栄都(1)
24 県岐阜商 岐阜 日下部　光 村瀬　耀司(3) 大橋　克徳(3) 山本　悠塁(3) 長良　将成(3) 西川　達也(3) 大牧　将也(2) 山田　恭之(1)
25 大垣日大 岐阜 松永　光雄 河村　一輝(1) 八木　和也(1) 木場　駿介(2) 坪井　　慧(1) 傍島　大詞(2) 日比　友耶(1) 國枝　保喜(2)
26 美濃加茂 岐阜 荻野　知彦 山口　恭平(2) 三輪　雄大(1) 中村　颯汰(2) 田口　昌広(3) 波多野拳也(2) 塚本　凌冴(1) 樋口　太貴(2)
31 伊賀白鳳 三重 中武　隼一 下　　史典(2) 北村　　祥(2) 角出　龍哉(2) 中舎　優也(3) 外岡　拓磨(2) 中畑　亮人(2) 藤岡　勇樹(3)
32 近大高専 三重 植田　良二 北﨑　浩太(2) 伊藤　駿介(1) 結城　大智(3) 國見　幸生(2) 河合　　駿(2) 西浦　悠人(2) 中岡　裕志(3)
33 四日市工 三重 宮田藤志次 中井　大貴(2) 杉田　　衛(2) 宇治　拓海(2) 佐藤　　駿(2) 服部　健甫(3) 上村　一真(2) 栗本　寛士(3)
34 高田 三重 乙部　公伸 生川　智章(3) 中谷　寛汰(2) 松石　啓輔(1) 片山　優史(1) 細川太佳哉(1) 唐澤　研太(3) 吉田　千紘(1)
35 宇治山田商 三重 山本　　顕 高安　一誠(2) 辻　　雄汰(3) 北川　雄亮(3) 梶野　達矢(2) 中世古優樹(1) 坪井　諒友(2) 古尾　勇太(2)
36 いなべ総合学園 三重 西山　　俊 小森　稜太(1) 南部　幸裕(2) 杉山　陽太(3) 矢野　竜佑(1) 永森　拓真(3) 柴田　大輝(3) 徳平　悠斗(1)
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番号 所属 監督
1区
6.0km

2区
4.0975km

3区
3.0km

4区
3.0km

5区
5.0km

1 豊川 愛知 森　　安彦 久保百合香(3) 山田日菜野(2) 榊原　海紗(2) 瀧　　紋奈(1) 今井　　優(3)
2 岡崎学園 愛知 横井　貴徳 渡邉　喜恵(3) 河合　咲季(2) 光部　凪沙(1) 岡本奈々依(1) 溝口　芙月(3)
3 豊川工 愛知 松枝　　拳 茶谷　琴恵(2) 森島　司惠(2) 土肥結希乃(2) 岩瀬明日香(3) 近藤かすみ(3)
4 千種 愛知 髙橋　直之 鈴木　智子(1) 佐光菜々子(1) 森田　琴乃(3) 加藤　遙香(1) 長谷川真帆(2)
5 中京大中京 愛知 小田　和利 中根　千明(2) 潮田　小波(1) 水谷　百花(2) 堀　　舞花(3) 清水　百恵(3)
6 至学館 愛知 奥川　　渉 杉本　梨保(2) 向井　智香(1) 大久保紗希(3) 伊藤　麻子(3) 上間　瑶子(3)
11 島田 静岡 鳥井　　潔 松浦　佳南(2) 秋山　瑠奈(2) 名倉　華子(3) 辻　　詩帆(3) 河村　祐月(3)
12 常葉菊川 静岡 八木本雅之 山本　菜緒(2) 中島　　葵(3) 久保　彩乃(3) 松井里帆菜(1) 伊藤　有希(2)
13 三島北 静岡 小林　一幸 森野　夏歩(3) 古瀨　凪沙(3) 黒川ももか(1) 田中　李奈(2) 岡田　遥佳(2)
14 浜北西 静岡 田中　伸佳 田邊　美咲(2) 橋本夏捺美(3) 鈴木　麻由(2) 三嶽　有咲(1) 井熊　奏菜(2)
15 加藤学園 静岡 勝亦　祐一 芹澤　　舞(3) 鈴木　南美(2) 志村　　萌(3) 石橋　萌衣(2) 山口恵美華(2)
16 日大三島 静岡 田中　浩章 中林　　咲(2) 森　紗也佳(2) 大石　千聖(3) 柏原　理沙(1) 大石　　楓(1)
21 土岐商 岐阜 羽柴　卓也 渡邉恵利佳(3) 大津花野子(3) 小林　千紘(3) 河合　眞子(3) 村上　綾菜(3)
22 益田清風 岐阜 塚中　一成 青木　　和(2) 大蔵　玲乃(3) 佐藤　結希(2) 熊﨑　美智(1) 塚中　彩海(3)
23 済美 岐阜 多久島　努 五島　汐梨(2) 棚橋　愛以(1) 西尾　吏加(2) 中野　　恵(2) 五藤　怜奈(3)
24 県岐阜商 岐阜 石川　勝久 金森　有香(2) 権藤　菜津(3) 近藤　里瑚(1) 小川　　舞(1) 安積　祐花(2)
25 大垣日大 岐阜 松永　光雄 向井　春奈(1) 杉山　智香(1) 森　あおば(1) 服部　真奈(1) 矢橋めぐみ(1)
26 飛騨高山 岐阜 山附登美治 鞠子　知美(2) 田口　　鼓(3) 牛丸　　萌(3) 田口　　楓(3) 酒井　伽恵(3)
31 伊賀白鳳 三重 中武　隼一 土永　怜那(1) 泉谷　祥子(3) 西山　遥香(2) 田中　ひな(1) 内藤　響加(2)
32 四日市商 三重 水野　智正 岩高　莉奈(2) 坂　　実咲(2) 藤田　愛子(2) 赤尾　愉野(3) 酒井　香奈(3)
33 津商 三重 古保　達也 山下友理香(3) 高見澤安珠(3) 伊藤　　望(2) 伊藤　緩奈(3) 寺山明香里(3)
34 いなべ総合学園 三重 西山　　俊 加藤　愛理(1) 伊藤　里奈(2) 一色　佳奈(2) 松永茉里香(2) 古橋　亜巳(1)
35 桑名 三重 安田　　覚 近藤　早咲(2) 西本麻衣子(1) 余語　優花(2) 梅谷　沙代(2) 水谷　早希(2)
36 津 三重 矢野可奈子 山田　祥穂(2) 髙島　菜緒(1) 寺西　千明(1) 山下　　舞(2) 松田　真奈(2)
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