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コンディション情報

大会総務　　　　　黒須　雅弘　・　稲垣　裕　 審判長　　　　　榊原　茂　

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名
2018年 6月10日 17:00 雨 23℃ 91% 北北東 0.2m/s 半田運動公園陸上競技場

18:00 曇り 22℃ 91% 北北西 0.3m/s 半田運動公園陸上競技場
19:00 雨 22℃ 95% 北北東 1.6m/s 半田運動公園陸上競技場
20:00 曇り 22℃ 91% 北 1.5m/s 半田運動公園陸上競技場



順位大学名 合計タイム 前のチームとの差 備考

1 愛知工業大 4時間12分57秒20 2年連続17回目

2 皇學館大 4時間13分20秒77 23秒57 2年連続2回目

3 岐阜経済大 4時間16分57秒93 3分37秒16

4 名古屋大 4時間17分17秒62 19秒69

5 中京大 4時間17分52秒17 34秒55

6 静岡大 4時間27分31秒50 9分39秒33

7 東海学園大 4時間27分51秒79 20秒29

8 愛知教育大 4時間30分52秒21 3分0秒42

9 至学館大 4時間32分55秒33 2分3秒12

10 三重大 4時間36分29秒00 3分33秒67

11 愛知大 4時間36分30秒02 1秒02

12 名古屋工業大 4時間39分21秒75 2分51秒73

13 愛知学院大 4時間40分29秒12 1分7秒37

14 岐阜大 4時間48分32秒65 8分3秒53

総合結果



男子 10000m
日本学生記録(CR) 　27'27"64　 Ｍ．モグス　 （山梨学院大）　2000
東海学生記録(TUR)  28'38"2    川口 孝志郎    （中京大）    1980

タイムレース 全4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  24   52
横田　佳介 (1)
ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ

東　京・中京大 30:47.36

  2   3   31
岸田　裕也 (M2)
ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ

三  重・名古屋大 31:06.17

  3  27   22
平野　恵大 (3)
ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾋﾛ

奈　良・皇學館大 31:18.93

  4   1   11
岡本　優樹 (4)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ

愛  知・愛知工業大 31:30.80

  5   2   21
山下　大地 (4)
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾁ

愛  知・皇學館大 31:39.86

  6  25   42
沖田　龍誠 (2)
ｵｷﾀ ﾘｭｳｾｲ

岐  阜・岐阜経済大 31:46.32

  7  26   32
河上　匠 (4)
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ

愛  知・名古屋大 32:11.73

  8  28   12
中村　正明 (2)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ

愛  知・愛知工業大 32:20.18

  9   5   51
曾我　篤暉 (4)
ｿｶﾞ ｼｹﾞｷ

静  岡・中京大 32:57.62

 10   4   41
神里　裕司 (3)
ｶﾐｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ

岐  阜・岐阜経済大 33:09.20

 11  21   82
千野　雅人 (2)
ﾁﾉ ﾏｻﾄ

静  岡・静岡大 33:14.73

 12  23   62
福岡　崚生 (2)
ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｾｲ

愛  知・東海学園大 33:27.39

 13  22   72
村瀬　巧夕 (2)
ﾑﾗｾ ｺｳﾕｳ

愛  知・至学館大 33:56.23

 14  13  131
西山　皓基 (2)
ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ

愛  知・愛知教育大 34:01.27

 15   7   71
辻村　駿介 (2)
ﾂｼﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

愛  知・至学館大 34:07.62

 16   8   81
織原　海人 (4)
ｵﾘﾊﾗ ｶｲﾄ

静  岡・静岡大 34:21.92

 17   9   91
佐野　祐太 (4)
ｻﾉ ﾕｳﾀ

三  重・三重大 34:49.87

 18   6   61
川瀨　勝寛 (3)
ｶﾜｾ ﾖｼﾑﾈ

愛  知・東海学園大 34:53.24

 19  14  141
湯浅　友貴 (3)
ﾕｱｻ ﾄﾓﾀｶ

愛  知・愛知学院大 35:15.97

 20  18  112
藤田　悠真 (2)
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ

愛  知・名古屋工業大 35:17.24

 21  16  132
大江　優斗 (1)
ｵｵｴ ﾕｳﾄ

愛  知・愛知教育大 35:18.06

 22  17  122
中村　俊介 (1)
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

岐  阜・岐阜大 35:58.38

 23  20   92
由川　琢也 (3)
ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾔ

三  重・三重大 36:09.87

 24  15  142
前畑　涼雅 (2)
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ

愛  知・愛知学院大 36:25.48

 25  11  111
三井　玲央 (1)
ﾐﾂｲ ﾚｵ

愛  知・名古屋工業大 36:38.94

 26  12  121
出川　正章 (2)
ﾃﾞｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

岐  阜・岐阜大 37:21.22

 27  19  102
岩城　淳之介 (2)
ｲﾜｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

富  山・愛知大 37:28.06

 28  10  101
円藤　良樹 (2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ

愛  知・愛知大 38:35.66

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15   24
上村　直也 (2)
ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ

