
番号 チーム名 監　督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 補欠１ 補欠２

1 チーム高山線 長谷川大貴 福井　孝祐 長谷川大貴 前嶋　寿英 神田　恭輔 前田　時和 熊崎　吉久

2 美濃加茂ガス㈱ 梶田　祐介 藤井　直哉 西垣　郁希 各務　将平 西　　裕也 畑佐　有哉 後藤　英介 奥田　将史 末政　賀道

3 チームともじ 平野　敦資 兼松　貴明 清水　政士 長尾謙司郎 藤木　智弘 武馬　優也 平野　敦資 松井　穂澄 山口　　修

4 テクノ渡辺ＦＣ 鍵谷　聡史 藤浪　智大 山本　奨也 今村　健司 金山隣太稜 渡辺　茂久 鍵谷　聡史 鈴木　健斗 古山　瑞貴

5 ７SO　CLUB 加藤　　正 井戸　正俊 武市　智裕 堀部章比己 山田　博愛 福井　正敏 加藤　　正 前嶋　陵志 井戸　敬二

6 美濃加茂市役所チーム 高島　幸夫 宮口　　誠 美濃輪久幸 大梅　一剛 太田　文生 井上　周哉 小林　友也 鈴木　　光 高島　幸夫

7 カミーノ男子 渡辺　智宏 小関　淳也 近藤　輝明 大田　文生 渡辺　裕俊 古田　純希 長谷部俊典 渡辺　智宏 福地　佑斗

8 富加体協Ａ 河合　文彦 大塚　央高 秋吉　啄海 濱口　　誠　 多治見　勉 佐合　星彦 後藤　隆志 森　　勝也

9 富加体協Ｂ 河合　文彦 河田　国夫 河合　文彦 田中　隆夫 谷口　徳喜 松本　定夫 藤原　伸二 三品　一彦

10 林クリニック 林　　宏史 垣見　有希 加藤　大志 吉永　拓史 安川　悠仁 石原　功好 山口　　翼 小林　暁光 藤井　正之

11 もろこの里みのかも 荻野　知彦 中村　颯汰 荻野　知彦 田口　昌広 山口　恭平 波多野拳也 亀谷　真生 岩崎　裕也 樋口　太貴

12 東白川村体育協会Ａ 神戸　　誠 柴田　法昭 林　　　純 村雲　広規 武市諒太郎 伊神　和史 安江健太郎 筒井　洋輝 松田　共弘

13 浅野とゆかいな仲間 岸　　栄二 岡河　祐太 大下　圭介 山田　琢磨 小畑　浩司 浅野　佑斗 小野　晃央 田森　朝水 横谷　直哉

14 第三者の目で 嶺川　幸慈 佐古純一郎 井戸　紀之 佐藤　佑樹 可児　賢司 堀江　俊介 嶺川　幸慈

15 川辺走友会Ａ 神田　成則 日比野　誠 今井　孝行 WARIMWE DANIEL KAMAU 牧野　　築 西垣　　圭 東　　一輝 宇佐見達也 小島　尚之

16 川辺走友会Ｂ 神田　成則 大坪　　洋 小川　敦寛 小縣　正樹 森　　奈美 渡辺　政彦 大槻　昴也 吉田　春二 馬場　　誠

17 川辺走友会Ｃ 神田　成則 大脇　正志 西垣　勝弘 馬場　由知 吉田　隆仁 肥田　玲子 菅　　雅樹 馬場　　稔 神田　成則

18 Ｍazak JC１ 岩井　一朗 大畑勇二郎 柳田　耕司 美濃輪龍人 神　　悠司 鈴木　洋之 森田　拓巳 藤沢　真宏 岩井　一朗

19 Ｍazak JC２ 岩井　一朗 中島　史貴 島袋　安紀 山田　清宏 田中　雅仁 小畠　　大 岩田　好史 三須　正直 永田　成和

20 加茂高校ＯＢ 古澤　貴司 神谷　和幸 伊佐治宏基 桜井　公俊 荒井　　豊 古澤　貴司 細江　史生 佐藤　広隆 石原　和寿

