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ﾁｰﾑ名

ﾅﾝﾊﾞｰ 所属

ﾌｼﾞｴﾀﾞﾒｲｾｲ 選手 木村　隆晴(1) 遠藤　海(1) 杉浦　柊人(3) 鈴木　陽斗(2) 加藤　詩文(2) 村松　翼(3) 千々岩　暁(3)
1 藤枝明誠 通過

藤枝明誠 区間

ﾆﾗﾔﾏ 選手 松田　拓也(3) 川村  駿斗(2) 片岡　晴哉(2) 舩生　颯太(2) 漆原　幹人(2) 杉山　恭平(3) 藤田　悠(3)
2 韮山 通過

韮山 区間

ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾀｲ 選手 小川　伊央(2) 山本　拓歩(1) 古井　海成(1) 小野　真和(1) 岩崎　蒼史(1) 畠山　弦樹(2) 箕田　隼士(2)
3 浜松日体 通過

浜松日体 区間

ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 選手 村木　風舞(2) 山口　一輝(3) 根上　和樹(3) 笠井　天斗(3) 勝又　大介(1) 馬場　陸翔(2) 杉山　翔梧(2)
4 御殿場西 通過

御殿場西 区間

ﾊﾏﾏﾂｶｲｾｲｶﾝ 選手 辻本　桜寿(2) 渡邊　大輔(1) 岡元　快生(2) 栗田　絆生(1) 河口　尊(2) 宮澤　諒真(2) 粟倉　璃空(2)
5 浜松開誠館 通過

浜松開誠館 区間

ｼﾏﾀﾞ 選手 杉本　翔輝(3) 井指　陸(2) 松本　悠真(3) 和田　陽(3) 山本　純也(3) 鳥澤　圭佑(2) 鳥澤　光佑(2)
6 島田 通過

島田 区間

ｵｵｶﾞｷﾆﾁﾀﾞｲ 選手 安島　莉玖(2) 須藤　滉平(3) 日比野　陸(3) 永田　愛己(3) 尾関　丈(2) ストウ　ナオキ(3)日比　健仁(3)
11 大垣日大 通過

大垣日大 区間

ﾁｭｳｷｮｳ 選手 加藤　優弥(3) 安江　優斗(2) 髙木　結飛(3) 渋谷　大和(2) 山本　昂輝(1) 織橋　巧(3) 佐々木　陸(3)
12 中京 通過

中京 区間

ﾐﾉｶﾓ 選手 加藤　佑都(3) 木下　瑛仁(3) 村山　佳駿(2) 古橋　明弥(2) 岡崎　秀祐(1) 中嶋　希(3) 石郷　健翔(1)
13 美濃加茂 通過

美濃加茂 区間

ｹﾝｷﾞﾌｼｮｳ 選手 栗本　航希(3) 山田　悠介(1) 齋藤　東方(2) 下田　悠友(2) 田中　寛樹(1) 服部　司(1) 志知　海優(2)
14 県岐阜商 通過

県岐阜商 区間

ﾏｼﾀｾｲﾌｳ 選手 大前　貴揮(2) 天野　愛都(3) 道下　力也(3) 熊倉　希空(2) 都筑　泰平(1) 星合　柑太(1) 中川　拓海(3)
15 益田清風 通過

益田清風 区間

ﾚｲﾀｸﾐｽﾞﾅﾐ 選手 渡邊　颯汰(1) 西尾　璃優(1) 小村　拓也(1) 園原　巧海(1) 平居　源麒(2) 小泉　達哉(3) 山﨑　柊太郎(3)
16 麗澤瑞浪 通過

麗澤瑞浪 区間

ｲｶﾞﾊｸﾎｳ 選手 秋山　稟央(2) 三平　弦徳(1) 倉本　晃羽(3) 間野　至恩(2) 茂手木　英人(1) 鈴木　宗治(3) 松田　元気(1)
21 伊賀白鳳 通過

伊賀白鳳 区間

ﾀｶﾀﾞｺｳ 選手 林　侑汰(3) 坂井田　翔太(2) 清水　大斗(2) 杉本　憲亮(1) 戸田　悠聖(2) 中世古　陽輝(2) 浅野　孔(3)
22 高田 通過

高田 区間

ﾖｯｶｲﾁｺｳ 選手 別府　健太朗(3) 上條　玄太(1) 伊藤　諒(3) 吉田　陽翔(2) ヤマニハ　レオナルド(2) 新開　翔太(2) 篠﨑　大地(3)
23 四日市工 通過

四日市工 区間

ｲﾅﾍﾞｿｳｺﾞｳｶﾞｸｴﾝ 選手 髙岡　央斗(3) 前野　孔也(3) 吉田　悠斗(1) 石川　裕大(2) 小山　真生(2) 早川　裕希矢(1) 小川　心(2)
24 いなべ総合学園 通過

いなべ総合学園 区間

ｺｳｶﾞｯｶﾝ 選手 山下　晃槻(3) 松葉　琥太郎(1) 辻井　淳平(2) 野島　清盟(2) 小久保　凱生(2) 森田　愛斗(1) 世古　優哉(2)
25 皇學館 通過

皇學館 区間

ｽｽﾞｶｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 選手 福田　直瑛(3) 伊藤　健生(2) 大浦　淳(1) 芝田　翼(3) 中村　快翔(3) 小林　星生(2) 前田　拓海(3)
26 鈴鹿 通過

鈴鹿 区間

ﾒｲｹｲﾀﾞｲﾀｶｸﾗ 選手 中村　元紀(2) 二村　敦貴(2) 丹羽　朋樹(1) 吉村　一音(1) 犬塚　陸斗(2) 曽田　翔五(2) 佐藤　輝一(2)
31 名経大高蔵 通過

名経大高蔵 区間

ﾄﾖｶﾜ 選手 蟹江　隼人(2) 野村　慈音(3) 相地　一夢(2) 近藤　琳太郎(2) 鷲野　遥都(1) 神田　悦士(1) 中山　達貴(3)
32 豊川 通過

豊川 区間

ｱｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 選手 野川　元希(2) 橋本　憲一郎(2) 加藤　大地(2) 浮邉　直人(1) 出井　彪雅(1) 加藤　草太郎(2) 市丸　健太(2)
33 愛知 通過

愛知 区間

ﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁ 選手 平松　享祐(3) 林　知毅(2) 近藤　大智(3) 平松　龍青(3) 河田　吏生(1) 阿部　紘也(2) 大和田純平(3)
34 中部大第一 通過

中部大第一 区間

ﾄﾖﾀｵｵﾀﾆ 選手 豊田　雄大(1) 内山　駿(3) 加藤　晨(3) 宮﨑　颯来(2) 梅村　涼雅(3) 本田　奏弥(3) 渡邉　陽奈太(1)
35 豊田大谷 通過

豊田大谷 区間

ｵｶｻﾞｷｼﾞｮｳｾｲ 選手 髙畑　蓮(3) 黒野　大和(2) 吉田　龍海(2) 谷村　恭祐(2) 早川　恭介(3) 齊藤　巧茉(1) 片山　健二郎(1)
36 岡崎城西 通過

岡崎城西 区間

審 判 長：伊藤　明久

記録主任：石鎚　一則

11月27日 10:00 決　勝

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区


