
第6回 トヨタの森トレイルランレース スタートリスト （2017/12/7作成）

■ちびっこチャレンジ 0.75km 男子 ■ちびっこチャレンジ 0.75km 女子

No. 氏名 年齢 住所 所属 No. 氏名 年齢 住所 所属

1 辻村 治希 3 名古屋市 51 竹元 俐穂 3 みよし市

2 宮澤 颯馬 3 幸田町 ＳＱＵＡＤ　ＴＡＫＵＹＡ 52 瀧口 遼子 3 静岡県

3 今枝 一成 3 西尾市 53 掛野 愛莉 3 名古屋市

4 吉田 禅 3 岐阜県 54 堀 歩実 3 豊明市

5 樋山 陽 3 名古屋市 55 河村 翼紗 4 瀬戸市 マリア幼稚園

6 近藤 史都 3 名古屋市 56 石川 恵織 4 豊明市

7 二宮 和樹 3 豊田市 57 佐藤 結月 4 豊田市

8 山縣 航 4 みよし市 58 福島 碧 4 大阪府

9 水野 風雅 4 豊明市 59 松川 典佳 5 三重県 ラスティズ

10 平山 修也 4 豊田市 60 水野 恵美 5 名古屋市 名古屋９８ＦＣ

11 森 颯哉 4 名古屋市 61 松崎 嶺紗 5 田原市

12 森 優雨 4 名古屋市 62 鈴木 野々花 5 浜松市

13 三谷 康介 4 三重県 63 小沢 佑奈 5 名古屋市

14 瀧口 恭平 4 静岡県 64 山室 ひろの 5 名古屋市

15 森 達紀 5 日進市 65 大野 奈緒 5 豊明市

16 高崎 映真 5 福井県 66 原田 結菜 5 豊明市 二村台保育園

17 大田 浩志郎 5 豊明市 67 杉浦 奏凪 6 豊橋市 チームパル

18 竹内 琥珀 5 みよし市 68 児島 佐希 6 名古屋市

19 大鹿 樹 6 名古屋市 69 河村 飛香 6 瀬戸市 マリア幼稚園

20 中島 蓮大郎 6 長久手市 70 吉田 千穂 6 名古屋市

21 山田 悠太 6 名古屋市 71 今枝 七実 6 西尾市

22 渡邉 湊 6 一宮市

23 辻村 文希 6 名古屋市

24 林 成惟太 6 愛西市

25 坂本 康平 6 岡崎市 とーかいれーしんぐ

26 伊藤 多希 6 豊田市

27 鈴木 脩一 6 豊明市

28 鈴木 泰志 6 豊明市

29 塚本 旺珂 6 豊明市

30 中神 綱助 6 名古屋市

31 鳥羽 崚太郎 6 名古屋市 シンタロウ



第6回 トヨタの森トレイルランレース スタートリスト （2017/12/7作成）

■小学1年生 2km 男子 ■小学2年生 2km 女子

No. 氏名 年齢 住所 所属 No. 氏名 年齢 住所 所属

101 水野 進一 6 名古屋市 名古屋９８ＦＣ 251 後藤 仁香 7 岡崎市

102 中村 成吾 6 名古屋市 252 大上 心暖 7 扶桑町

103 杉本 悠希 6 豊明市 253 三本 光瑠 7 豊明市

104 小沢 蒼生 7 名古屋市 汐路小学校 254 高橋 百花 8 安城市 安城鍼灸たかはし

105 齊藤 敦也 7 豊橋市 Ｔｅａｍ　Ｇｏｚｕ 255 山田 彩乃 8 名古屋市

106 髙橋 虎ノ介 7 刈谷市 256 大掛 柚奈 8 春日井市

107 中村 奏良 7 静岡県 清水岡小学校 257 大掛 莉奈 8 春日井市

108 近藤 渉巧優 7 豊田市 258 竹内 優羽 8 豊田市

109 岩本 瑞生 7 幸田町 259 曽場 柚希 8 知立市

110 渡邉 瑠泉 7 瀬戸市 260 二宮 奈緒子 8 豊田市

111 近藤 潤弥 7 名古屋市 261 山本 望来衣 8 豊田市

112 鈴木 敦斗 7 豊明市 262 大野 優 8 豊明市

113 藤井 竜太 7 刈谷市 住吉小学校 263 吉井 新菜 8 名古屋市

114 鈴木 岳史 7 静岡県 都田南小学校

■小学3年生 3km 男子

■小学1年生 2km 女子 No. 氏名 年齢 住所 所属

No. 氏名 年齢 住所 所属 301 三浦 佑眞 8 豊田市

151 天明 志緒里 7 名古屋市 302 飯室 陸 8 富山県 能町小学校

152 丹羽 りら 7 豊田市 ＳＴ 303 松尾 拓海 8 西尾市 西尾小学校

153 岡 菜月 7 長久手市 304 藤井 友我 8 名古屋市 名古屋市立稲生小学校

154 佐藤 似南 7 常滑市 305 川崎 陽真 8 知立市 ＳＴ

155 高橋 なな 7 静岡県 306 遠藤 春斗 9 豊明市

307 林 奏佑 9 愛西市

■小学2年生 2km 男子 308 牧寄 カバリエテ 9 豊明市

No. 氏名 年齢 住所 所属 309 水谷 文穗 9 一宮市 三条小

201 松川 修大 7 三重県 ラスティズ 310 丹羽 歩夢 9 豊田市 ＳＴ

202 高橋 拓洋 7 みよし市 311 尾崎 大地 9 豊田市 東保見小学校

203 岸端 優汰 7 知立市 312 加藤 真輝 9 豊明市

204 片岡 涼真 8 豊田市 313 歳桃 奏太郎 9 名古屋市

205 金指 幹大 8 岐阜県 314 藤井 孝太 9 刈谷市 住吉小学校

206 宮嶋 郡 8 豊明市 315 千賀 源生 9 愛西市 愛西市立永和小学校

207 馬川 慎吾 8 豊田市 あすたま 316 澤田 岳青 9 尾張旭市 本地が原小学校

208 加藤 瑞稀 8 名古屋市

209 浅井 遥陽 8 新城市 新城市立八名小学校 ■小学3年生 3km 女子

210 福山 新太 8 岐阜県 No. 氏名 年齢 住所 所属

211 中川 陽向 8 みよし市 351 中村 美南 8 名古屋市

212 河村 翔琉 8 瀬戸市 東山小 352 天明 紗友里 8 名古屋市

213 平松 謙一 8 三重県 353 小島 優希 8 豊田市

214 水野 美和 8 名古屋市 名古屋９８ＦＣ 354 小島 瑞稀 8 豊田市