21 八百津中職員 服部　将也 神田　義太 渡邉　寛樹 夏目　哲也 井戸　信介 山口　浩平 渡邊　親也 服部　将也 佐光　　淳

22 東白川村体育協会Ｂ 神戸　誠 筒井　洋輝 大坪　雅樹 松田　共弘 今井　保都  古田　正広 安江　　快 伊神　和史 安江　健太郎

番号 チーム名 監　督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 補欠１ 補欠２

31 美濃加茂高校Ａ 荻野　知彦 西部　剛史 渡邉　智也 永谷連太郎 櫻井　大賀 石本　孝二 日置　唯斗 坂東　新介 佐藤　貴大

32 美濃加茂高校Ｂ 荻野　知彦 金村　淳矢 浅野　海人 貝川　裕亮 田口　裕芽 永谷慎之介 森川　颯太 武市　和樹 服部　真輝

33 美濃加茂高校野球部① 高橋　陽一 佐合　渓杜 石原　楓也 會津　雄大 岸　　龍輝 池戸　昇太 片桐　寛大 坂本　創太 近藤　皐太

34 美濃加茂高校野球部② 高橋　陽一 纐纈　航大 長谷部航世 市原　　純 丹羽凌太郎 尾形　愛弥 木村　航希 小鞠　由眞 林　真輝斗

35 美濃加茂高校野球部③ 高橋　陽一 林　　征志 纐纈　観大 加藤　柊平 井戸　隆成 渡邊健太郎 田中　朝飛 富田健太郎 菅田　　翼

36 美濃加茂高校野球部④ 高橋　陽一 小出　達也 山口　　陸 奥村　洋平 山田　大心 下村　真大 福田　清河 古川　歩夢 宇津　大翔

37 美濃加茂高校野球部⑤ 高橋　陽一 広瀬　　塁 各務　竜平 蒲　龍之介 片島　優亮 渡辺　涼也 山田　佳弘 野上田創太 原　　　暁

38 美濃加茂短跳混チーム 吉田　純子 高須賀　蓮 山本麟太郎 柘植　琢人 九野　　隼 田口　翔哉 棚橋　　陸 加藤　和磨 半田郁太郎

番号 チーム名 監　督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 補欠１ 補欠２

45 佐見中学校 熊崎　吉久 安江　柊人 新藤　優輝 安江　龍弥 佐藤　晃大 笹俣　拓海 田口　瑠斗 安江　　平

46 双葉っ子 森　　昭人 朝日　滉大 植木　悠斗 河村　　明 石田　堅慎 吉田　健人 髙橋　篤生 平野　玲音

47 第２双葉ミックス 森　　昭人 矢野　珠惟 亀山  秀綺 安江　壱騎 浅野　文哉 渡邉　一斗 柴田　稜也 佐藤　聖真

48 双葉中駅伝部 森　　昭人 梅田　蒼太 山崎　稜真 舟井　一稀 可児　瑞希 井戸　省吾 長尾　柊也 服部　蓮也 中島　勇人

49 ＤＭＦ 森　　昭人 有賀　勇人 藤村　祐太 岸　慎一郎 佐藤　瑞己 石原　伶緒 河野未緒斗 森　　拓己 長尾　悠也

50 走れ！双葉っ子！ 森　　昭人 井戸　陸斗 安田　　綾 髙橋　玲月 三輪　颯冴 渡辺　倖生 奥村　　蓮 武井　優斗 河野　啓太

51 双葉スターズ 森　　昭人 山越　琉偉 小林　　蓮 井戸　　陽 堀部　頼央 中尾　　匠 河野　隼人 東家　凜太 田中　　翔

52 坂祝中学校Ａ 松川　直生 苅谷　匠都 小原　周也 肥田翔太郎 堀　　佑斗 渡邉　　匠 井上良偉亜 伊藤　達輝 櫻枝　風綺

53 坂祝中学校Ｂ 松川　直生 三品利玖人 渡邉　楓真 竹内　俊颯 三品　翼斗 竹内　真尋 兼松　隼哉 村田　宗也 渡邉　　聖

