
■ 小学生クロスカントリー 2km＜1年⽣・男⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負101 ロウ ジェイミ 愛知県 がんばるぞ102 シバタ ダイチ 愛知県103 カトウ ユウノスケ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／＜1年⽣・⼥⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負151 イトウ シホ 愛知県 小学校に入り毎日歩いています。頑張るぞー。152 ミゾハタ ユイナ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／153 クニイ ミヅキ 岐阜県＜2年⽣・男⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負201 マエカワ ヒビキ 愛知県 童浦⼩２年202 ツジ コウキ 愛知県 チームＤＭＫ 頑張るぞ‼・203 オオタ アユム 愛知県 ＳＴ 優勝目指して頑張ります。204 ミツイ ギンジ 愛知県 桜小学校205 マツモト ショウゴ 愛知県 丹陽⼩学校＜2年⽣・⼥⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負251 ヤマモリ ココ 愛知県 ⿊笹⼩ 諦めずに最後まで走ります252 コンドウ ユナ 愛知県 ＳＴ 完走目指して頑張るぞ‼・253 トミマツ ヒナコ 愛知県 六郷北⼩学校254 サワダ カリン 愛知県255 オオウエ ユカ 愛知県 ＪＳ✫ＥＹＫ＜3年⽣・男⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負301 シマ シモン 三重県 ⻲⼭⻄⼩ おれはガリガリのサルだよ。おそいやつは梨汁とばすよよろしく302 ナカシマ カズト 愛知県 チームかずと がんばります303 イシザカ ゲン 石川県 チーム能登部304 トミマツ セイシロウ 愛知県 六郷北⼩学校305 カワベ ハルト 愛知県306 イマイ ヨシノリ 愛知県 頑張るぞ！オ〜！！307 ナカシマ レナト 愛知県 プレジール 自分のメンタルとの戦いにチャレンジします308 ヤマモト オウタロウ 石川県 チーム能登部＜3年⽣・⼥⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負351 タケウチ エナ 愛知県 あすたま352 タナカ エガオ 愛知県 プレジール ⾛り切るということ きっと糧になる がんばります353 クニイ アカネ 岐阜県354 ツツ ナノハ 愛知県 深⽥⼭⻄＜4年⽣・男⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負401 サカノ リュウノスケ 愛知県 神山小学校 完走目指して頑張ります！402 サトウ ユズタ 愛知県403 カトウ ユウタロウ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／404 イシヅカ ヒロキ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／405 ヤマダ ライム 愛知県 朝日小学校 笑顔で⾛り切ります。応援宜しくお願いします。406 テラダ ソウタ 三重県407 イトウ ナオト 愛知県 幡⼭⻄⼩ 頑張りまーす。
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加藤 優之介ロウ 慈英己柴田 大地氏 名

前川 心響辻 光希太田 歩夢三井 銀次
國井 水月伊藤 志保溝畑 由奈氏 名

氏 名

氏 名
氏 名
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大上 結禾山森 湖子近藤 由奈冨松 日向子澤⽥ 佳鈴
松本 正悟氏 名



