
第8回 トヨタの森トレイルランレース スタートリスト（12/6現在）

■ ちびっこチャレンジ 0.75km 男子（未就学児）
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
1 森下 滉己 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｷ 豊田市 共走進
2 サカタ コウヘイ ｻｶﾀ ｺｳﾍｲ 豊田市
3 林 奨 ﾊﾔｼ ｿｳ 豊田市
4 平山 滉 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳ 豊田市
5 渡辺 遥人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 豊田市
6 海野 慧 ｳﾝﾉ ｹｲ 静岡県
7 加藤 聡真 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 名古屋市 柳保育園
8 佐藤 瑛飛 ｻﾄｳ ｴｲﾄ 名古屋市
9 高木 悠成 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｾｲ 大口町
10 伊藤 穂高 ｲﾄｳ ﾎﾀｶ 岡崎市
11 矢野 結大 ﾔﾉ ﾕｳﾀ 豊田市
12 小林 泰智 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 名古屋市
13 中川 陽太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ 豊田市 名古屋ｷｯｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
14 舩原 巧 ﾌﾅﾊﾗ ﾀｸﾐ 名古屋市
15 生田 琉偉 ｲｸﾀ ﾙｲ 静岡県
16 渡辺 陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾋ 静岡県
17 宮澤 颯馬 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾏ 幸田町
18 高山 白 ﾀｶﾔﾏ ﾊｸ 常滑市
19 サカタ テッペイ ｻｶﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 豊田市
20 山田 恵太 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 名古屋市 ののかぜ保育園
21 二宮 和樹 ﾆﾐﾔ ｶｽﾞｷ 豊田市
22 足立 健 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾙ 一宮市 萩原幼稚園
23 古梶 稜大 ｺｶｼﾞ ﾘｮｳﾀ 名古屋市
24 渡辺 湊人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 豊田市
25 山縣 航 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳ みよし市
26 阿部 一博 ｱﾍﾞ ｶﾂﾞﾋﾛ みよし市
27 松原 颯太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 静岡県
28 橋本 瑛ノ介 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾉｽｹ 名古屋市
29 太田 槙之助 ｵｵﾀ ｼﾝﾉｽｹ 豊川市
30 平山 修也 ﾋﾗﾔﾏ ｼｭｳﾔ 豊田市
31 山田 太一 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 名古屋市 名古屋ｷｯｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
32 竹内 颯人 ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ 豊田市
33 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 岡崎市
34 吉谷 優希 ﾖｼﾀﾆ ﾕｳｷ 豊明市 S.A.C.
35 丹羽 統大 ﾆﾜ ｽﾐﾀﾞｲ 名古屋市 S.A.C.
36 上田 燈弥 ｳｴﾀﾞ ﾄｳﾔ 豊明市 S.A.C.
37 山本 亞怜 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾚﾝ 豊明市 S.A.C.
38 遠藤 咲斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾄ 豊明市 S.A.C.
39 山本 悠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻﾄ 豊明市 S.A.C.
40 田中 詠輔 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 刈谷市 S.A.C.
41 水野 楓雅 ﾐｽﾞﾉ ﾌｳｶﾞ 豊明市 S.A.C.

■ ちびっこチャレンジ 0.75km 女子（未就学児）
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
51 下釜 京子 ｼﾓｶﾞﾏ ｷｮｳｺ 岡崎市
52 原田 紗季 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ 豊明市
53 田渕 雫 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾂﾞｸ 静岡県
54 大野 綾子 ｵｵﾉ ｱﾔｺ 岡崎市
55 野原 由衣 ﾉﾊﾗ ﾕｲ 大口町
56 小島 玲咲 ｺｼﾞﾏ ﾚｲｻ 豊田市
57 松崎 青嶺 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｵﾈ 田原市
58 茂木 結菜 ﾓｷﾞ ﾕｲﾅ 一宮市
59 藤谷 寧々 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾈﾈ 名古屋市
60 阿部 真奈穂 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ みよし市
61 近藤 奏来 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾗ 豊田市
62 工藤 結円 ｸﾄﾞｳ ﾕﾏﾙ 大府市
63 岸端 優來 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕﾅ 知立市 知立幼稚園
64 村瀬 恵梨華 ﾑﾗｾ ｴﾘｶ 岐阜県
65 山内 香織 ﾔﾏｳﾁ ｶｵﾘ 知多市
66 岸田 梢 ｷｼﾀﾞ ｺｽﾞｴ 静岡県
67 岸田 雫 ｷｼﾀﾞ ｼｽﾞｸ 静岡県
68 松枝 志保 ﾏﾂｴﾀﾞ ｼﾎ 稲沢市 稲沢第一幼稚園
69 藤田 彩瑚 ﾌｼﾞﾀ ｱｺ 豊川市
70 海野 杏 ｳﾝﾉ ｱﾝ 静岡県
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
71 大野 仁子 ｵｵﾉ ﾖｼｺ 岡崎市
72 大原 瑠菜 ｵｵﾊﾗ ﾙﾅ 豊田市 竹村こども園
73 山崎 佐月 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾂｷ 豊田市
74 佐藤 結月 ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 豊田市
75 佐藤 永茉 ｻﾄｳ ｴﾏ 千葉県
76 長野 咲希 ﾅｶﾞﾉ ｻｷ 名古屋市 大須AC
77 渡辺 葵花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 静岡県
78 白石 桜都 ｼﾗｲｼ ｺﾄ 名古屋市 大須ｷｯｽﾞ
79 上田 留湖 ｳｴﾀﾞ ﾙｺ 山梨県 S.A.C.
80 堀 歩実 ﾎﾘ ｱﾕﾐ 豊明市 S.A.C.
81 山本 紫乃 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉ 豊明市 S.A.C.
82 石川 恵織 ｲｼｶﾜ ｴｵﾘ 豊明市 S.A.C.
83 竹元 俐穂 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾎ みよし市 S.A.C/あすたま

■ 小学1年生 2km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
101 前田 悠翔 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 名古屋市 男子 名古屋ｷｯｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
102 青井 悠真 ｱｵｲ ﾕｳﾏ 豊田市 男子
103 菊池 晴之祐 ｷｸﾁ ﾊﾙﾉｽｹ 名古屋市 男子 大須AC
104 林 舜 ﾊﾔｼ ｼｭﾝ 豊田市 男子 元城小学校
105 伊藤 圭吾 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 名古屋市 男子 大須AC
106 森 達紀 ﾓﾘ ﾀﾂｷ 日進市 男子 南小学校
107 高橋 遼太朗 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 名古屋市 男子 ﾅｺﾞﾔｷｯｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
108 髙橋 虎牙 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 刈谷市 男子 平成小学校
109 石川 巧 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 安城市 男子 桜井小学校
110 井澤 頼人 ｲｻﾞﾜ ﾗｲﾄ 春日井市 男子
111 野田 真 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 名古屋市 男子
112 松本 輝也 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾔ 長久手市 男子 長久手小学校
113 山田 士恩 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 稲沢市 男子
114 ガイスラー 蓮 ｶﾞｲｽﾗｰ ﾚﾝ 名古屋市 男子 名古屋ｷｯｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
115 若森 謙心 ﾜｶﾓﾘ ｹﾝｼﾝ 岐阜県 男子
116 舩原 諒 ﾌﾅﾊﾗ ﾘｮｳ 名古屋市 男子
117 大田 浩志郎 ｵｵﾀ ｺｳｼﾛｳ 刈谷市 男子 S.A.C.
118 田中 奏輔 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 刈谷市 男子 S.A.C.
151 鷲見 華怜 ｽﾐ ｶﾚﾝ 北名古屋市 女子 師勝東小学校
152 久野 莉愛 ﾋｻﾉ ﾘｱ 静岡県 女子
153 野原 梨湖 ﾉﾊﾗ ﾘｺ 大口町 女子
154 松崎 嶺紗 ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｻ 田原市 女子
155 高木 千晴 ﾀｶｷﾞ ﾁﾊﾙ 大口町 女子
156 谷本 彩笑 ﾀﾆﾓﾄ ｻｴ 名古屋市 女子
157 田嶋 那琉 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾙ 静岡県 女子 向笠小学校
158 小沢 佑奈 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 名古屋市 女子
159 舩久保 結衣 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾕｲ 瀬戸市 女子 FRC
160 服部 紀恵 ﾊｯﾄﾘ ｷｴ 三重県 女子 第一小学校
161 小坂 雫 ｺｻｶ ｼｽﾞｸ 名古屋市 女子 日進RCJ