215 芝田 悠真 8 豊明市 355 森 朱理 9 日進市

216 大鹿 晃 8 名古屋市 356 伊藤 麻緒 9 北名古屋市

217 佐野 嶺 8 静岡県 掛川陸上 357 犬塚 美桜 9 岡崎市 ＳＴ

218 舩久保 稜太 8 瀬戸市 358 今枝 瞳 9 西尾市

359 筒 莉乃杏 9 豊田市 美山小学校

360 山田 葉月 9 名古屋市

361 谷山 穂果 9 岐阜県

362 児島 佳苗 9 名古屋市

363 工藤 愛桜 9 阿久比町

364 荒木 若菜 9 東海市 名和小学校

365 渡邉 ひな 9 一宮市 大和西小学校



第6回 トヨタの森トレイルランレース スタートリスト （2017/12/7作成）

■小学4年生 ３km 男子 ■小学6年生 ３km 男子

No. 氏名 年齢 住所 所属 No. 氏名 年齢 住所 所属

401 田川 勇志郎 9 東京都 ＴＥＡＭ不破 601 千賀 鯨斗 11 愛西市 愛西市立永和小学校

402 鈴木 禄章 9 豊明市 602 中川 遥 11 みよし市

403 杉本 凛太朗 10 豊明市 603 宮澤 諒真 12 静岡県 ＴＯＭＯＲＵＮ

404 田中 陽都 10 豊明市 604 山田 来夢 12 豊田市 豊田市立朝日小学校

405 足立 拡都 10 岡崎市 ＳＱＵＡＤＴＡＫＵＹＡ 605 磯谷 岳 12 岡崎市 ■よっしー子さん

406 太田 歩夢 10 岡崎市 ＳＴ 606 田川 誠志郎 12 東京都 ＴＥＡＭ不破

407 片岡 颯馬 10 豊田市 607 佐野 魁 12 静岡県 掛川陸上

408 池田 晴 10 春日井市 押沢台小学校 608 斉藤 大樹 12 安城市 安城市立高棚小学校

409 長縄 孝清 10 豊田市 609 千葉 みずほ 12 名古屋市

410 杉浦 友悟 10 岡崎市 根石小学校 610 道端 梨奈 12 名古屋市

411 松本 正悟 10 一宮市 丹陽小学校 611 後藤 瑛仁 12 岡崎市

412 香取 駿汰 10 津島市 津島東小学校 612 齊藤 壮眞 12 豊橋市 Ｔｅａｍ　Ｇｏｚｕ

413 高木 亮太 10 岐阜県 鶉小学校 613 藤原 光一郎 12 阿久比町 あぐい陸上

414 竹内 蓮 10 豊田市 カレント 614 槇 信太朗 12 名古屋市

615 香取 優希 12 津島市 津島東小学校

■小学４年生 3km 女子

No. 氏名 年齢 住所 所属 ■小学6年生 ３km 女子

451 矢野 実織 9 瀬戸市 No. 氏名 年齢 住所 所属

452 大上 結禾 10 扶桑町 651 木川 真佑 12 豊田市 上郷ＪＡＣ

453 平松 法子 10 三重県 652 赤堀 華 12 静岡県 菊川陸上

454 松本 紗直 10 長久手市 長久手小

455 市川 心々音 10 西尾市 一色東部小学校 ■中学生 6km 男子

No. 氏名 年齢 住所 所属

■小学5年生 ３km 男子 701 辻村 友希 12 名古屋市

No. 氏名 年齢 住所 所属 702 野澤 勇人 12 安城市

501 北村 聡麿 10 岐阜県 703 山田 壮流 13 名古屋市 名古屋市立山王中学校

502 辻村 将希 10 名古屋市 704 渕瀬 凱 13 北海道 苫小牧沼ノ端中

503 明瀬 健伸 10 豊明市 705 菊永 幸央 13 大阪府 新北野中学校

504 堀切 寛太郎 11 安城市 706 蟹江 孝太 13 豊明市

505 市川 海陽 11 岡崎市 707 大掛 陽輝 13 春日井市

506 小林 里央 11 豊川市 豊川市立一宮西部小学校 708 山枡 左京 13 豊橋市

507 藤井 昂我 11 名古屋市 名古屋市立稲生小学校 709 竹中 春登 13 刈谷市 刈谷東中学校

508 柿本 友哉 11 名古屋市 大須ＡＣ 710 宮竹 利史哉 14 埼玉県

509 鈴木 颯海 11 静岡県 711 水谷 亙妥 14 一宮市 函館ラサール

712 藤井 大我 14 名古屋市 名古屋市立名塚中学校

■小学5年生 ３km 女子 713 織田 晃成 14 瀬戸市 水野中学校

No. 氏名 年齢 住所 所属 714 宅見 哉飛 14 日進市 日進東中学

551 高橋 奈々子 10 安城市 安城鍼灸たかはし 715 木川 裕成 14 豊田市 竜神中　陸上部

552 藤澤 彩永 11 岐阜県 716 山田 大翔 14 豊田市 豊田市立崇化館中学校

553 織田 晃帆 11 瀬戸市 西陵小学校 717 浅井 皓貴 14 新城市 新城市立八名中学校

554 丸尾 咲花 11 豊明市 718 宮竹 南央哉 15 埼玉県 大沼中学校

555 小石原 舞 11 豊川市 Ｔｅａｍ　ＭＡＩ

556 工藤 聖桜 11 阿久比町 ■中学生 6km 女子

557 金指 このみ 11 岐阜県 No. 氏名 年齢 住所 所属

751 増田 有里 13 豊田市 高岡中学

751 堀切 こもも 13 安城市



第6回 トヨタの森トレイルランレース スタートリスト （2017/12/7作成）

■ショート 6km 男子 No. 氏名 区分 住所 所属

No. 氏名 区分 住所 所属 853 村瀬 亮 M50-59 岡崎市

801 村瀬 航平 M-29 岡崎市 854 今泉 広美 M50-59 新城市

802 荒木 直之 M-29 豊田市 855 大石 英雄 M50-59 静岡県

803 三島 拓也 M-29 高浜市 856 菊永 哲也 M50-59 大阪府 ダイヘンランナーズ

804 加藤 和之 M30-39 豊橋市 857 長谷川 昇 M60-69 名古屋市 石川県看護大

