
第69回渥美半島駅伝競⾛⼤会 最終区間オーダー表 【⾼校男⼦の部】
ゼッケン

No チーム名 エントリー部⾨ 責任者(監督者)⽒名 1区 2区 3区 4区 5区 補⽋① 補⽋②

1 静岡県⽴島⽥⾼等学校 ⾼校男⼦の部 粕⾕ 悠 杉本 翔輝 松本 悠真 井指 陸 ⿃澤 光佑 ⿃澤 圭佑 社家間 友介 粕⾕ 悠

2 ⼤同⼤学⼤同⾼等学校 ⾼校男⼦の部 井垣 要⼀郎 中村 陸翔 満仲 陸 浦川 煌世 市川 和⼈ 重松 ⼀輝 川瀬 ⼩鉄 若松 慶史

3 愛知県⽴旭野⾼等学校 ⾼校男⼦の部 三宅 孝司 加藤 瑛⼀ 地案 尚宏 加藤 泰聖 ⽩⽊ 勇 澤⽥ 誉⽣ 佐伯 光佑 ⽥⼝ 直弥

4 愛知県⽴豊川⼯科⾼等学校 ⾼校男⼦の部 ⽮野 貴也 牧野 ⿓哉 富永 倖⽣ 海野 瑛良 ⼭崎 愛翔 花井 創 ⼩林 ⾥央 坂本 新之介

5 愛知⾼等学校A ⾼校男⼦の部 ⽵内 洸貴 野川 元希 加藤 草太郎 橋本 憲⼀郎 ⼤岩 蓮 平井 翼 仙⽯ 旭 浮邉 直⼈

6 愛知⾼等学校B ⾼校男⼦の部 ⽵内 洸貴 浮邉 直⼈ 鈴⽊ 優太郎 出井 彪雅 市丸 健太 仙⽯ 旭 岡⽥ 陽光 益⼦ 隼乃介

7 愛知⾼等学校C ⾼校男⼦の部 ⽵内 洸貴 岡⽥ 陽光 益⼦ 隼乃介 藤井 敬史郎 東 浩⼤ ⼩澤 陽⼀路 ⾅井 春輝 林 凌楽

8 愛知⾼等学校D ⾼校男⼦の部 ⽵内 洸貴 ⾅井 春輝 ⼤堀 陽輝 林 凌楽 市川 波琉 柴⽥ 恭佑 遠藤 優成 寺本 悠⼆

9 愛知県⽴時習館⾼等学校A ⾼校男⼦の部 加⼦ 勇 桃⾕ 和真 ⼩林 晴琉 栗⽥ 喬平 松本 颯太 阿部 純也 中⽥ 拓⼀郎 安藤 和真

10 愛知県⽴時習館⾼等学校B ⾼校男⼦の部 加⼦ 勇 ⼭本 樹 村⽥ 周⼀郎 深⾕ 真⽃ 加藤 終⼠ 七原 慶⽃ 柏⽊ 直⼈ 柏⽊ 隆⼈

11 豊⽥⼤⾕⾼等学校A ⾼校男⼦の部 鈴⽊ 豪師 豊⽥ 雄⼤ 宮﨑 颯来 ⽯原 夢⼤ 原 ⼀成 近藤 カリーム ⼭本 優晟 仲地 昊輝

12 豊⽥⼤⾕⾼等学校B ⾼校男⼦の部 鈴⽊ 豪師 ⼭本 優晟 渡邉 陽奈太 古賀 雅也 ⻄川 海惺 熊⾕ 豪流 ⽇野 宙良 ⽻根 早玖哉

13 豊⽥⼤⾕⾼等学校C ⾼校男⼦の部 鈴⽊ 豪師 ⾼須 空⿂ 本⽥ 奏弥 ⼋尋 友希 加藤 晨 梅村 凉雅 仲地 昊輝 鈴⽊ 琥太郎

14 岐⾩県⽴⼤垣⼯業⾼等学校 ⾼校男⼦の部 郷 直⼈ ⾼橋 隆太郎 酒井 啓吾 ⼤洞 槙悟 川尻 蓮⽃ ⼤迫 汰希 野村 颯⽃ ⽥中 輔

15 愛知県⽴天⽩⾼等学校 ⾼校男⼦の部 安⽥ 純久 浅野 稀央 濵⽥ 修⽃ 三芳 侑⼤ 中川 景太 上野 祐 伊佐 友吾 加藤 健真

16 愛知県⽴豊橋東⾼等学校 ⾼校男⼦の部 横地 勝 村松 滉太 奥村 思波 ⼭本 慎⼆朗 中島 崚⼤郎 ⾼須 駿祐 鈴⽊ 脩太 ⾦野 航

17 愛知県⽴渥美農業⾼等学校 ⾼校男⼦の部 佐々⽊ 奈津美 船⽔ 優利 前⽥ 優樹 夏⽬ 直英 鈴⽊ 治⼈ 楠⽥ 理央 堀江 勇⽃ 神⾕ 涼

18 ⾼⽥⾼等学校A ⾼校男⼦の部 冨倉 崇嗣 浅野 孔 林 侑汰 坂井⽥ 翔太 中世古 陽輝 杉本 憲亮 ⼩﨑 侑汰  ⼾⽥ 悠聖

19 ⾼⽥⾼等学校B ⾼校男⼦の部 ⽋場

20 滋賀学園⾼等学校 ⾼校男⼦の部 ⽋場

21 愛知県⽴成章⾼等学校A ⾼校男⼦の部 ⽯⽥ 裕太郎 川原 夢翔 ⾦ 稜星 榛葉 俊介 ⼩原 寿燿 鈴⽊ 皓登 成瀬 楓真 藤澤 拓慎

22 愛知県⽴成章⾼等学校B ⾼校男⼦の部 ⽯⽥ 裕太郎 鈴⽊ 陽登 ⽵⽥ ⼀暁 太⽥ 尊 松井 仁志 ⼩久保 蒼⼤ 花園 俊 渡邉 颯

23 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校A ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 ⽝塚 陸⽃ ⼭⽥ 来夢 ⼤嶋 隆寛 伊藤 琉偉 内⼭ 椋太