408 シモカタ ユヅキ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／409 タナベ カンセイ 愛知県 俺は無敵だ〜！＜4年⽣・⼥⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負451 ヨシダ カノ 愛知県 国府小 全⼒で⾛るぞぉ〜！おぉ〜！452 チバ ミズホ 愛知県453 シマ マナミ 三重県 ⻲⼭⻄⼩ 昨年は5位だったので悔しかったので表彰台目指します454 サゴウ ユナ 愛知県 気合い一発！＜5年⽣・男⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負501 ワタライ ハク 愛知県 フリークス502 エガワ セナ 愛知県503 ナガシマ ハヤト 愛知県 植田小＜5年⽣・⼥⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負551 オオウエ エミ 愛知県 ＪＳ✩ＥＹＫ552 スズキ ヒナタ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／553 フルイ マドカ 愛知県 頑張ります554 ヤマモト ノア 石川県 チーム能登部555 マツバラ リト 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／556 キトウ リナ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／557 サワダ チスズ 愛知県＜6年⽣・男⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負601 森 順哉 モリ ジュンヤ 愛知県 チーム梨っ⼦602 真⽥ 拓⻁ サナダ タクト 愛知県603 福岡 永遠 フクオカ トワ 愛知県 チーム梨っ⼦604 坂上 悠基 サカウエ ユウキ 愛知県 チームたのん！605 森近 結翔 モリチカ ユイト 愛知県 根川小学校 頑張ります！606 島 寛典 シマ ヒロノリ 三重県 ⻲⼭⻄⼩ 俺の⾜は速いし筋⾁モリモリだがただ臭い 今年も1位狙います607 筒 明琉 ツツ アケル 愛知県 深⽥⼭⻄＜6年⽣・⼥⼦＞No. フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負651 加藤 優奈 カトウ ユウナ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／652 高嶋 彩音 タカシマ アヤネ 富山県 東五位小学校653 中部 真帆 ナカベ マホ 愛知県 東郷小■ちびっこチャレンジ 0.6km＜未就学児〜⼩２・男⼦＞No. 氏 名 年齢 フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負701 竹内 琥珀 3 タケウチ コハク 愛知県 あすたま702 松井 湊人 3 マツイ ミナト 愛知県703 ロウ 泰良 3 ロウ タイラ 愛知県704 山田 悠都 3 ヤマダ ユウト 愛知県705 中島 蓮⼤郎 4 ナカジマ レンタロウ 愛知県706 松本 あさひ 4 マツモト アサヒ 愛知県707 水野 進一 4 ミズノ シンイチ 愛知県 中川保育園 頑張ります！708 木野 大地 5 キノ ダイチ 愛知県 美山幼稚園 マラソン大会に初めて参加します。がんばります！709 岩本 瑞生 5 イワモト ミズキ 愛知県710 石坂 天 5 イシザカ テン 石川県 チーム能登部711 下方 遥稀 5 シモカタ ハルキ 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／

古井 円花山本 乃愛松原 理登⻤頭 梨奈澤⽥ 千鈴氏 名

⻑嶋 駿和渡会 伯玖江川 征那
佐合 結凪島 愛実吉田 花野千葉 みずほ
大上 笑未鈴⽊ ひなた

下方 結月田辺 観聖

氏 名

氏 名
氏 名
氏 名



712 古井 心真 6 フルイ シンマ 愛知県 がんばるぞ・713 河村 翔琉 6 カワムラ カケル 愛知県 優勝するぞ！714 森近 雷愛 6 モリチカ ライア 愛知県 根川こども園715 水野 美和 6 ミズノ ミワ 愛知県 中川保育園 頑張ります！716 山岸 厚仁 6 愛知県 まったくの初心者ですが宜しくお願い致します。＜未就学児〜⼩２・⼥⼦＞No. 氏 名 年齢 フリガナ 都道府県 所 属 PR・抱負751 山本 幸愛 3 ヤマモト コア 石川県 チーム能登部752 生駒 奏依 4 イコマ カナエ 愛知県753 河村 飛香 4 カワムラ アスカ 愛知県 がんばるぞ！754 柴田 楓 4 シバタ カエデ 愛知県755 山本 結愛 4 ヤマモト ユア 石川県 チーム能登部756 河野 帆乃 5 カワノ ホノ 三重県 初トレラン頑張ります(^-^)757 高橋 なな 5 タカハシ ナナ 静岡県758 ⼭⽥ 彩葉 5 ヤマダ イロハ 愛知県759 佐藤 莉子 5 サトウ リコ 愛知県 りこ頑張る760 江川 瑠南 5 エガワ ルナ 愛知県761 妹尾 咲良 5 セノオ サクラ 愛知県 ちーむ滑魂党 初めてのマラソン⼤会、最後まで⾛り切れるよう頑張ります！762 大上 心暖 5 オオウエ コハル 愛知県 ＪＳ✩ＥＹＫ763 前川 紡 6 マエカワ ツムギ 愛知県 蔵王幼稚園 １位になりたいです764 渡会 桃音 6 ワタライ モネ 愛知県 フリークス765 寺田 悠乃 7 テラダ ハルノ 三重県766 ⻑嶋 紗礼 7 ナガシマ サアヤ 愛知県 植田小767 山田 桜礼 8 ヤマダ サライ 愛知県■ 個人の部 11km＜男子＞No. 年 齢 都道府県 所 属 PR・抱負1001 17 愛知県 鶴城丘高校1002 18 愛知県 惟信高校 大会新を狙う！1003 22 愛知県 完走頑張ります！1004 24 愛知県  今回初めて参加します！完走できるよう、がんばります！1005 24 愛知県 名古屋消防 優勝して美味いビールを飲むぜ！1006 24 三重県 たけし1007 25 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1008 25 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1009 25 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1010 25 愛知県 チーム岩津 トレイルラン初挑戦ですが、疾走します‼・1011 25 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1012 26 愛知県1013 26 愛知県1014 26 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1015 26 愛知県 タラして 今日も飲むぞー1016 26 三重県 たけし1017 27 岐阜県1018 27 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1019 28 愛知県 チーム高浜 初トレラン！頑張ります！1020 28 愛知県 無職 初めての挑戦ですが絶対に完走する。1021 28 愛知県 なし1022 28 三重県 たけし1023 29 愛知県1024 29 三重県 たけし とにかく頑張ります！！1025 29 愛知県1026 30 愛知県1027 30 三重県 たけし