805 松本 洋平 M30-39 長久手市 858 難波 四郎 M60-69 三重県 ウロシバンナ

806 安達 生武 M30-39 名古屋市 859 西極 光雄 M60-69 豊田市

807 二宮 祐貴 M30-39 豊田市

808 早川 勇作 M30-39 豊田市 ■ショート 6km 女子

809 近藤 真哉 M30-39 名古屋市 ちりめんじゃこ No. 氏名 区分 住所 所属

810 後藤 宏平 M30-39 岡崎市 901 岡部 亜季 W-29 刈谷市 安城学園

811 杉浦 嘉彦 M30-39 豊橋市 チームパル 902 榊原 由加里 W-29 名古屋市

812 児嶋 勇吾 M30-39 豊田市 903 米津 札菜 W-29 幸田町

813 田村 佳伸 M30-39 豊田市 904 岸 真也子 W-29 名古屋市

814 兼子 貴宏 M40-49 豊田市 905 高島 名津美 W-29 名古屋市

815 矢野 修 M40-49 瀬戸市 906 安本 智恵 W30-39 名古屋市

816 藤野 晃浩 M40-49 豊田市 907 後藤 杏奈 W30-39 岡崎市

817 千賀 竜良 M40-49 愛西市 908 堀切 木の実 W30-39 安城市

818 間下 直樹 M40-49 扶桑町 909 山下 亜美 W30-39 名古屋市

819 竹内 正知 M40-49 豊田市 910 原田 春夏 W30-39 豊明市 愛知県

820 歳桃 司 M40-49 名古屋市 911 河野 真代 W30-39 名古屋市

821 伊藤 洋之 M40-49北名古屋市 ＴＲＣ 912 天明 まゆみ W30-39 名古屋市

822 天明 貴男 M40-49 名古屋市 913 大掛 香織 W30-39 春日井市

823 松本 正幸 M40-49 一宮市 914 安藤 里恵 W30-39 安城市

824 本澤 英二 M40-49 刈谷市 915 森 なお W30-39 日進市

825 伊藤 嘉浩 M40-49 みよし市 ＲＣ漆 916 山田 わか奈 W30-39 豊田市 横山興業（株）

826 林 楊二 M40-49 愛西市 917 山口 麻衣 W30-39 岡崎市

827 下市 孝昭 M40-49 大府市 918 中西 さおり W30-39 三重県

828 山枡 正宏 M40-49 豊橋市 919 千賀 久美 W40-49 愛西市

829 大掛 整 M40-49 春日井市 920 高橋 裕子 W40-49 安城市 安城鍼灸たかはし

830 渕瀬 直人 M40-49 北海道 921 長網 里紗 W40-49 豊田市

831 酒井 潤 M40-49 豊田市 アメニモマケズ 922 松本 香里 W40-49 一宮市

832 福山 彰 M40-49 岐阜県 岐阜ＭＣ 923 小石原 裕子 W40-49 豊川市 Ｔｅａｍ　ＭＡＩ

833 松尾 幸一 M40-49 西尾市 924 三本 順子 W40-49 豊明市

834 藤井 裕大 M40-49 名古屋市 925 磯谷 和恵 W40-49 岡崎市 ■よっしー子さん

835 赤堀 耕二 M40-49 静岡県 菊川陸上 926 長縄 弥生 W40-49 名古屋市 フロッグ

836 磯谷 尚宏 M40-49 岡崎市 ■よっしー子さん 927 鈴木 敬子 W40-49 岡崎市

837 筒 英二 M40-49 豊田市 トヨタＳＣ 928 川端 有加 W40-49 豊田市

838 宅見 敬一 M40-49 日進市 929 向井 実花 W40-49 名古屋市

839 平塚 博之 M40-49 静岡県 930 鈴木 恭子 W40-49 静岡県

840 野澤 正徳 M40-49 安城市 知多厚生病院 931 北谷 きく江 W40-49 静岡県

841 金指 幸次 M50-59 岐阜県 932 平松 訓子 W40-49 三重県

842 土方 ともひと M50-59 豊田市 933 加藤 優子 W40-49 名古屋市

843 中島 真一 M50-59 長久手市 934 金指 まゆみ W40-49 岐阜県

844 堀嵜 恒藏 M50-59 半田市 935 小須田 結貴 W40-49 名古屋市

845 宮垣 操 M50-59 豊田市 しもやま 936 大上 しほ W40-49 扶桑町

846 蟹江 浩 M50-59 豊山町 チーム市川 937 五嶋 典子 W40-49 静岡県

847 隈本 勝裕 M50-59 豊田市 938 伊藤 眞砂子 W50-59 名古屋市 ホープス

848 澤田 伸夫 M50-59 設楽町 939 伊藤 ゆみ W50-59 豊橋市 イトウジム

849 浅田 努 M50-59 大府市 940 今泉 美佐代 W50-59 新城市

850 畔柳 伸行 M50-59 岡崎市 941 上野 京子 W50-59 豊田市

851 小須田 浩 M50-59 名古屋市 942 村瀬 佳子 W50-59 岡崎市

852 小池 孝治 M50-59 静岡県 静岡県警 943 宇田 優子 W50-59 安城市



第6回 トヨタの森トレイルランレース スタートリスト （2017/12/7作成）

■ミドル 11km 男子 No. 氏名 区分 住所 所属

No. 氏名 区分 住所 所属 1053 中田 雅也 M40-49 安城市

1001 友寄 滉才 M-29 半田市 1054 沓名 仁 M40-49 安城市

1002 杉浦 龍馬 M-29 豊田市 しもやま 1055 沢田 恒平 M40-49 尾張旭市

1003 岡田 賢弥 M-29 豊田市 1056 日野 安則 M40-49 島根県

1004 岡嶋 謙一 M-29 豊田市 1057 川原 英揮 M40-49 知多市 あすたま

