
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 熊崎　𠮷𠮷久 後藤　祐介 前嶋　寿英 神田　恭輔 前田　時和

2 加茂高校OB選抜 古澤　貴司 神谷　和幸 佐口　達也 長谷川　淳 荒井　　豊 福井　一輝 伊佐治宏基 櫻井　公俊 古澤　貴司

3 大脇建設株式会社 大脇健太郎 藤井　一歩 山岡　友純 今井　章裕 松下　和男 田口　和人 大脇健太郎 小林　慎治

4 ノーサイド 嶺川　幸慈 渡邉　優也 嶺川　幸慈 佐古純一郎 堀江　俊介 井戸　紀之 可児　賢司 伊井　公一

5 可茂総庁はちどり 奥村　俊幸 青山　将也 山田　祥平 池戸　好明 澤野　侑生 内木　　輝 奥村　俊幸

6 可茂総庁はちどり華 奥村　俊幸 渡辺　栄治 今瀬　誠司 加藤真友美 安江　純一 二村　友子 津川　祐多 加藤　瑞穂

7 テクノミスギ渡辺ＦＣ 鍵谷　聡史 後藤　　創 古山　瑞貴 今村　健司 熊谷　幸泰 松野　真也 鍵谷　聡史 市川　和也 水谷　奏斗

8 セブン工業Ａ 中島　和巳 粥川　智廣 巴　　英雄 三戸　幸博 橋爪　　健 三宅　建司 安江　俊典 山田　克哉

9 セブン工業Ｂ 中島　和巳 中原　光稀 和田　紘法 兼村　将旭 吉田　拓真 兼松　由昌 近藤　二巨 中島　和巳

10 中部電力(株)加茂電A 山内　雅也 尾形　一也 下形　圭吾 山内　雅也 東　　優真 岩井　　陸 永冶　輝良

11 中部電力(株)加茂電B 山内　雅也 山村　拓也 今井　　翼 谷口　　蓮 井上　裕也 澤　　誠広 馬場　友規

12 七宗町役場駅伝部 前田　陽平 佐藤　健太 武井　一晃 小森　将士 長谷部亮典 立花　直樹 前田　陽平 加納　雅也 長谷部勇典

13 白川町　教員チーム 坂井　　誠 内木　英一 有田　　凌 坂井　　誠 加藤　憧真 今枝　健斗 久野　　楓

14 東白川村体育協会  A 伊神　和史 今井　弘明 大嶽　慧至 高野　秀一 早瀬　友亮 伊神　和史 安江健太郎 今井　　翼 今井　恭兵

15 東白川村体育協会Ｂ 田口　一成 澤木　章人 中畑　遥奈 田口　一成 佐々木　亮 長谷川侑香 古田　晃裕 上北　泰久 山田　秀孝

16 八百津町役場駅伝部 永田　倫啓 杉田　純基 岡田　尚也 佐伯　卓也 岩井　哲也 渡辺　龍気 鈴木　　彰 甲斐川裕司 浪上　拓也

17 みのかもアスリート 早川　　港 早川　　港 加藤　建夫 宮口　　誠 奥村　　基 森　　幸夫 梅村　弘康

18 Mazak1 岩井　一朗 對馬　渉悟 大畑勇二郎 柳田　耕司 広井　幸司 磯村　紀明 神　　悠司 田中　雅仁 山田　清宏

19 川辺走友会Ａ 神田　成則 日比野　誠 今井　孝行 菊谷　浩司 牧野　　築 西垣　　圭 東　　一輝 宇佐見達也 大脇　光騎

20 川辺走友会Ｂ 神田　成則 大脇　正志 吉田　隆仁 大坪　　洋 大槻　昴也 井上　秀樹 小川　敦寬 神田　成則 馬場　　誠

21 川辺走友会Ｃ 神田　成則 山田　博愛 吉田　春二 馬場　　稔 今井　圭太 多田　芳徳 西垣　勝弘 上野　奈美 小田　豊美

22 八中魂 長尾　亮汰 長尾　亮汰 野口　素史 石榑健太郎 長縄　竜治 藤原　泰輔 安藤　充優 久保江　進

23 富加体協 河合　文彦 森　佳紀 餌取　高弘 後藤　隆 岸　陽介 坂井　浩樹 田中　隆夫 松本　定夫 河合　文彦

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

71 美濃加茂ランナーズ 原　　美代 石原　愛莉 宮口　佳子 東本江梨香 原　　美代 西田美代子 渡辺　美根 水谷ゆかり

72 東白川村体育協会 今井　美和 若井　　彩 今井　美和 安江梨恵子 熊崎　恵子 牧野　真代 熊崎加奈子 今井　夏輝

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 波多野友紀 小池　真広 山下　雄暉 山内　勇人 廣田　興紀 中井　景介