今井 敢梧笹尾 俊輔阪口 和駿磯村 拓椙山 翔平新垣 亮
永井 雅也⻑澤 亮太森川 達也森⽥ 悠⼀郎杉山 智也尾関 康太
植松 裕人伊藤 風太近藤 啓太垣⾒ 優太⼩栗 勇太宮田 将和

押村 憲昭鈴⽊ 智也廣瀬 岳士
藤本 貴之岡島 豊桑原 雅人岩部 和樹宇野 豪荻野 ⼒

氏 名



1028 31 愛知県1029 31 愛知県 初めての挑戦がんばります1030 31 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1031 32 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1032 32 愛知県1033 32 東京都1034 32 愛知県 トヨタ⾃動⾞1035 32 愛知県 岡崎市 がんばらんば1036 33 愛知県 ダイセー 頑張ります！1037 33 三重県 たけし1038 33 三重県 たけし1039 33 愛知県 初トレイル!! 楽しく、頑張ります!!1040 34 三重県 たけし1041 34 愛知県 ＡＡＣ1042 34 愛知県 トレラン部Ｑ 去年より早く⾛りたいなっ！1043 34 岐阜県 ⼭登りもやっており、体⼒には⾃信あるほうです1044 34 愛知県1045 34 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1046 34 愛知県1047 35 愛知県1048 35 愛知県 善常会1049 35 三重県1050 35 愛知県1051 35 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1052 36 愛知県1053 36 愛知県1054 36 愛知県1055 36 愛知県1056 36 愛知県 初トレイルレース楽しみたいと思います。1057 37 愛知県1058 37 愛知県1059 38 愛知県1060 38 愛知県 トレラン部Ｑ1061 39 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1062 39 岐阜県1063 40 愛知県 横高水泳部ＯＢ1064 40 愛知県 ＭＯＲＯＯ＇Ｓ 目指せ自己ベスト！1065 41 愛知県 チームまるいち 初トレランレース頑張ります！1066 41 愛知県1067 41 三重県 ターミネーター 初トレラン、頑張ります。1068 42 愛知県1069 42 愛知県1070 42 静岡県1071 42 愛知県 去年の⾃分を超える！1072 42 愛知県1073 43 愛知県 八田会計事務所1074 43 愛知県 あすたま 2年ぶりの参加です、怪我なく完⾛したいです。1075 44 愛知県 チームかずと 毎年楽しく参加させて頂いています。無事完⾛を目指します。1076 44 愛知県 あいおい損保 初参加です！ 完走目指します1077 44 愛知県1078 44 愛知県 あすたま1079 44 愛知県1080 44 愛知県 初めてのトレイルランです！楽しみ！1081 44 愛知県 日進アシスト1082 45 愛知県 今年も親⼦で頑張ります(^O^)／