1005 藤原 直樹 M-29 名古屋市 ルネサンス 1058 亀山 智和 M40-49 岐阜県 亀山組

1006 松本 翔希 M-29 碧南市 1059 井瀬 弘之 M40-49 高浜市

1007 笠松 大輝 M-29 豊田市 1060 平岩 淳 M40-49 豊田市

1008 松島 進弥 M-29 知立市 あすたま 1061 山本 真一郎 M40-49 安城市

1009 森川 大輝 M-29 豊田市 1062 柴田 憲志 M40-49 名古屋市

1010 垣見 優太 M-29 岡崎市 鬼畜クラブ 1063 千葉 裕二 M40-49 名古屋市

1011 北川 修士 M-29 豊川市 1064 石黒 幹敏 M40-49 刈谷市 裸足ランニングクラブ愛知

1012 高桑 雄太 M-29 みよし市 上郷鋳造部 1065 横山 憲司 M40-49 名古屋市

1013 大関 輝 M-29 扶桑町 1066 深井 孝道 M40-49 半田市

1014 竹内 豊文 M30-39 阿久比町 1067 木津 崇 M40-49オーストラリア

1015 濱木 一也 M30-39 名古屋市 1068 稲子 武治 M40-49 福井県 三宅トレイルクラブ

1016 林 佑二 M30-39 岐阜県 川崎重工 1069 田中 一成 M40-49 静岡県 ＦＣＣ

1017 吉田 悠太 M30-39 岐阜県 可児市役所 1070 松井 直紀 M40-49 岐阜県

1018 安本 旭宏 M30-39 名古屋市 ｅ３ＲＣ 1071 丹羽 国博 M40-49 名古屋市 あすたま

1019 掛野 寛喜 M30-39 名古屋市 1072 長倉 寿典 M40-49 一宮市

1020 山口 浩明 M30-39 日進市 1073 永田 崇 M40-49 福井県

1021 高橋 保敬 M30-39 静岡県 1074 石亀 達也 M40-49 石川県 モンタナＲＣ

1022 石垣 賢 M30-39 岐阜県 1075 古田 匠 M40-49 岩倉市

1023 山田 裕紀 M30-39 名古屋市 東京海上日動あんしん生命 1076 前田 善三 M40-49北名古屋市 ラーメンはトンコツ派です

1024 堀田 陽平 M30-39 江南市 1077 鈴木 智也 M40-49 小牧市 尾張旭ＲＣ

1025 杉山 雅人 M30-39 安城市 1078 香川 誠 M40-49 名古屋市

1026 臼谷 直士 M30-39 春日井市 1079 神田 誠 M40-49 岡崎市

1027 山口 貴弘 M30-39 春日井市 1080 加賀 聖司 M40-49 千葉県

1028 野崎 文理 M30-39 名古屋市 トヨタ紡織 1081 八木 功 M40-49 豊田市

1029 牧原 延之 M30-39 碧南市 1082 西川 石雄 M40-49 滋賀県 Ｎ２アスリート

1030 伊藤 達也 M30-39北設楽郡設楽町和市 会社員 1083 酒井 康次 M40-49 岡崎市 菜の花ＲＣ

1031 水谷 高嘉 M30-39 春日井市 牧野ランニングクラブ 1084 西澤 正志 M40-49 滋賀県 Ｎ２アスリート

1032 伊藤 倫雄 M30-39 みよし市 あすたま 1085 市川 拓也 M40-49 岡崎市

1033 大城 勝 M30-39 岡崎市 1086 吉田 亨 M40-49 岡崎市

1034 高橋 憲司 M30-39 みよし市 1087 松下 竜児 M40-49 岡崎市 ＹＡＭＡＳＨＯ

1035 浜田 秀俊 M30-39 広島県 郵便局 1088 佐藤 義和 M40-49 豊田市 三好走ろう会

1036 松川 容三 M30-39 三重県 ラスティズ 1089 小林 隆浩 M50-59 豊川市 そして父走る

1037 冨田 裕二 M30-39 豊田市 1090 隅 誠一郎 M50-59 豊田市 かみごうＲＡ

1038 山室 寿 M40-49 名古屋市 1091 大野 健次 M50-59 名古屋市

1039 三坂 圭司 M40-49 大口町 ＴＲＳＷ１ 1092 中島 雄介 M50-59 長野県

1040 竹内 義典 M40-49 豊田市 1093 市川 仁史 M50-59 蒲郡市 ロロロ梅月園六花ロロロ

1041 村野 健二 M40-49 神奈川県 1094 平塚 公一 M50-59 豊田市

1042 清野 絢也 M40-49 静岡県 1095 岩瀬 幸彦 M50-59 名古屋市 ゆきちゃんず

1043 三輪 紘也 M40-49 岡崎市 1096 星野 明彦 M50-59 豊田市 ランバケ

1044 田近 仁志 M40-49 豊明市 1097 佃 尚実 M50-59 知多市

1045 三宅 祐司 M40-49 一宮市 1098 大上 純一 M50-59 扶桑町

1046 大平 壮司 M40-49 名古屋市 1099 山田 容功 M50-59 名古屋市

1047 大鹿 智哉 M40-49 名古屋市 1100 稲垣 顕一 M50-59 小牧市 なごやランラン

1048 菅谷 圭輔 M40-49 埼玉県 1101 真鍋 修二 M50-59 香川県

1049 木田 義人 M40-49 大府市 1102 岩本 俊哉 M50-59 幸田町

1050 鈴木 能生 M40-49 知立市 1103 岡本 泰宜 M50-59 名古屋市 百花繚ＲＵＮ

1051 山本 信大 M40-49 静岡県 ラップタイム 1104 遠藤 智芳 M50-59 豊田市

1052 長田 浩幸 M40-49 小牧市
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No. 氏名 区分 住所 所属 No. 氏名 区分 住所 所属