54 美濃加茂中学校 加納　大希 五十川侑汰 渡辺　　樹 坪井　良太 加藤　慶輝 森田　敏光 奥田　　昇 小西　蓮侑 富田　　匠

55 川辺中男子Ａ 森　優哉 古田　大輔 吉田　琢仁 田口　　蓮 新藤　碧斗 平岡　　陸 橋本　崚平

56 川辺中男子Ｂ 森　優哉 林　　竜希 原科　健太 佐伯　　蓮 松野　　涼 櫻井　健汰 渡辺　唯斗 末長　　陸

57 川辺中男子Ｃ 森　優哉 坪内　康平 岩井健次郎 高橋　慧伍 村山　雄英 大脇　光騎 野中　竜汰 新田　凌也

58 川辺中男子Ｄ 森　優哉 中平　耀太 武市　壮平 河村　有貴 西垣　光賀 水上ヨウスケ 三尾　翔夢 脇本　昴貴

59 白川中男子バスケ部Ａ 石井　彰伸 山田　歩夢 鈴村　貫太 田口　蒼人 今井　律輝 柘植　麗温 鈴木　孝太朗 鈴木　大矢 各務　寛生

60 白川中男子バスケ部Ｓ 石井　彰伸 古田　龍哉 村井　　廉 小池　　陸 福田　康人 佐伯　蒼士郎 鈴村真之介

61 白川中バスケ・バレーＡ 石井　彰伸 今井　拓実 各務　寛生 鈴木　大矢 大岩　晃隼 渡邊　晃也 大澤　陽楠 安江　大翔 今井　律輝

62 白川中バスケ・バレーＢ 石井　彰伸 小栗　大輝 小池　　蓮 安江　大翔 小池龍生馬 小池颯生馬 田口　杜和 鈴木　慧斗 加藤　夏葵

63 白川中バスケ・バレーＣ 石井　彰伸 鈴村　健太 加藤　夏葵 鈴木　慧斗 川上　公大 福田　陸斗 中山　凱斗 大岩　将彰 今井　　伸

64 美濃加茂市立西中Ａ 座馬　敬典 田代　敬児 山下　大毅 山下　雄暉 藤之氏　快 長瀬　祥 三崎　海斗 西尾　開都 河田　大輝

65 美濃加茂市立西中Ｂ 座馬　敬典 木村　琉聖 髙林　恭平 清村　拓士 青山　凌河 長瀬　右京 西尾　開都 山下　大毅 三崎　海斗

66 東白川中学校Ａ 高山　雄匠 土井　唯斗 安江　颯人 土井　崇太 永田　　丞 安江　潤起 安江　隆介 高木　　稜 田口天一郎

67 美濃加茂東駅伝部　Ａ 岸　　栄二 若杉　斗輝 田口漱志郎 九曜　洸貴 高橋　全央 佐合　玲哉 溝口　　聖

68 美濃加茂東駅伝部　Ｂ 岸　　栄二 若杉　斗馬 渡辺　　新 阿部　圭吾 山田　悠生 堀部　貴徳 平林　和馬

69 美濃加茂東駅伝部　Ｃ 岸　　栄二 渡辺　誠剛 早川　純平 榎本　悠生 小西裕一郎 大谷　涼馬 上野　太靖

70 美濃加茂東駅伝部　Ｄ 岸　　栄二 川島　流星 中村　陸 奥村　尊斗 渡辺　敦斗 河合　裕紀 田原　希頼

71 美濃加茂東駅伝部　Ｅ 岸　　栄二 倉地　将吾 鉾　　郁人 羽賀　琉稀 中島　悠喜 馬渕　祥生 中島　　航

72 美濃加茂東駅伝部　Ｆ 岸　　栄二 飯田　康太 岸　虎輝 飯田　琉斗 佐合　　敬 佐合　慶哉 北野　倫玖

73 美濃加茂東駅伝部　Ｇ 岸　　栄二 西側　貴寅 酒向　奏汰 伊藤　拓実 土佐　一鷹 酒向　巧也 太田　大翔

74 美濃加茂東駅伝部　Ｈ 岸　　栄二 鷲見　　廉 河津　快飛 武田　晟海 纐纈　力斗 都竹　　匠 林　　　蛍

75 美濃加茂東駅伝部　Ｉ 岸　　栄二 可児　拓都 井戸　蓮二 勝野　風斗 牧野　貴之 伊佐治健人 丹羽　来輝

76 美濃加茂東駅伝部　Ｊ 岸　　栄二 石原　辰哉 長瀬　達也 高橋　一輝 曽我　海斗 梶田　竜也 山口　　心

