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第10回昇竜杯オリエンテーリング大会　公式成績

第10回結果 新ランク
◎2ランク昇格 ◎2ランク昇格

○1ランク昇格 ○1ランク昇格

▼降格ポイント（競技時間超過、欠場、申込みなし） ▼降格ポイント（競技時間超過、欠場、申込みなし）
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R1 1 谷川友太 0:25:49 ルーパー 長浜市 男 R1 1 谷川友太 0:25:49 ルーパー 長浜市 男
R1 2 松下睦生 0:26:25 京都OLC 各務原市 男 R1 2 松下睦生 0:26:25 京都OLC 各務原市 男
R1 3 菅谷裕志 0:28:03 ルーパー 名古屋市D 男 R1 3 菅谷裕志 0:28:03 ルーパー 名古屋市D 男

R1 4 松井 健哉 0:30:22 OLCルーパー 一宮市 男 ▼ R1 4 松井 健哉 0:30:22 OLCルーパー 一宮市 男 ▼

R1 5 松澤俊行 0:30:25 松塾 浜松市 男 R1 5 松澤俊行 0:30:25 松塾 浜松市 男

R1 6 祖父江有祐 0:30:50 東海高校 名古屋市B 男 R1 6 祖父江有祐 0:30:50 東海高校 名古屋市B 男

R1 7 嶋岡雅浩 0:30:59 ルーパー 名古屋市D 男 R1 7 嶋岡雅浩 0:30:59 ルーパー 名古屋市D 男

R1 8 藤生考志 0:33:48 東京OLC 八王子市 男 R1 8 藤生考志 0:33:48 東京OLC 八王子市 男

R1 9 樽見 典明 0:33:52 三河OLC 名古屋市A 男 R1 9 樽見 典明 0:33:52 三河OLC 名古屋市A 男

R1 10 前田裕太 0:34:07 三河OLC 名古屋市C 男 R1 10 前田裕太 0:34:07 三河OLC 名古屋市C 男

R1 11 前田悠作 0:34:35 ルーパー 鈴鹿市 男 R1 11 前田悠作 0:34:35 ルーパー 鈴鹿市 男

R1 12 福田雅秀 0:38:21 川越OLC ふじみ野市 男 R1 12 福田雅秀 0:38:21 川越OLC ふじみ野市 男

R1 13 小野田剛太 0:38:24 ぞんび～ず 豊田市 男 R1 13 小野田剛太 0:38:24 ぞんび～ず 豊田市 男

R1 14 大村拓磨 0:39:36 ルーパー 大口町 男 R1 14 大村拓磨 0:39:36 ルーパー 大口町 男

R1 15 坂口祐生 0:39:41 OLP兵庫 長浜市 男 R1 15 坂口祐生 0:39:41 OLP兵庫 長浜市 男

R1 16 越智純毅 0:40:43 京大OLC 大阪市 男 R1 16 越智純毅 0:40:43 京大OLC 大阪市 男

R1 17 宮崎敦司 0:40:57 大府市 男 R1 17 宮崎敦司 0:40:57 大府市 男

R1 18 池田俊彦 0:41:43 つるまいOLC 江南市 男 ▼ R1 18 池田俊彦 0:41:43 つるまいOLC 江南市 男 ▼

R1 19 山口 尚宏 0:41:48 OLCルーパー 名古屋市A 男 ▼ R1 19 山口 尚宏 0:41:48 OLCルーパー 名古屋市A 男 ▼

R1 20 井上　仁 0:41:50 三河OLC 横浜市 男 ▼ R1 20 井上　仁 0:41:50 三河OLC 横浜市 男 ▼

 Ｒ１ Ｒ１

 第１０回昇竜杯オリエンテーリング大会にご参加いただきありがとうございました。 

 7年ぶりの愛知県緑化センター 昭和の森での開催に、多数の方々に参加いただきありがとうございました。  

 昇竜杯はOLCルーパーの谷川友太さん、理恵さんご夫妻が獲得され、初の夫婦での受賞となりました。 

 また、谷川理恵さんと名大OLCの長崎早也香さんがR1に昇格され、第3回以降途絶えていた女性R1ランカーが久々に誕生しました。 

 市町村対抗戦は名古屋Cが今年も優勝しました。クラブ対抗戦はOLCルーパーが昨年優勝の名古屋大学OLCを抑えて優勝しました。 

 当大会は我が国唯一のユニークな大会であり、来年も引き続き開催することになりましたのでご期待ください。 

 最後に、昭和の森の丘を快く使わせていただいた（公財）愛知公園協会の皆様方には、厚く御礼申し上げます。 



R1 21 瀬口洋治 0:43:48 ルーパー 名古屋市A 男 R1 21 瀬口洋治 0:43:48 ルーパー 名古屋市A 男

R1 22 足立辰彦 0:43:52 ルーパー 名古屋市C 男 R1 22 足立辰彦 0:43:52 ルーパー 名古屋市C 男

R1 23 木村洋介 0:45:57 ルーパー 名古屋市A 男 R1 23 木村洋介 0:45:57 ルーパー 名古屋市A 男

R1 24 仲田貴幸 0:46:04 OLCふるはうす 名古屋市A 男 R1 24 仲田貴幸 0:46:04 ふるはうす 名古屋市A 男

R1 25 大野聡生 0:47:56 東海中学校 名古屋市C 男 R1 25 大野聡生 0:47:56 東海中学校 名古屋市C 男

R1 26 森清星也 0:48:25 東海中学校 岐阜市 男 ▼ R1 26 森清星也 0:48:25 東海中学校 岐阜市 男 ▼

R1 27 橋本八州馬 0:48:58 岐阜OLC 高山市 男 R1 27 橋本八州馬 0:48:58 岐阜OLC 高山市 男

R1 28 新家秀男 0:49:28 中京OC 小牧市 男 R1 28 新家秀男 0:49:28 中京OC 小牧市 男

R1 29 鹿野勘次 0:50:51 岐阜OLC 美濃加茂市 男 R1 29 鹿野勘次 0:50:51 岐阜OLC 美濃加茂市 男

R1 30 粟野義明 DISQ 春日井市 男 ▼ R1 30 是永大地 0:30:27 名大OLC 名古屋市C 男 ○

旧ランク R1 31 杉浦弘太郎 0:31:11 名大OLC 名古屋市C 男 ○

R1 10 内藤愉孝 欠場 浜松OLC 豊橋市 男 ▼ R1 32 堀尾健太郎 0:31:29 名大OLC 名古屋市C 男 ○

R1 13 角岡　明 欠場 三河OLC 刈谷市 男 ▼ R1 33 前野達也 0:33:40 名大OLC 名古屋市C 男 ○

R1 34 森河俊成 0:35:06 京大OLC 京都市 男 ○

R1 2 近藤康満 申込なし 名古屋市D 男 ▼ R1 35 竹内利樹 0:36:45 マッパ 知多市 男 ○

R1 3 伊藤陵 申込なし 朱雀OK 京都市 男 ▼ R1 36 今泉将 0:37:08 名大OLC 岡崎市 男 ○

R1 4 森本大輔 申込なし マッパ 豊橋市 男 ▼ R1 37 谷川理恵 0:40:36 ルーパー 長浜市 女 ○

R1 16 梅本航聖 申込なし 東海高校 名古屋市A 男 ▼ R1 38 長崎早也香 0:42:12 名大OLC 一宮市 女 ○

R1 19 三浦一将 申込なし 名大OLC 豊明市 男 ▼ R1 39 南河駿 0:27:22 名大OLC 名古屋市C 男 ◎

R1 24 城森博幸 申込なし OLP兵庫 豊中市 男 ▼ R1 40 粟野義明 DISQ 春日井市 男 ▼

R1 32 石山良太 申込なし 名大OLC 岡崎市 男 ▼ R1 41 内藤愉孝 欠場 浜松OLC 豊橋市 男 ▼

R1 33 山内崇弘 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ R1 42 角岡　明 欠場 三河OLC 刈谷市 男 ▼

R1 34 田中公悟 申込なし マッパ 知多市 男 ▼

R1 36 中島克行 申込なし 静岡OLC 静岡市 男 ▼ R1 43 近藤康満 申込なし 名古屋市D 男 ▼

R1 39 石田倫啓 申込なし 東海高校 名古屋市A 男 ▼ ▼ R1 44 伊藤陵 申込なし 朱雀OK 京都市 男 ▼

R1 42 牧 宏優 申込なし 名古屋大学 名古屋市C 男 ▼ ▼ R1 45 森本大輔 申込なし マッパ 豊橋市 男 ▼

R1 45 石坂 翼樹 申込なし チームR 滑川市 男 ▼ ▼ R1 46 梅本航聖 申込なし 東海高校 名古屋市A 男 ▼

R1 46 和佐田 祥太朗 申込なし 東海高 尾張旭市 男 ▼ ▼ R1 47 三浦一将 申込なし 名大OLC 豊明市 男 ▼

R1 47 谷村 正樹 申込なし 杉風会 伊丹市 男 ▼ ▼ R1 48 城森博幸 申込なし OLP兵庫 豊中市 男 ▼

R1 48 倉本 竜太 申込なし 京大OB 京都市 男 ▼ ▼ R1 49 石山良太 申込なし 名大OLC 岡崎市 男 ▼
R1 49 古殿 直也 申込なし 東海高 名古屋市C 男 ▼ ▼ R1 50 山内崇弘 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼
R1 50 金田 隆聖 申込なし 静岡大学 浜松市 男 ▼ ▼ R1 51 田中公悟 申込なし マッパ 知多市 男 ▼