■ 小学2年生 2km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
201 藤田 陽路 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛ 豊川市 男子 御油小学校
202 谷澤 冬暉 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾌﾕｷ 静岡県 男子
203 中川 翔太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 豊田市 男子
204 海野 遥 ｳﾝﾉ ﾖｳ 静岡県 男子
205 河合 朔 ｶﾜｲ ｻｸ 稲沢市 男子
206 金桶 良祐 ｶﾈｵｹ ﾘｮｳｽｹ 豊橋市 男子
207 中島 蓮大郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 長久手市 男子 あすたま
208 山田 悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 名古屋市 男子 東山小学校
209 笹原 遙人 ｻｻﾊﾗ ﾊﾙﾄ 静岡県 男子
210 佐藤 義飛 ｻﾄｳ ﾖｼﾄ 名古屋市 男子
211 林 成惟太 ﾊﾔｼ ｾｲﾀ 愛西市 男子
212 生田 晴琉 ｲｸﾀ ﾊﾙ 静岡県 男子
213 松原 侑紀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 静岡県 男子
214 足立 渉 ｱﾀﾞﾁ ﾜﾀﾙ 一宮市 男子 中島小学校
215 茂木 壱生 ﾓｷﾞ ｲﾂｷ 一宮市 男子
216 北川 聖都 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾖﾄ 美浜町 男子
217 山本 愛門 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾓﾝ 豊明市 男子 S.A.C.
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
218 新美 結心 ﾆｲﾐ ﾕｳｼﾝ 名古屋市 男子 S.A.C.
219 近藤 太朗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 大府市 男子 S.A.C.
220 塚本 旺珂 ﾂｶﾓﾄ ｵｳｶ 刈谷市 男子 S.A.C.
221 竹内 琥珀 ﾀｹｳﾁ ｺﾊｸ みよし市 男子 あすたま
251 原田 結菜 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾅ 豊明市 女子
252 近藤 蘭奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾗﾝﾅ 豊田市 女子 西広瀬小学校
253 杉浦 奏凪 ｽｷﾞｳﾗ ｿﾅ 豊橋市 女子 ﾁｰﾑｺﾞｰﾔｰ
254 岸田 梓 ｷｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 静岡県 女子
255 児島 佐希 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 名古屋市 女子
256 山内 美遥 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾊﾙ 知多市 女子
257 村瀬 りお ﾑﾗｾ ﾘｵ 春日井市 女子 高座小学校
258 小林 季瑚 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｺ 名古屋市 女子

■ 小学3年生 3km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
301 高山 光 ﾀｶﾔﾏ ｺｳ 常滑市 男子
302 小沢 蒼生 ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 名古屋市 男子
303 服部 優杜 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾄ 名古屋市 男子 大須AC
304 髙橋 虎ノ介 ﾀｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 刈谷市 男子 平成小学校
305 近藤 渉巧優 ｺﾝﾄﾞｳ ﾜｸｳ 豊田市 男子 市木小学校
306 村瀬 遥希 ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 春日井市 男子 高座小学校
307 山田 悠生 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 蒲郡市 男子
308 篠田 隼一 ｼﾉﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 名古屋市 男子
309 菊池 琥太郎 ｷｸﾁ ｺﾀﾛｳ 名古屋市 男子 大須AC
310 伊藤 照真 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 名古屋市 男子 大須AC
311 尾田 祥太 ｵﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡崎市 男子
312 神野 源太 ｼﾞﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 豊明市 男子 S.A.C.
313 鈴木 敦斗 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ 豊明市 男子 S.A.C.
351 加藤 よしの ｶﾄｳ ﾖｼﾉ 岐阜県 女子
352 内田 茉那 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ 岡崎市 女子 井田小学校
353 若森 風和 ﾜｶﾓﾘ ﾌｳｶ 岐阜県 女子
354 山本 実和 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾜ 岡崎市 女子
355 冨松 百合華 ﾄﾐﾏﾂ ﾕﾘｶ 名古屋市 女子 六郷北小学校
356 小高 七菜 ｵﾀﾞｶ ﾅﾅ 阿久比町 女子 あぐい陸上ｸﾗﾌﾞ
357 高橋 なな ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 静岡県 女子

■ 小学4年生 3km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
401 松枝 大悟 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｲｺﾞ 稲沢市 男子 稲沢東小学校
402 岸端 優汰 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 知立市 男子 来迎寺小学校
403 金指 幹大 ｶﾅｻｼ ﾐｷﾋﾛ 岐阜県 男子
404 藤田 翔蒼 ﾌｼﾞﾀ ﾄｱ 豊川市 男子 御油小学校
405 藤谷 理生 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾘｵ 名古屋市 男子
406 青井 耀平 ｱｵｲ ﾖｳﾍｲ 豊田市 男子
407 牧原 英慎 ﾏｷﾊﾗ ｴｲｼﾝ 蒲郡市 男子
408 松永 惟吹 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾌﾞｷ 蟹江町 男子 大須AC
409 大原 璃來 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 豊田市 男子 竹村小学校
410 大鹿 晃 ｵｵｼｶ ｱｷﾗ 名古屋市 男子
411 小林 清明 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾒｲ 大治町 男子
412 舩久保 稜太 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 瀬戸市 男子 FRC
413 芝田 悠真 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 名古屋市 男子 S.A.C.
414 宮嶋 郡 ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾞﾝ 豊明市 男子 S.A.C.
415 八巻 瑛斗 ﾔﾏｷ ｴｲﾄ 豊明市 男子 S.A.C.
416 吉川 遼 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 春日井市 男子 S.A.C.
417 片岡 涼真 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾏ 豊田市 男子 あすたま
451 杉浦 有音 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾝ 西尾市 女子 荻原小学校
452 安藤 春希 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 岡崎市 女子
453 後藤 仁香 ｺﾞﾄｳ ﾆｺ 岡崎市 女子
454 篠田 莉々子 ｼﾉﾀﾞ ﾘﾘｺ 名古屋市 女子 大須AC
455 西岡 小雪 ﾆｼｵｶ ｺﾕｷ 名古屋市 女子 田代小学校
456 竹内 優羽 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 豊田市 女子
457 野々村 志保 ﾉﾉﾑﾗ ｼﾎ 豊田市 女子 浄水AC
458 曽場 柚希 ｿﾊﾞ ﾕｽﾞｷ 知立市 女子 来迎寺小学校
459 二宮 奈緒子 ﾆﾐﾔ ﾅｵｺ 豊田市 女子
460 神田 唯花 ｶﾝﾀﾞ ﾕｲｶ 知立市 女子
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
461 服部 夏恵 ﾊｯﾄﾘ ｶｴ 三重県 女子 第一小学校

