
No. 氏名 所属 年齢 居住地 No. 氏名 所属 年齢 居住地

1 神尾 京明 2 小牧市 101 山本 愛門 SAC Racing 6 豊明市

2 金原 快青 3 安城市 102 平阪 連大朗 飯田小学校 6 名古屋市

3 大呂 充輝 3 安城市 103 柴川 史也 6 西尾市

4 宮澤 颯馬 3 幸田町 104 中島 蓮大郎 6 長久手市

5 今枝 一成 3 西尾市 105 前原 吉貴 SAC Racing 6 豊明市

6 池島 羽流 3 名古屋市 106 林 成惟太 6 愛西市

7 中田 明秀 諏訪幼稚園 4 一宮市 107 渡邉 煌 牛久保小学校 6 豊川市

8 中田 和真 4 豊橋市 108 松原 侑紀 6 静岡県

9 渡辺 湊人 4 豊田市 109 北原 大馳 TOMORUN 6 静岡県

10 木下 倫太郎 南山幼稚園 4 名古屋市 110 川崎 夏輝 ST 6 知立市

11 松原 颯太 4 静岡県 111 塚本 旺珂 SAC Racing 6 豊明市

12 水野 風雅 SAC Racing 4 豊明市 112 脇田 弘奨 小豆坂小学校 6 岡崎市

13 森 颯哉 4 名古屋市 113 山崎 ひなた 6 長久手市

14 森 優雨 4 名古屋市

15 足立 翔 TeamGamagori 5 蒲郡市

16 石田 海斗 石田ﾌｧﾐﾘｰ 5 名古屋市 No. 氏名 所属 年齢 居住地

17 佐藤 匠真 5 岡崎市 151 近藤 一花 6 豊川市

18 原 聡汰 豊明幼稚園 5 豊明市 152 杉田 実保 6 名古屋市

19 石川 宇響 5 みよし市 153 佐藤 遙 旭丘deRAM倶楽部 6 名古屋市

20 山下 明 5 西尾市 154 杉浦 奏凪 豊小学校 6 豊橋市

155 大呂 優真 6 安城市

156 児島 佐希 6 名古屋市

No. 氏名 所属 年齢 居住地 157 北岡 成那 6 みよし市

51 西尾 充希 3 大府市 158 今枝 七実 6 西尾市

52 岸端 優來 3 知立市 159 増田 依茉 6 豊明市

53 竹元 俐穂 3 みよし市 160 鬼頭 あかね 6 あま市

54 山下 咲 3 西尾市 161 神薗 梅里 6 犬山市

55 西川 茉凜 柳城幼稚園 3 名古屋市 162 川内 光里 阿久比陸上ｸﾗﾌﾞ 6 阿久比町

56 高橋 芽生 3 蒲郡市 163 榎並 咲希 童子山小学校 6 豊田市

57 山内 香織 3 知多市

58 加藤 心花 3 静岡県

59 久保 葵 3 滋賀県 No. 氏名 所属 年齢・年代居住地

60 佐藤 一花 旭丘deRAM倶楽部 4 名古屋市 201 大河 慎太郎 羽根井小学校 7 豊橋市

61 堀 歩実 SAC Racing 4 豊明市 202 中村 成吾 7 名古屋市

62 石原 朱峰 4 小牧市 203 加藤 新太 7 静岡県

63 熊谷 祐乃 鳥羽見保育園 5 名古屋市 204 小堀 小太郎 横須賀小学校 7 西尾市

64 青山 奈々花 5 名古屋市 205 神野 源太 SAC Racing 7 豊明市