R1 51 段塚 裕貴 申込なし 名古屋大学 名古屋市C 男 ▼ ▼ R1 52 中島克行 申込なし 静岡OLC 静岡市 男 ▼
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R2 1 是永大地 0:30:27 名大OLC 名古屋市C 男 ○ R2 1 石田倫啓 申込なし 東海高校 名古屋市A 男 ▼ ▼

 Ｒ2 Ｒ2



R2 2 杉浦弘太郎 0:31:11 名大OLC 名古屋市C 男 ○ R2 2 牧 宏優 申込なし 名古屋大学 名古屋市C 男 ▼ ▼

R2 3 堀尾健太郎 0:31:29 名大OLC 名古屋市C 男 ○ R2 3 石坂 翼樹 申込なし チームR 滑川市 男 ▼ ▼

R2 4 前野達也 0:33:40 名大OLC 名古屋市C 男 ○ R2 4 和佐田 祥太朗 申込なし 東海高 尾張旭市 男 ▼ ▼

R2 5 森河俊成 0:35:06 京大OLC 京都市 男 ○ R2 5 谷村 正樹 申込なし 杉風会 伊丹市 男 ▼ ▼

R2 6 竹内利樹 0:36:45 マッパ 知多市 男 ○ R2 6 倉本 竜太 申込なし 京大OB 京都市 男 ▼ ▼

R2 7 今泉将 0:37:08 名大OLC 岡崎市 男 ○ R2 7 古殿 直也 申込なし 東海高 名古屋市C 男 ▼ ▼

R2 8 谷川理恵 0:40:36 ルーパー 長浜市 女 ○ R2 8 金田 隆聖 申込なし 静岡大学 浜松市 男 ▼ ▼

R2 9 長崎早也香 0:42:12 名大OLC 一宮市 女 ○ R2 9 段塚 裕貴 申込なし 名古屋大学 名古屋市C 男 ▼ ▼

R2 10 藤井菜実 0:43:59 椙山女学園大学 岡崎市 女 R2 10 藤井菜実 0:43:59 椙山女学園大学 岡崎市 女

R2 11 小林亜紀夫 0:45:39 つるまいOLC 大府市 男 R2 11 小林亜紀夫 0:45:39 つるまいOLC 大府市 男

R2 12 半田博子 0:46:31 博多OLC 名古屋市D 女 R2 12 半田博子 0:46:31 博多OLC 名古屋市D 女

R2 13 上田浩嗣 0:49:04 四日市市 男 R2 13 上田浩嗣 0:49:04 四日市市 男

R2 14 愛場庸雅 0:49:55 OLCレオ 枚方市 男 R2 14 愛場庸雅 0:49:55 OLCレオ 枚方市 男

R2 15 小川 和之 0:50:20 つるまいOLC 尾張旭市 男 R2 15 小川 和之 0:50:20 つるまいOLC 尾張旭市 男

R2 16 加藤昭治 0:50:38 東海市 男 R2 16 加藤昭治 0:50:38 東海市 男

R2 17 谷垣宣孝 0:52:34 OLP兵庫 宝塚市 男 R2 17 谷垣宣孝 0:52:34 OLP兵庫 宝塚市 男

R2 18 鵜飼須彦 0:52:44 ルーパー 名古屋市C 男 ▼ R2 18 鵜飼須彦 0:52:44 ルーパー 名古屋市C 男 ▼

R2 19 土屋晴彦 0:53:11 愛知OLC 名古屋D 男 R2 19 土屋晴彦 0:53:11 愛知OLC 名古屋D 男

R2 20 棚橋是之 0:55:50 つるまいOLC 長久手市 男 R2 20 棚橋是之 0:55:50 つるまいOLC 長久手市 男

R2 21 鳥羽都子 0:56:22 ルーパー 岐阜市 男 R2 21 鳥羽都子 0:56:22 ルーパー 岐阜市 男

R2 22 小八重 善裕 0:57:18 三重県協会 鈴鹿市 男 R2 22 小八重 善裕 0:57:18 三重県協会 鈴鹿市 男

R2 23 牧ケ野敏明 1:03:00 岐阜OLC 岐阜市 女 R2 23 牧ケ野敏明 1:03:00 岐阜OLC 岐阜市 女

R2 24 佐藤政明 1:11:24 大府市 男 R2 24 佐藤政明 1:11:24 大府市 男

R2 25 前田春正 1:15:41 KOLA 堺市 男 R2 25 前田春正 1:15:41 KOLA 堺市 男

R2 26 岡野英雄 1:19:47 愛知OLC 東郷町 男 R2 26 岡野英雄 1:19:47 愛知OLC 東郷町 男

旧ランク R2 27 田中悠 0:29:25 丘の上 塩尻市 男 ○

R2 18 内藤ヒロオ DISQ アルパでオメガ 岡崎市 男 ▼ R2 28 横田智也 0:30:59 名大OLC 名古屋市B 男 ○

R2 22 三井由美 DISQ 三河OLC 岡崎市 女 ▼ R2 29 中野優亮 0:31:09 名大OLC 名古屋市D 男 ▼ ○

R2 64 日下部 正英 欠場 名古屋市D 男 ▼ R2 30 林千尋 0:32:48 ルーパー 瑞浪市 男 ○

R2 1 辻 晃 申込なし 金沢OLC 金沢市 男 ▼ R2 31 野田昌太郎 0:33:22 名大OLC 一宮市 男 ○

R2 2 天野 裕貴 申込なし 東海高 豊明市 男 ▼ R2 32 古池将樹 0:34:01 京大OLC 京都市 男 ○

R2 4 新 隆徳 申込なし 入間市OLC 所沢市 男 ▼ R2 33 藤原考太郎 0:34:04 東海中高 名古屋市C 男 ○

R2 5 椎名 晃丈 申込なし 東海高 岡崎市 男 ▼ R2 34 桃本一輝 0:34:16 阪大OLC 豊中市 男 ○

R2 6 野田 聡 申込なし 東海高 名古屋市C 男 ▼ R2 35 森創之介 0:34:43 東海中高 鈴鹿市 男 ○

R2 8 大林俊彦 申込なし 大阪OLC 豊中市 男 ▼ R2 35 石井達也 0:35:01 名大OLC 半田市 男 ○

R2 10 栗栖怜央 申込なし 緑桜会 名古屋市C 男 ▼ R2 36 長江源輝 0:35:12 名大OLC 名古屋市C 男 ○

R2 11 服部　柾宏 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼ R2 37 生田真大 0:35:41 東海中高 岡崎市 男 ○

R2 12 岡嶋　隆太 申込なし 東海高校 名古屋市C 男 ▼ R2 38 熊澤拓飛 0:36:06 東海中高 岐阜市 男 ○

R2 14 永瀬　真一 申込なし KOLA 岸和田市 男 ▼ R2 39 早川正真 0:36:23 東海中高 名古屋市B 男 ○

R2 15 松井俊樹 申込なし 京都OLC 大阪市 男 ▼ R2 40 西嶋就平 0:36:29 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ ○

R2 16 羽藤大晴 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼ R2 41 落合志保子 0:36:49 ルーパー 一宮市 女 ○



R2 19 松橋徳敏 申込なし つるまいOLC 一宮市 男 ▼ R2 42 岩城大行 0:37:32 阪大OLC 池田市 男 ○

R2 26 川口匡 申込なし ほのくに 豊川市 男 ▼ R2 43 片岡勇仁 0:37:39 東海中高 尾張旭市 男 ○

R2 30 樋口佳祐 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ R2 44 三村公人 0:39:08 神大OLC 神戸市 男 ○

R2 31 中西祐樹 申込なし 京大OLC 京都市 男 ▼ R2 45 南吏玖 0:39:09 名大OLC 名古屋市C 男 ○

R2 33 稲吉勇人 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ R2 46 内藤一平 0:39:33 みやこOLC 京都市 男 ○

R2 34 林雅人 申込なし 名大OLC 刈谷市 男 ▼ R2 47 伊部琴美 0:39:50 名大OLC 豊橋市 女 ○

R2 36 木村佳司 申込なし 長野県協会 松本市 男 ▼ R2 48 石川嵩琉　 0:40:20 東海中高 名古屋市C 男 ○

R2 43 中村友哉 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼ R2 49 横田 淳至 0:26:21 豊田高専OLC 豊川市 男 ◎

R2 45 五十嵐則仁 申込なし 横浜OLC 横浜市 男 ▼ R2 50 内藤ヒロオ DISQ アルパでオメガ 岡崎市 男 ▼

R2 49 羽田拓真 申込なし 東海高校 四日市市 男 ▼ R2 51 三井由美 DISQ 三河OLC 岡崎市 女 ▼

R2 50 宮嶋大輔 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼ ▼ R2 52 日下部 正英 欠場 名古屋市D 男 ▼