■ 小学5年生 6km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
501 高山 聖 ﾀｶﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ 常滑市 男子
502 藤井 友我 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｶﾞ 名古屋市 男子 藤井4我's
503 林 奏佑 ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ 愛西市 男子
504 小坂 柊太 ｺｻｶ ｼｭｳﾀ 名古屋市 男子 日進RCJ
505 田嶋 櫻雅 ﾀｼﾞﾏ ｵｳｶﾞ 静岡県 男子 向笠小学校
506 仲市 龍人 ﾅｶｲﾁ ﾘｭｳﾄ 小牧市 男子 OHANA-AC
507 水谷 文穗 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｽﾞﾎ 一宮市 男子
508 尾崎 大地 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 豊田市 男子 SANAGE
509 杉浦 蒼生 ｽｷﾞｳﾗ ｱｵ 西尾市 男子 荻原小学校
510 佐々木 来徳 ｻｻｷ ﾗｲﾄ 豊明市 男子 S.A.C.
551 袴田 真由 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾕ 静岡県 女子 向笠小学校
552 児島 佳苗 ｺｼﾞﾏ ｶﾅｴ 名古屋市 女子

■ 小学6年生 6km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
601 神蔵 奏心 ｶﾐｸﾗ ｿｳｼ 一宮市 男子 今伊勢小学校
602 岡本 宗士 ｵｶﾓﾄ ｿｳｼ 豊川市 男子 三蔵子小学校
603 木田 旬晟 ｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 西尾市 男子
604 太田 歩夢 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 岡崎市 男子 ｱﾙﾌｧ
605 長縄 孝清 ﾅｶﾞﾅﾜ ｺｳｾｲ 豊田市 男子 あすたま
606 松本 正悟 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 一宮市 男子 丹陽小学校
607 鷲見 龍之介 ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 北名古屋市 男子 師勝東小学校
608 田中 陽都 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 名古屋市 男子 S.A.C.
609 片岡 颯馬 ｶﾀｵｶ ｿｳﾏ 豊田市 男子 あすたま
610 山下 和希 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 岐阜県 男子
651 小高 胡春 ｵﾀﾞｶ ｺﾊﾙ 阿久比町 女子 あぐい陸上ｸﾗﾌﾞ
652 冨松 日向子 ﾄﾐﾏﾂ ﾋﾅｺ 名古屋市 女子 あすたま
653 大上 結禾 ｵｵｳｴ ﾕｶ 扶桑町 女子 扶桑東小学校
654 加藤 愛美 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 名古屋市 女子 柳小学校
655 松本 紗直 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ 長久手市 女子 長久手小学校
656 市川 心々音 ｲﾁｶﾜ ｺｺﾈ 西尾市 女子 一色東部小学校
657 新井 美卯 ｱﾗｲ ﾐｳ みよし市 女子 project.A

■ 中学生 6km
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
701 小林 天狼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾝﾛｳ 大治町 男子
702 渡邊 結人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾄ 半田市 男子
703 満尾 朋貴 ﾐﾂｵ ﾄﾓｷ 日進市 男子 日進RC
704 井口 聖 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾗ 静岡県 男子 浜名中学校
705 藤井 昂我 ﾌｼﾞｲ ｺｳｶﾞ 名古屋市 男子 藤井4我's
706 春野 啓一郎 ﾊﾙﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 豊田市 男子 浄水中学校
707 高橋 勇輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 岐阜県 男子
708 高木 崚平 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜県 男子
709 後藤 瑛仁 ｺﾞﾄｳ ｴｲﾄ 岡崎市 男子
710 山本 慎二朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ 豊橋市 男子 章南中学校
751 金指 このみ ｶﾅｻｼ ｺﾉﾐ 岐阜県 女子
752 西岡 睦月 ﾆｼｵｶ ﾑﾂｷ 名古屋市 女子 椙山女学園中学校
753 木川 真佑 ｷｶﾞﾜ ﾏﾕ 豊田市 女子 竜神中
754 鈴木 きょうこ ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 知立市 女子 知立中学校