24 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校B ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 福⽥ 啓吾 近⽥ ⼀耀 吉村 颯⾳ ⼆村 敦貴 福⽥ ⼤馳



第69回渥美半島駅伝競⾛⼤会 最終区間オーダー表 【⾼校男⼦の部】
ゼッケン

No チーム名 エントリー部⾨ 責任者(監督者)⽒名 1区 2区 3区 4区 5区 補⽋① 補⽋②

25 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校C ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 鈴⽊ 拓登 原⽥ 侑宜 中村 元紀 祖⽗江 将晴 牧野 海⽃

26 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校D ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 達 ⾶嘉 ⽯濵 創志 加藤 快都 丹下 照道 ⼤内 伶央⽃

27 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校E ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 ⼭本 裕⽃ 前野 皓⼠ 守⼭ 晴之 神崎 晴彦 鈴⽊ 陸覇 伊藤 琉偉

28 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校F ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 丹⽻ 朋樹 柳 尚吾 尾関 柊太 ⻑島 正真 鈴⽊ 公輔

29 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校G ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 吉村 ⼀⾳ ⽥中 智稀 佐藤 輝⼀ 岸 凌平 ⼩松 映智

30 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校H ⾼校男⼦の部 加藤 良寛 髙松 桜太 ⼭本 駿之介 林 ⼤雅 仙⽯ ⼤翔 北林 陸⾳

31 岡崎城⻄⾼等学校 ⾼校男⼦の部 若杉 鋼洋 吉⽥ ⿓海 ⾕村 恭祐 平⼭ 春幸 渥美 希良 ⽚⼭ 健⼆郎 ⿊野 ⼤和 井上 ⼤眞

32 藤枝明誠⾼等学校A ⾼校男⼦の部 清 尊徳 村松 翼 ⽊村 隆晴 加藤 詩⽂ ⽔野 健太 鈴⽊ 陽⽃ 藤原 翔太郎 千々岩 暁

33 藤枝明誠⾼等学校B ⾼校男⼦の部 清 尊徳 森 獅童 ⼤関 真宙 藪⽥ 錬 松岡 遊 遠藤 海 岩渕 航也 村松 拓武

34 藤枝明誠⾼等学校C ⾼校男⼦の部 清 尊徳 ⽥窪 玲央 岡村 ⿓翔 ⼩澤 軌⼼ 中⽥ 凌介 河野 柊 中本 旭 五⼗嵐 宇宙

35 中部⼤学第⼀⾼等学校 ⾼校男⼦の部 磯村 弦 ⼤和⽥ 純平 阿部 紘也 近藤 ⼤智 林 知毅 河⽥ 吏⽣ 柿本 友哉

36 三重県⽴いなべ総合学園⾼等学校 ⾼校男⼦の部 ⻄⼭  俊 吉⽥ 悠⽃ ⼀⾊ 遼⼤ ⼩⼭ 真⽣ 前野 孔也 ⽯川 裕⼤ 早川 裕希⽮ ⼩川 ⼼

37 愛知県⽴国府⾼等学校 ⾼校男⼦の部 城所 基之 ⿃居 洸希 安永 ⼤吾 久⽥ 春樹 中尾 ⼤輝 夏⽬ 隼⼈ 柿原 陸喜 ⽩井 康介



第69回渥美半島駅伝競⾛⼤会 最終区間オーダー表 【⼀般男⼦の部】
ゼッケン
No チーム名 エントリー部⾨ 責任者(監督者)⽒名 1区 2区 3区 4区 5区 補⽋① 補⽋②