R2 51 永松　敦 申込なし マッパ 菊川市 男 ▼ ▼ R2 53 辻 晃 申込なし 金沢OLC 金沢市 男 ▼

R2 52 奥村理也 申込なし TREKNAO 向日市 男 ▼ ▼ R2 54 天野 裕貴 申込なし 東海高 豊明市 男 ▼

R2 53 松井 俊樹 申込なし 京大OLC 大阪市 男 ▼ ▼ R2 55 新 隆徳 申込なし 入間市OLC 所沢市 男 ▼

R2 55 高嶋 健伍 申込なし 金沢OLC 金沢市 男 ▼ ▼ R2 56 椎名 晃丈 申込なし 東海高 岡崎市 男 ▼

R2 56 長縄 知晃 申込なし 御前崎市 男 ▼ ▼ R2 57 野田 聡 申込なし 東海高 名古屋市C 男 ▼

R2 57 小泉 成行 申込なし O-support 川根本町 男 ▼ ▼ R2 58 大林俊彦 申込なし 大阪OLC 豊中市 男 ▼

R2 58 内田 恵司 申込なし マッパ 岡崎市 男 ▼ ▼ R2 59 栗栖怜央 申込なし 緑桜会 名古屋市C 男 ▼

R2 59 石田 洋 申込なし 箕面市 男 ▼ ▼ R2 60 服部　柾宏 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼

R2 60 和久田 好秀 申込なし 浜松市 男 ▼ ▼ R2 61 岡嶋　隆太 申込なし 東海高校 名古屋市C 男 ▼

R2 61 阿部 ちひろ 申込なし 枝組 箕面市 女 ▼ ▼ R2 62 永瀬　真一 申込なし KOLA 岸和田市 男 ▼

R2 62 町井 稔 申込なし 長野県協会 上野原市 男 ▼ ▼ R2 63 松井俊樹 申込なし 京都OLC 大阪市 男 ▼

R2 63 長縄 美春 申込なし 御前崎市 女 ▼ ▼ R2 64 羽藤大晴 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼
R2 65 大竹 司 申込なし 金沢市 男 ▼ ▼ R2 65 松橋徳敏 申込なし つるまいOLC 一宮市 男 ▼

R2 66 川口匡 申込なし ほのくに 豊川市 男 ▼

R2 67 樋口佳祐 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼

R2 68 中西祐樹 申込なし 京大OLC 京都市 男 ▼
R2 69 稲吉勇人 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼
R2 70 林雅人 申込なし 名大OLC 刈谷市 男 ▼
R2 71 木村佳司 申込なし 長野県協会 松本市 男 ▼

R2 72 中村友哉 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼

R2 73 五十嵐則仁 申込なし 横浜OLC 横浜市 男 ▼

R2 74 羽田拓真 申込なし 東海高校 四日市市 男 ▼
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性
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R3 1 南河駿 0:27:22 名大OLC 名古屋市C 男 ◎ R3 1 宮嶋大輔 申込なし 東海高校 名古屋市D 男 ▼ ▼

R3 2 田中悠 0:29:25 丘の上 塩尻市 男 ○ R3 2 永松　敦 申込なし マッパ 菊川市 男 ▼ ▼

R3 3 横田智也 0:30:59 名大OLC 名古屋市B 男 ○ R3 3 奥村理也 申込なし TREKNAO 向日市 男 ▼ ▼

 Ｒ3  Ｒ3

https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4378&file=1&runner=134


R3 4 中野優亮 0:31:09 名大OLC 名古屋市D 男 ▼ ○ R3 4 松井 俊樹 申込なし 京大OLC 大阪市 男 ▼ ▼

R3 5 林千尋 0:32:48 ルーパー 瑞浪市 男 ○ R3 5 高嶋 健伍 申込なし 金沢OLC 金沢市 男 ▼ ▼

R3 6 野田昌太郎 0:33:22 名大OLC 一宮市 男 ○ R3 6 長縄 知晃 申込なし 御前崎市 男 ▼ ▼

R3 7 古池将樹 0:34:01 京大OLC 京都市 男 ○ R3 7 小泉 成行 申込なし O-support 川根本町 男 ▼ ▼

R3 8 藤原考太郎 0:34:04 東海中高 名古屋市C 男 ○ R3 8 内田 恵司 申込なし マッパ 岡崎市 男 ▼ ▼

R3 9 桃本一輝 0:34:16 阪大OLC 豊中市 男 ○ R3 9 石田 洋 申込なし 箕面市 男 ▼ ▼

R3 10 森創之介 0:34:43 東海中高 鈴鹿市 男 ○ R3 10 和久田 好秀 申込なし 浜松市 男 ▼ ▼

R3 11 石井達也 0:35:01 名大OLC 半田市 男 ○ R3 11 阿部 ちひろ 申込なし 枝組 箕面市 女 ▼ ▼

R3 12 長江源輝 0:35:12 名大OLC 名古屋市C 男 ○ R3 12 町井 稔 申込なし 長野県協会 上野原市 男 ▼ ▼

R3 13 生田真大 0:35:41 東海中高 岡崎市 男 ○ R3 13 長縄 美春 申込なし 御前崎市 女 ▼ ▼

R3 14 熊澤拓飛 0:36:06 東海中高 岐阜市 男 ○ R3 14 大竹 司 申込なし 金沢市 男 ▼ ▼

R3 15 早川正真 0:36:23 東海中高 名古屋市B 男 ○ R3 15 稲垣匠二 0:40:53 東海中高 名古屋市D 男

R3 16 西嶋就平 0:36:29 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ ○ R3 16 星野蒼太 0:41:04 東海中高 岡崎市 男