77 美濃加茂東駅伝部　Ｋ 岸　　栄二 藤原飛勇吾 新井　瑞樹 内木　俊輔 土佐　悠人 佐藤　圭修 藤田　隼平

78 美濃加茂東駅伝部　Ｌ 岸　　栄二 青木　嗣温 渡辺　天佑 赤塚　遥翔 古川　楓人 鈴木　凪人 岸本　勇輝

79 八百津中男子Ａ 服部　将也 纐纈　涼也 髙見　　凪 高橋　隼矢 纐纈　浩貴 丹羽　海俊 河口　友亮

80 八百津中男子Ｂ 服部　将也 河村　拓実 後藤　　誉 日髙　悠斗 佐藤　滉太 粕谷　伊織 リバーモア太陽

81 八百津中男子Ｃ 服部　将也 千賀　　直 加木屋祥稀 大霜　海斗 奥村　悠生 古田　竜也 小沢　寛人

中学男子の部（４２チーム）

第５2回加茂駅伝大会選手名簿
一般男子の部（２２チーム）

高校男子の部（８チーム）



82 八百津中男子Ｄ 服部　将也 髙木　臣嘉 橋本　健斗 纐纈　健貴 佐合　太地 永田　　陵 纐纈龍之介

83 八百津中男子Ｅ 服部　将也 村上　大和 各務　　翔 永田　　康 白木万紗之 安藤　　航 山内　　朔

84 八百津中男子Ｆ 服部　将也 飯田　拓海 奥村　　樹 大田　啓輔 小沢　翔大 長谷川聖人 青山　貴恒

85 八百津中男子Ｇ 服部　将也 佐藤　文耶 表田　康世 村上龍之介 渡邉　青芽 鈴木　創太 青山　貴恒

86 美濃加茂ジュニア 星野　広典 今井　琉世 小川　健登 清田　渉矢 服部　右夢 林　　蒼太 木村　亘汰

番号 チーム名 監　督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補欠１ 補欠２

91 RISING　SUN 平田　志保 大坪　加奈 平田　志保 山田小百合 長谷川由貴 村山　智美 西嶋　明子

92 チーム　カミーノ 平田　志保 長谷川明日香 庄司　彩香 高橋　直子 今井かおり 早川　千景 井藤　葉月

93 東白川村体育協会 神戸　　誠 中島　舞美 今井　美和 田口　若菜 熊崎　恵子 西山　和沙 山田　雅代 熊崎加奈子

94 東魂レディース 岸　　栄二 原　　真希 安藤美紀代 根崎　晴奈 馬淵実栄子 西口　明里 　

95 美濃加茂ランナーズＡ　 水谷　ゆかり 西田美代子 横田　徳子 宮口　佳子 中島　香菜 原　るみ子 水谷ゆかり

96 美濃加茂ランナーズＢ 水谷　ゆかり 原　　美代 東本江梨香 渡辺　美根 東本　明里 鈴木　理恵 纐纈　三和

番号 チーム名 監　督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補欠１ 補欠２

97 加茂高校Ａ 吉川　敏幸 安藤　実来 渡辺　凌加 石黒　睦実 前島歩乃花 林　　美帆 高橋　真優 北澤加南子

98 加茂高校Ｂ 吉川　敏幸 吉川　裕美 金子　佳澄 中村　美優 岩﨑　礼佳 森　美沙希 赤羽　咲香 關　友里江

99 美濃加茂高校Ａ 荻野　知彦 高橋　愛菜 亀山　　茜 加藤　麻由 水野　憂希 田瀬　知佳 前島　風香

100 美濃加茂短跳混チーム 吉田　純子 千野　美幸 纐纈萌々華 川守　量子 原　菜理咲 久木野早耶 小島　日那 片桐　優奈

番号 チーム名 監　督 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補欠１ 補欠２