■ ショート 6km 男子
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
801 杉谷 優太 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 高知県 男子29歳以下
802 木川 裕成 ｷｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 豊田市 男子29歳以下 杜若高校
803 高木 勇作 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｻｸ 岐阜県 男子29歳以下
804 酒井 涼 ｻｶｲ ﾘﾖｳ 豊田市 男子29歳以下 しもやま
805 島田 拓弥 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡崎市 男子29歳以下 I.A.R.C
806 加藤 聡之 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 豊田市 男子29歳以下
807 青山 将太朗 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡崎市 男子29歳以下
808 石川 駿 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ 岡崎市 男子29歳以下 TEAMKAKERU
809 石川 剛士 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 豊田市 男子29歳以下 あすたま
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
810 樽谷 光樹 ﾀﾙﾔ ﾋﾛｷ 豊橋市 男子30歳代
811 小島 克之 ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ 豊田市 男子30歳代
812 仲市 真吾 ﾅｶｲﾁ ｼﾝｺﾞ 小牧市 男子30歳代 OHANA-AC
813 服部 亮 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳ 刈谷市 男子30歳代 しなのるいｰじ
814 小沢 直也 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 名古屋市 男子30歳代
815 山内 健司 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 知多市 男子30歳代
816 松川 知弘 ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 安城市 男子30歳代
817 山田 裕紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 名古屋市 男子30歳代 東京海上日動あんしん生命
818 小野 佑記 ｵﾉ ﾕｳｷ 岡崎市 男子30歳代
819 水野 剛志 ﾐｽﾞﾉ ﾀｹｼ 名古屋市 男子30歳代
820 二宮 祐貴 ﾆﾐﾔ ﾕｳｷ 豊田市 男子30歳代
821 舩久保 優 ﾌﾅｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 瀬戸市 男子40歳代 FRC
822 高橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 名古屋市 男子40歳代
823 後藤 宏平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 岡崎市 男子40歳代
824 杉浦 嘉彦 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾋｺ 豊橋市 男子40歳代
825 尾崎 雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 豊田市 男子40歳代 SANAGE
826 野々山 秀俊 ﾉﾉﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 西尾市 男子40歳代
827 シルヴァ エドアルド ｼﾙヴｧ ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ 岡崎市 男子40歳代
828 田嶋 芳幸 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 静岡県 男子40歳代 NAC
829 安藤 真 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 東海市 男子40歳代
830 河合 圭司 ｶﾜｲ ｹｲｼﾞ 稲沢市 男子40歳代
831 服部 勉 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾄﾑ 名古屋市 男子40歳代
832 牧原 崇憲 ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 蒲郡市 男子40歳代
833 兼子 貴宏 ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ 豊田市 男子40歳代
834 加藤 隆志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 名古屋市 男子40歳代
835 矢野 修 ﾔﾉ ｵｻﾑ 瀬戸市 男子40歳代
836 鎌野 直人 ｶﾏﾉ ﾅｵﾄ 刈谷市 男子40歳代
837 鈴木 亮詞 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 知立市 男子40歳代
838 工藤 篤博 ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾋﾛ 高知県 男子40歳代
839 児島 泰洋 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 名古屋市 男子40歳代 児島泰洋公認会計士事務所
840 山本 寛幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 岡崎市 男子40歳代 大澤ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
841 松本 正幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 一宮市 男子40歳代
842 米原 浩茂 ﾖﾈﾊﾗ ﾋﾛｼｹﾞ 豊田市 男子40歳代 ﾄﾗｲｽﾃﾗ
843 工藤 稔之 ｸﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 大府市 男子40歳代
844 冨永 修次 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｭｳｼﾞ 名古屋市 男子40歳代
845 岩月 陽介 ｲﾜﾂｷ ﾖｳｽｹ 岐阜県 男子40歳代
846 高橋 紀彦 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾋｺ 岐阜県 男子40歳代
847 八木 浩次 ﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ 豊田市 男子40歳代
848 藤井 裕大 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁﾋﾛ 名古屋市 男子40歳代 藤井4我's
849 横田 勝俊 ﾖｺﾀ ｶﾂﾄｼ 豊田市 男子40歳代
850 本間 啓介 ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 豊田市 男子40歳代
851 小嶋 淳 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ 岡崎市 男子50歳代
852 宮垣 操 ﾐﾔｶﾞｷ ﾐｻｵ 豊田市 男子50歳代
853 篠田 卓也 ｼﾉﾀﾞ ﾀｸﾔ 名古屋市 男子50歳代 ATHMING
854 井口 勝則 ｲｸﾞﾁ ｶﾂﾉﾘ 静岡県 男子50歳代 ｸﾞﾚｲﾄﾞﾜﾝ
855 中山 貴司 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 豊田市 男子50歳代
856 隈本 勝裕 ｸﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 豊田市 男子50歳代
857 鈴木 信 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 豊田市 男子50歳代 太啓建設株式会社
858 工藤 徳義 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘﾖｼ 西尾市 男子50歳代
859 彦坂 均 ﾋｺｻｶ ﾋﾄｼ 豊橋市 男子50歳代
860 本田 和久 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 豊田市 男子50歳代
861 野田 泰永 ﾉﾀﾞ ﾔｽﾅｶﾞ 名古屋市 男子50歳代
862 中西 功 ﾅｶﾆｼ ｺｳ 三重県 男子50歳代
863 後藤 邦彦 ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋｺ 名古屋市 男子50歳代 ENOZO
864 伴 章寛 ﾊﾞﾝ ｱｷﾋﾛ 豊田市 男子60歳代 刈高AC
865 今井 恒雄 ｲﾏｲ ﾂﾈｵ 豊田市 男子60歳代
866 開田 稔 ｶｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ 安城市 男子60歳代
867 長谷川 昇 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 名古屋市 男子60歳代 石川県看護大
868 細江 辰也 ﾎｿｴ ﾀﾂﾔ 東郷町 男子60歳代
869 山口 清 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ 新城市 男子70歳代 なし
870 室 良雄 ﾑﾛ ﾖｼｵ 豊田市 男子70歳代 豊田西高元職員

■ ショート 6km 女子
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
901 小宮 友見 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾐ 刈谷市 女子29歳以下
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
902 橋本 恵 ﾊｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 大府市 女子30歳代
903 森 友美 ﾓﾘ ﾄﾓﾐ 刈谷市 女子30歳代
904 西口 智 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄﾓ 三重県 女子30歳代 DMGMORI
905 仲市 幸恵 ﾅｶｲﾁ ｻﾁｴ 小牧市 女子30歳代 OHANA-AC
906 宮澤 恵理 ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾘ 幸田町 女子30歳代 TPC
907 平 富美香 ﾀｲﾗ ﾌﾐｶ 岐阜県 女子30歳代
908 児玉 文香 ｺﾀﾞﾏ ﾌﾐｶ 名古屋市 女子30歳代
909 田口 友美 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 豊田市 女子30歳代 しなのるいｰじ
910 後藤 杏奈 ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ 岡崎市 女子30歳代
911 近藤 奈紀沙 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 豊田市 女子30歳代
912 原田 春夏 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙｶ 豊明市 女子30歳代
913 野崎 モニカ ﾉｻﾞｷ ﾓﾆｶ 岡崎市 女子40歳代
914 渡邊 彩子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｺ 半田市 女子40歳代
915 池田 音冴 ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ 岡崎市 女子40歳代
916 樋口 美子 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｺ 名古屋市 女子40歳代
917 工藤 樹里 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾘ 高知県 女子40歳代
918 松井 洋子 ﾏﾂｲ ﾖｳｺ 豊田市 女子40歳代 みよし走ろう会
919 田尾 祐恵 ﾀｵ ﾕｷｴ 名古屋市 女子40歳代
920 西岡 一代 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞﾖ 名古屋市 女子40歳代
921 伊藤 公子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 春日井市 女子40歳代 ともの友のとも
922 古溝 昇子 ｺﾐｿﾞ ｼｮｳｺ 豊橋市 女子40歳代
923 山本 陽子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ 西尾市 女子40歳代 福地中学校
924 森本 康子 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽｺ 常滑市 女子40歳代
925 杉浦 正美 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾐ 高浜市 女子40歳代
926 金指 まゆみ ｶﾅｻｼ ﾏﾕﾐ 岐阜県 女子40歳代
927 勅使河原 恵美子 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｴﾐｺ 名古屋市 女子50歳代
928 岡戸 寿子 ｵｶﾄﾞ ﾄｼｺ 半田市 女子50歳代
929 石川 由味子 ｲｼｶﾜ ﾕﾐｺ 半田市 女子50歳代 ｱｽﾐﾙ
930 黒澤 利恵 ｸﾛｻﾜ ﾄｼｴ 長野県 女子50歳代
931 榊原 久美子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｸﾐｺ 半田市 女子50歳代 ﾗﾝ女子部
932 木永 和子 ｷﾅｶﾞ ｶｽﾞｺ みよし市 女子60歳代
933 松浦 訓子 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾘｺ 静岡県 女子60歳代