R3 17 落合志保子 0:36:49 ルーパー 一宮市 女 ○ R3 17 谷口 彰登 0:41:28 鳩の会 飯田市 男 ▼

R3 18 岩城大行 0:37:32 阪大OLC 池田市 男 ○ R3 18 平沢正紀 0:42:02 つるまいOLC 大府市 男

R3 19 片岡勇仁 0:37:39 東海中高 尾張旭市 男 ○ R3 19 早川颯亮 0:42:12 東海中高 大府市 男

R3 20 三村公人 0:39:08 神大OLC 神戸市 男 ○ R3 20 渡邊裕太 0:43:25 東海中高 名古屋市C 男

R3 21 南吏玖 0:39:09 名大OLC 名古屋市C 男 ○ R3 21 中村　晃 0:43:36 東海中高 名古屋市C 男

R3 22 内藤一平 0:39:33 みやこOLC 京都市 男 ○ R3 22 松井日香里 0:43:42 ルーパー 一宮市 女

R3 23 伊部琴美 0:39:50 名大OLC 豊橋市 女 ○ R3 23 桒原大雅 0:43:49 東海中高 名古屋市C 男

R3 24 石川嵩琉　 0:40:20 東海中高 名古屋市C 男 ○ R3 24 小山竜正 0:43:50 東海中高 名古屋市C 男

R3 25 稲垣匠二 0:40:53 東海中高 名古屋市D 男 R3 25 米田凌梧 0:44:02 東海中高 名古屋市C 男

R3 26 星野蒼太 0:41:04 東海中高 岡崎市 男 R3 26 河井耀 0:44:02 東海中高 名古屋市B 男

R3 27 谷口 彰登 0:41:28 鳩の会 飯田市 男 ▼ R3 27 中村太亮 0:44:03 東海中高 名古屋市C 男

R3 28 平沢正紀 0:42:02 つるまいOLC 大府市 男 R3 28 岩崎　壮馬 0:44:06 東海中高 岐阜市 男

R3 29 早川颯亮 0:42:12 東海中高 大府市 男 R3 29 寺本裕哉 0:44:20 東海中高 名古屋市C 男

R3 30 渡邊裕太 0:43:25 東海中高 名古屋市C 男 R3 30 橋爪佳菜子 0:44:25 椙山女学園大学 稲沢市 女

R3 31 中村　晃 0:43:36 東海中高 名古屋市C 男 R3 31 森下　謙 0:45:07 東海中高 名古屋市D 男

R3 32 松井日香里 0:43:42 ルーパー 一宮市 女 R3 32 福山美矩 0:45:08 椙山女学園大学 名古屋市C 女

R3 33 桒原大雅 0:43:49 東海中高 名古屋市C 男 R3 33 光川凌 0:45:55 神大OLC 神戸市 男

R3 34 小山竜正 0:43:50 東海中高 名古屋市C 男 R3 34 桑山朋巳 0:46:03 三河OLC 碧南市 男

R3 35 米田凌梧 0:44:02 東海中高 名古屋市C 男 R3 35 池田　慧 0:46:03 名古屋大学OB 名古屋市C 男

R3 36 河井耀 0:44:02 東海中高 名古屋市B 男 R3 36 谷　祐樹 0:46:04 ルーパー 豊田市 男

R3 37 中村太亮 0:44:03 東海中高 名古屋市C 男 R3 37 高橋侑大 0:46:18 東海中高 名古屋市D 男

R3 38 岩崎　壮馬 0:44:06 東海中高 岐阜市 男 R3 38 星野詩歩 0:47:01 椙山女学園大学 安城市 女

R3 39 寺本裕哉 0:44:20 東海中高 名古屋市C 男 R3 39 深石大 0:47:12 東海中高 北名古屋市 男

R3 40 橋爪佳菜子 0:44:25 椙山女学園大学 稲沢市 女 R3 40 緒方賢史 0:47:31 奈良市 男

R3 41 森下　謙 0:45:07 東海中高 名古屋市D 男 R3 41 落合英那 0:47:49 ルーパー 一宮市 女

R3 42 福山美矩 0:45:08 椙山女学園大学 名古屋市C 女 R3 42 山田和輝 0:48:12 東海中高 名古屋市D 男

R3 43 光川凌 0:45:55 神大OLC 神戸市 男 R3 43 江田黎子 0:48:36 OLP兵庫 刈谷市 女

R3 44 桑山朋巳 0:46:03 三河OLC 碧南市 男 R3 44 薮内憲 0:48:39 安城市 男



R3 45 池田　慧 0:46:03 名古屋大学OB 名古屋市C 男 R3 45 杉浦文哉 0:50:16 東海中高 名古屋市D 男

R3 46 谷　祐樹 0:46:04 ルーパー 豊田市 男 R3 46 加藤以千弘 0:53:50 岡崎協会 岡崎市 男

R3 47 高橋侑大 0:46:18 東海中高 名古屋市D 男 R3 47 吉原巧真 0:53:58 東海中高 津島市 男

R3 48 星野詩歩 0:47:01 椙山女学園大学 安城市 女 R3 48 須藤 かおる 0:54:25 入間市OLC 春日井市 男 ▼

R3 49 深石大 0:47:12 東海中高 北名古屋市 男 R3 49 伊藤 環 0:58:39 東海中高 瑞浪市 男

R3 50 緒方賢史 0:47:31 奈良市 男 R3 50 半田太郎 1:00:58 博多OLC 名古屋市D 男

R3 51 落合英那 0:47:49 ルーパー 一宮市 女 R3 51 林祥太郎 1:02:28 東海中高 愛西市 男

R3 52 山田和輝 0:48:12 東海中高 名古屋市D 男 R3 52 飯沼友梨 1:04:10 ルーパー 一宮市 女

R3 53 江田黎子 0:48:36 OLP兵庫 刈谷市 女 R3 53 大原一由 1:04:26 中京OC 名古屋市C 男

R3 54 薮内憲 0:48:39 安城市 男 R3 54 山田晋 1:05:23 名古屋市C 男 ▼

R3 55 杉浦文哉 0:50:16 東海中高 名古屋市D 男 R3 55 船戸温郎 1:05:27 愛知OLC 名古屋市B 男

R3 56 加藤以千弘 0:53:50 岡崎協会 岡崎市 男 R3 56 小川晃弘 1:07:45 ファミリーOLC 豊橋市 男

R3 57 吉原巧真 0:53:58 東海中高 津島市 男 R3 57 小橋至 1:08:42 浜松OLC 浜松市 男 ▼

R3 58 須藤 かおる 0:54:25 入間市OLC 春日井市 男 ▼ R3 58 日下部朝美 1:13:03 名古屋市D 女 ▼

R3 59 伊藤 環 0:58:39 東海中高 瑞浪市 男 R3 59 長瀬朋子 1:13:37 つるまいOLC 豊明市 女

R3 60 半田太郎 1:00:58 博多OLC 名古屋市D 男 R3 60 中島真一 1:18:33 長久手市 男

R3 61 林祥太郎 1:02:28 東海中高 愛西市 男 R3 61 高橋正彦 1:21:27 OLCほのくに 豊橋市 男

R3 62 飯沼友梨 1:04:10 ルーパー 一宮市 女 R3 62 水野弘章 1:21:48 東海東京OLC 名古屋市A 男

R3 63 大原一由 1:04:26 中京OC 名古屋市C 男 R3 63 川畑 信章 0:27:10 知多市 男 ○

R3 65 山田晋 1:05:23 名古屋市C 男 ▼ R3 64 坂本 清光 0:27:26 岡崎OL協会 岡崎市 男 ○

R3 64 船戸温郎 1:05:27 愛知OLC 名古屋市B 男 R3 65 近藤 正文 0:29:36 ルーパー あま市 男 ○

R3 66 小川　晃弘 1:07:45 ファミリーOLC 豊橋市 男 R3 66 高田 哲夫 0:30:46 名古屋市B 男 ○

R3 67 小橋至 1:08:42 浜松OLC 浜松市 男 ▼ R3 67 衛藤 裕二 0:31:07 静岡市 男 ○

R3 68 日下部朝美 1:13:03 名古屋市D 女 ▼ R3 68 川上 快 0:31:23 豊田高専OLC 名古屋市A 男 ○

R3 69 長瀬朋子 1:13:37 つるまいOLC 豊明市 女 R3 69 小栗 健太郎 0:31:46 豊田高専OLC 岡崎市 男 ○

R3 70 中島真一 1:18:33 長久手市 男 R3 70 加藤 丈晴 0:34:12 小牧市 男 ○

R3 71 高橋正彦 1:21:27 OLCほのくに 豊橋市 男 R3 71 野村 弘毅 0:36:56 名古屋市C 男 ○

R3 72 水野弘章 1:21:48 東海東京OLC 名古屋市A 男 R3 72 鈴木幸子 1:40:21 ファミリーOLC 豊橋市 女 ▼

R3 鈴木幸子 1:40:21 ファミリーOLC 豊橋市 女 ▼ R3 73 永井ゆかり 1:42:52 碧南市 女 ▼

R3 永井ゆかり 1:42:52 碧南市 女 ▼ R3 74 中村亮 欠場 東海中高 名古屋市C 男 ▼

R3 永井哲也 2:08:34 碧南市 男 ▼ ▼ R3 75 川島聖也 欠場 神大OLC 神戸市 男 ▼

R3 中村亮 欠場 東海中高 名古屋市C 男 ▼ R3 76 小野花織 欠場 椙山女学園大学 名古屋市D 女 ▼

R3 川島聖也 欠場 神大OLC 神戸市 男 ▼ R3 77 福井陽貴 欠場 OLP兵庫 加西市 男 ▼

R3 小野花織 欠場 椙山女学園大学 名古屋市D 女 ▼ R3 78 宮林修 欠場 松阪OLC 多気町 男 ▼

R3 福井陽貴 欠場 OLP兵庫 加西市 男 ▼ R3 79 大村 幸一郎 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼

R3 宮林修 欠場 松阪OLC 多気町 男 ▼ R3 80 稲森 剛 申込なし 東海高校 男 ▼

旧ランク R3 81 長谷川 望 申込なし 東海高校 男 ▼

R3 1 大村 幸一郎 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ R3 82 竹本 拓 申込なし 東海高校 男 ▼

R3 2 稲森 剛 申込なし 東海高校 男 ▼ R3 83 種市 雅也 申込なし 東海高校 男 ▼

R3 3 長谷川 望 申込なし 東海高校 男 ▼ R3 84 渡仲 祥太 申込なし 名大OLC 男 ▼

R3 4 竹本 拓 申込なし 東海高校 男 ▼ R3 85 金 和也 申込なし 金沢大OLC 男 ▼
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R3 5 種市 雅也 申込なし 東海高校 男 ▼ R3 86 佐藤 遼平 申込なし 東海高校 男 ▼

R3 6 渡仲 祥太 申込なし 名大OLC 男 ▼ R3 87 細川 知希 申込なし 名大OLC 男 ▼

R3 7 金 和也 申込なし 金沢大OLC 男 ▼ R3 88 古澤 誠実朗 申込なし OLCルーパー 男 ▼

R3 8 佐藤 遼平 申込なし 東海高校 男 ▼ R3 89 金子 真悟 申込なし 金沢大OLC 金沢市 男 ▼

R3 9 細川 知希 申込なし 名大OLC 男 ▼ R3 90 堀江 悟 申込なし 名大OLC 男 ▼

R3 11 古澤 誠実朗 申込なし OLCルーパー 男 ▼ R3 71 赤坂 太郎 申込なし 男 ▼

R3 12 金子 真悟 申込なし 金沢大OLC 金沢市 男 ▼ R3 92 小林 祐太 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼

R3 13 堀江 悟 申込なし 名大OLC 男 ▼ R3 93 梅田 和良 申込なし つるまいOLC 大府市 男 ▼

R3 14 赤坂 太郎 申込なし 男 ▼ R3 94 田中 駿太郎 申込なし 東海高 名古屋市C 男 ▼

R3 15 小林 祐太 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ R3 95 高島 拓也 申込なし 金沢OLC 金沢市 男 ▼

R3 16 梅田 和良 申込なし つるまいOLC 大府市 男 ▼ R3 96 宇井 賢 申込なし 京大OLC 京都市 男 ▼

R3 17 田中 駿太郎 申込なし 東海高 名古屋市C 男 ▼ R3 97 伊藤 悠葵 申込なし 枝組 池田市 男 ▼

R3 18 高島 拓也 申込なし 金沢OLC 金沢市 男 ▼ R3 98 平野 大輔 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼

