
ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 順位 総合

第67回瀬戸地方近郊駅伝競走大会    (男子３部)
平成３０年１２月９日

上段：区間順位、タイム
下段：通算順位、タイム

５区

浅井　大登 前田　陸 池田　知史 大岩　歩夢岡田　康平

（2） 10:2818:3313:0305:26
0:57:570:47:290:28:560:15:530:10:27 <1><1><1><1><3>

（3）（2）（2） 0:57:571
愛知高校Ａ351

金澤　稜己 尾関　竜望 小川　絢也 加藤　大成杉　虹輝

（8） 10:2318:4213:2405:43
0:58:530:48:300:29:480:16:240:10:41 <2><2><3><5><5>

（1）（3）（5） 0:58:532
中部大学第一高校Ａ328

竹内　亮人 中村　颯汰 近藤　亨 片山　宗哉井田　洸陽

（17） 10:5817:5713:4006:02
1:00:010:49:030:31:060:17:260:11:24 <3><3><16><21><20>

（6）（1）（6） 1:00:013
愛知高校Ｄ354

本多　桜空 西脇　翔太 永井　康生 加藤　壮馬平野　翔太

（7） 10:5819:3112:5905:42
1:00:160:49:180:29:470:16:480:11:06 <4><6><2><12><16>

（6）（13）（1） 1:00:164
名経大高蔵高校Ａ338

中倉　啓敦 嘉無木　悟 外山　雅大 村木　謙太立松　昇剛

（1） 11:1118:5713:4705:11
1:00:190:49:080:30:110:16:240:11:13 <5><4><6><4><18>

（10）（5）（7） 1:00:195
愛知高校Ｃ353

米谷　悠希 加藤　広人 青山　一樹 佐々木　学人山岡　琉希也

（3） 11:3418:5614:0005:32
1:00:500:49:160:30:200:16:200:10:48 <6><5><7><3><8>

（19）（4）（13） 1:00:506
中京大中京Ｄ324

ハルトノ　宝 茶木　康輔 長谷川　大智 岡内　雅矢鵜飼　雄矢

（10） 10:3119:2714:0105:45
1:00:570:50:260:30:590:16:580:11:13 <7><12><14><13><19>

（4）（11）（14） 1:00:577
中京大中京Ｂ322

早川　里月 越智　拓登 樋渡　雄太 和泉　海翔藤井　正斗

（11） 11:3919:2013:5005:46
1:00:590:49:200:30:000:16:100:10:24 <8><7><5><2><2>

（23）（7）（9） 1:00:598
名経大高蔵高校Ｄ341

実松　雅史 竹内　啓一郎 近藤　総司 山田　大翔松本　康汰

（24） 11:2420:0113:1706:15
1:01:160:49:520:29:510:16:340:10:19 <9><8><4><7><1>

（13）（18）（4） 1:01:169
愛知高校Ｂ352

堀江　暁 渡邉　健志郎 小林　優心 宮田　真伎横井　嵩洋

（15） 11:2619:2213:5505:58
1:01:300:50:040:30:420:16:470:10:49 <10><10><11><11><9>

（16）（8）（11） 1:01:3010
中京大中京Ｃ323

服部　竜也 中西　耕庸 髙木　大誠 中村　太一野田　将吾

（24） 10:5119:0314:3006:15
1:01:330:50:420:31:390:17:090:10:54 <11><14><20><16><11>

（5）（6）（22） 1:01:3311
愛知黎明高校Ａ342

セルオド　ジャムバル 松本　結叶 渡邉　大誠 加藤　聖人松本　開渡

（29） 11:3819:2213:0906:26
1:01:370:49:590:30:370:17:280:11:02 <12><9><8><22><13>

（22）（8）（3） 1:01:3712
愛知黎明高校Ｃ344

矢形　駿汰 金子　泰良 鮎川　翔 深沢　竜生清家　一真

（27） 11:0219:5313:4706:16
1:01:450:50:430:30:500:17:030:10:47 <13><15><12><14><7>