小出 智哉村上 雅紀加藤 雅司⼩宮 豪⺒豊田 幸司入江 浩司広瀬 裕三飯澤 哲也⻄脇 礼夏目 裕暢
藤井 亮山内 健司

溝口 港⼩笠原 基樹廣田 敦司森岡 研吾本⽥ 敏倫⿊⽥ 貴史
田幡 佳昭前田 崇雄⻘⽊ 純荒木 陽一伊藤 浩明森岡 学

田村 佳伸生駒 大策岩井 隆浩植松 洋平山内 耕介山口 充夫
柴田 陽吉岡 貴之三國 征史後藤 宏平原 正樹鈴⽊ ⼀正

半場 正浩今井 健人野村 萬永松田 昌人古賀 幹成中嶋 誠
諸岡 亮野田 明宏⻘⽊ 忠勝嘉数 昇太郎⼭本 隆⼀郎前田 浩雄

⽯塚 正⾏
石田 圭介栗⽥ 英謙野中 俊哉千葉 裕⼆伊藤 晃史吉⽥ 龍司



1083 46 愛知県 ⻑坂祐和 ⼀年前に松永紘明⽒のトレイルランナーズカップという⼤会に出会い⾃然と一体となったイベントに喜びを感じました、一生懸命頑張ります。1084 46 岐阜県1085 46 愛知県1086 46 愛知県1087 47 三重県1088 47 滋賀県1089 47 滋賀県 Ｎ２アスリート ライバルはいつも⾃分!去年の強い⾃分に勝つ事1090 47 愛知県1091 47 愛知県 ＥＮＯＺＯ1092 47 愛知県 初めてのトレイルラン、一生懸命がんばります。1093 48 静岡県 静岡県庁1094 48 愛知県1095 48 愛知県 豊橋ネバーギブ トレイルランは初心者ですが、ネバーギブアッブ！1096 48 愛知県1097 48 静岡県1098 49 愛知県1099 49 愛知県 ＪＳ✩ＥＹＫ1100 49 三重県1101 49 愛知県 頑張ります!!1102 49 愛知県 小泉中学校 初参加、がんばります1103 50 愛知県 ⼤林組 目指せ、完走1104 50 愛知県1105 50 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1106 50 静岡県1107 50 愛知県 ＲＪ中部 初参加です！思いっきり楽しみまーす(^O^)1108 50 愛知県1109 51 愛知県 ダンガンず 参加賞のレベルアップ期待しています1110 52 愛知県 ケガしないように気をつけて頑張ります1111 52 静岡県1112 53 三重県 Ｍｔ・ｈａｓｅ ゆるゆる走ります1113 60 愛知県 トレランは初めての参加なので完走すること1114 61 三重県1115 61 愛知県 昨年に続いて今年もがんばります。1116 63 愛知県 初めてのトレイルランとても楽しみです。1117 66 愛知県 あすたま 頑張ります。1118 74 愛知県 なし1119 48 愛知県 あすたま＜⼥⼦＞No. 年 齢 都道府県 所 属 PR・抱負1201 20 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1202 25 岐阜県1203 25 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1204 26 静岡県1205 28 岐阜県1206 30 愛知県 トレランデビュー戦！一生懸命がんばります。1207 31 愛知県 株式会社 LET'S NEXT1208 31 愛知県 ＭＯＲＯＯ＇Ｓ 目指せ自己ベスト！1209 31 岐阜県 株式会社 LET'S NEXT1210 32 愛知県1211 37 愛知県1212 39 三重県1213 39 愛知県1214 39 愛知県 完走目指して頑張ります！1215 41 愛知県 頑張ります!!