R3 19 宇井 賢 申込なし 京大OLC 京都市 男 ▼ R3 99 稲葉 翔也 申込なし 名大OLC 岡崎市 男 ▼

R3 20 伊藤 悠葵 申込なし 枝組 池田市 男 ▼ R3 100 小川 丈彰 申込なし 枝組 豊中市 男 ▼

R3 21 平野 大輔 申込なし 名大OLC 名古屋市C 男 ▼ R3 101 築地 孝和 申込なし 神戸大OLK 高槻市 男 ▼

R3 22 稲葉 翔也 申込なし 名大OLC 岡崎市 男 ▼ R3 102 秋山 周平 申込なし 池田市 男 ▼

R3 23 小川 丈彰 申込なし 枝組 豊中市 男 ▼ R3 103 守屋 舞香 申込なし 椙山女学園大学 女 ▼

R3 24 築地 孝和 申込なし 神戸大OLK 高槻市 男 ▼ R3 104 小林 弘汰 申込なし 東海中 名古屋市C 男 ▼

R3 25 秋山 周平 申込なし 池田市 男 ▼ R3 105 田村 尚也 申込なし 東海中 鈴鹿市 男 ▼

R3 26 守屋 舞香 申込なし 椙山女学園大学 女 ▼ R3 106 星 美沙 申込なし 三河OLC 東浦町 女 ▼

R3 27 小林 弘汰 申込なし 東海中 名古屋市C 男 ▼ R3 107 中川 豪 申込なし 東海中 みよし市 男 ▼

R3 28 田村 尚也 申込なし 東海中 鈴鹿市 男 ▼ R3 108 安形 俊太郎 申込なし 三河OLC 岡崎市 男 ▼

R3 29 星 美沙 申込なし 三河OLC 東浦町 女 ▼ R3 109 新谷 国隆 申込なし 名古屋大OB 名古屋市D 男 ▼

R3 30 中川 豪 申込なし 東海中 みよし市 男 ▼ R3 110 柴田 涼平 申込なし 東海中 名古屋市C 男 ▼

R3 31 安形 俊太郎 申込なし 三河OLC 岡崎市 男 ▼ R3 111 阪井政文 申込なし 東海高校 四日市市 男 ▼

R3 32 新谷 国隆 申込なし 名古屋大OB 名古屋市D 男 ▼ R3 112 村山良二 申込なし 名古屋市B 男 ▼

R3 33 柴田 涼平 申込なし 東海中 名古屋市C 男 ▼ R3 113 関野賢二 申込なし YTC78 横浜市 男 ▼

R3 34 阪井政文 申込なし 東海高校 四日市市 男 ▼ R3 114 赤井秀和 申込なし 静岡OLC 島田市 男 ▼

R3 36 村山良二 申込なし 名古屋市B 男 ▼ R3 115 野田良雄 申込なし 中京OC 名古屋市D 男 ▼

R3 37 関野賢二 申込なし YTC78 横浜市 男 ▼ R3 116 阪本　博 申込なし 大阪OLC 大阪府島本町男 ▼

R3 40 赤井秀和 申込なし 静岡OLC 島田市 男 ▼ R3 117 中島緑里 申込なし 静岡OLC 静岡市 女 ▼

R3 44 野田良雄 申込なし 中京OC 名古屋市D 男 ▼ R3 118 山本博司 申込なし ES関東C 江東区 男 ▼

R3 45 阪本　博 申込なし 大阪OLC 大阪府島本町男 ▼ R3 119 杉山洋平 申込なし TMS 日進市 男 ▼

R3 47 中島緑里 申込なし 静岡OLC 静岡市 女 ▼ R3 120 高田広彦 申込なし 岐阜OLC 大垣市 男 ▼

R3 52 山本博司 申込なし ES関東C 江東区 男 ▼ R3 121 前田　泰智 申込なし 東海中高 名古屋市C 男 ▼

R3 53 杉山洋平 申込なし TMS 日進市 男 ▼ R3 122 辻村一成 申込なし 豊田高専OLC 安城市 男 ▼

R3 58 高田広彦 申込なし 岐阜OLC 大垣市 男 ▼ R3 123 中島真理 申込なし 静岡OLC 静岡市 女 ▼

R3 61 前田　泰智 申込なし 東海中高 名古屋市C 男 ▼ R3 124 白井　啓 申込なし ほのくに 豊橋市 男 ▼

R3 63 辻村一成 申込なし 豊田高専OLC 安城市 男 ▼ R3 125 小幡昭次 申込なし 三河OLC 岡崎市 男 ▼

R3 67 中島真理 申込なし 静岡OLC 静岡市 女 ▼ R3 126 幸原朋広 申込なし 刈谷市 男 ▼



R3 69 白井　啓 申込なし ほのくに 豊橋市 男 ▼ R3 127 藤田和男 申込なし 浜松OLC 湖西市 男 ▼

R3 70 小幡昭次 申込なし 三河OLC 岡崎市 男 ▼ R3 128 土屋武 申込なし 愛知OLC 日進市 男 ▼

R3 72 幸原朋広 申込なし 刈谷市 男 ▼ R3 129 青木健司 申込なし 常滑市 男 ▼

R3 73 藤田和男 申込なし 浜松OLC 湖西市 男 ▼ R3 130 安心院創一郎 申込なし 多治見市 男 ▼

R3 78 土屋武 申込なし 愛知OLC 日進市 男 ▼ R3 131 竹内和彦 申込なし TMS 名古屋市A 男 ▼

R3 80 青木健司 申込なし 常滑市 男 ▼ R3 132 石神宏樹 申込なし 豊橋市 男 ▼

R3 81 安心院創一郎 申込なし 多治見市 男 ▼

R3 86 竹内和彦 申込なし TMS 名古屋市A 男 ▼ ランキングに掲載されていない方は、

R3 88 石神宏樹 申込なし 豊橋市 男 ▼ 次回は自分の実力に応じてR3（上級）、R4（中級）、R5（初級）を選択できます。

R3 91 内田　潔 申込なし 名古屋市B 男 ▼ ▼

R3 92 高山尚久 申込なし 名古屋市B 男 ▼ ▼

R3 93 谷山嘉一 申込なし 浜松OLC 浜松市 男 ▼ ▼

R3 95 高原 剛 申込なし 八千代市 男 ▼ ▼

R3 97 川瀬 悠真 申込なし 高田中 四日市市 男 ▼ ▼

R3 98 板谷 日出男 申込なし OLP兵庫 吹田市 男 ▼ ▼

R3 99 小山 清 申込なし 京葉OLC 新宿区 男 ▼ ▼

R3 100 福岡 憲彦 申込なし 京大OLC 京都市 男 ▼ ▼

R3 101 上田 浩一朗 申込なし 高田中 四日市市 男 ▼ ▼

R3 102 寺田 侑司 申込なし 磐田市 男 ▼ ▼

R3 103 藤田 純也 申込なし 京大OB 京都市 男 ▼ ▼

R3 104 阪本 博 申込なし 大阪OLC
大阪府島本
町

男 ▼ ▼

R3 105 三橋 寛子 申込なし 静岡大学 浜松市 女 ▼ ▼

R3 106 徳力 雅哉 申込なし 高田中 四日市市 男 ▼ ▼

R3 107 井口 良範 申込なし 高崎OLC 安中市 男 ▼ ▼

R3 108 高橋 猛 申込なし ワンダラーズ 横浜市 男 ▼ ▼

R3 109 高橋 厚 申込なし 多摩OL 川崎市 男 ▼ ▼

R3 110 齋藤 貴之 申込なし ときわ走林会 つくば市　 男 ▼ ▼

R3 111 西山 健登 申込なし 金沢市 男 ▼ ▼

R3 112 冨田 昭則 申込なし 名古屋市B 男 ▼ ▼

順位氏名 所属 居住地
性
別

第
９

第
10

R4 1 横田 淳至 0:26:21 豊田高専OLC 豊川市 男 ◎

R4 2 川畑 信章 0:27:10 知多市 男 ○

R4 3 坂本 清光 0:27:26 岡崎OL協会 岡崎市 男 ○

R4 4 近藤 正文 0:29:36 ルーパー あま市 男 ○

R4 5 高田 哲夫 0:30:46 名古屋市B 男 ○

R4 6 衛藤 裕二 0:31:07 静岡市 男 ○

 Ｒ4
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R4 7 川上 快 0:31:23 豊田高専OLC 名古屋市A 男 ○