65 安達 椛乃 5 名古屋市 206 西川 稜真 名古屋市立東白壁小 7 名古屋市

66 帆苅 紗乃 5 静岡県 207 小山 拓久 大須AC 7 名古屋市

67 田嶋 那琉 向笠幼稚園 5 静岡県 208 中島 海翔 7 瀬戸市

68 舩久保 結衣 FRC 5 瀬戸市 209 杉田 敦基 甚目寺東小学校 7 あま市

69 満澤 春佳 自主保育ｸﾞﾙｰﾌﾟももやま 6 名古屋市 210 渡邉 瑠泉 7 瀬戸市

211 高須 健仁 7 西尾市

212 朝田 将太 大須AC 7 名古屋市

213 鈴木 敦斗 SAC Racing 7 豊明市

214 太田 詩温 大須陸上ｸﾗﾌﾞ 7 名古屋市

215 石川 耀星 7 みよし市

216 熊谷 宥人 鳥羽見小学校 7 名古屋市

217 神谷 一心 ももの木学童 8 岡崎市

■ ちびっこチャレンジ 0.75km 男子

■ 小学校低学年 1年生 女子

■ 小学校低学年 2年生 男子

■ ちびっこチャレンジ 0.75km 女子

■ 小学校低学年 1年生 男子



No. 氏名 所属 年齢・年代居住地 No. 氏名 所属 年齢 居住地

251 上井 美来 富士松南小学校 7 刈谷市 401 松尾 拓海 西尾小学校 9 西尾市

252 田代 紗也 鶴城小学校 7 西尾市 402 藤井 友我 藤井4我's 9 名古屋市

253 岡本 愛叶 7 小牧市 403 川崎 陽真 ST 9 知立市

254 中田 小雪 7 豊橋市 404 岡山 晴樹 長須賀小学校 9 名古屋市

255 岡 菜月 市が洞小学校 7 長久手市 405 北原 彰真 TOMORUN 9 静岡県

256 高橋 なな 8 静岡県 406 佐藤 圭悟 9 岡崎市

407 小林 勇斗 9 岡崎市

408 林 奏佑 9 愛西市

No. 氏名 所属 年齢 居住地 409 田嶋 櫻雅 向笠小学校 9 静岡県

301 小林 奏太 8 岡崎市 410 加藤 真輝 SAC Racing 9 豊明市

302 脇田 淳晟 小豆坂小学校 8 岡崎市 411 青山 俊太朗 9 名古屋市

303 小野 総一朗 沓掛小学校 8 豊明市 412 川嵜 翔喜 六ｯ美西部小 9 岡崎市

304 大山 陸翔 8 豊川市 413 杉田 悠真 甚目寺東小学校 9 あま市

305 大呂 温幹 8 安城市 414 社家間 友治 千代田小 9 静岡市

306 岸端 優汰 来迎寺小学校 8 知立市 415 鬼頭 泰佑 9 あま市

307 木村 禄我 8 名古屋市 416 榎並 翔太 童子山小学校 10 豊田市

308 宮嶋 郡 SAC Racing 8 豊明市

309 青木 颯汰 8 豊川市

310 羽根 悠真 8 半田市 No. 氏名 所属 年齢 居住地

311 中田 知希 朝日東小学校 8 一宮市 451 川内 茉里 阿久比陸上ｸﾗﾌﾞ 9 阿久比町

312 石原 槍太郎 8 小牧市 452 中村 美南 9 名古屋市

313 星野 直太朗 東幡豆小学校 8 西尾市 453 齋藤 桃菜 9 みよし市

314 奥田 瑛太 森松株式会社 8 名古屋市 454 ﾏｷｼﾏ ﾘﾘｱﾝ ﾏｷｼﾏﾑｽﾎﾟｰﾂ 9 岡崎市