阿間⾒ 孝

⻑坂 祐和國井 信孝内藤 善夫加藤 兼司江間 正人
湯木 正史安藤 義人⼩⿅ 泰史近田 和彦佃 尚実大上 純一
⻄川 ⽯雄⻄澤 正志川上 賢志塩川 勇人高橋 輝樹井堀 利孝

高橋 晋⻑岡 宏彰鈴⽊ 正通松田 雄市原 章八木 郷雨
津田 周之大河 暢鈴⽊ 雄詞山田 晋岩本 俊哉林 浩幸

日野 忠市
⾦森 由莉折⼾ 瞳江口 真未窪倉 夏海

土田 賢一水谷 茂須藤 清昭高木 正裕萱野 稔三宅 光章

久保 美和子安井 英子江川 康子坂野 裕香大河 加枝
横⼭ 綾⾹山田 さやか大内 沙亜弥⾚崎 由梨野中 しのぶ疋田 文枝

氏 名



1216 42 愛知県1217 42 愛知県 チーム⼥豹1218 42 愛知県1219 43 愛知県 リップル1220 45 愛知県1221 46 愛知県 トレイル、ひとりで走るのは初めてです！気持ちよく完走したい。1222 46 愛知県1223 46 愛知県1224 47 愛知県 チーム⼥豹1225 50 岐阜県1226 52 愛知県 チーム太田組 のんびり楽しく走ります。1227 52 愛知県 チーム太田組1228 54 愛知県 ＳＯＲＡ太田組1229 54 愛知県 百花繚・ＲＵＮ ロードのマラソンの体幹強化にトレイルレースに参加させて貰います！1230 56 愛知県1231 56 福井県 山中整骨院 豊田の森を楽しんで走ります・■個人の部 21km＜男子＞No. 年 齢 都道府県 所 属 PR・抱負2001 24 愛知県2002 24 愛知県 初めてのトレイル大会です。2003 27 三重県 ⻲⼭消防2004 28 愛知県2005 28 愛知県 完走して、だらしない自分を変えたいです！2006 28 愛知県2007 28 愛知県 三菱電機稲沢2008 29 愛知県2009 29 愛知県 岡崎中総2010 30 愛知県2011 30 愛知県 初参加です・・2012 30 岐阜県2013 30 広島県 上りに強くなる！！2014 31 愛知県 あすたま 今年は両⾜同時に攣らないようにします（笑）2015 32 愛知県 ちゃらとれ 親子で初参加します！1日トヨタの森を楽しませて頂きます！怪我しないことが第一です。2016 32 愛知県 奥さんのデビュー戦なのでしっかりサポートして、トレランにはまって欲しいです。2017 33 愛知県2018 33 岐阜県2019 34 愛知県2020 34 三重県 ＳＫＡＡＣ2021 34 愛知県 チーム日Ｂ2022 34 愛知県2023 35 愛知県 チーム日Ｂ 膝を大事に・・・2024 35 愛知県2025 35 愛知県2026 35 愛知県 マルカ １回目よりも早くゴールする！2027 35 愛知県 21kmいざ挑戦2028 35 愛知県 チームＴＯＫＩ2029 35 東京都2030 35 愛知県2031 35 愛知県 トヨタ⾃動⾞ とにかく楽しむ！2032 36 静岡県 ＧＦＲ2033 36 愛知県2034 36 愛知県 トヨタＳＣ