R4 8 小栗 健太郎 0:31:46 豊田高専OLC 岡崎市 男 ○

R4 9 加藤 丈晴 0:34:12 小牧市 男 ○

R4 10 野村 弘毅 0:36:56 名古屋市C 男 ○

R4 11 三田 孝 0:37:22 西尾高校登山部 安城市 男

R4 12 小川 耀平 0:37:40 西尾高校登山部 西尾市 男

R4 13 福田 悠作 0:38:00 西尾高校登山部 男

R4 14 矢田 凌斗 0:39:44 西尾高校登山部 西尾市 男

R4 15 安藤 光輝 0:40:51 西尾高校登山部 安城市 男

R4 16 緒方 美智 0:41:16 奈良市 女

R4 17 杉浦 正美 0:45:43 高浜市 女

R4 18 天野 聡望 0:47:05 岡崎市 男

R4 19 山本 正人 0:48:37 名古屋市B 男

R4 20 今井 香里 0:50:18 西尾高校登山部 西尾市 女

R4 21 近藤 里帆 0:51:26 西尾高校登山部 西尾市 女

R4 22 高橋 良和 0:54:02 江南市 男

R4 23 衛藤 智美 1:00:48 静岡市 女

R4 24 江坂 知晃 1:06:59 西尾高校登山部 安城市 男

R4 25 稲垣 俊也 1:18:28 西尾高校登山部 西尾市 男

R4 26 上田 修司 1:27:00 なし 四日市市 男

R4 富田 悠介 1:42:18 西尾高校登山部 安城市 男

R4 喜多 壮嗣 DISQ 西尾高校登山部 安城市 男

R4 近藤 千愛 DISQ 西尾高校登山部 西尾市 女

R4 前田 朋史 DISQ 西尾高校登山部 西尾市 男

R4 河合 竜芽 DISQ 豊田高専OLC 豊川市 男
R4 石川真咲 欠場 西尾高校登山部 西尾市 女

順位氏名 所属 居住地
性
別

第
９

第
10

R5 1 福井 美弦 0:28:24 滝中学 一宮市 女 ○

R5 2 鈴木 貴明 0:53:42 ファミリーOLC 豊橋市 男 ○

R5 3 長尾 久琳子 1:11:55 滝中学 一宮市 女

R5 4 鈴木 彩香 1:25:20 ファミリーOLC 豊橋市 女

R5 井上 万里菜 1:50:57 滝中学 春日井市 女

R5 須藤　元 欠場 入間市OLC 春日井市 男

G 順位氏名 所属 居住地
G 1 藤原 大志郎 0:30:23

 Ｒ５
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沢 厚太朗 DISQ

R3 61 林祥太郎 1:02:28 東海中高 愛西市
R4 4 近藤 正文 0:29:36 ルーパー あま市 R2 25 前田春正 1:15:41 KOLA 堺市
R4 11 三田 孝 0:37:22 西尾高校登山部 安城市 安城市 R3 71 高橋正彦 1:21:27 OLCほのくに 豊橋市
R4 15 安藤 光輝 0:40:51 西尾高校登山部 安城市 R1 1 谷川友太 0:25:49 OLCルーパー 長浜市 OLCルーパー
R3 48 星野詩歩 0:47:01 椙山女学園大学 安城市 ９位 R1 3 菅谷裕志 0:28:03 OLCルーパー 名古屋市D
R3 54 薮内憲 0:48:39 安城市 R4 4 近藤 正文 0:29:36 OLCルーパー あま市 1位
R4 24 江坂 知晃 1:06:59 西尾高校登山部 安城市 R1 4 松井 健哉 0:30:22 OLCルーパー 一宮市
R4 富田 悠介 1:30:00 西尾高校登山部 安城市 R1 7 嶋岡雅浩 0:30:59 OLCルーパー 名古屋市D
R4 喜多 壮嗣 1:30:00 西尾高校登山部 安城市 R3 5 林千尋 0:32:48 OLCルーパー 瑞浪市
R3 27 谷口 彰登 0:41:28 鳩の会 飯田市 R1 11 前田悠作 0:34:35 OLCルーパー 鈴鹿市
R3 18 岩城大行 0:37:32 阪大OLC 池田市 R3 17 落合志保子 0:36:49 OLCルーパー 一宮市
R5 1 福井 美弦 0:28:24 滝中学 一宮市 一宮市 R1 14 大村拓磨 0:39:36 OLCルーパー 大口町
R1 4 松井 健哉 0:30:22 OLCルーパー 一宮市 R2 8 谷川理恵 0:40:36 OLCルーパー 長浜市
R3 6 野田昌太郎 0:33:22 名大OLC 一宮市 3位 R1 19 山口 尚宏 0:41:48 OLCルーパー 名古屋市A
R3 17 落合志保子 0:36:49 ルーパー 一宮市 R3 32 松井日香里 0:43:42 OLCルーパー 一宮市
R2 9 長崎早也香 0:42:12 名大OLC 一宮市 R1 21 瀬口洋治 0:43:48 OLCルーパー 名古屋市A
R3 32 松井日香里 0:43:42 ルーパー 一宮市 R1 22 足立辰彦 0:43:52 OLCルーパー 名古屋市C
R3 51 落合英那 0:47:49 ルーパー 一宮市 R1 23 木村洋介 0:45:57 OLCルーパー 名古屋市A
R3 62 飯沼友梨 1:04:10 ルーパー 一宮市 R3 46 谷　祐樹 0:46:04 OLCルーパー 豊田市
R5 3 長尾 久琳子 1:11:55 滝中学 一宮市 R3 51 落合英那 0:47:49 OLCルーパー 一宮市
R1 14 大村拓磨 0:39:36 ルーパー 大口町 R2 18 鵜飼須彦 0:52:44 OLCルーパー 名古屋市C
R1 17 宮崎敦司 0:40:57 大府市 大府市 R2 21 鳥羽都子 0:56:22 OLCルーパー 岐阜市
R3 28 平沢正紀 0:42:02 つるまいOLC 大府市 R3 62 飯沼友梨 1:04:10 OLCルーパー 一宮市
R3 29 早川颯亮 0:42:12 東海中高 大府市 ８位 R2 14 愛場庸雅 0:49:55 OLCレオ 枚方市
R2 11 小林亜紀夫 0:45:39 つるまいOLC 大府市 R1 15 坂口祐生 0:39:41 OLP兵庫 長浜市 OLP兵庫
R2 24 佐藤政明 1:11:24 大府市 R2 17 谷垣宣孝 0:52:34 OLP兵庫 宝塚市
R4 3 坂本 清光 0:27:26 岡崎OL協会 岡崎市 岡崎市 R3 53 江田黎子 0:48:36 OLP兵庫 刈谷市 10位
R4 8 小栗 健太郎 0:31:46 豊田高専OLC 岡崎市 R3 福井陽貴 1:30:00 OLP兵庫 加西市
R3 13 生田真大 0:35:41 東海中高 岡崎市 5位 R2 19 土屋晴彦 0:53:11 愛知OLC 名古屋D 愛知OLC
R2 7 今泉将 0:37:08 名大OLC 岡崎市 R3 64 船戸温郎 1:05:27 愛知OLC 名古屋市B
R3 26 星野蒼太 0:41:04 東海中高 岡崎市 R2 26 岡野英雄 1:19:47 愛知OLC 東郷町 14位
R2 10 藤井菜実 0:43:59 椙山女学園大学 岡崎市 R2 内藤ヒロオ 1:40:00 アルパでオメガ 岡崎市
R4 18 天野 聡望 0:47:05 岡崎市 R5 須藤　元 1:30:00 入間市OLC 春日井市
R3 56 加藤以千弘 0:53:50 岡崎協会 岡崎市 R3 2 田中悠 0:29:25 丘の上 塩尻市
R2 内藤ヒロオ 1:40:00 アルパでオメガ 岡崎市 R1 12 福田雅秀 0:38:21 川越OLC ふじみ野市
R2 三井由美 1:40:00 三河OLC 岡崎市 R1 26 橋本八州馬 0:48:58 岐阜OLC 高山市 岐阜OLC
R3 19 片岡勇仁 0:37:39 東海中高 尾張旭市 R2 23 牧ケ野敏明 1:03:00 岐阜OLC 岐阜市
R1 2 松下睦生 0:26:25 京都OLC 各務原市 R1 29 鹿野勘次 0:50:51 岐阜OLC 美濃加茂市 1１位
R3 福井陽貴 1:30:00 OLP兵庫 加西市 R3 7 古池将樹 0:34:01 京大OLC 京都市 京大OLC
R3 58 須藤 かおる 0:54:25 入間市OLC 春日井市 春日井市 R2 5 森河俊成 0:35:06 京大OLC 京都市
R1 23 粟野義明 1:20:00 春日井市 R1 16 越智純毅 0:40:43 京大OLC 大阪市 6位
R5 井上 万里菜 1:30:00 滝中学 春日井市 1５位 R3 20 三村公人 0:39:08 神大OLC 神戸市 神大OLC
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R5 須藤　元 1:30:00 入間市OLC 春日井市 R3 43 光川凌 0:45:55 神大OLC 神戸市
R3 53 江田黎子 0:48:36 OLP兵庫 刈谷市 R3 川島聖也 1:30:00 神大OLC 神戸市 1２位
R1 角岡　明 1:20:00 三河OLC 刈谷市 R2 10 藤井菜実 0:43:59 椙山女学園大学 岡崎市 椙山女学園大学
R3 49 深石大 0:47:12 東海中高 北名古屋市 R3 40 橋爪佳菜子 0:44:25 椙山女学園大学 稲沢市
R3 14 熊澤拓飛 0:36:06 東海中高 岐阜市 岐阜市 R3 42 福山美矩 0:45:08 椙山女学園大学 名古屋市C 9位
R3 38 岩崎　壮馬 0:44:06 東海中高 岐阜市 R3 48 星野詩歩 0:47:01 椙山女学園大学 安城市
R1 25 森清星也 0:48:25 東海中学校 岐阜市 1２位 R3 小野花織 1:30:00 椙山女学園大学 名古屋市D
R2 21 鳥羽都子 0:56:22 ルーパー 岐阜市 R1 13 小野田剛太 0:38:24 ぞんび～ず 豊田市
R2 23 牧ケ野敏明 1:03:00 岐阜OLC 岐阜市 R1 27 新家秀男 0:49:28 中京OC 小牧市
R3 7 古池将樹 0:34:01 京大OLC 京都市 R3 63 大原一由 1:04:26 中京OC 名古屋市C
R2 5 森河俊成 0:35:06 京大OLC 京都市 R1 18 池田俊彦 0:41:43 つるまいOLC 江南市 つるまいOLC
R3 22 内藤一平 0:39:33 みやこOLC 京都市 R3 28 平沢正紀 0:42:02 つるまいOLC 大府市
R1 18 池田俊彦 0:41:43 つるまいOLC 江南市 R2 11 小林亜紀夫 0:45:39 つるまいOLC 大府市 8位
R4 22 高橋 良和 0:54:02 江南市 R2 15 小川 和之 0:50:20 つるまいOLC 尾張旭市
R3 20 三村公人 0:39:08 神大OLC 神戸市 神戸市 R2 20 棚橋是之 0:55:50 つるまいOLC 長久手市
R3 43 光川凌 0:45:55 神大OLC 神戸市 R3 69 長瀬朋子 1:13:37 つるまいOLC 豊明市
R3 川島聖也 1:30:00 神大OLC 神戸市 1４位 R1 6 祖父江有祐 0:30:50 東海中高 名古屋市B 東海中高
R4 9 加藤 丈晴 0:34:12 小牧市 R3 8 藤原考太郎 0:34:04 東海中高 名古屋市C
R1 27 新家秀男 0:49:28 中京OC 小牧市 R3 10 森創之介 0:34:43 東海中高 鈴鹿市 4位
R2 25 前田春正 1:15:41 KOLA 堺市 R3 13 生田真大 0:35:41 東海中高 岡崎市
R3 2 田中悠 0:29:25 丘の上 塩尻市 R3 14 熊澤拓飛 0:36:06 東海中高 岐阜市
R4 6 衛藤 裕二 0:31:07 静岡市 R3 15 早川正真 0:36:23 東海中高 名古屋市B
R4 23 衛藤 智美 1:00:48 静岡市 R3 19 片岡勇仁 0:37:39 東海中高 尾張旭市
R1 11 前田悠作 0:34:35 ルーパー 鈴鹿市 鈴鹿市 R3 24 石川嵩琉　 0:40:20 東海中高 名古屋市C
R3 10 森創之介 0:34:43 東海中高 鈴鹿市 R3 25 稲垣匠二 0:40:53 東海中高 名古屋市D