■ ミドル 11km 男子
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属

1001 立石 幸也 ﾀﾃｲｼ ﾕｷﾔ 静岡県 男子29歳以下
1002 安永 賢士郎 ﾔｽﾅｶﾞ ｹﾝｼﾛｳ 豊川市 男子29歳以下
1003 堀田 翔紀 ﾎｯﾀ ｼｮｳｷ 豊田市 男子29歳以下 愛知工業大学
1004 原田 崇光 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ 刈谷市 男子29歳以下 富士松AC
1005 前田 能宜 ﾏｴﾀﾞ ﾄｳｷ 名古屋市 男子29歳以下
1006 杉浦 龍馬 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳﾏ 豊田市 男子29歳以下
1007 柴田 雄斗 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 北名古屋市 男子29歳以下 三菱UFJ銀行
1008 野岸 靖憲 ﾉｷﾞｼ ﾔｽﾉﾘ 富山県 男子29歳以下
1009 石井 康敬 ｲｼｲ ﾔｽﾉﾘ 三重県 男子29歳以下 DMGMORI
1010 松本 翔希 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｷ 西尾市 男子29歳以下
1011 浜口 隼人 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 三重県 男子29歳以下
1012 福永 直斗 ﾌｸﾅｶﾞ ﾅｵﾄ 豊田市 男子30歳代
1013 川瀬 慎一朗 ｶﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ 名古屋市 男子30歳代
1014 大塚 貴之 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 豊田市 男子30歳代 しもやま
1015 村松 謙 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ 東京都 男子30歳代
1016 大藪 高男 ｵｵﾔﾌﾞ ﾀｶｵ 三重県 男子30歳代 DMGMORI
1017 堀池 光 ﾎﾘｲｹ ﾋｶﾙ 安城市 男子30歳代
1018 岡原 悠貴 ｵｶﾊﾗ ﾕｳｷ 岡崎市 男子30歳代
1019 高木 信 ﾀｶｷ ｼﾝ 豊田市 男子30歳代
1020 美濃羽 輝 ﾐﾉﾜ ｱｷﾗ 豊田市 男子30歳代 ｾﾞｯﾄｴﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ
1021 松野 将拓 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 男子30歳代
1022 増田 直晃 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｱｷ 岡崎市 男子30歳代
1023 安永 啓一郎 ﾔｽﾅｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 日進市 男子30歳代 中馬塾
1024 村上 雅彦 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ 大阪府 男子30歳代
1025 髙橋 惇 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 名古屋市 男子30歳代
1026 岡田 武 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 安城市 男子30歳代
1027 金子 博貴 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ みよし市 男子30歳代
1028 野原 尊之 ﾉﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 大口町 男子30歳代
1029 徳田 竜也 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 岡崎市 男子30歳代
1030 山口 知也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 安城市 男子30歳代 ｽﾏｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞ
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
1031 久保山 泰幸 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 名古屋市 男子30歳代
1032 高木 厚 ﾀｶｷﾞ ｱﾂｼ 大口町 男子30歳代
1033 稲垣 好一 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 名古屋市 男子30歳代 株式会社ﾘﾊﾋﾟﾈｽ
1034 中田 知志 ﾅｶﾀ ｻﾄｼ 豊田市 男子30歳代
1035 伊藤 浩之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 美浜町 男子30歳代
1036 杉谷 光介 ｽｷﾞﾀﾆ ｺｳｽｹ 三重県 男子30歳代
1037 加藤 健 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 岐阜県 男子30歳代
1038 谷本 憲太郎 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 名古屋市 男子30歳代
1039 幸地 哲也 ｺｳﾁ ﾃﾂﾔ 沖縄県 男子40歳代
1040 外山 新治 ﾄﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 豊田市 男子40歳代
1041 竹川 武人 ﾀｹｶﾜ ﾀｹﾄ 豊田市 男子40歳代
1042 鈴木 一彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 豊川市 男子40歳代 もくぱく
1043 杉田 崇幸 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 幸田町 男子40歳代
1044 穴井 恵一 ｱﾅｲ ｹｲｲﾁ 安城市 男子40歳代
1045 吉野 友規 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾉﾘ 豊川市 男子40歳代
1046 木田 喜啓 ｷﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 西尾市 男子40歳代
1047 須見 桂太 ｹｲﾀ ｽﾐ 豊橋市 男子40歳代
1048 鈴木 健嗣 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾂｸﾞ 豊橋市 男子40歳代
1049 都筑 昭寿 ﾂﾂﾞｷ ｱｷﾄｼ 名古屋市 男子40歳代
1050 藤野 晃浩 ﾌｼﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 豊田市 男子40歳代
1051 小林 亜紋 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾓﾝ 大治町 男子40歳代
1052 水野 祥孝 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾀｶ 福井県 男子40歳代
1053 鴨下 章 ｶﾓｼﾀ ｱｷﾗ 豊田市 男子40歳代
1054 山田 貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 碧南市 男子40歳代
1055 石原 聖季 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ 豊橋市 男子40歳代
1056 木川 信也 ｷｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 豊田市 男子40歳代 三好走ろう会
1057 西岡 孝章 ﾆｼｵｶ ﾀｶｱｷ 名古屋市 男子40歳代
1058 竹内 学 ﾀｹｳﾁ ﾏﾅﾌﾞ みよし市 男子40歳代 みよし走ろう会
1059 吉田 直弥 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 静岡県 男子40歳代 MORI RUN
1060 大鹿 智哉 ｵｵｼｶ ﾄﾓﾔ 名古屋市 男子40歳代 ののかぜ
1061 鈴木 賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 豊川市 男子40歳代
1062 内山 康輔 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 名古屋市 男子40歳代
1063 山口 真司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 美浜町 男子40歳代 ﾏﾙｿｳ
1064 池畑 博之 ｲｹﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 名古屋市 男子40歳代
1065 満尾 哲 ﾐﾂｵ ﾃﾂ 日進市 男子40歳代 日進RC
1066 佐藤 博之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 男子40歳代
1067 本多 慎輔 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｽｹ みよし市 男子40歳代 みよしﾗﾝﾅｰ
1068 馬川 慎一 ｳﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ 豊田市 男子40歳代
1069 長田 浩幸 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 小牧市 男子40歳代
1070 渡辺 英樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 名古屋市 男子40歳代 ﾓｸﾊﾟｸ
1071 倉田 克巳 ｸﾗﾀ ｶﾂﾐ 静岡県 男子40歳代
1072 水谷 紀輔 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾘﾔｽ 一宮市 男子40歳代
1073 野村 萬永 ﾉﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 豊田市 男子40歳代
1074 川原 英揮 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 知多市 男子40歳代 あすたま
1075 斉藤 太誉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 清須市 男子40歳代 ﾘｯﾌﾟﾙ
1076 宇野 浩史 ｳﾉ ｺｳｼﾞ 安城市 男子40歳代
1077 鍋島 滋基 ﾅﾍﾞｼﾏ ｼｹﾞｷ 名古屋市 男子40歳代 ｾﾞｯﾄｴﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ
1078 西川 康之 ﾆｼｶﾜ ﾔｽﾕｷ 名古屋市 男子40歳代
1079 加藤 康弘 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 豊田市 男子40歳代
1080 加藤 友明 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 犬山市 男子40歳代
1081 玉木 猛 ﾀﾏｷ ﾀｹｼ 瀬戸市 男子40歳代
1082 石川 智久 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 東郷町 男子40歳代 株式会社 石川屋
1083 武井 潤二 ﾀｹｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ みよし市 男子40歳代 三好走ろう会
1084 堀田 明則 ﾎｯﾀ ｱｷﾉﾘ みよし市 男子40歳代 堤ｸﾗﾌﾞ
1085 兼松 雅道 ｶﾈﾏﾂ ﾏｻﾐﾁ 東海市 男子40歳代 TEAM302
1086 磯田 英夫 ｲｿﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 刈谷市 男子40歳代 38番ｵﾔｼﾞ組
1087 丹羽 国博 ﾆﾜ ｸﾆﾋﾛ 名古屋市 男子40歳代
1088 村上 賢次 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ 岡崎市 男子40歳代
1089 藤田 佳三 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾐ 静岡県 男子40歳代 袋井市役所
1090 内田 忠夫 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ 三重県 男子40歳代
1091 夏目 源人 ﾅﾂﾒ ﾐﾅﾄ 津島市 男子40歳代 はまりく
1092 鹿島田 靖 ｶｼﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 名古屋市 男子50歳代
1093 西口 均 ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 滋賀県 男子50歳代
1094 小柳 雅義 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾖｼ 東浦町 男子50歳代
1095 浦 浩行 ｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 男子50歳代 ちょこぼｰる
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
1096 西川 石雄 ﾆｼｶﾜ ｲｼｵ 滋賀県 男子50歳代 N2ｱｽﾘｰﾄ
1097 西澤 正志 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 滋賀県 男子50歳代 N2ｱｽﾘｰﾄ
1098 桂 正治 ｶﾂﾗ ﾏｻﾊﾙ みよし市 男子50歳代
1099 辻 裕 ﾂｼﾞ ﾕﾀｶ 一宮市 男子50歳代 ﾔﾅｾ
1100 新川 耕一 ｼﾝｶﾜ ｺｳｲﾁ みよし市 男子50歳代 ﾊﾔﾃﾚRC
1101 水野 信幸 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 名古屋市 男子50歳代
1102 石川 喜代治 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾊﾙ 岡崎市 男子50歳代 ｱｲｼﾝ高丘
1103 寺澤 法弘 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 大口町 男子50歳代
1104 吉岡 憲一 ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 岡崎市 男子50歳代
1105 大上 純一 ｵｵｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 扶桑町 男子50歳代
1106 永井 一成 ﾅｶﾞｲ ﾅｽﾞﾅﾘ 長野県 男子50歳代
1107 前原 克彦 ﾏｴﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 豊川市 男子50歳代 東三河建設事務所
1108 吉川 博昭 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 三重県 男子50歳代 ARRT
1109 舟橋 優司 ﾌﾅﾊｼ ﾕｳｼﾞ 豊田市 男子50歳代 ｾﾞｯﾄｴﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ
1110 高木 聡 ﾀｶｷﾞ ｻﾄｼ 岐阜県 男子50歳代
1111 遠藤 智芳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾖｼ 豊田市 男子50歳代
1112 高橋 晋 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 静岡県 男子50歳代
1113 信本 昇二 ﾉﾌﾞﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 名古屋市 男子50歳代
1114 大橋 光裕 ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ 知立市 男子50歳代
1115 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 豊橋市 男子50歳代
1116 平田 孝夫 ﾋﾗﾀ ﾀｶｵ 尾張旭市 男子50歳代
1117 加藤 正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 豊田市 男子50歳代 ｾﾞｯﾄｴﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ
1118 高田 士郎 ﾀｶﾀﾞ ｼﾛｳ 岡崎市 男子50歳代
1119 徳山 佳男 ﾄｸﾔﾏ ﾖｼｵ 豊橋市 男子50歳代
1120 橋本 尚人 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾋﾄ 豊田市 男子50歳代 はまくり
1121 関根 伸二 ｾｷﾈ ｼﾝｼﾞ 滋賀県 男子50歳代
1122 竹原 順二 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡県 男子50歳代
1123 岡田 信 ｵｶﾀﾞ ｼﾝ 三重県 男子50歳代
1124 中島 浩幸 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 名古屋市 男子50歳代
1125 福田 幹也 ﾌｸﾀﾞ ﾐｷﾔ 岡崎市 男子60歳代
1126 松下 康英 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 名古屋市 男子60歳代 産業技術ｾﾝﾀｰ
1127 田邉 昇 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府 男子60歳代
1128 神谷 和宏 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 安城市 男子60歳代 KGRC
1129 大畑 雅弘 ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 男子60歳代
1130 天道 猛 ﾃﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 千葉県 男子60歳代 MTRC
1131 牧村 邦男 ﾏｷﾑﾗ ｸﾆｵ 名古屋市 男子60歳代
1132 長谷川 守 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 名古屋市 男子60歳代 あすたま
1133 山家 和義 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ 三重県 男子60歳代 Y.O.S.
1134 次廣 章 ﾂｷﾞﾋﾛ ｱｷﾗ 静岡県 男子70歳代
1135 不破 高保 ﾌﾜ ﾀｶﾔｽ 日進市 男子70歳代
1136 坂本 清光 ｻｶﾓﾄ ｷﾖﾐﾂ 岡崎市 男子70歳代