1105 高橋 晋 M50-59 静岡県 2019 祖父江 寧子 W40-49 名古屋市

1106 長江 ジュン M50-59 瀬戸市 2020 山室 ふみ W40-49 名古屋市

1107 笹崎 宗孝 M50-59 稲沢市 愛大映研 2021 マキシマ 朱美 W40-49 安城市

1108 小島 由久 M50-59 名古屋市 ＨＩＴＡＣＨＩ 2022 淺野 絵里子 W40-49 名古屋市

1109 坂倉 敏夫 M50-59 名古屋市 2023 大櫃 さゆり W40-49 刈谷市

1110 古田 正広 M50-59 岐阜県 2024 大野 加容子 W40-49 名古屋市 ＦＲＯＧ

1111 栗本 正信 M50-59 名古屋市 2025 亀山 美紀 W40-49 岐阜県 亀山組

1112 今西 正一 M50-59 名古屋市 2026 水谷 百合 W40-49 一宮市

1113 野田 智之 M50-59 名古屋市 2027 金谷 久美子 W40-49 兵庫県

1114 徳山 佳男 M50-59 豊橋市 2028 深井 圭子 W40-49 半田市

1115 村上 英広 M50-59 岡崎市 2029 猪瀬 貴世 W40-49 名古屋市

1116 兎沢 修 M50-59 豊田市 2030 天野 あゆ W40-49 豊田市

1117 菊井 宏生 M50-59 名古屋市 2031 吉野 智美 W40-49 豊田市 ＴＯＫＯＴＯＮ

1118 長田 雅孝 M50-59 静岡県 ツナちゃんズ 2032 奥中 敏子 W40-49 豊田市

1119 藤井 勝善 M50-59 東郷町 2033 木津 ＪＯ W40-49オーストラリア

1120 奥村 明彦 M50-59 名古屋市 トヨタ車体トライアスロンクラブ 2034 高木 実穂 W40-49 岐阜県 チームガビン

1121 高岡 仁 M50-59 みよし市 2035 山本 博美 W40-49 豊橋市 アクアヴィータゴーヤ

1122 松下 康英 M50-59 名古屋市 愛知県庁クラブ 2036 三浦 里美 W40-49 知立市

1123 坂口 圭司 M50-59 岡崎市 総社トレイルラン実行委員会 2037 石田 清子 W40-49 尾張旭市

1124 大野 寿昭 M60-69 静岡県 定年後の山とランニング 2038 佐々木 徳子 W40-49 埼玉県

1125 大竹 昌志 M60-69 稲沢市 シーキューブ 2039 小島 由紀 W40-49 豊田市 中馬塾

1126 松下 博 M60-69 安城市 無 2040 内藤 理恵 W40-49 尾張旭市

1127 永井 恒 M60-69 静岡県 2041 江坂 由紀 W40-49 安城市

1128 長谷川 守 M60-69 名古屋市 あすたま 2042 藤井 結子 W40-49 豊田市

1129 澤田 司 M60-69 豊田市 ろくすけ 2043 高橋 弥生 W40-49 みよし市

1130 尾崎 正和 M60-69 静岡県 2044 森 友恵 W40-49 名古屋市 チームＭＥＨＹＯＵ

1131 山家 和義 M60-69 三重県 Ｙ．Ｏ．Ｓ． 2045 三浦 由紀子 W40-49 東浦町 よかにせＰＲＣ

1132 鶴川 政良 M60-69 神奈川県 オッサンズ 2046 神谷 みどり W40-49 安城市

1133 山口 清 M60-69 新城市 2047 酒井 智穂 W40-49 刈谷市

1134 安藤 正 M70-79 日進市 2048 坂口 留美子 W50-59 岡崎市

1135 早川 範良 M70-79 知多市 チーム　タフ 2049 神谷 理恵 W50-59 名古屋市

1136 青山 力三 M70-79 千葉県 ＢＭＲＳ 2050 後藤 寛美 W50-59 名古屋市

2051 山下 聡子 W50-59 名古屋市 クラブＲ２

■ミドル 11km 女子 2052 出見 京子 W50-59 春日井市 あすたま

No. 氏名 区分 住所 所属 2053 藤井 千春 W50-59 岡崎市

2001 西澤 日南子 W-29 滋賀県 Ｎ２アスリート 2054 曽我 和恵 W50-59 名古屋市

2002 廣田 なつみ W-29 豊川市 2055 森 規里子 W50-59 名古屋市

2003 齊藤 鮎璃 W-29 豊田市 2056 諸冨 リカ W50-59 大分県 ６ＷｈｅｅｌＣｌｕｂ

2004 新田 佳美 W30-39 豊田市 2057 新居 智子 W50-59 豊田市 中馬塾

2005 佐藤 由佳 W30-39 春日井市 2058 桜井 美津子 W50-59 豊田市

2006 後藤 夢子 W30-39 豊明市 2059 山田 春美 W50-59 名古屋市

2007 坂本 美香 W30-39 岡崎市 2060 服部 美典 W50-59 蟹江町

2008 山口 愛 W30-39 日進市 2061 小川 のり子 W50-59 名古屋市

2009 森 紗波 W30-39 稲沢市 2062 田中 如以 W50-59 名古屋市 百花繚ＲＵＮ

2010 乗松 葵 W30-39 静岡県 2063 川田 和美 W50-59 名古屋市

2011 藤澤 佑子 W30-39 岐阜県 2064 谷口 由香 W50-59 豊田市

2012 外山 麻美 W30-39 安城市 ＷｉｎｄＲｕｎ 2065 奥田 益美 W50-59 稲沢市

2013 内海 祐子 W30-39 豊田市 2066 藤谷 淳子 W50-59 名古屋市

2014 砂坂 恵美 W30-39 名古屋市 チーム女豹 2067 倉橋 奈津子 W50-59 豊橋市

2015 神谷 瞳 W30-39 岡崎市 2068 村田 明子 W50-59 知立市

2016 木川 睦美 W30-39 豊田市 三好走ろう会 2069 五十嵐 仁子 W60-69 名古屋市

2017 原田 敬恵 W40-49 名古屋市 2070 長谷川 みや子W60-69 名古屋市

2018 杉保 由紀 W40-49 静岡県 杉保金物
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■ロング 21km 男子 No. 氏名 区分 住所 所属