R2 22 小八重 善裕 0:57:18 三重県協会 鈴鹿市 1０位 R3 26 星野蒼太 0:41:04 東海中高 岡崎市
R4 17 杉浦 正美 0:45:43 高浜市 R3 29 早川颯亮 0:42:12 東海中高 大府市
R1 26 橋本八州馬 0:48:58 岐阜OLC 高山市 R3 30 渡邊裕太 0:43:25 東海中高 名古屋市C
R2 17 谷垣宣孝 0:52:34 OLP兵庫 宝塚市 R3 31 中村　晃 0:43:36 東海中高 名古屋市C
R3 宮林修 1:30:00 松阪OLC 多気町 R3 33 桒原大雅 0:43:49 東海中高 名古屋市C
R4 2 川畑 信章 0:27:10 知多市 R3 34 小山竜正 0:43:50 東海中高 名古屋市C
R2 6 竹内利樹 0:36:45 マッパ 知多市 R3 35 米田凌梧 0:44:02 東海中高 名古屋市C
R3 57 吉原巧真 0:53:58 東海中高 津島市 R3 36 河井耀 0:44:02 東海中高 名古屋市B
R2 16 加藤昭治 0:50:38 東海市 R3 37 中村太亮 0:44:03 東海中高 名古屋市C
R2 26 岡野英雄 1:19:47 愛知OLC 東郷町 R3 38 岩崎　壮馬 0:44:06 東海中高 岐阜市
R3 69 長瀬朋子 1:13:37 つるまいOLC 豊明市 R3 39 寺本裕哉 0:44:20 東海中高 名古屋市C
R4 1 横田 淳至 0:26:21 豊田高専OLC 豊川市 R3 41 森下　謙 0:45:07 東海中高 名古屋市D
R4 河合 竜芽 1:30:00 豊田高専OLC 豊川市 R3 47 高橋侑大 0:46:18 東海中高 名古屋市D
R1 13 小野田剛太 0:38:24 ぞんび～ず 豊田市 R3 49 深石大 0:47:12 東海中高 北名古屋市
R3 46 谷　祐樹 0:46:04 ルーパー 豊田市 R1 24 大野聡生 0:47:56 東海中高 名古屋市C
R3 9 桃本一輝 0:34:16 阪大OLC 豊中市 R3 52 山田和輝 0:48:12 東海中高 名古屋市D
R3 23 伊部琴美 0:39:50 名大OLC 豊橋市 豊橋市 R1 25 森清星也 0:48:25 東海中高 岐阜市
R5 2 鈴木 貴明 0:53:42 ファミリーOLC 豊橋市 R3 55 杉浦文哉 0:50:16 東海中高 名古屋市D
R3 66 小川　晃弘 1:07:45 ファミリーOLC 豊橋市 1３位 R3 57 吉原巧真 0:53:58 東海中高 津島市
R1 内藤愉孝 1:20:00 浜松OLC 豊橋市 R3 59 伊藤 環 0:58:39 東海中高 瑞浪市
R3 71 高橋正彦 1:21:27 OLCほのくに 豊橋市 R3 61 林祥太郎 1:02:28 東海中高 愛西市
R5 4 鈴木 彩香 1:25:20 ファミリーOLC 豊橋市 R3 中村亮 1:30:00 東海中高 名古屋市C
R3 鈴木幸子 1:30:00 ファミリーOLC 豊橋市 R3 72 水野弘章 1:21:48 東海東京OLC 名古屋市A
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R2 20 棚橋是之 0:55:50 つるまいOLC 長久手市 R1 8 藤生考志 0:33:48 東京OLC 八王子市
R3 70 中島真一 1:18:33 長久手市 R3 45 池田　慧 0:46:03 名古屋大学OB 名古屋市C
R1 1 谷川友太 0:25:49 ルーパー 長浜市 長浜市 R2 12 半田博子 0:46:31 博多OLC 名古屋市D
R1 15 坂口祐生 0:39:41 OLP兵庫 長浜市 R3 60 半田太郎 1:00:58 博多OLC 名古屋市D
R2 8 谷川理恵 0:40:36 ルーパー 長浜市 6位 R3 67 小橋至 1:08:42 浜松OLC 浜松市
R4 7 川上 快 0:31:23 豊田高専OLC 名古屋市A 名古屋市A R1 内藤愉孝 1:20:00 浜松OLC 豊橋市
R1 9 樽見 典明 0:33:52 三河OLC 名古屋市A R3 9 桃本一輝 0:34:16 阪大OLC 豊中市
R1 19 山口 尚宏 0:41:48 OLCルーパー 名古屋市A 7位 R3 18 岩城大行 0:37:32 阪大OLC 池田市
R1 21 瀬口洋治 0:43:48 ルーパー 名古屋市A R5 2 鈴木 貴明 0:53:42 ファミリーOLC 豊橋市 ファミリーOLC
R1 23 木村洋介 0:45:57 ルーパー 名古屋市A R3 66 小川　晃弘 1:07:45 ファミリーOLC 豊橋市
R1 24 仲田貴幸 0:46:04 ふるはうす 名古屋市A R5 4 鈴木 彩香 1:25:20 ファミリーOLC 豊橋市 15位
R3 72 水野弘章 1:21:48 東海東京OLC 名古屋市A R3 鈴木幸子 1:30:00 ファミリーOLC 豊橋市
R4 5 高田 哲夫 0:30:46 名古屋市B 名古屋市B R1 24 仲田貴幸 0:46:04 ふるはうす 名古屋市A
R1 6 祖父江有祐 0:30:50 東海高校 名古屋市B R3 宮林修 1:30:00 松阪OLC 多気町
R3 3 横田智也 0:30:59 名大OLC 名古屋市B 4位 R1 5 松澤俊行 0:30:25 松塾 浜松市
R3 15 早川正真 0:36:23 東海中高 名古屋市B R2 6 竹内利樹 0:36:45 マッパ 知多市
R3 36 河井耀 0:44:02 東海中高 名古屋市B R2 22 小八重 善裕 0:57:18 三重県協会 鈴鹿市
R4 19 山本 正人 0:48:37 名古屋市B R1 9 樽見 典明 0:33:52 三河OLC 名古屋市A 三河OLC
R3 64 船戸温郎 1:05:27 愛知OLC 名古屋市B R1 10 前田裕太 0:34:07 三河OLC 名古屋市C
R3 1 南河駿 0:27:22 名大OLC 名古屋市C 名古屋市C R1 20 井上　仁 0:41:50 三河OLC 横浜市 5位
R2 1 是永大地 0:30:27 名大OLC 名古屋市C R3 44 桑山朋巳 0:46:03 三河OLC 碧南市
R2 2 杉浦弘太郎 0:31:11 名大OLC 名古屋市C 1位 R1 角岡　明 1:20:00 三河OLC 刈谷市
R2 3 堀尾健太郎 0:31:29 名大OLC 名古屋市C R2 三井由美 1:40:00 三河OLC 岡崎市
R2 4 前野達也 0:33:40 名大OLC 名古屋市C R3 22 内藤一平 0:39:33 みやこOLC 京都市
R3 8 藤原考太郎 0:34:04 東海中高 名古屋市C R3 1 南河駿 0:27:22 名大OLC 名古屋市C 名大OLC
R1 10 前田裕太 0:34:07 三河OLC 名古屋市C R2 1 是永大地 0:30:27 名大OLC 名古屋市C
R3 12 長江源輝 0:35:12 名大OLC 名古屋市C R3 3 横田智也 0:30:59 名大OLC 名古屋市B 2位
R3 16 西嶋就平 0:36:29 名大OLC 名古屋市C R3 4 中野優亮 0:31:09 名大OLC 名古屋市D
R4 10 野村 弘毅 0:36:56 名古屋市C R2 2 杉浦弘太郎 0:31:11 名大OLC 名古屋市C
R3 21 南吏玖 0:39:09 名大OLC 名古屋市C R2 3 堀尾健太郎 0:31:29 名大OLC 名古屋市C
R3 24 石川嵩琉　 0:40:20 東海中高 名古屋市C R3 6 野田昌太郎 0:33:22 名大OLC 一宮市
R3 30 渡邊裕太 0:43:25 東海中高 名古屋市C R2 4 前野達也 0:33:40 名大OLC 名古屋市C
R3 31 中村　晃 0:43:36 東海中高 名古屋市C R3 11 石井達也 0:35:01 名大OLC 半田市
R3 33 桒原大雅 0:43:49 東海中高 名古屋市C R3 12 長江源輝 0:35:12 名大OLC 名古屋市C
R3 34 小山竜正 0:43:50 東海中高 名古屋市C R3 16 西嶋就平 0:36:29 名大OLC 名古屋市C
R1 22 足立辰彦 0:43:52 ルーパー 名古屋市C R2 7 今泉将 0:37:08 名大OLC 岡崎市
R3 35 米田凌梧 0:44:02 東海中高 名古屋市C R3 21 南吏玖 0:39:09 名大OLC 名古屋市C
R3 37 中村太亮 0:44:03 東海中高 名古屋市C R3 23 伊部琴美 0:39:50 名大OLC 豊橋市
R3 39 寺本裕哉 0:44:20 東海中高 名古屋市C R2 9 長崎早也香 0:42:12 名大OLC 一宮市
R3 42 福山美矩 0:45:08 椙山女学園大学 名古屋市C R4 3 坂本 清光 0:27:26 岡崎OL協会 岡崎市
R3 45 池田　慧 0:46:03 名古屋大学OB 名古屋市C R3 56 加藤以千弘 0:53:50 岡崎OL協会 岡崎市
R1 24 大野聡生 0:47:56 東海中学校 名古屋市C R1 2 松下睦生 0:26:25 京都OLC 各務原市
R2 18 鵜飼須彦 0:52:44 ルーパー 名古屋市C R4 11 三田 孝 0:37:22 西尾高校登山部 安城市 西尾高校登山部
R3 63 大原一由 1:04:26 中京OC 名古屋市C R4 12 小川 耀平 0:37:40 西尾高校登山部 西尾市
R3 65 山田晋 1:05:23 名古屋市C R4 13 福田 悠作 0:38:00 西尾高校登山部 7位
R3 中村亮 1:30:00 東海中高 名古屋市C R4 14 矢田 凌斗 0:39:44 西尾高校登山部 西尾市
R1 3 菅谷裕志 0:28:03 ルーパー 名古屋市D 名古屋市D R4 15 安藤 光輝 0:40:51 西尾高校登山部 安城市
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R1 7 嶋岡雅浩 0:30:59 ルーパー 名古屋市D R4 20 今井 香里 0:50:18 西尾高校登山部 西尾市
R3 4 中野優亮 0:31:09 名大OLC 名古屋市D 2位 R4 21 近藤 里帆 0:51:26 西尾高校登山部 西尾市
R3 25 稲垣匠二 0:40:53 東海中高 名古屋市D R4 24 江坂 知晃 1:06:59 西尾高校登山部 安城市
R3 41 森下　謙 0:45:07 東海中高 名古屋市D R4 25 稲垣 俊也 1:18:28 西尾高校登山部 西尾市
R3 47 高橋侑大 0:46:18 東海中高 名古屋市D R4 富田 悠介 1:30:00 西尾高校登山部 安城市
R2 12 半田博子 0:46:31 博多OLC 名古屋市D R4 喜多 壮嗣 1:30:00 西尾高校登山部 安城市
R3 52 山田和輝 0:48:12 東海中高 名古屋市D R4 近藤 千愛 1:30:00 西尾高校登山部 西尾市
R3 55 杉浦文哉 0:50:16 東海中高 名古屋市D R4 前田 朋史 1:30:00 西尾高校登山部 西尾市
R2 19 土屋晴彦 0:53:11 愛知OLC 名古屋市D R4 石川真咲 1:30:00 西尾高校登山部 西尾市
R3 60 半田太郎 1:00:58 博多OLC 名古屋市D R5 1 福井 美弦 0:28:24 滝中学 一宮市 滝中学
R3 68 日下部朝美 1:13:03 名古屋市D R5 3 長尾 久琳子 1:11:55 滝中学 一宮市
R3 小野花織 1:30:00 椙山女学園大学 名古屋市D R5 井上 万里菜 1:30:00 滝中学 春日井市 1３位
R2 日下部 正英 1:40:00 名古屋市D R3 58 須藤 かおる 0:54:25 入間市OLC 春日井市
R4 16 緒方 美智 0:41:16 奈良市 R3 27 谷口 彰登 0:41:28 鳩の会 飯田市
R3 50 緒方賢史 0:47:31 奈良市 R4 1 横田 淳至 0:26:21 豊田高専OLC 豊川市 豊田高専OLC