315 斉藤 玲於奈 ｱｽﾐﾝ 8 名古屋市 455 神谷 あい ももの木学童 9 岡崎市

316 柴川 翔太 8 西尾市 456 大河 珠子 羽根井小学校 9 豊橋市

317 平阪 幸之輔 飯田小学校 8 名古屋市 460 谷山 穂果 9 岐阜県

318 中谷 周叶 水南小学校 8 瀬戸市 461 児島 佳苗 9 名古屋市

319 芝田 悠真 SAC Racing 8 豊明市 462 工藤 愛桜 ﾁｰﾑはこふぐ 9 阿久比町

320 舩久保 稜太 FRC 9 瀬戸市 463 青山 小桜 東栄小学校 10 東栄町

321 岡本 大輝 OP 小牧市

No. 氏名 所属 年齢 居住地

No. 氏名 所属 年齢 居住地 501 鈴木 禄章 SAC Racing 10 豊明市

351 高橋 希歩 8 蒲郡市 502 前川 心響 田原陸上ｸﾗﾌﾞ 10 田原市

352 三本 光瑠 8 日進市 503 朝田 健太 大須AC 10 名古屋市

353 篠田 莉々子 ｱｽﾐﾝ 8 名古屋市 504 青山 晄也 吉田小学校 10 西尾市

354 増田 汐瑛 8 豊明市 505 伊奈 清悟 10 常滑市

355 大掛 柚奈 8 春日井市 506 前原 良亮 SAC Racing 10 豊明市

356 大掛 莉奈 8 春日井市 507 田中 陽都 SAC Racing 10 豊明市

357 前川 紡 田原陸上ｸﾗﾌﾞ 8 田原市 508 清澤 慧大 10 幸田町

358 満澤 麦 常安小学校 8 名古屋市 509 太田 歩夢 ST 10 岡崎市

359 牧野 花音 みらいかのん 8 名古屋市 510 長縄 孝清 あすたま 10 豊田市

360 近藤 結芽 8 豊川市 511 小川 智久 平子小学校 10 名古屋市

361 渡邉 芽唯 牛久保小学校 8 豊川市 512 黒野 琉壱 吉田小学校 10 西尾市

362 岩本 美優 8 春日井市

■ 小学校高学年 4年生 女子

■ 小学校高学年 5年生 男子

■ 小学校低学年 3年生 女子

■ 小学校高学年 4年生 男子

■ 小学校低学年 3年生 男子

■ 小学校低学年 2年生 女子



No. 氏名 所属 年齢 居住地 No. 氏名 所属 年齢 居住地

551 平阪 和彩 飯田小学校 10 名古屋市 1001 樹神 太路 岡崎竜海 29歳以下 岡崎市

552 木村 梨寿 10 名古屋市 1002 舩山 歩 29歳以下 岡崎市

553 舩山 侑亜 10 岡崎市 1003 社家間 友介 静岡東中 29歳以下 静岡県

554 松本 紗直 10 長久手市 1004 高須 勇仁 29歳以下 西尾市

555 上北 菜月 ST 10 岡崎市 1005 蟹江 孝太 SAC Racing 29歳以下 豊明市

556 岡 郁菜 市が洞小学校 10 長久手市 1006 大掛 陽輝 29歳以下 春日井市

557 川内 瑠里 阿久比陸上ｸﾗﾌﾞ 10 阿久比町 1007 上田 裕太 29歳以下 岡崎市

558 中田 朱音 朝日東小学校 10 一宮市 1008 ﾅｶｻﾞ ﾀｹﾋﾛ 29歳以下 岡崎市