No. 氏名 区分 住所 所属 3051 寺尾 修 M30-39 静岡県 見次クラブ

3001 以西 昭海 M-29 静岡県 3052 神谷 教司 M30-39 岡崎市 ＫＩＫＯＲＩ

3002 別井 隼人 M-29 豊田市 3053 松金 拓哉 M30-39 名古屋市 ＲＩＰＰＬＥ

3003 渡邊 阿良太 M-29 名古屋市 豊田工業大学 3054 高橋 紀雄 M30-39 安城市 安城鍼灸たかはし

3004 池ヶ谷 巧 M-29 名古屋市 豊田工業大学 3055 花井 忠大 M40-49 阿久比町

3005 鈴木 豪師 M-29 長久手市 長久手ランニングクラブ 3056 松岡 真治 M40-49 名古屋市

3006 井東 大輔 M-29 日進市 3057 中神 裕也 M40-49 名古屋市

3007 野中 健介 M-29 半田市 3058 弥野 悟 M40-49 豊田市

3008 八田 康裕 M-29 岡崎市 3059 宮浦 裕丈 M40-49 豊田市

3009 寺西 拓也 M-29 石川県 3060 渡邊 靖文 M40-49 静岡県

3010 上田 裕樹 M-29 豊田市 トヨタ紡織 3061 飯田 幸生 M40-49 豊明市

3011 五十幡 将之 M-29 豊橋市 豊橋総局ＲＣ 3062 桜井 達哉 M40-49 東京都

3012 阿部 大貴 M-29 豊田市 3063 木川 信也 M40-49 豊田市 堤クラブ

3013 北澤 和也 M-29 石川県 自衛隊 3064 北村 拓基 M40-49 岐阜県 ＭＯＵＮＴＡＩＮ．Ｒ

3014 堤 幸久 M-29 名古屋市 3065 吉川 政孝 M40-49 犬山市 ＮＫＲ

3015 大塚 貴之 M-29 豊田市 しもやま 3066 浦尾 直孝 M40-49 名古屋市

3016 鈴木 真澄 M30-39 名古屋市 ＳＳＫ 3067 樋口 裕之 M40-49 安城市

3017 秋田 勝哉 M30-39 富山県 ほくでんツアーズ 3068 増田 勇人 M40-49 蟹江町

3018 野末 紗海人 M30-39 一宮市 三菱電機稲沢 3069 太田 重和 M40-49 豊田市

3019 松久 朋弘 M30-39 大府市 ｋａｉ２ 3070 飯沼 憲一 M40-49 豊田市

3020 齊藤 剛司 M30-39 豊田市 あすたま 3071 福島 雅之 M40-49 大阪府 ポジラン

3021 高木 慶太 M30-39 知立市 3072 直井 訂 M40-49 春日井市 シルクロード

3022 川添 岳明 M30-39 名古屋市 ＴＥＡＭＶＡＩＯ 3073 伊藤 友成 M40-49 名古屋市 池田光雄

3023 小林 尚斗 M30-39 豊田市 3074 田中 久司 M40-49 豊田市

3024 木村 友紀 M30-39 春日井市 3075 森本 大輔 M40-49 豊橋市 ケミランナー

3025 杉山 太一 M30-39 静岡県 3076 碓井 直樹 M40-49 東浦町

3026 高北 浩徳 M30-39 安城市 3077 山田 将司 M40-49 一宮市

3027 山田 雄亮 M30-39 静岡県 3078 後藤 豊 M40-49 長野県 チームＡ－ＦＭ

3028 太田 祐介 M30-39 岐阜県 3079 鈴木 大史 M40-49 静岡県 ローランド

3029 芳野 洋 M30-39 安城市 3080 田島 啓吾 M40-49 清須市

3030 真辺 健一 M30-39 安城市 快足ＡＣ 3081 小石原 康一朗M40-49 豊川市 Ｔｅａｍ　ＭＡＩ

3031 篠田 隆史 M30-39 豊田市 ＫＳＥ 3082 竹本 一歩 M40-49 大府市 あいさん

3032 尾上 建夫 M30-39 岡山県 3083 水谷 紀輔 M40-49 一宮市

3033 岡本 道意 M30-39 安城市 3084 三浦 正徳 M40-49 豊田市

3034 平澤 貴裕 M30-39 日進市 名古屋市役所 3085 加藤 芳明 M40-49 岡崎市 ふにゃちゃんズ

3035 福浦 義明 M30-39 豊田市 3086 出原 功 M40-49 豊田市 ＢＨＭＣ

3036 茶谷 和彦 M30-39 名古屋市 愛知陸協 3087 上田 哲郎 M40-49 石川県

3037 中村 寛亮 M30-39 三重県 3088 向井 利也 M40-49 名古屋市

3038 小野 亮太 M30-39 日進市 3089 岡崎 康伸 M40-49 一宮市

3039 三谷 幸司 M30-39 名古屋市 3090 深見 吉仁 M40-49 岡崎市

3040 間宮 秀幸 M30-39 扶桑町 鋼鉄魂 3091 広瀬 寛人 M40-49 名古屋市

3041 森岡 研吾 M30-39 三重県 3092 江端 孝則 M40-49 知多市

3042 横井 浩平 M30-39 石川県 3093 鳥山 俊雄 M40-49 名古屋市

3043 山本 真寛 M30-39 豊田市 3094 鈴木 新悟 M40-49 豊田市 足助ランニング

3044 神野 友道 M30-39 豊田市 3095 三谷 健一 M40-49 三重県

3045 山田 真吾 M30-39 蒲郡市 3096 川端 和典 M40-49 豊田市

3046 光永 裕樹 M30-39 常滑市 3097 山下 裕之 M40-49 長久手市

3047 鹿沼 祐介 M30-39 岡崎市 3098 藤井 正 M40-49 大分県 ６ＷｈｅｅｌＣｌｕｂ

3048 中川 陽次 M30-39 みよし市 3099 平野 博明 M40-49 三重県 桑名鉄工共同組合

3049 中條 慎治郎 M30-39 瀬戸市 3100 中瀬 浩二 M40-49 三重県

3050 佐野 優 M30-39 静岡県
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No. 氏名 区分 住所 所属 No. 氏名 区分 住所 所属