32 美濃加茂高校Ｂ 荻野　知彦 窪田　亮太 平田　大喜 山下　大毅 吉田　健人 白木　裕晴 山田　鉱一

33 美濃加茂高校Ｃ 荻野　知彦 古橋　空弥 新井　智大 奥田　幸喜 佐藤　遥規 渡辺　　樹 後藤　　誉 山田　拓哉

34 美濃加茂高校Ｄ 荻野　知彦 川島　　弦 伊藤　　鼓 犬塚　知宏 井上　優也 佐藤　滉太 安江　友佑

高校女子の部（　１チーム）
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

75 美濃加茂高校 荻野　知彦 杉山　静香 澤木真奈実 須田　花音 岩田　咲葉 長谷部聖奈 永岡　紗梨 泉　さくら

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

41 佐見中学校 熊崎　吉久 田口　啓太 田口　賢誠 西野　僚徒 田口　旺我 田口　大夢 安江　晴希 熊崎　　倖 安江　竜吾

42 東白川中駅伝部 田口　一成 今井　剣真 今井　大翔 永井　　琉 伊藤　篤生 川上　玄徳 安江　永遠 安江　純跳 安江　礼陽

43 東白川中バスケ部 田口　一成 今井　康耀 島倉　徠斗 福田　旭日 安江　　翔 福田　和馬 田口紋二朗 福田　龍希 三尾　陵真

44 黒中駅伝部　男子Ａ 坂井　　誠 纐纈　　楽 安江凜之助 鈴村　凌冬 安江以緒太 村田　柊翔 加藤　　真 藤井　秀治

45 黒中駅伝部　男子Ｂ 坂井　　誠 村田　柊生 塩月奏太朗 各務　翔哉 小村　結輝 熊谷　光偉 纐纈　正馬 古田　子竜

46 坂祝中男子Ａ 松川　直生 後藤　優太 神谷　優斗 岡崎　玄達 酒向　海周 東洞　翔太 足立　翔駿 山下　透輝 土屋　翔慎

47 坂祝中男子Ｂ 松川　直生 山下　透輝 兼松　丈嘉 土屋　翔慎 武山　隼大 野中　瑠太 渡邉　恢斗

48 美濃加茂西中Ａ 伊藤　嘉崇 渡辺　陸矢 加納　　蓮 打矢　温大 スズキ　等之 原田　紘路 藤掛　優希

49 美濃加茂西中Ｂ 伊藤　嘉崇 宮島　拓夢 宮下　竜輝 岩井　愁翠 山田エイジ 加藤　大治 田中　孝誠 渡辺　圭悌

50 美濃加茂西中Ｃ 伊藤　嘉崇 山本　光我 河合　輝人 富樫　竜希 伊藤　結斗 岩澤　一輝 小島　椋大 小森　悠月

51 美濃加茂西中Ｄ 伊藤　嘉崇 村井　祐介 中島　稜太 林　　裕太 ザラコザ　キルビ 鈴木　　翼 笹俣　大翔 倉元　祐介

52 美濃加茂西中Ｅ 伊藤　嘉崇 野呂　陸人 上野　櫂生 石神　心輝 長尾　伶都 小川　敦朋 瀬口　諒河 今井　啓斗

53 川辺中Ａ 相良　英優 横田小次郎 宮川　朋大 松下　昊矢 坪内　來斗 井戸　亮輔 佐伯　綾生 馬場　隆史

54 川辺中Ｂ 相良　英優 佐伯　勇弥 渡辺　悠斗 櫻井　謙慎 中村　春斗 櫻井　拓実 池戸　颯祐 遠藤賢志郎 水野　元貴

55 東中Ａ 下平　裕史 古田　　優 園田　大耀 鈴木　亮成 清水　快地 長谷川航大 荘加　　巧 酒向　雄大 渡辺　泰成

56 東中Ｂ 下平　裕史 加藤　宗也 可児　蒼真 板垣　陽遥 丹羽湊太郎 渡邉　瑛士 和田　理杜 平井　大貴

57 東　run 下平　裕史 橋本　拓也 渡邉　貫汰 平山　朔嵩 今井　柊吾 後藤　新太 伊野未来人 内藤　丞

58 東中　ＢＥＳＴ 下平　裕史 林　　聖馬 渡辺　　湊 酒向　柊伍 渡邉　　光 浅井　陸空 酒向　彩斗 美若　隼斗 福井　塁翔