■ ミドル 11km 女子
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属

2001 森島 彩乃 ﾓﾘｼﾏ ｱﾔﾉ みよし市 女子29歳以下 北斗病院
2002 永井 美沙 ﾅｶﾞｲ ﾐｻ 長野県 女子29歳以下
2003 下市 奈実 ｼﾓｲﾁ ﾅﾐ 岡崎市 女子29歳以下 北斗病院
2004 三浦 咲紀 ﾐｳﾗ ｻｷ 名古屋市 女子29歳以下
2005 奥村 美嘉 ｵｸﾑﾗ ﾐｶ 三重県 女子29歳以下
2006 井上 友梨子 ｲﾉｳｴ ﾕﾘｺ 三重県 女子29歳以下
2007 沖兎 泉帆 ｵｷﾄ ｲｽﾞﾎ 春日井市 女子30歳代
2008 古橋 美穂 ﾌﾙﾊｼ ﾐﾎ 静岡県 女子30歳代
2009 美濃羽 ちはる ﾐﾉﾜ ﾁﾊﾙ 豊田市 女子30歳代 ｾﾞｯﾄｴﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ
2010 佐藤 麻由奈 ｻﾄｳ ﾏﾕﾅ 三重県 女子30歳代
2011 江崎 友美 ｴｻｷ ﾕﾐ 名古屋市 女子30歳代
2012 中西 祥子 ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺ 静岡県 女子30歳代
2013 内海 祐子 ｳﾂﾐ ﾕｳｺ 豊田市 女子30歳代
2014 鈴木 梢 ｽｽﾞｷ ｺｽﾞｴ 名古屋市 女子30歳代
2015 井上 利江 ｲﾉｳｴ ﾄｼｴ 東海市 女子30歳代
2016 鈴木 依子 ｽｽﾞｷ ﾖﾘｺ 豊川市 女子40歳代
2017 木川 睦美 ｷｶﾞﾜ ﾑﾂﾐ 豊田市 女子40歳代 三好走ろう会
2018 久田 圭美 ﾋｻﾀﾞ ｶﾄﾞﾐ 半田市 女子40歳代
2019 井澤 良子 ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 春日井市 女子40歳代
2020 平野 真里 ﾋﾗﾉ ﾏﾘ 静岡県 女子40歳代 平野労務ｱｼｽﾄ
2021 矢部 愛 ﾔﾍﾞ ﾒｸﾞﾑ 日進市 女子40歳代
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
2022 浦 圭子 ｳﾗ ｹｲｺ 静岡県 女子40歳代 ちょこぼｰる
2023 石黒 節子 ｲｼｸﾞﾛ ｾﾂｺ 福井県 女子40歳代 さくら病院
2024 吉野 智美 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾐ 豊田市 女子40歳代 TOKOTON
2025 濱嶋 直美 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾅｵﾐ 名古屋市 女子40歳代
2026 舟橋 直子 ﾌﾅﾊｼ ﾅｵｺ 豊田市 女子40歳代 ｾﾞｯﾄｴﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ
2027 桂 美矢子 ｶﾂﾗ ﾐﾔｺ みよし市 女子40歳代
2028 大月 直子 ｵｵﾂｷ ﾅｵｺ 岡崎市 女子50歳代
2029 杉浦 美詠子 ｽｷﾞｳﾗ ﾐｴｺ 半田市 女子50歳代
2030 吉良 裕代 ｷﾗ ﾋﾛﾖ 三重県 女子50歳代 あすたま
2031 森 友恵 ﾓﾘ ﾄﾓｴ 名古屋市 女子50歳代 ﾁｰﾑ女豹
2032 出見 京子 ﾃﾞﾐ ｷｮｳｺ 春日井市 女子50歳代 あすたま
2033 中村 玲子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 静岡県 女子50歳代
2034 西尾 みどり ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ 名古屋市 女子50歳代
2035 桜井 美津子 ｻｸﾗｲ ﾐﾂｺ 豊田市 女子50歳代 三好走ろう会
2036 竹原 知子 ﾀｹﾊﾗ ﾄﾓｺ 静岡県 女子50歳代
2037 大根田 結花 ｵｵﾈﾀﾞ ﾕｶ 埼玉県 女子50歳代
2038 松浦 由美子 ﾏﾂｳﾗ ﾕﾐｺ 津島市 女子60歳代 東海ﾏﾗﾆｯｸ