岡田 裕子
藤井 結子森 友恵永田 清美武⽥ 優佳⾥森井 淳子前川 菜穂子
矢部 愛坂口 千波中部 直子石田 清子村尾 玲⼦中島 琴美

南浦 将人山本 祐太加藤 将智猪飼 将大野末 紗海人篠田 雅志

近⾒ 紀⼦高橋 清子山中 知子
若狭 直⼈藤井 亮輔

木野 奨太山田 洋平吉江 大造宮本 純平柴田 彰宏葛⻄ 貴⾂

浅岡 圭輔藤田 和之角本 英俊藤井 雅之松本 朋之田部井 聡

関谷 友孝安部 英一井上 徹園田 将樹山本 真寛大原 威雄
伊串 真佐樹南澤 宏一増本 秀崇桃井 秀人渡邉 哲平四⼾ 亮太
出口 稔哲井上 将⾏

氏 名



2035 36 愛知県 ＧＳＫ2036 36 愛知県2037 37 三重県 ＬＩＸＩＬ2038 37 愛知県2039 37 静岡県 頑張ります！2040 37 静岡県2041 37 愛知県 リップル2042 37 愛知県2043 37 岐阜県2044 37 愛知県2045 37 愛知県 ＬＩＸＩＬ2046 37 岐阜県 幡ヶ⾕陸上部2047 37 愛知県2048 38 三重県 （株）マルキン ⻲⼭市で唯⼀のウルトラトレイルランナーです！2049 38 愛知県2050 38 愛知県2051 38 愛知県 カミハギ 初参加、頑張って良いタイムで完⾛します。2052 38 愛知県2053 39 愛知県2054 39 愛知県2055 39 埼玉県2056 40 愛知県2057 40 愛知県 初トレイル‼・2058 40 愛知県 テネコジャパン 21km完走！2059 40 愛知県 楽しみながら完走！2060 40 愛知県2061 40 愛知県 チーム５８ 今年最後のレースを楽しみたいです！2062 40 岐阜県2063 41 愛知県2064 41 愛知県2065 41 愛知県2066 41 愛知県 30k以上のトレイルレースの足掛かりにしたい2067 41 千葉県 楽しみます2068 42 愛知県2069 42 愛知県 チーム梨っ⼦2070 42 愛知県2071 42 愛知県2072 42 愛知県 何故かこの大会は外せないんだよなぁ。2073 43 愛知県2074 43 愛知県 トヨタ紡織 ６ｋｍ、１１ｋｍときて今年は２１ｋｍ。楽しみます。2075 43 愛知県2076 43 三重県2077 43 愛知県2078 43 愛知県2079 43 東京都 ルーセント 楽しみます2080 43 愛知県 パプア あきらめない2081 43 愛知県 ⾏雲ＦＣ名古屋2082 44 愛知県2083 44 愛知県 あすたま2084 44 愛知県2085 44 愛知県 ＥＮＪＯＹＳ2086 45 岐阜県2087 45 愛知県2088 45 愛知県2089 46 愛知県 アリアハン幸田 完走を目指します。2090 46 愛知県

