
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 控え選手 控え選手 監督

101 清水ヶ丘仙人会 大賀　則和 中島　勝雄 伊藤　誠治 中島　達雄 中島　健太 紀藤　剛典 渡邉　秀一

102 神速ランナーズ 鈴木　博也 菅沼　知生 原科　拓磨 久保田　律輝 渡邊　洋人 松井　虹輝 天池　秀朗 平野　靖之

103 揚げたこいっぱい作り隊 多治見　和哲 佐賀　亮彦 中野　一朗 伊藤　達也 村田　直城 高山　雄輔 山口　修 若尾　紀維

104 東濃実業高校男子 小倉　優也 池野　大和 森　優斗 三浦　永遠 鈴木　惺大 松平　順大 内記　康希

105 teamRAI・REN 船戸　省吾 石腰　智人 味藤　淳 中口　裕太 皆元　健佑 野々村　篤 奥田　康介

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 控え選手 控え選手 監督

201 岐阜可茂ボーイズ 兼松　秀真 伊佐治　瑳斗 吉田　陽登 斎藤　光 二川　敢太朗 大野　蒼真 塩原　汰一 土岐　正彦

202 広陵Aチーム 富山　純 黒木　ローガン 瀧下　空 碩　漣人 秋田　有作 桝田　准平 奥田　一輝

203 広陵Bチーム 森　光 鎌田　幸汰 野々垣　友翔 三宅　春輝 長束　凌玖 桝田　准平 長谷部　和彦

204 西可児溜めて解放 久保　俊太 中根　拓也 川島　煌河 柴田　廉人 服部　丈琉 廣瀬　大河 南谷　裕二

205 可児中部 高山　翼 三浦　光翔 高井　奏斗 渡邉　怜凰 山本　史門 松岡　良一

第１区 第２区 第３区 第４区 控え選手 控え選手 監督

301 株式会社総合保健センター（棄権）

302 可児市漕艇協会 日比野　誠 今井　孝行 吉村　太志 今田　敦士 今井　正行 古田　啓一郎 鈴木　秀幸

303 ＭＩ－ＭＯ 苅谷　哲治 佐橋　良太 鈴木　翔也 皆川　諒真 渡邉　紘成 長瀬　弘樹 石原　昭治

304 いしはら軍団狂走部 林　康宏 堀江　功輝 米澤　一輝 清水　宏保 渡邉　紘成 長瀬　弘樹 石原　昭治

305 丑寅会 佐藤　哲典 豊田　正人 吉田　峰夫 坂井真由美 竹村　和彦 佐合　浩明 福田　政功

306 SEIRYO 纐纈　竜太 古田　弘孝 長谷川　雄人 三宅　汰希 平井　康浩 川添　孝一 村瀬　清治

307 ＲＵＮＮＩＮＧ　ＨＩＧＨ 浅井　隆司 末松　杏介 樫谷　伸男 石田　浩一 石田　美紗

308 復活ＳＤランナーズＡ 藤井　裕史 古田　敏男 河野　直人 浜田　義典 酒向　秋男 藤井　裕史

309 チーム　ワールドローズG 安田　隼太 小田　充人 浅野　洋一 古田　哲也 藤井　五木 舛屋　翔吾 藤井　五木

310 可児市議会ランナーズ 天羽　良明 林　桂太郎 今枝　明日香 高木　将延 天羽　海渡 蛸井　由美子 天羽　良明

311 中部SCスポーツ少年団A 林　良典 大平　和則 安藤　巧 住田　真一 脇　秀幸 吉田　晃弘 山口　裕人

312 中部SCスポーツ少年団B 山口　裕人 岩田　渉 日比野　亮司 小森　正明 吉田　晃弘 脇　秀幸 山口　裕人

313 Ｒａｐｐｙｓ 藤田　茂樹 今井　信幸 金子　正樹 塚田　忍 今井　信幸

314 可茂消防南消防署 伊藤　亮太 早野　哲平 中村　海斗 山口　勇希 阿部　昌孝 古谷　浩助 可児　佑介

315 もりもでGO 森本　恭平 今井　健斗 前田　直也 犬飼　景互 安江　啓

316 みたけ走遊会 小倉　秀樹 渡辺　美紀 鈴木　理恵 藤田　孝太朗 奥村　桂志 岩瀬　稔

317 Sinse姫幼稚園 山口　智哉 坂本　大河 横山　裕馬 奥村　柊太 横山　裕馬

318 teamらぴぃ 井上　葉南 江川　侑汰 片桐　寛大 清水　新土 奥田　康介 奥田　康介

第１区 第２区 第３区 第４区 控え選手 控え選手 監督

401 でんでんむし 生駒　百花 中島　唯 𠮷田　夕夏 大脇　亜也加 高田　敦子 石原　昭治

402 可児木曜RCクイーンズ 原　美代 横山　美代江 渡辺　美根 渡辺　千恵美 山岡　美夏 横山　美代江

403 復活ＳＤランナーズＢ 佐口　直美 古山　美晴 兼松　規子 槇林　律子 魚住　静子 佐口　直美

404 東濃実業高校女子 服部　七海 田中　沙和 服部　友海 木村　朱里 下村　若菜 内記　康希

第１区 第２区 第３区 第４区 控え選手 控え選手 監督

501 西可児のジョージ 久保　七海 小栗　愛奈 酒井　遥香 吉田　倫菜 太田　陽菜 奥村　莉子 南谷　裕二

502 可児中部Ａ 奥村　幸美 東　芽衣菜 古田　暖乃 大崎　優月 松岡　良一

503 可児中部Ｂ 村吉　紗奈 大野　光礼 野村　朱祢星 小栗　麻央 松岡　良一

第　６５　回　可　児　駅　伝　競　走　大　会　選　手　名　簿

【 タスキ　：　桃 】

第１部 高校生以上男子の部 【 タスキ　：　黄 】

【 タスキ　：　黄緑 】第２部 中学男子の部

第３部 一般(中学生・高校生を除く）の部 【 タスキ　：　紫 】

第５部　中学女子の部 【 タスキ　：　赤 】

第４部　高校生以上女子の部