3101 中西 正和 M40-49 名古屋市 3152 藤井 英幸 M50-59 岡崎市

3102 高井 教次 M40-49 春日井市 3153 村松 康司 M50-59 兵庫県

3103 小林 勝範 M40-49 豊川市 ＵＡＣＪ銅管 3154 安永 道直 M50-59 名古屋市

3104 澤田 門弥 M40-49 尾張旭市 乾杯部 3155 加藤 裕之 M50-59 瀬戸市 コメ兵

3105 江坂 浩紀 M40-49 刈谷市 3156 大野 正文 M50-59 三重県 チーム小松ライド

3106 山田 英明 M40-49 福井県 おひろ会 3157 佐野 賢二 M50-59 岐阜県 岐阜御嵩走友会

3107 増永 晋 M40-49 清須市 オレンジホッペ 3158 佐野 隆弘 M50-59 東海市

3108 五嶋 秀之 M40-49 神奈川県 3159 近藤 俊樹 M60-69 東郷町

3109 毛利 勝雪 M40-49 名古屋市 3160 前田 豊志 M60-69 富山県

3110 石塚 伸夫 M40-49 豊田市 3161 日比野 雅之 M60-69 春日井市

3111 服部 知一 M40-49 みよし市 みよし市 3162 久田 光政 M60-69 瀬戸市 愛知ボラセン チームすずＲＵＮ

3112 藤井 健一 M40-49 豊田市 3163 高澤 正義 M60-69 豊川市 コンバット

3113 高橋 輝樹 M40-49 刈谷市 3164 面 秀司 M60-69 日進市

3114 石川 喜代治 M50-59 岡崎市 ■■アイシン高丘■■ 3165 山本 孝司 M60-69 豊田市 山本工業

3115 牧野 正伸 M50-59 名古屋市 みらいかのん 3166 三宅 基之 M60-69 豊田市 藤本建設建設マラソン部

3116 加藤 進 M50-59 名古屋市 ■■■■■■ 3167 村田 吉昭 M60-69 知立市

3117 河村 善文 M50-59 小牧市 3168 天道 猛 M60-69 千葉県 ＭＴＲＣ

3118 岡 洋史 M50-59 名古屋市 3169 江藤 浩二 M60-69 新城市

3119 野入 勝典 M50-59 大府市 3170 佐々木 秀之 M60-69 名古屋市

3120 翠 健一郎 M50-59 名古屋市 みすラン 3171 真野 陽次 M60-69 一宮市

3121 菅沼 哲郎 M50-59 名古屋市 高広工業 3172 次廣 章 M60-69 静岡県

3122 松葉 秀介 M50-59 静岡県 松葉倉庫 3173 齋藤 好道 M60-69 岡崎市 北斗病院（岡崎市）

3123 高柳 雅人 M50-59 静岡県 草薙激走会 3174 加納 恭卓 M70-79 岐阜県 神明神社

3124 本田 雄司 M50-59 長久手市

3125 佐藤 明 M50-59 東海市 ■ロング 21km 女子

3126 吉村 浩一 M50-59 豊田市 No. 氏名 区分 住所 所属

3127 久米 英総 M50-59 豊橋市 4001 野澤 里奈 W-29 安城市

3128 岩城 信雄 M50-59 静岡県 ヤマハ発動機 4002 本田 志穂 W-29 名古屋市 豊田工業大学マラソン同好会

3129 佐々木 裕一 M50-59 埼玉県 4003 河原 亜衣 W-29 石川県

3130 杉江 英雄 M50-59 岐阜県 チームまえけん 4004 桑田 瑛子 W-29 名古屋市

3131 山田 利之 M50-59 安城市 安城西部 4005 岩崎 恵利 W-29 長野県

3132 越智 宣夫 M50-59 安城市 デンソー安城 4006 松野 真帆 W-29 安城市 安城快足ＡＣ

3133 伊藤 靖 M50-59 愛西市 4007 増田 美紀 W30-39 静岡県

3134 井上 直志 M50-59 新城市 愛知マスターズ 4008 高崎 浩子 W30-39 福井県

3135 金 世保 M50-59 日進市 ミスターキム 4009 中村 麻季子 W30-39 名古屋市 ＦＩＮＤＯＵＴ

3136 水野 元博 M50-59 名古屋市 釣人倶楽部 4010 浅野 ゆかり W30-39 豊橋市

3137 尾崎 信也 M50-59 大阪府 千里ランラン 4011 清水 知恵子 W30-39 豊田市

3138 五味沢 裕行 M50-59 名古屋市 南山ＲＣ 4012 中田 牧代 W30-39 豊橋市

3139 坂元 隆仁 M50-59 安城市 獨協大学１９期卒 4013 山田 理恵 W30-39 岐阜県 ＴＥＡＭＲＯＣＫ

3140 川上 知紀 M50-59 豊田市 トヨタ 4014 松岡 恭子 W40-49 名古屋市

3141 谷村 達士 M50-59 奈良県 くらわんか奈良 4015 小林 悦子 W40-49 名古屋市