三  重・皇學館大 31:35.24

  2  25   14
小林　宏輔 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ

愛  知・愛知工業大 31:42.82

  3   8   23
上村　一真 (4)
ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

三  重・皇學館大 31:45.73

  4  24   54
稲子　光太郎 (2)
ｲﾅｺ ｺｳﾀﾛｳ

福  井・中京大 32:18.28

  5  20   44
榊原　陸 (1)
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｸ

岐  阜・岐阜経済大 32:35.23

  6   9   13
今徳　直輝 (4)
ｲﾏﾄｸ ﾅｵｷ

愛  知・愛知工業大 32:35.94

  7   2   43
関根　愁矢 (4)
ｾｷﾈ ｼｭｳﾔ

岐  阜・岐阜経済大 33:02.73

  8  12   33
國司　寛人 (D1)
ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ

愛  知・名古屋大 33:07.15

  9   1   53
福澤　弘樹 (4)
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

長  野・中京大 33:22.25

 10  27   64
車本　遊真 (1)
ｸﾙﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ

愛  知・東海学園大 33:26.98

 11  18   84
長屋　暁大 (2)
ﾅｶﾞﾔ ｱｷﾋﾛ

静  岡・静岡大 33:33.97

 12   5   63
清水　透吾 (1)
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺﾞ

愛  知・東海学園大 33:39.28

 13  26   34
馬場口　博誉 (2)
ﾊﾞﾊﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

愛  知・名古屋大 33:43.37

 14  28   74
石黒　堅大 (2)
ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝﾀ

愛  知・至学館大 34:35.64

 15  16  134
安藤　大成 (4)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ

愛  知・愛知教育大 34:37.49

 16   7  133
江口　京弥 (M2)
ｴｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ

愛  知・愛知教育大 34:40.83

 17  22   94
佐藤　俊介 (2)
ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

三  重・三重大 34:43.37

 18  13   83
杉山　喜紀 (2)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ

静  岡・静岡大 34:45.97

 19   6  103
堀川　貴哉 (4)
ﾎﾘｶﾜ ﾀｶﾔ

愛  知・愛知大 35:01.72

 20  23  114
安齋　隼 (3)
ｱﾝｻﾞｲ ｼｭﾝ

愛  知・名古屋工業大 35:13.38

 21  11   73
長濱　朋哉 (3)
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓﾔ

愛  知・至学館大 35:26.62

 22  17  144
山本　渓秋 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼｭｳ

愛  知・愛知学院大 35:44.95

 23  19  124
出戸　智大 (1)
ﾃﾞﾄ ﾄﾓﾋﾛ

岐  阜・岐阜大 35:50.37

 24  14  113
高橋　宏介 (M1)
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ

愛  知・名古屋工業大 36:09.75

 25  21  104
岡田　将旭 (3)
ｵｶﾀﾞ ﾏｻｱｷ

愛  知・愛知大 36:41.36

 26  10   93
鈴木　康平 (3)
ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ

三  重・三重大 36:44.12

 27   3  143
後藤　瑞輝 (2)
ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ

愛  知・愛知学院大 36:51.17

 28   4  123
小川　善也 (2)
ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾅﾘ

岐  阜・岐阜大 38:43.34



  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   15
児玉　勘太 (3)
ｺﾀﾞﾏ ｶﾝﾀ

三  重・愛知工業大 31:21.96

  2  10   35
池亀　透 (D3)
ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ

愛  知・名古屋大 31:28.76

  3   2   45
安藤　康平 (3)
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

岐  阜・岐阜経済大 31:29.51

  4  20   16
服部　大暉 (2)
ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ

愛  知・愛知工業大 31:33.62

  5  27   56
田村　陸 (1)
ﾀﾑﾗ ﾘｸ

愛  知・中京大 31:49.54

  6  11   25
新美　健 (3)
ﾆｲﾐ ｹﾝ

三  重・皇學館大 31:52.86

  7  22   26
平山　寛人 (2)
ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾄ

長　崎・皇學館大 32:04.43

  8  21   36
勝田　哲史 (2)
ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ

広　島・名古屋大 32:05.76

  9  17   46
渡辺　翔哉 (1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ

岐  阜・岐阜経済大 32:09.67

 10  12  105
志治　嘉崇 (3)
ｼｼﾞ ﾖｼﾀｶ

愛  知・愛知大 32:16.44

 11   4   55
川内　秀哉 (1)
ｶﾜﾁ ｼｭｳﾔ

宮　崎・中京大 32:18.31

 12  26  106
間瀬　智哉 (2)
ﾏｾ ﾄﾓﾔ

愛  知・愛知大 32:27.72

 13  16   86
露口　陽平 (M1)
ﾂﾕｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ

静  岡・静岡大 32:51.32

 14   1   65
畑添　翔太 (4)