559 牧野 未来 みらいかのん 10 名古屋市 1009 長坂 祐介 29歳以下 西尾市

560 市川 心々音 一色東部小学校 10 西尾市 1010 徳舛 宗哉 旭硝子 29歳以下 武豊町

561 水谷 花 10 幸田町 1011 佐々木 弦 29歳以下 名古屋市

1012 光崎 一樹 29歳以下 岡崎市

1013 岩下 力也 ﾄﾖﾀ自動車 29歳以下 碧南市

No. 氏名 所属 年齢 居住地 1014 藤原 敦 29歳以下 豊明市

601 中田 拓一郎 11 豊橋市 1015 津坂 芳樹 29歳以下 名古屋市

602 兼子 達也 三崎小学校 11 豊明市 1016 工藤 弘隆 29歳以下 長久手市

603 庭野 流羽 11 岐阜県 1017 松本 淳 29歳以下 東海市

604 安藤 龍乃助 領内小学校 11 稲沢市 1018 内藤 太郎 29歳以下 名古屋市

605 満尾 朋貴 11 日進市 1019 水野 雄太 29歳以下 名古屋市

606 神野 新太 SAC Racing 11 豊明市 1020 西本 けい 旭硝子株式会社 29歳以下 半田市

607 満澤 源之介 SAC Racing 11 豊明市 1021 守永 一彦 29歳以下 神奈川県

608 北原 由麒 TOMORUN 11 静岡県 1022 鈴木 健太 30歳代 知立市

609 水谷 啓人 部長ｺｰﾋｰCLT 11 三重県 1023 船張 真太郎 30歳代 名古屋市

610 伊奈 太一 11 常滑市 1024 伊藤 康孝 福井ﾕﾆｵﾝ 30歳代 福井県

611 市川 海陽 11 岡崎市 1025 穂満 好治 岩崎健康ﾎﾞｰｲｽﾞ 30歳代 小牧市

612 小崎 瑛太 大矢知興譲小学校 11 三重県 1026 中尾 勝 岩崎健康ﾎﾞｰｲｽﾞ 30歳代 小牧市

613 北上 惇生 平洲小学校 11 東海市 1027 西村 洋明 岩崎健康ﾎﾞｰｲｽﾞ 30歳代 名古屋市

614 藤井 昂我 藤井4我's 11 名古屋市 1028 稲垣 祐一 GALLOP 30歳代 豊明市

615 柿本 友哉 大須AC 11 名古屋市 1029 坪井 祐介 岩崎健康ﾎﾞｰｲｽﾞ 30歳代 小牧市

616 亥野 瑠晟 SAC Racing 11 豊明市 1030 青山 佑太 ﾀﾞｲﾌﾞﾘｰｽﾞ 30歳代 西尾市

617 長江 菅太 11 岐阜県 1031 尾崎 雅斗 30歳代 西尾市

1032 藤本 拓磨 HOMEX 30歳代 春日井市

1033 近藤 丈晴 30歳代 刈谷市

No. 氏名 所属 年齢 居住地 1034 木野瀬 哲也 30歳代 名古屋市

651 三浦 蜜華 JAC武豊 11 武豊町 1035 坂本 裕樹 30歳代 岡崎市

652 神谷 まな ももの木学童 11 岡崎市 1036 中山 亮 30歳代 豊田市

653 藤澤 彩永 11 岐阜県 1037 山内 健司 30歳代 知多市

654 酒井 七聖 JAC武豊 11 武豊町 1038 脇田 享弘 ﾒｶﾆｶﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 30歳代 岡崎市