59 東中　ＦＡＳＴ 下平　裕史 長谷川拓哉 榊間　伸平 上野　閏平 渡辺　楓大 高木　孝輔 舩橋　一期 山口　　風

60 八百津中学校Ａ 長尾　亮汰 佐藤　拓海 佐合祐一郎 橋本　烈旺 飯田　　廉 有賀　壱成 松原　愛龍

61 八百津中学校Ｂ 長尾　亮汰 山田　裕士 表田　蒼大 今井　冴斗 遠藤　碧人 石井　秀英 篠田　蒼太

62 八百津中学校Ｃ 長尾　亮汰 纐纈　陸哉 石黒　椋大 鈴木飛凰利 竹地　　拓 三島　寬登 山田　想真

63 八百津中学校Ｄ 長尾　亮汰 清水　稟斗 田中　　壮 市川　友輔 大島　慎史 後藤　悠真 和田　優吾

64 八百津中学校Ｅ 長尾　亮汰 星野　優真 山田　大貴 佐藤　　真 後藤　優斗 佐合　隼人 宮添　聖秀 大西　龍樹

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

81 黒中駅伝部　女子 坂井　　誠 安江　　楓 鈴村伊緒菜 東條ひなた 藤井ことは 鈴村　日菜

82 坂祝中女子 松川　直生 吉田　陽向 金森　陽香 立石　結梨 金城　紗彩 森　さくら 板村アユミ

83 美濃加茂西中Ａ 伊藤　嘉崇 小島　春乃 山田　琉奈 木村　優那 山下みゆき 小坂妃菜梨

84 美濃加茂西中Ｂ 伊藤　嘉崇 纐纈　陽向 中島　柚葉 小島　夢葉 竹林　瑞穂 木村　璃音

85 美濃加茂西中Ｃ 伊藤　嘉崇 渡辺　希水 熊﨑　直果 森田　真生 古瀬　月雫 榎本ジュリア

86 白中女バスＡ 牧野　彰江 荒川　緑蘭 杉山　李音 各務　聖令 村井　心音 田口わかな 藤井　実成

87 白中女バスＢ 牧野　彰江 高橋　叶羅 田口　百花 長尾　麻央 小池　撫子 山下　夏音

88 白中女バス＆女バレ 牧野　彰江 斉藤　弥恵 山口　真歩 渡辺　　葵 各務　心七 安江　結名

89 川辺中Ａ 相良　英優 小林　宥璃 大脇　冴彩 馬場　夏美 田原菜々美 池戸亜由美 櫻井　羚杏 石井奈々美

90 東中　女子Ａ 下平　裕史 和田英美里 水野　蒼唯 小栗　柚月 日比野　夢 鈴木　瑚栞 尾関　美咲 清水　希愛

91 八百津中学校Ａ 長尾　亮汰 柳川　　椿 後藤　綺更 臼田　紗彩 佐藤　　椛 吉島　美吹 久野　四葉

92 八百津中学校Ｂ 長尾　亮汰 久野　四葉 井筒　ゆい 纐纈　愛奈 佐々木夏海 山内　玲佳

93 八百津中学校Ｃ 長尾　亮汰 野村　仁胡 佐橋　柚香 石井　栞奈 橋本　若和 那波　美咲 林　　美桜

94 八百津中学校Ｄ 長尾　亮汰 石井　月乃 小島　叶夢 市川　綾香 吉田　真子 岩井あずみ 古田　詩瑛 玉木心々奈

中学男子の部（　２４チーム）

中学女子の部（　１４チーム）

期日　　令和元年１２月１日
主催　　可茂地区体育協会
共催　　美濃加茂市体育協会
　　　　加茂郡体育協会
後援　　中日新聞社
　　　　加茂地域市町村教育委員会
　　　　加茂地域市町村体育協会
協力　　ぎふ清流里山公園
協賛　　ライン生コン株式会社
　　　　株式会社佐合木材
　　　　ワタナベスポーツ
　　　　美濃加茂アスリート
　　　　三　伸　印　刷
　　　　森　の　逍　遥
　　　　佐　藤　悦　男
　　　　高　木　幹　正

第５５回加茂駅伝大会選手名簿
一般男子の部（　２３チーム）

一般女子の部（　２チーム）

高校男子の部（４チーム）
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