101 佐見中学校 熊崎　吉久 細江　麻凜 細江　未蘭 安江沙梨亜 熊崎　芽瑠 髙木　美森 熊崎　　薫

102 FUTABA５ 森　　昭人 永田亜由奈 堀部　　杏 藏滿　綾乃 河合　舞乃 松岡　美佑 平田　桃子

103 双葉の愉快な仲間達 森　　昭人 松村　茉央 堀部　真紀 唐仁原理子 嶋倉怜美菜 可児あいり 亀山莉々香 佐々木和葉

104 坂祝中学校 松川　直生 吉田　麻耶 日比野夏凜 波多野　愛 松田　麻椰 兼松　佑華 小関　流香 三品　里緒

105 川辺中学校女子Ａ 渡邊　早紀 野尻　咲桜 安江　真弥 松岡　祐奈 加藤　未悠 吉田 　楓

106 川辺中学校女子Ｂ 渡邊　早紀 安江　愛妃 武市　桃花 渡邉ひまり 馬場　鞠乃 中山　早織

107 川辺中学校女子Ｃ 渡邊　早紀 松原　梨夢 園川　美羽 山口　美里 髙木万里花 竹内　琴美

108 川辺中学校女子Ｄ 渡邊　早紀 渡辺かりん 木下　美維 石原もも子 水野　由唯 安藤　美咲

109 白川中女子バスケット部Ａ 牧野　彰江 鈴村　留加 杉山　華梨 鈴村　祐以 小池　桜香 林　　天音 長尾　美里 安江　梨緒

110 白川中女子バスケット部Ｂ 牧野　彰江 長尾　美里 渡邉　咲奈 鈴木　愛美 杉山　志音 安江　梨緒

111 白川中女子バレー部 安江　政利 安江　　杏 今井　純奈 藤井　一葉 渡邉　春佳 柘植　彩音 田口　　花 藤井　愛香

112 美濃加茂市立西中Ａ 座馬　敬典 小島　花歩 田中　心喜 宮崎　　鈴 井戸アビゲイル風果 加藤　万弥 前川　怜香 三品　碧

113 美濃加茂市立西中Ｂ 座馬　敬典 三品　　碧 前川　怜香 佐橋　心凪 杉山　　凛 白村　有菜 山口玖瑠美 後藤　　楓

114 東白川中学校Ａ 高山　雄匠 村雲　理子 古田　　楓 安江　玲菜 松岡　りほ 安江　朝美 塚原　衣舞 今井　和瑚

115 東白川中学校Ｂ 高山　雄匠 安江　　優 安江　里奈 田口　愛華 新田　華望 新田　芹楠

116 美濃加茂東駅伝部Ａ 岸　　栄二 安藤　美彩 中野　はな 後藤　実優 佐藤　凛那 古田智菜美

117 美濃加茂東駅伝部Ｂ 岸　　栄二 柘植　千鶴 倉掛　南美 藤原　もえ 酒向るる花 巴　　里花

118 美濃加茂東駅伝部Ｃ 岸　　栄二 松元　　菫 伊藤　菜々 今井　彩月 市川あお羽 関谷ひなた

119 美濃加茂東駅伝部Ｄ 岸　　栄二 倉科　望杏 日比野翠花 長谷川藍未 纐纈　穂高 古世菜々子

120 八百津中学校女子Ａ 服部　将也 垣内　琴帆 間宮　美空 山岡　愛実 佐藤　せな 大脇　夕茉 　

121 八百津中学校女子Ｂ 服部　将也 岩井　美樹 後藤　美咲 佐藤みや乃 笹山　美空 椙山　絢加 　

122 八百津中学校女子Ｃ 服部　将也 安江　佳穂 永田　あみ 長谷川玲花 佐藤　瑠香 佐藤　　椿 笹山　美空

123 美濃加茂中学校 加納　大希 杉山　静香 星井　鈴音 古中　佑奈 佐藤　雅姫 河村なみき 山之内　杏 柴田あず美

一般女子の部（６チーム）

高校女子の部（４チーム）

中学女子の部（２３チーム）
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