■ ロング 21km 男子
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属

3001 勝田 哲史 ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ 名古屋市 男子29歳以下 名古屋大学
3002 関 竜太 ｾｷ ﾘｭｳﾀ 豊橋市 男子29歳以下
3003 渡辺 隼也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 岡崎市 男子29歳以下 北斗病院
3004 佐野 旭宏 ｻﾉ ｱｷﾋﾛ 名古屋市 男子29歳以下
3005 長澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野県 男子29歳以下
3006 二瓶 陽介 ﾆﾍｲ ﾖｳｽｹ 豊田市 男子29歳以下
3007 竹内 遼介 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 一宮市 男子30歳代
3008 福代 光平 ﾌｸﾖ ｺｳﾍｲ 蒲郡市 男子30歳代
3009 真木 邦彦 ﾏｷ ｸﾆﾋｺ 岐阜県 男子30歳代
3010 細江 大祐 ﾎｿｴ ﾀﾞｲｽｹ 大府市 男子30歳代
3011 山田 健介 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 岡崎市 男子30歳代
3012 大手 直樹 ｵｵﾃ ﾅｵｷ 名古屋市 男子30歳代
3013 笹原 準 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 静岡県 男子30歳代 美薗RC_FUN
3014 太田 祐平 ｵｵﾀ ﾕｳﾍｲ 蒲郡市 男子30歳代
3015 岩田 悟 ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ 碧南市 男子30歳代
3016 光永 周平 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 常滑市 男子30歳代 あすたま
3017 和田 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐阜県 男子30歳代
3018 佐藤 義浩 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 名古屋市 男子30歳代
3019 中川 賢一 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 名古屋市 男子30歳代
3020 下釜 央 ｼﾓｶﾞﾏ ﾋﾛｼ 岡崎市 男子30歳代
3021 芳野 洋 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 安城市 男子30歳代
3022 真辺 健一 ﾏﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 安城市 男子30歳代 安城快足AC
3023 竹下 朋宏 ﾀｹｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 安城市 男子30歳代
3024 山口 聡史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 豊田市 男子30歳代
3025 篠田 隆史 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 豊田市 男子30歳代
3026 服部 公俊 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾄｼ 岐阜県 男子30歳代
3027 若山 慎吾 ﾜｶﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 豊川市 男子30歳代
3028 柳瀬 浩平 ﾔﾅｾ ｺｳﾍｲ 尾張旭市 男子30歳代
3029 近藤 和久 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ 豊田市 男子30歳代
3030 山本 幹也 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾔ 豊橋市 男子30歳代 豊橋市役所
3031 小野田 剛太 ｵﾉﾀﾞ ｺﾞｳﾀ 豊田市 男子30歳代
3032 谷澤 知章 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 静岡県 男子30歳代 浜松ﾎﾄﾆｸｽ
3033 渡辺 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 豊田市 男子30歳代
3034 海野 晃裕 ｳﾝﾉ ｱｷﾋﾛ 静岡県 男子30歳代
3035 松原 吉紀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 静岡県 男子30歳代
3036 三谷 幸司 ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ 名古屋市 男子30歳代
3037 清水 睦夫 ｼﾐｽﾞ ﾑﾂｵ 岡崎市 男子30歳代 CMWｼﾞｮｸﾞ･ﾗﾝﾆﾝｸﾞ部
3038 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 春日井市 男子30歳代 SANAGE
3039 橋本 岳 ﾊｼﾓﾄ ｶﾞｸ 名古屋市 男子30歳代
3040 村瀬 寛晃 ﾑﾗｾ ﾋﾛｱｷ 春日井市 男子30歳代 LIXILﾚｰｼﾝｸﾞ
3041 園田 将樹 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｷ 岡崎市 男子30歳代
3042 倉地 健郎 ｸﾗﾁ ﾀｹｵ 豊田市 男子30歳代
3043 森下 輝宝 ﾓﾘｼﾀ ﾃﾙﾐﾁ 豊田市 男子40歳代 共走進
3044 山田 真吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 蒲郡市 男子40歳代
3045 野々山 明史 ﾉﾉﾔﾏ ｱｷﾌﾐ 豊田市 男子40歳代
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
3046 荒川 卓俊 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾄｼ 大阪府 男子40歳代 LIXIL
3047 久野 基 ﾋｻﾉ ﾓﾄｲ 静岡県 男子40歳代
3048 松岡 真治 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｼﾞ 名古屋市 男子40歳代
3049 色川 穂高 ｲﾛｶﾜ ﾎﾀﾞｶ 名古屋市 男子40歳代
3050 武田 俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 春日井市 男子40歳代
3051 木戸 賢記 ｷﾄﾞ ﾏｻﾉﾘ 新城市 男子40歳代
3052 宮内 快治 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾊﾙ 長野県 男子40歳代
3053 梅田 誉夫 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶｵ 豊田市 男子40歳代
3054 岡本 安幸 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 豊川市 男子40歳代 TRM2013
3055 渡邊 強人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖﾋﾄ 半田市 男子40歳代 愛知県厚生事業団
3056 宮嶋 宏順 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 名古屋市 男子40歳代
3057 堀江 亮介 ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 名古屋市 男子40歳代 名古屋市東部倫理法人会
3058 飯田 幸生 ｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ 豊明市 男子40歳代 四国遍路医師会
3059 荒木 達彦 ｱﾗｷ ﾀﾂﾋｺ 東海市 男子40歳代
3060 仁保 友和 ﾆﾎ ﾄﾓｶｽﾞ みよし市 男子40歳代
3061 浦尾 直孝 ｳﾗｵ ﾅｵﾀｶ 名古屋市 男子40歳代
3062 羽柴 公貴 ﾊｼﾊﾞ ｷﾐﾀｶ 豊田市 男子40歳代 TMC
3063 吉田 岳生 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｵ 福井県 男子40歳代
3064 佐藤 正治 ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 名古屋市 男子40歳代 一条工務店
3065 山下 順 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 静岡県 男子40歳代
3066 鈴木 孝 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ みよし市 男子40歳代
3067 新開 啓貴 ｼﾝｶﾞｲ ﾋﾛﾀｶ 蒲郡市 男子40歳代 ﾃﾞﾝｿｰ
3068 内藤 充也 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂﾔ 碧南市 男子40歳代 西三河夜ﾗﾝﾌﾞｰ
3069 設樂 啓一 ｼﾀﾗ ｹｲｲﾁ 名古屋市 男子40歳代
3070 三浦 正徳 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 豊田市 男子40歳代 中馬塾
3071 西村 文宏 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ 豊田市 男子40歳代
3072 中西 耕策 ﾅｶﾆｼ ｺｳｻｸ みよし市 男子40歳代
3073 松田 雅也 ﾏｻﾔ ﾏﾂﾀﾞ 春日井市 男子40歳代 千代田ﾋﾞﾚｯｼﾞ
3074 市川 慎一郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 名古屋市 男子40歳代
3075 長谷部 純二 ﾊｾﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 日進市 男子40歳代
3076 出原 功 ｲｽﾞﾊﾗ ｲｻｵ 豊田市 男子40歳代 BHMC
3077 溝口 久晴 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋｻﾊﾙ 岐阜県 男子40歳代
3078 名倉 寛之 ﾅｸﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 西尾市 男子40歳代 ﾄﾖﾀ輸送中部
3079 鈴木 新悟 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 豊田市 男子40歳代 足助陸上部
3080 川端 和典 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 豊田市 男子40歳代
3081 河合 康典 ｶﾜｲ ﾔｽﾉﾘ 長久手市 男子40歳代
3082 草田 進 ｸｻﾀﾞ ｽｽﾑ 岐阜県 男子40歳代
3083 田中 弘人 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 神奈川県 男子40歳代
3084 篠田 岳史 ｼﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 名古屋市 男子40歳代 大高SCR
3085 三浦 洋司 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 福岡県 男子40歳代
3086 市橋 昭二 ｲﾁﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 名古屋市 男子40歳代
3087 長谷川 誠之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 岐阜県 男子50歳代 kenｼｮｯｸｽ
3088 神野 篤史 ｼﾞﾝﾉ ｱﾂｼ 豊明市 男子50歳代 AIRC
3089 中本 彰 ﾅｶﾓﾄ ｱｷﾗ 東浦町 男子50歳代
3090 逸見 修二 ﾍﾝﾐ ｼｭｳｼﾞ 名古屋市 男子50歳代
3091 平位 和幸 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 豊田市 男子50歳代 BHMC
3092 渡辺 義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 幸田町 男子50歳代 幸田町教員
3093 梅原 弘行 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 男子50歳代
3094 茂原 育磨 ﾓﾊﾗ ｲｸﾏ 名古屋市 男子50歳代
3095 井上 正俊 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄｼ 豊田市 男子50歳代
3096 高橋 輝樹 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｷ 刈谷市 男子50歳代
3097 香川 禎明 ｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 岐阜県 男子50歳代 木こり
3098 鈴木 文仁 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋﾄ 名古屋市 男子50歳代
3099 野崎 康彰 ﾉｻﾞｷ ﾔｽｱｷ 安城市 男子50歳代
3100 市川 仁史 ｲﾁｶﾜ ﾋﾄｼ 蒲郡市 男子50歳代 回回回梅月園六花回回回
3101 脇本 道弘 ﾜｷﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ 岡崎市 男子50歳代
3102 杉浦 健次 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ 刈谷市 男子50歳代
3103 久米 英総 ｸﾒ ﾋﾃﾞﾌｻ 豊橋市 男子50歳代
3104 篠田 悟 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ 長野県 男子50歳代
3105 菅沼 正司 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｻｼ 豊田市 男子50歳代
3106 越智 宣夫 ｵﾁ ﾉﾌﾞｵ 安城市 男子50歳代 ﾃﾞﾝｿｰ安城
3107 山口 忍 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 安城市 男子50歳代
3108 山田 和正 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 名古屋市 男子50歳代 ﾁｰﾑTOKI
3109 杉浦 定康 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾀﾞﾔｽ 安城市 男子50歳代 JAC
3110 釘宮 祐治 ｸｷﾞﾐﾔ ﾕｳｼﾞ 長久手市 男子50歳代 あすたま
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No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属
3111 金 世保 ｷﾑ ｾｲﾎﾞ 日進市 男子50歳代 NCFR-MR.KIM
3112 川上 知紀 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｷ 豊田市 男子50歳代 ﾄﾖﾀ基金
3113 小林 弘昌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 豊田市 男子50歳代 熊高水泳部OB
3114 磯部 誠 ｲｿﾍﾞ ﾏｺﾄ 豊田市 男子50歳代 豊田山岳会
3115 牧口 実 ﾏｷｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 豊田市 男子50歳代
3116 堀部 博文 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 小牧市 男子50歳代 ﾍﾞｰｺﾝｽﾞ
3117 小杉 幸夫 ｺｽｷﾞ ﾕｷｵ 豊橋市 男子60歳代 ﾀｸﾏ
3118 安永 道直 ﾔｽﾅｶﾞ ﾐﾁﾅｵ 名古屋市 男子60歳代
3119 服部 峰一 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾈｶｽﾞ 兵庫県 男子60歳代
3120 伊藤 和祥 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 岡崎市 男子60歳代
3121 水崎 澄夫 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ 福井県 男子60歳代
3122 高澤 正義 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 豊川市 男子60歳代 ｺﾝﾊﾞｯﾄ
3123 三宅 基之 ﾐﾔｹ ﾓﾄﾕｷ 豊田市 男子60歳代 藤本建設株式会社
3124 榊原 幹男 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｷｵ 名古屋市 男子60歳代
3125 齋藤 好道 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐﾁ 岡崎市 男子70歳代 北斗病院 岡崎市
3126 矢野 正雄 ﾔﾉ ﾏｻｵ 埼玉県 男子70歳代