655 丸尾 咲花 SAC Racing 11 豊明市 1039 都築 孝義 30歳代 名古屋市

656 田嶋 那津 向笠小学校 11 静岡県 1040 松本 洋平 30歳代 長久手市

657 小石原 舞 Team MAI 11 豊川市 1041 大久保 光 30歳代 安城市

658 星川 陽香 双葉小学校 11 刈谷市 1042 松井 裕樹 おかざえﾓﾒﾝﾀﾑｽﾞ 30歳代 岡崎市

659 工藤 聖桜 ﾁｰﾑはこふぐ 11 阿久比町 1043 中島 健介 30歳代 長久手市

1044 加藤 太一 30歳代 静岡県

1045 安達 生武 30歳代 名古屋市

1046 小川 修平 30歳代 名古屋市

1047 福井 陽一 黒鯛師 30歳代 東海市

1048 木村 憲一郎 30歳代 名古屋市

1049 中谷 紘 30歳代 瀬戸市

1050 岡本 和久 30歳代 豊橋市

■ 小学校高学年 6年生 女子

■ 小学校高学年 5年生 女子

■ 小学校高学年 6年生 男子

■ ショート 8km 男子（中学生以上）



No. 氏名 所属 年齢 居住地 No. 氏名 所属 年齢 居住地

1051 工藤 俊一 30歳代 安城市 1101 上田 尚紀 40歳代 岡崎市

1052 三富 和憲 30歳代 日進市 1102 高須 義則 50歳代 西尾市

1053 鈴木 雅善 30歳代 知多市 1103 中村 克年 ｱｲｼﾝｴｨﾀﾞﾌﾞﾘｭ 50歳代 岡崎市

1054 中村 俊浩 ｽｷｰｻｰｸﾙﾈｰｼﾞｭ 30歳代 岡崎市 1104 篠田 卓也 ｱｽﾐﾝ 50歳代 名古屋市

■ ショート 8km 男子（中学生以上） ■ ショート 8km 男子（中学生以上）



No. 氏名 所属 年代 居住地 No. 氏名 所属 年代 居住地

2027 小澤 美香子 40歳代 豊川市 3031 新井 賢二 40歳代 幸田町

2028 木嶋 まり 40歳代 刈谷市 3032 藤井 恵 40歳代 名古屋市

2029 山本 陽子 福地中学校 40歳代 西尾市 3033 坂井 智幸 40歳代 岐阜県

2030 杉浦 千景 40歳代 知立市 3034 田近 仁志 40歳代 豊明市

■ ショート 8km 女子（中学生以上） ■ ミドル 16km 男子 （高校生以上）





■ 駅伝 男子

No. チーム名 居住地 メンバー１ 性別 メンバー２ 性別 メンバー３ 性別

7001 衣浦の風A 碧南市 岩下 力也 男 川越 勇佑 男 廣岡 渉 男

7002 衣浦の風B 碧南市 後藤 和哉 男 中崎 堅斗 男 八倉巻 孝仁 男

7003 衣浦の風C 碧南市 加藤 孝征 男 森田 諭 男 小野塚 太一 男

7004 藤組 直樹組長w/職権乱用 豊田市 伊藤 綱基 男 佐藤 貴博 男 佐藤 英次 男

7005 ＭiyaＧ'z α 豊田市 岸本 泰彦 男 宮地 政伸 男 上田 智啓 男

7006 チームN 北名古市 米田 天明 男 日比野 幸洋 男 田中 政博 男

7007 インスペクションA 豊川市 田中 僚 男 永田 勇輝 男 木田 在音 男

7008 インスペクションB 豊川市 岡山 雄大 男 中村 孔哉 男 齋藤 滉太 男

7009 G-岡崎支部 岡崎市 伊藤 嘉崇 男 吉村 直也 男 澤田 大和 男

7010 監督：丈３歳（コーチ：里子） 豊田市 豊廣 秀一 男 徳永 正義 男 林田 康佑 男

7011 西高３－７ 西尾市 野口 英紀 男 長谷川 龍一 男 石崎 啓祐 男

7012 三好ドリームズ みよし市 佐藤 博士 男 渡辺 伸吾 男 小林 伸二 男

7013 ＫＯＴあすりーと みよし市 北野 直人 男 大内 伸明 男 橘 宏樹 男

■ 駅伝 混合

No. チーム名 居住地 メンバー１ 性別 メンバー２ 性別 メンバー３ 性別

8001 めだかの学校ジョガー卒業組 西尾市 川合 智也 男 塚本 茜 女 川合 晃三 男

8002 マキシマムカミヤ 岡崎市 神谷 教司 男 神谷 瞳 女 マキシマ 朱美 女

8003 湖西うましかα 静岡県 水鳥 喬久 男 西方 勇人 男 加藤 美由紀 女

8004 湖西うましかβ 静岡県 勝木 功也 男 見鳥 好宏 男 大掛 香織 女

8005 湖西うましかRJ 静岡県 穴井 剛史 男 神田 明彦 男 井上 利江 女

8006 nognog姉弟妹 岡崎市 野口 結有 女 野口 純基 男 野口 縁乃 女

8007 喫茶すず助＋パトラン西尾 西尾市 助川 隆 男 藤森 衣梨 女 池田 和隆 男

8008 ファミリー石川 名古屋市 石川 恭太 男 石川 真理泉 女