R4 12 小川 耀平 0:37:40 西尾高校登山部 西尾市 西尾市 R4 7 川上 快 0:31:23 豊田高専OLC 名古屋市A
R4 14 矢田 凌斗 0:39:44 西尾高校登山部 西尾市 R4 8 小栗 健太郎 0:31:46 豊田高専OLC 岡崎市 3位
R4 20 今井 香里 0:50:18 西尾高校登山部 西尾市 11位 R4 河合 竜芽 1:30:00 豊田高専OLC 豊川市
R4 21 近藤 里帆 0:51:26 西尾高校登山部 西尾市 R4 2 川畑 信章 0:27:10 知多市
R4 25 稲垣 俊也 1:18:28 西尾高校登山部 西尾市 R4 5 高田 哲夫 0:30:46 名古屋市B
R4 近藤 千愛 1:30:00 西尾高校登山部 西尾市 R4 6 衛藤 裕二 0:31:07 静岡市
R4 前田 朋史 1:30:00 西尾高校登山部 西尾市 R4 9 加藤 丈晴 0:34:12 小牧市
R4 石川真咲 1:30:00 西尾高校登山部 西尾市 R4 10 野村 弘毅 0:36:56 名古屋市C
R1 8 藤生考志 0:33:48 東京OLC 八王子市 R1 17 宮崎敦司 0:40:57 大府市
R1 5 松澤俊行 0:30:25 松塾 浜松市 R4 16 緒方 美智 0:41:16 奈良市
R3 67 小橋至 1:08:42 浜松OLC 浜松市 R4 17 杉浦 正美 0:45:43 高浜市
R2 14 愛場庸雅 0:49:55 OLCレオ 枚方市 R4 18 天野 聡望 0:47:05 岡崎市
R1 12 福田雅秀 0:38:21 川越OLC ふじみ野市 R3 50 緒方賢史 0:47:31 奈良市
R3 44 桑山朋巳 0:46:03 三河OLC 碧南市 碧南市 R4 19 山本 正人 0:48:37 名古屋市B
R3 永井ゆかり 1:30:00 碧南市 R3 54 薮内憲 0:48:39 安城市
R3 永井哲也 1:30:00 碧南市 16位 R2 13 上田浩嗣 0:49:04 四日市市
R3 5 林千尋 0:32:48 ルーパー 瑞浪市 R2 16 加藤昭治 0:50:38 東海市
R3 59 伊藤 環 0:58:39 東海中高 瑞浪市 R4 22 高橋 良和 0:54:02 江南市

R1 29 鹿野勘次 0:50:51 岐阜OLC 美濃加茂市 R4 23 衛藤 智美 1:00:48 静岡市
R1 20 井上　仁 0:41:50 三河OLC 横浜市 R3 65 山田晋 1:05:23 名古屋市C
R2 13 上田浩嗣 0:49:04 四日市市 R2 24 佐藤政明 1:11:24 大府市
R4 26 上田 修司 1:27:00 なし 四日市市 R3 68 日下部朝美 1:13:03 名古屋市D
R3 40 橋爪佳菜子 0:44:25 椙山女学園大学 稲沢市 R3 70 中島真一 1:18:33 長久手市
R1 16 越智純毅 0:40:43 京大OLC 大阪市 R1 粟野義明 1:20:00 春日井市
R3 11 石井達也 0:35:01 名大OLC 半田市 R4 26 上田 修司 1:27:00 四日市市
R2 15 小川 和之 0:50:20 つるまいOLC 尾張旭市 R3 永井ゆかり 1:30:00 碧南市
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