■ ロング 21km 女子
No. 氏名 氏名カナ 居住地 表彰区分 所　属

4001 岡田 ももか ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ みよし市 女子29歳以下
4002 北島 幸奈 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｷﾅ 名古屋市 女子30歳代 名大ｸﾗﾌﾞ
4003 松岡 裕華 ﾏﾂｵｶ ﾕｶ 大阪府 女子30歳代
4004 原 生子美 ﾊﾗ ﾊｽﾐ 北海道 女子30歳代
4005 鈴木 可奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 知立市 女子40歳代
4006 大蔵 由紀子 ｵｵｸﾗ ﾕｷｺ 豊橋市 女子40歳代
4007 伊藤 怜 ｲﾄｳ ﾚｲ 岡崎市 女子40歳代
4008 祖父江 寧子 ｿﾌﾞｴ ﾔｽｺ 名古屋市 女子40歳代
4009 武井 美帆 ﾀｹｲ ﾐﾎ みよし市 女子40歳代 愛知三好走ろう会
4010 松岡 恭子 ﾏﾂｵｶ ｷｮｳｺ 名古屋市 女子40歳代
4011 内藤 千枝 ﾅｲﾄｳ ﾁｴ 名古屋市 女子40歳代
4012 廣田 頼美 ﾋﾛﾀ ﾄﾓﾐ 富山県 女子40歳代
4013 斉藤 裕子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 小牧市 女子40歳代
4014 牛丸 波恵 ｳｼﾏﾙ ﾅﾐｴ みよし市 女子40歳代 三好走ろう会
4015 山城 香 ﾔﾏｼﾛ ｶｵﾘ みよし市 女子40歳代
4016 永井 啓子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 長野県 女子50歳代
4017 畔木 里美 ｸﾛｷ ｻﾄﾐ 安城市 女子50歳代
4018 柴田 由佳利 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶﾘ 一宮市 女子50歳代
4019 次廣 恵美 ﾂｷﾞﾋﾛ ｴﾐ 静岡県 女子60歳代
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