岡本 善道池田 直矢松⾦ 拓哉保田 知彦在山 晋平村井 直樹
岡田 岳彦柳澤 真史荒川 卓俊石田 晋嗣

星野 良明加藤 哲允中村 伊織塩澤 孝史杉山 一直河崎 裕一
中⻄ 貴⼠平井 康晴瀧 健祐島 智秀山口 功松岡 真治

梶田 剛市川 昌裕津野 幸松末次 清隆林 秀和近藤 大
仁保 友和杉山 忠津曲 優誌児玉 晃浩安井 聖二内田 悦哉

先本 将人寺田 和弘森田 智裕平田 哲也此下 ⻯⽮大原 こうじ
福岡 孝浩津田 宏隆會沢 弘明山田 洋央中村 光邦鈴⽊ 逸司

中⻄ 正和曽我 博之内⽥ 龍夫吉田 幸廣
冨松 正宏一野 弘人⼤⿅ 満貴山本 淳一佐々木 真二草田 進



2091 46 愛知県 名古屋朝活ラン 3回目ですが⾃⼰ベスト更新します2092 46 愛知県 ⻤軍曹 内緒で申し込みます！2093 47 愛知県2094 48 愛知県 ■■■■■■2095 48 愛知県 昨年の記録を超える2096 48 愛知県2097 48 愛知県 アクティブ2098 49 愛知県 風の会2099 49 三重県 ＬＩＸＩＬ2100 50 愛知県2101 50 愛知県 日進ランニングクラブ2102 50 徳島県2103 50 ⻑野県 前沢医院 まだ初心者、完走が目標です2104 50 ⻑野県 ツルＳＡＫＵ 2014.40代の自分を超えろ！2105 50 愛知県 あすたま 楽しく完走！2106 50 愛知県 年末恒例になりました2107 50 愛知県2108 50 愛知県 ＪＣＡＢ2109 51 愛知県2110 51 愛知県2111 52 愛知県2112 52 愛知県 ＭＲ．ＫＩＭ ぼちぼち走ります！2113 52 岐阜県2114 54 愛知県 RIPPLE  １０キロ超えるトレランは未体験ゾーンワクドキでチャレンジします2115 54 石川県 なだびーず ⾦沢からの参加です！がんばります。2116 54 福井県2117 55 愛知県 ＥＮＯＺＯ2118 55 福井県2119 55 兵庫県2120 55 福井県 山中整骨院 楽しんで豊田の森を走ります・2121 56 静岡県 ガチャンＴＲ 楽しく走って、笑顔でゴール2122 57 愛知県 ＲＩＰＰＵＬ 今年も頑張ります。2123 57 愛知県2124 58 愛知県 DRUNNERS? 初めてのトレイルランレースです。タイムよりは楽しんで走りたいと思います。2125 59 福井県2126 60 愛知県 トータストライ いつかはモンブラン2127 61 静岡県 ガッチャンＴＲ 初参加なので景色を楽しみながら走ります。2128 61 岐阜県2129 62 愛知県 チームまるいち 3時間切りを目指して⾛ります2130 64 静岡県＜⼥⼦＞No. 年 齢 都道府県 所 属 PR・抱負2201 31 愛知県 ＦＩＮＤＯＵＴ １００%楽しむぞ！2202 31 愛知県2203 33 愛知県2204 36 愛知県 横山興業（株） 走れることに感謝！2205 37 愛知県 捻挫に気をつけまーす！2206 37 愛知県 あすたま2207 38 愛知県 できるだけペース落とさずに。2208 41 愛知県2209 42 愛知県 そら太田組2210 42 愛知県2211 43 愛知県 あすたま

村上 光石原 光博
福山 秀樹船越 慶三⽗⺟ 靖⼆阿部 誠作前澤 浩大島 光浩
⽑利 勝雪加藤 進河村 善文杉浦 太北川 正明古賀 伸彦

⻑⾕⼭ 寿登⾦ 世保澤田 宏⾼梨 芳⽣野村 晴彦大蔵 稔雄

牛嶋 敏貴吉村 浩一久米 英総⼩⿊ 和哉岩田 弘一瀬⼾ 浩幸

村瀬 覚近藤 秀光水崎 澄夫伊藤 芳夫⾦井 弘熊谷 善彦

後藤 邦彦笠島 浩孝村松 康司⼭中 利美奥脇 茂伊藤 善也

⼭⽥ わか奈山田 千鶴子檀野 裕美石田 園子松岡 恭子水野 浩美

尾崎 保弘尾崎 正和中村 麻季子⾕⼝ 理美羽田野 亜希子
宮崎 雅子久恒 佐知子

氏 名



2212 43 愛知県2213 47 愛知県 ジャスミン2214 47 愛知県 去年は⼥⼦リレーでしたが今年はロング 楽しみます2215 48 愛知県 あすたま ３回目の出場です。去年より少〜し早くゴールできたらいいなあと思っています。楽しく完走目指します。2216 50 愛知県2217 51 岐阜県2218 53 愛知県 去年のタイムより早く⾛る2219 56 石川県 なだびーず toyota の森を走るのとても楽しみです！故障開け第一戦です。2220 61 愛知県2221 62 愛知県 チーム太田組 去年は、リレーに参加しました。今年は、ソロ頑張ります。2222 64 愛知県■ 個人の部 ビギナー 6km  ＜男子＞No. 年 齢 都道府県 所 属 PR・抱負6001 12 愛知県 崇化館中学校 学校では1⼈陸上部。⼤勢で⾛れる事を楽しみます。応援宜しくおねがいします。6002 12 石川県 チーム能登部6003 13 愛知県 朝日丘中学校 頑張ります！6004 14 富山県 五位中学校6005 23 愛知県 初めてトレランに参加します。⼤学まで陸上部に所属して活動していましたが、今年度から新社会⼈となり、練習時間が少ない中で、少しずつトレーニングを積んでいます。楽しみます。6006 26 愛知県 友達になって下さい(^O^)6007 28 愛知県6008 30 愛知県 初めてマラソン大会出るので緊張しますが頑張ります！6009 33 愛知県 （株）ニフコ 初参加！楽しみます！6010 35 福井県 茜会 気楽に楽しみます6011 35 三重県 いわ6012 35 愛知県 トヨタ⾃動⾞6013 36 三重県 久居自衛隊 初トレラン挑戦頑張ります(^-^)6014 37 愛知県6015 37 愛知県6016 38 愛知県6017 39 愛知県6018 40 愛知県 ＲＣ漆 初挑戦です！けがに気を付けて、豊田の森を楽しみたいと思います！6019 41 三重県6020 42 愛知県6021 42 静岡県 初めてのトレラン参加です。地元の⼭岳会に所属してますが、不安です。完走目指します！6022 43 愛知県6023 44 愛知県6024 44 愛知県6025 45 愛知県6026 46 愛知県 深⽥⼭⻄6027 46 愛知県 チームたのん！6028 48 愛知県6029 49 福井県 初めてのトレイルラン，がんばります！6030 50 愛知県6031 53 愛知県 山歩きから少し早足で自分のペースを守り、楽しく永く愉しみたいです。遅い初挑戦です。6032 54 愛知県6033 57 静岡県 アリンコ 初めてのトレラン完走目指します。6034 57 愛知県