3142 石田 一仁 M50-59 一宮市 4016 中西 めぐみ W40-49 名古屋市 ＴＤＢ

3143 中村 正芳 M50-59 西尾市 4017 斉藤 裕子 W40-49 小牧市

3144 高梨 芳生 M50-59 みよし市 リップル 4018 牛丸 波恵 W40-49 みよし市 三好走ろう会

3145 岡田 信 M50-59 三重県 4019 村尾 玲子 W40-49 安城市

3146 石川 賀一 M50-59 名古屋市 4020 澤田 真由美 W50-59 設楽町

3147 向田 真一 M50-59 岐阜県 飛騨山岳会 4021 畔木 里美 W50-59 安城市

3148 中村 昭浩 M50-59 岡崎市 4022 原 朋美 W50-59 岐阜県 市立恵那病院

3149 杉浦 規之 M50-59 安城市 4023 毛利 さつき W50-59 名古屋市

3150 牧口 実 M50-59 豊田市 4024 次廣 恵美 W50-59 静岡県

3151 葛谷 直樹 M50-59 一宮市
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■リレー 男子

No. チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

5001 下山2E部 石川 剛士 村中 博文

5002 星川･堀江 星川 歩 堀江 明弘

5003 走!兄弟 渡邊 充 三上 智春

5004 Team Gozu 齊藤 綾一 齊藤 雄大

5005 ITO GYM Run部 小椋 俊和 浜千代 栄作

5006 朝ずば会A 谷川 圭介 近藤 耕治

5007 日本福祉大学OB 河合 智久 川口 竜一 石川 徹

5008 佐藤･宮島･五十嵐 佐藤 祐一 宮島 茂雄 五十嵐 茂幸

5009 YST 内野 晃一 服部 正人 香田 真一

5010 TKフリー 穴井 晃太 後藤 弘晶 内田 守

5011 TKライヴァル 成田 義之 水村 敏之 近藤 保幸

5012 名大トライアスロントレラン部 北條 孝樹 反田 剛 岡村 太路 川澄 将輝

5013 しゃちほこ 川浦 祐太 奥 裕哉 福島 幸太 山田 幸平

5014 RAIN MEN 前岨 泰三 木野本 和馬 半浦 賢治 前山 養和

5015 TKG 大川 喜紀 小嶋 淳 内田 匡亮 近藤 晃次

5016 I.A.R.C 伊藤 優汰 吉田 裕也 轟 暁光 石原 昌

■リレー 女子

No. チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

6001 CJ-N美 佐藤 直美 石原 夏美

6002 山ガールIBI 長屋 百合子 松井 奈穂

■リレー 混合

No. チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

7001 AYS 小沢 直也 小沢 佳保里

7002 SORA 中村 安孝 中村 鮎美

7003 CRCトレラン部 岩田 篤 岩田 貴子

7004 Team TKYMFH 辻村 務 辻村 奏恵

7005 奥三河PT完走するぞ! 須藤 敬一 中川 梓

7006 HW 鈴木 和江 市川 友裕

7007 Team Hoihoi 北原 享弥 北原 淳子

7008 チームメガ 森田 式子 森田 崇 半澤 勝浩

7009 リップル38 太田 はるか 太田 照久 松本 紀子

7010 アイレクス大好き会1 古出 亘 丸山 莉紗子 杉山 由美子

7011 こっちゃんはやくはしれない 山田 岳史 中村 奈都子 山田 三樹予 中村 匡志

7012 アイレクス大好き会2 高木 卓也 山村 明稔 丹羽 恵美 杉浦 信也

7013 晴れのちKAC Team D 市橋 昇久 山本 淳一 稲垣 豊 金森 まみよ

7014 ABs静岡 上野 孝治 栗田 英里 馬淵 洋志 小林 大起

7015 チーム初心者 更谷 千春 稗田 亜衣 仲村渠 栄里香 加藤 義人

7016 ROUND5with K 加藤 和秀 海蔵 しおり 永嶋 章二 岡田 泰典

7017 スズランthursday 野上 祐典 小木曽 靖子 渡辺 幸代 朝岡 伸治

7018 晴れのちKAC Team A 北岸 浩一 秋山 貴子 岩井 紀子 金子 沙恵

7019 晴れのちKAC Team B 松田 篤尚 太田 麻梨子 長江 弘子 武部 雅弘

7020 中総夜ラン部A 鈴木 逸司 古川 智子 山下 仁美 城殿 智也

7021 中総夜ラン部B 柴田 岳史 新里 泰子 谷口 里弥 贄 謙次

7022 晴れのちKAC T eam C 兼松 健二 梶田 里恵子 上野 亜希子 八神 幸治

7023 エビス会 伊藤 晃章 上垣 さとみ 香田 美由起 内野 春代

7024 たまのりクラブﾞwithRJ 山中 篤 井上 利江 木村 照夫 岡部 法央