（8）（16）（7） 1:01:4513
名経大高蔵高校Ｃ340

砂平　淳也 伊藤　大和 木村　帆理 井本　歩希市原　利希也

（12） 11:2319:2314:2205:48
1:01:460:50:230:31:000:16:380:10:50 <14><11><15><9><10>

（12）（10）（19） 1:01:4614
名経大高蔵高校Ｂ339
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ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 順位 総合

第67回瀬戸地方近郊駅伝競走大会    (男子３部)
平成３０年１２月９日

上段：区間順位、タイム
下段：通算順位、タイム

５区

杵鞭　源 曽根　遼 福山　楊介 伊藤　昴紘木村　海光

（17） 11:2419:2714:0306:02
1:02:010:50:370:31:100:17:070:11:05 <15><13><18><15><15>

（13）（11）（15） 1:02:0115
愛知総合工科・旭野高校304

鈴木　雄登 渡辺　直人 吉野　右恭 小島　拓柏木　那央

（5） 10:2321:0114:1505:39
1:02:170:51:540:30:530:16:380:10:59 <16><19><13><8><12>

（1）（29）（17） 1:02:1716
中京大中京Ａ321

中川　大輔 毛利　智紀 米山　樹 伊里　友希寺島　晴

（14） 11:2220:2713:5505:57
1:02:280:51:060:30:390:16:440:10:47 <17><16><9><10><6>

（11）（23）（11） 1:02:2817
明和高校312

平　敢大 古市　陸 川上　恭平 伊藤　琉宇長坂　尚哉

（13） 11:0620:2413:5005:50
1:02:360:51:300:31:060:17:160:11:26 <18><17><17><18><22>

（9）（20）（9） 1:02:3618
中部大学第一高校Ｂ329

神谷　共輝 鈴木　隆矢 植山　剛輝 滋賀　孔亮大河原　純太

（16） 11:3019:5214:2605:59
1:03:120:51:420:31:500:17:240:11:25 <19><18><22><19><21>

（18）（15）（21） 1:03:1219
岡崎北高校Ａ313

高家　悠人 大塚　光陽 吉原　諒 肥田　侑真横井　康平

（19） 11:2519:3614:3806:05
1:03:220:51:570:32:210:17:430:11:38 <20><20><23><23><25>

（15）（14）（23） 1:03:2220
愛知県立旭丘高等学校317

天野　太陽 金子　陽之助 服部　諒 土方　悠暉後藤　厳楽

（21） 11:3620:3414:1306:07
1:03:340:51:580:31:240:17:110:11:04 <21><21><19><17><14>

（21）（25）（16） 1:03:3421
愛工大名電Ａ335

鈴木　翔馬 尾畑　魁利 斉藤　廉 山本　駿太鵜飼　蓮

（28） 11:5020:0014:4406:23
1:04:460:52:560:32:560:18:120:11:49 <22><23><24><26><30>

（25）（17）（24） 1:04:4622
明和・名西・守山Ａ310

串田　涼 松浦　巧馬 板倉　優翔 脇　冬馬中岡　学土

（9） 12:0521:5914:1705:44
1:04:460:52:410:30:420:16:250:10:41 <23><22><10><6><4>

（29）（33）（18） 1:04:4623
豊田大谷高校Ａ301

山本　裕太 山口　夏輝 山本　崇景 近藤　輝愛来野澤　裕太

（29） 11:3520:2615:1706:26
1:05:250:53:500:33:240:18:070:11:41 <24><26><27><24><27>

（20）（22）（28） 1:05:2524
至学館高校331

佐藤　真那也 松花　功祐 小川　卓士 大沼　颯希尾関　耀匡

（22） 11:5322:0014:2206:13
1:05:390:53:460:31:460:17:240:11:11 <25><24><21><20><17>

（26）（34）（19） 1:05:3925
中部大学第一高校Ｃ330

織田　淳生 澤村　直樹 大久保　俊哉 安藤　佑成喜多　潤哉

（20） 12:1220:4314:4406:06
1:06:010:53:490:33:060:18:220:12:16 <26><25><25><30><33>