51 トヨタスポーツマンクラブA ⼀般男⼦の部 ⼭⽥ 和広 村⼭ 悠⽃ 四辻 剛 緒⽅ 樹 岸本 泰彦 江川 ⼤志 ⼤⾕ 耕嗣 上野 ⼤輔

52 トヨタスポーツマンクラブB ⼀般男⼦の部(OP) ⼭⽥ 和広 盛⽥ 雅弘 深⾕ 健⽃ 宮地 政伸 ⽥内 潤 廣⾕ 優⼀ ⼭⽥ 和広 ⼭⼝ 潤

53 コン＆ケースケと愉快な仲間達 ⼀般男⼦の部 坂本 温 松⽯ 啓輔 新⽥ 雄⼤ 磯尾 友規 ⽯坂 健太 近藤 啓太 ⽵中 泰知 伊藤 瑠偉

54 TEAM KAKERU ⼀般男⼦の部 宮地 弘典 平岩 篤弥 三輪 崇 河野 幸汰 森本 ⾠徳 宮地 弘典 神⾕ 和寛

55 Infinity Athlete & Running Club ⼀般男⼦の部 佐藤 円 ⼤⼭ 幸志郎 川嶋 拓弥 髙橋 佳希 松浦 光希 塚本 亮司 緒⽅ 航 島⽥ 拓弥

56 名古屋⼤学 シン・スプリント ⼀般男⼦の部 ⽋場

57 名古屋⼤学 ⽥尻ベアーズ ⼀般男⼦の部 松井 孝⽮ 松井 孝⽮ 吉原 諒 松村 公平 阿部 祥典 ⼩川 海⾥ 中川 ⼤輔 野澤 侑五

58 名古屋⼤学 卒業旅⾏サークル ⼀般男⼦の部 松井 孝⽮ 勝⽥ 哲史 和⽥ 慎太郎 泉 主⾺ ⼤江 崇 内⽥ 朋秀

59 LowGuys(OP) ⼀般男⼦の部(OP) 松井 孝⽮ 瀬川 莉玖 吉野 明道 ⻫藤 雄 ⼭脇 秀基 中根 美七海 佐藤 圭 今岡 佑⼈

60 ワカサギリベンジャーズ(OP) ⼀般男⼦の部(OP) 松井 孝⽮ ⼭﨑 淳平 寺島 ⻘ 村瀬 稜治 ⿊野 泰平 河﨑 憲祐 ⽵野 侑介 尾崎 楓太

61 東海地区⼤学選抜(OP) ⼀般男⼦の部(OP) 松井 孝⽮ 松花 巧祐 橋本 平良 ⼤久保 匠 ⽊村 将成 ⼩渕 稜央 森川 陽之

62 名⼤淑徳フレッシャーズ(OP) ⼀般男⼦の部(OP) 松井 孝⽮ 古川 諒 深⾕ ⿇陽 浅野 稜太 ⻄⽥ 翔 加藤 太⼀

63 さかな〜チンアナゴ〜‼ ⼀般男⼦の部 河⻄ 希隆 河⻄ 希隆 ⾼梨 良介 仁科 利弥 樋⼝ 正晃 ⽩川 友⼀

64 三重⼤学 ⼀般男⼦の部 吉⽥ 亘 松村 良太 吉⽥ 亘 加藤 貴⼤ 杉野 優⽉ 伊藤 圭吾 近藤 優磨 浅野 雄亮

65 Tahara EKIDEN Teachers(OP) ⼀般男⼦の部(OP) 鈴⽊ 皐平 鈴⽊ 皐平 河合 陽平 ⻄⼭ 皓基 市川 佑平 ⽩井 航平



第69回渥美半島駅伝競⾛⼤会 最終区間オーダー表 【⼥⼦の部】
ゼッケン

No チーム名 エントリー部⾨ 責任者(監督者)⽒名 1区 2区 3区 4区 5区 補⽋① 補⽋②

101 名古屋市⽴名東⾼等学校 ⼥⼦の部 ⾚司 学 ⽝飼 優⽉ 浅尾 みき 横⼭ 綾乃 美濃⽻ ひかり 佐伯 英⾥⾹ ⼭⽥ 千歳 中野 珠⾥

102 愛知県⽴千種⾼等学校・愛知県⽴旭野⾼等学校合同チーム(OP) ⼥⼦の部(OP) 三宅 孝司 淵上 遥奈 岡⽥ なのは 北川 芽愛 塚本 帆乃花 髙瀬 杏美 上⽥ 佳苗 梅村 茉那