ﾊﾀｿﾞｴ ｼｮｳﾀ

愛  知・東海学園大 32:51.72

 15   5   75
山本　将平 (4)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

愛  知・至学館大 33:09.93

 16  19  146
原田　穣次 (1)
ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

愛  知・愛知学院大 33:11.87

 17   8  135
舟橋　祐哉 (4)
ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾔ

愛  知・愛知教育大 33:15.37

 18  25  136
森下　諒 (3)
ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ

愛  知・愛知教育大 33:18.57

 19  15   96
出島　典斗 (2)
ﾃﾞｼﾞﾏ ﾃﾝﾄ

三  重・三重大 33:19.25

 20  13   85
嶋崎　利紀 (3)
ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ

静  岡・静岡大 33:19.69

 21  23   76
日比　友耶 (3)
ﾋﾋﾞ ﾄﾓﾔ

岐  阜・至学館大 33:27.11

 22  28  126
松井　利晃 (2)
ﾏﾂｲ ﾄｼｱｷ

岐  阜・岐阜大 34:24.21

 23   7  115
萩原　誠 (4)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ

愛  知・名古屋工業大 34:41.48

 24  18   66
野田　将弘 (2)
ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

愛  知・東海学園大 34:47.09

 25  14   95
野田　多聞 (4)
ﾉﾀﾞ ﾀﾓﾝ

三  重・三重大 34:49.10

 26  24  116
福岡　泰地 (2)
ﾌｸｵｶ ﾀｲﾁ

愛  知・名古屋工業大 34:54.80

 27   3  145
青山　晃大 (1)
ｱｵﾔﾏ ｺｳﾀ

愛  知・愛知学院大 34:59.88

 28   9  125
笠井　裕司 (4)
ｶｻｲ ﾕｳｼﾞ

岐  阜・岐阜大 35:08.02

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10   17
植松　達也 (3)
ｳｴﾏﾂ ﾀﾂﾔ

愛  知・愛知工業大 30:54.92

  2  24   18
鈴木　高虎 (2)
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄﾗ

愛  知・愛知工業大 30:56.96

  3   8   67
円尾　翔吾 (4)
ﾏﾙｵ ｼｮｳｺﾞ

愛  知・東海学園大 30:57.74

  4  22   38
塚本　亮司 (3)
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

愛  知・名古屋大 30:59.21

  5   1   47
井上　雄斗 (4)
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ

岐  阜・岐阜経済大 31:09.54

  6  17   28
桑山　楓矢 (2)
ｸﾜﾔﾏ ﾌｳﾔ

三  重・皇學館大 31:23.04

  7  13  107
三好　達也 (3)
ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ

岐  阜・愛知大 31:32.47

  8  18   48
伊藤　雄基 (3)
ｲﾄｳ ﾕｳｷ

岐  阜・岐阜経済大 31:35.73

  9   6   27
川瀬　翔矢 (2)
ｶﾜｾ ｼｮｳﾔ

三  重・皇學館大 31:40.68

 10  27   88
金子　雅也 (M1)
ｶﾈｺ ﾏｻﾔ

静  岡・静岡大 31:47.16

 11   7   57
戸村　将 (3)
ﾄﾑﾗ ｼｮｳ

愛  知・中京大 32:07.57

 12  23   58
武藤　広樹 (3)
ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ

三  重・中京大 32:11.24

 13  15  108
石川　陽一 (2)
ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ

愛  知・愛知大 32:26.59

 14  21  138
下地　健介 (4)
ｼﾓｼﾞ ｹﾝｽｹ

愛  知・愛知教育大 32:29.31

 15   3   37
一林　諒 (4)
ｲﾁﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

愛  知・名古屋大 32:35.47

 16   2   97
竹内　喜紀 (3)
ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ

三  重・三重大 32:45.61

 17  16  118
新宮　良啓 (3)
ｼﾝｸﾞｳ ﾖｼﾋﾛ

愛  知・名古屋工業大 32:54.97

 18  28  148
森本　辰徳 (3)
ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ

愛  知・愛知学院大 33:00.77

 19  19   98
永戸　悠太郎 (2)
ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

三  重・三重大 33:07.81

 20   9  137
曽我　直崇 (M2)
ｿｶﾞ ﾅｵﾀｶ

愛  知・愛知教育大 33:11.31

 21  11   77
石川　憲幸 (4)
ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ

愛  知・至学館大 33:14.29

 22  14  117
柴山　昌之 (3)
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

愛  知・名古屋工業大 33:31.19

 23  12   87
中山　峻弥 (3)
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ

静  岡・静岡大 33:36.74

 24  26   68
重田　真稔 (4)
ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄｼ

愛  知・東海学園大 33:48.35

 25  20   78
川島　颯太 (2)
ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ

愛  知・至学館大 34:57.89

 26   4  147
牧田　祐太朗 (1)
ﾏｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

愛  知・愛知学院大 34:59.03

 27  25  128
磯部　貴弘 (3)
ｲｿﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

岐  阜・岐阜大 35:03.44

 28   5  127
松尾　諒介 (3)
ﾏﾂｵ ﾘｮｳｽｹ

岐  阜・岐阜大 36:03.67