（32）（26）（24） 1:06:0126
岡崎北高校Ｂ314

吉田　篤弘 小倉　悠暉 近藤　恵冶郎 山本　理陽近藤　義基

（37） 12:0920:4615:0406:49
1:06:250:54:160:33:300:18:260:11:37 <27><27><28><32><24>

（31）（27）（27） 1:06:2527
熱田高校303

福本　晃己 清水　蒼太郎 松本　直樹 安藤　匡佑石塚　陸斗

（23） 12:0720:2515:3006:14
1:06:250:54:180:33:530:18:230:12:09 <28><28><30><31><31>

（30）（21）（31） 1:06:2528
名古屋高校Ａ345
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更岡　翼 二宮　綸太朗 原田　侑弥 森　陽介佐川　考太

（34） 12:0120:0815:4306:35
1:07:040:55:030:34:550:19:120:12:37 <29><30><33><37><38>

（28）（19）（34） 1:07:0429
愛工大名電Ｃ337

古川　幸治 山田　大青 木村　壮太 堀江　爽太郎古根　亮真

（6） 11:4222:1615:0305:41
1:07:120:55:300:33:140:18:110:12:30 <30><31><26><25><37>

（24）（36）（26） 1:07:1230
名東高校350

倉田　智弥 林　泰輝 梶田　蒼 猪飼　武士神島　一馬

（43） 11:2820:5816:3007:02
1:07:390:56:110:35:130:18:430:11:41 <31><33><37><34><28>

（17）（28）（43） 1:07:3931
名古屋市工芸高校348

辻丸　和輝 松野　翔太 萩原　啓資 髙田　晧生髙木　俊弥

（32） 11:5721:2615:2706:33
1:08:160:56:190:34:530:19:260:12:53 <32><34><32><38><41>

（27）（31）（30） 1:08:1632
旭野高校305

久野　稜平 吉崎　辰哉 福光　幸太 永谷　健太郎迫　朝澄

（35） 13:2821:2115:2506:38
1:08:270:54:590:33:380:18:130:11:35 <33><29><29><27><23>

（42）（30）（29） 1:08:2733
菊里高校陸上部Ａ306

松浦　聖矢 吉田　彪真 苅谷　真之介 稲垣　勇輝下岡　暖

（36） 13:1320:2715:3306:47
1:09:030:55:500:35:230:19:500:13:03 <34><32><38><41><44>

（40）（23）（32） 1:09:0334
春日井東Ａ318

永井　輝光 大川　颯斗 今井　翔一朗 井上　陽登宮原　海航

（33） 13:0222:1715:5206:34
1:09:250:56:230:34:060:18:140:11:40 <35><35><31><29><26>

（37）（37）（38） 1:09:2535
豊田工業高校Ｂ309

吉山　史城 尾﨑　拓 開田　響 内田　練鶴田　拓希

（24） 12:3422:4116:2306:15
1:10:170:57:430:35:020:18:390:12:24 <36><36><34><33><34>

（35）（39）（40） 1:10:1736
旭丘高校・中村高校316

打田　蒼平 飯田　大祐 鬼頭　和久 清野　絢山根　琉翔

（31） 12:3322:4416:4906:28
1:10:190:57:460:35:020:18:130:11:45 <37><37><35><28><29>

（34）（40）（45） 1:10:1937
愛工大名電Ｂ336

西嶋　優輝 三谷　武蔵 浅井　淳希 広瀬　優久留宮　侑希

（38） 12:1522:5316:3506:52
1:10:480:58:330:35:400:19:050:12:13 <38><40><39><36><32>

（33）（42）（44） 1:10:4838
天白高校320

和田　悠佑 岡本　敬 谷口　三四郎 近藤　颯祐平井　修太郎

（47） 13:0822:1915:5507:23
1:11:130:58:050:35:460:19:510:12:28 <39><38><40><42><35>

（39）（38）（39） 1:11:1339
名古屋高校Ｂ346

坂倉　英瞭 河原崎　陽大 泉谷　拓哉 鈴木　乾矢鈴木　優汰

（40） 12:4223:4815:5006:54
1:12:180:59:360:35:480:19:580:13:04 <40><41><41><43><45>