澤田 真由美⻑屋 百合⼦川崎 慶子宮本 一美荒川 祥子石川 幹子
⻫藤 裕⼦渡邊 真理⼦原 栄子出⾒ 京⼦

石川 駿竹下 航世坪⽥ 留央依百瀬 哲也佐藤 剛裕久保田 聡

植田 和子
山田 大翔石坂 仁森近 遥茉高嶋 翔太

江川 哲也伊藤 嘉浩久保田 友弘田辺 智之秋山 周治古賀 伸明

岩堀 恵介篠原 政幸河野 勝義浦川 昌夫藤吉 俊希石塚 智之

大矢 章博神谷 通宏田中 章吾

藤谷 浩司うえだ てつし丹⽻ 国博筒 英二坂上 雄一中島 真一白崎 浩隆傳田 知男河合 利彦

氏 名



6035 59 愛知県 石川県看護大6036 60 愛知県 Ｉ⼾ファミリー トレランデビュー！ 完走するぞー！＜⼥⼦＞No. 年 齢 都道府県 所 属 PR・抱負6201 13 愛知県 丹陽中学校6202 14 三重県6203 15 愛知県 刈谷東中学校 ⻑距離を⾛るのも⼭の中を⾛るのも初めてですが、頑張ります。6204 15 愛知県 名大附属中6205 29 愛知県6206 31 愛知県6207 31 愛知県6208 33 愛知県 トレラン初挑戦！6209 35 愛知県6210 37 愛知県 ちーむ滑魂党6211 37 愛知県 楽しみます6212 39 愛知県 ＡＣ一宮6213 39 福井県 はじめてなので、頑張って完走したいです。6214 41 大阪府 初めてのトレイルランなので、何とかはしりきりたいと思います。6215 41 滋賀県 はじめてのトレイルレースです。楽しんで走りたいと思います！6216 42 愛知県 初トレイル頑張ります6217 43 愛知県6218 44 愛知県 初トレイルランです！頑張ります！6219 44 愛知県 初挑戦‼・楽しみます‼6220 45 愛知県 初のトレラン、念願のトレラン、故障から再スタートです。6221 46 愛知県 初めてのトレラン、楽しみです！6222 47 愛知県 ＪＳ✫ＥＹＫ6223 47 愛知県6224 56 愛知県 Ｉ⼾ファミリー トレランデビュー！！  えいっ！6225 57 愛知県6226 63 愛知県 あすたま⼤和⽥ 若葉都築 悦子
伊藤 公美中野 奈美⼦吉野 智美奥中 敏子石井 美恵子小原 明子
妹尾 美由紀加藤 愛美松本 ⾹⾥吉田 真弓大辻 三保子善利 恵⼦
大上 しほ山田 みどり井⼾ 明美

中部 七海永井 美和河合 知美吉川 千晶早川 沙希徳永 真利⼦

⻑⾕川 昇井⼾ 直寿松本 怜⾹津田 実澪岡部 亜季氏 名