103 京都外⼤⻄⾼等学校A ⼥⼦の部 藤井 勘太 ⼭下 瑞⽉ 川上 希成 中⻄ 知穂 上村 琴 栗本 ⽉碧 植⽥ 萌⾳ 下林 暖

104 京都外⼤⻄⾼等学校B ⼥⼦の部 藤井 勘太 川上 春歩 ⼭⽥ 美咲 藤⽥ 沙葵 松崎 碧梨 佐野 桃⾹ 橋本 茉渚 ⼤道 亜⽮⾳

105 愛知⾼等学校A ⼥⼦の部 服部 光幸 柴⽥ 桃花 前⽥ 彩花 ⼊⼭ ひなの 髙⽊ 杏珠 渡邉 凜 古川 悠茜 ⼭本 理乃

106 愛知⾼等学校B ⼥⼦の部 服部 光幸 ⼩嶋 聖來 古川 悠茜 鈴村 愛菜 ⽔⾕ 侑愛 正⽊ 埜耶⼦ ⽯⽥ 莉⼦ 椎名 光藍

107 遊学館⾼等学校 ⼥⼦の部 永井 秀篤 中⾕ ⼼咲 中島 喜愛 北村 美咲 任⽥ 玲実 ⾕尾 梓 ⼭⽥ 吏桜 福島 七海

108 トヨタスポーツマンクラブ(OP) ⼥⼦の部(OP) ⼭⽥ 和広 ⽵内 ⾹織 妹尾 奈穂 ⼭⽥ わか奈 鈴⽊ 可奈⼦ 濱村 由佳

109 愛知県⽴時習館⾼等学校 ⼥⼦の部 加⼦ 勇 夏⽬ 結可 ⼩川 凛 井澤 菜緒 髙⽊ こころ 今鶴 理那 ⼩原 すずか

110 豊⽥⼤⾕⾼等学校 ⼥⼦の部 ⽋場

111 TTランナーズ(OP) ⼥⼦の部(OP) ⽋場

112 愛知県⽴天⽩⾼等学校 ⼥⼦の部 安⽥ 純久 横⼭ 雛乃 畑 恵梨花 芝⽥ 優⽻ ⽶⽥ 泉美 ⽯川 暖乃⾹ 鈴⽊ 悠花 横井 ゆず

113 ⼭の上A(OP) ⼥⼦の部(OP) 松井 孝⽮ ⼀ノ瀬 穂南 岩⽥ 彩美 猪熊 みのり 佐藤 綾畝 野村 理湖 ⼭本 采和

114 ⼭の上B(OP) ⼥⼦の部(OP) 松井 孝⽮ 仲 ⽇菜⼦ 猪飼 真莉⼦ 喜古 響 太⽥ 成美 妹尾 沙羅々 ⽩井 花乃

115 愛知県⽴豊橋東⾼等学校・愛知県⽴豊丘⾼等学校合同チーム(OP) ⼥⼦の部(OP) 横地 勝 ⻑⾕ 和奏 近藤 実優 鈴⽊ 桃奈 林 佑紀奈 ⼤⽵ 真由

116 愛知県⽴豊橋南⾼等学校 ⼥⼦の部 ⿊⽥ 昭夫 伊藤 ほの⾹ 浅井 慧 ⼩川 遥妃 相場 茉奈 渡辺 みいな 菅沼 梨瑚 髙柳 柚奈

117 愛知県⽴成章⾼等学校・愛知県⽴渥美農業⾼等学校合同チーム(OP) ⼥⼦の部(OP) ⽯⽥ 裕太郎 仲井 千尋 浜⽥ 萌歌 髙橋 柚那 ⼋⼦ 夏希 ⻄尾 帆乃花 鈴⽊ 沙耶 藤城 にこ

118 中京学院⼤学A ⼥⼦の部 ⽻柴 卓也 安藤 みなみ 中村 柚⾳ 丹⼾ 瑠梨 ⾦⼦ 藍 具志堅 佑奈 渡邉 葵 棚池 叶歩

119 中京学院⼤学B ⼥⼦の部 ⽻柴 卓也 平野 ⽣歩 中安 若菜 阿⽐留 悠奈 関⼝ 七夏海 ⼤沼 はるな 髙原 さくら ⻑⾒ 京華

120 岡崎城⻄⾼等学校 ⼥⼦の部 渡邊 尚⺒ 都築 優⾐華 林 彩夢 藤井 ⾳寧 佐々⽊ 莉愛 ⾦⽥ 茉耶 村松 ⾳波 武藤 苺花