（36）（45）（36） 1:12:1840
菊里高校陸上部Ｂ307

西山　敦志 二宮　和也 荒堀　俊輔 藤井　晴之助杉浦　彰一

（42） 13:0324:5515:4507:00
1:13:111:00:080:35:130:19:280:12:28 <41><43><36><39><36>

（38）（49）（35） 1:13:1141
愛知総合工科・短距離Ｂ334

有路　翔 小熊　希空 三宅　康介 中村　空暉加藤　宏雅

（4） 13:3823:3717:1405:36
1:13:160:59:380:36:010:18:470:13:11 <42><42><42><35><46>

（45）（44）（48） 1:13:1642
愛知県立高蔵寺高等学校①326
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下段：通算順位、タイム

５区

彌田　蒼 鈴木　琢斗 太田　唯斗 上田　慎之介生田　薫平

（46） 14:5021:4016:2807:10
1:13:190:58:290:36:490:20:210:13:11 <43><39><44><45><47>

（50）（32）（42） 1:13:1943
豊田大谷高校Ｂ302

池田　基陽 安川　大貴 早川　英貴 日置　貴裕本谷　一稀

（45） 13:4923:1816:2407:09
1:14:011:00:120:36:540:20:300:13:21 <44><45><45><46><48>

（46）（43）（41） 1:14:0144
春日井高等特別支援学校325

近藤　和弥 宮澤　裕貴 白築　尊斗 生川　晴士郎吉田　陸

（47） 14:0922:1215:4107:23
1:14:201:00:110:37:590:22:180:14:55 <45><44><48><51><51>

（48）（35）（33） 1:14:2045
明和・名西・守山Ｂ311

鶴田　虎太郎 定松　龍斗 石川　愁 田口　汰一北村　聡都

（44） 13:2324:1416:5107:08
1:14:371:01:140:37:000:20:090:13:01 <46><47><47><44><43>

（41）（48）（46） 1:14:3746
春日井西高校315

山田　将栄 村瀬　佑希 髙田　主音 小河　航星阪東　英和

（41） 14:0424:1215:5006:58
1:15:111:01:070:36:550:21:050:14:07 <47><46><46><48><50>

（47）（46）（36） 1:15:1147
愛知総合工科・短距離Ａ333

尾形　渉悟 加藤　飛陽 久野　陽斗 岩崎　友哉工藤　空大

（39） 13:3125:4516:5306:53
1:15:391:02:080:36:230:19:300:12:37 <48><48><43><40><39>

（43）（50）（47） 1:15:3948
菊華高等学校332

長谷　陽多 池田　圭吾 角田　渉 神野　勇輝蟹江　仁輝

（52） 13:3124:1318:1608:48
1:17:351:04:040:39:510:21:350:12:47 <49><50><50><49><40>

（43）（47）（50） 1:17:3549
名古屋高校Ｃ347

新宅　雄高 加藤　駿 大東　正忠 内山　左京寺島　彰利

（50） 14:4126:1617:5407:38
1:19:261:04:450:38:290:20:350:12:57 <50><51><49><47><42>

（49）（51）（49） 1:19:2650
愛知県立高蔵寺高等学校②327

高見沢　樹 福永　侑人 奥村　颯 酒井　壱成高井　琉斗

（51） 16:0722:4518:5007:55
1:19:421:03:350:40:500:22:000:14:05 <51><49><51><50><49>

（52）（41）（51） 1:19:4251
工芸建３349

森山　晃貴 大塚　歩 迫上　侑哉 木下　祐太進藤　悠生

（49） 14:5229:2724:5707:29
1:32:551:18:030:48:360:23:390:16:10 <52><52><52><52><52>

（51）（52）（52） 1:32:5552
春日井東Ｂ319

（）
<><><><><>
（）（）（） DNS

愛知高校Ｅ355

（）
<><><><><>
（）（）（） DNS

愛知黎明高校Ｂ343

（）
<><><><><>
（）（）（） DNS

豊田工業高校Ａ308
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