
フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

1 360 白鳥 拓 シラトリ タク 38 男 愛知県 男子30-39歳 1

2 269 川前 紀尚 カワマエ トシヒサ 43 男 大阪府 男子40-49歳 1

3 438 立木 靖久 ツイキ ヤスヒサ 42 男 岐阜県 男子40-49歳 2

4 514 西村 広和 ニシムラ ヒロカズ 30 男 滋賀県 男子30-39歳 2

5 289 蔵本 康孝 クラモト ヤスタカ 44 男 大阪府 男子40-49歳 3

6 469 長坂 雅彦 ナガサカ マサヒコ 49 男 愛知県 男子40-49歳 4

7 331 櫻井 史則 サクライ フミノリ 47 男 愛知県 男子40-49歳 5

8 452 寺澤 秀二 テラザワ シュウジ 46 男 三重県 男子40-49歳 6

9 241 加藤 弘恒 カトウ ヒロツネ 44 男 福井県 男子40-49歳 7

10 104 渥美 君彦 アツミ キミヒコ 39 男 愛知県 男子30-39歳 3

11 389 曽布川 信秀 ソブカワ ノブヒデ 36 男 静岡県 男子30-39歳 4

12 444 土本 立春 ツチモト タツハル 56 男 愛知県 男子50歳以上 1

13 422 田辺 茂樹 タナベ シゲキ 38 男 愛知県 男子30-39歳 5

14 192 大河内 一樹 オオコウチ カズキ 52 男 岐阜県 男子50歳以上 2

15 227 小畑 博紀 オバタ ヒロキ 32 男 福井県 男子30-39歳 6

16 454 寺西 賢二 テラニシ ケンジ 41 男 三重県 男子40-49歳 8

17 108 天野 良紀 アマノ ヨシキ 38 男 山梨県 男子30-39歳 7

18 184 榎元 聖二 エノモト セイジ 48 男 愛知県 男子40-49歳 9

19 404 高山 尚久 タカヤマ ナオヒサ 51 男 愛知県 男子50歳以上 3

20 263 河瀬 晃一 カワセ コウイチ 31 男 岐阜県 男子30-39歳 8

21 210 岡 正樹 オカ マサキ 41 男 愛知県 男子40-49歳 10

22 491 中村 道夫 ナカムラ ミチオ 41 男 愛知県 男子40-49歳 11

23 326 榊 剛 サカキ ツヨシ 41 男 京都府 男子40-49歳 12

24 443 土岡 直樹 ツチオカ ナオキ 50 男 愛知県 男子50歳以上 4

25 115 飯塚 剛 イイヅカ タケシ 41 男 岐阜県 男子40-49歳 13

26 528 橋本 洋孝 ハシモト ヒロタカ 38 男 三重県 男子30-39歳 9

27 84 青木 仁史 アオキ ヒトシ 38 男 愛知県 男子30-39歳 10

28 632 宮川 宗久 ミヤカワ ムネヒサ 47 男 愛知県 男子40-49歳 14

29 645 村上 豊 ムラカミ ユタカ 43 男 石川県 男子40-49歳 15

30 107 天池 幸喜 アマイケ コウキ 34 男 岐阜県 男子30-39歳 11

31 651 室井 道人 ムロイ ミチヒト 54 男 福岡県 男子50歳以上 5

32 100 浅野 史久 アサノ フミヒサ 49 男 愛知県 男子40-49歳 16

33 678 山田 潔 ヤマダ キヨシ 34 男 兵庫県 男子30-39歳 12

34 201 大谷 哲也 オオタニ テツヤ 38 男 愛知県 男子30-39歳 13

35 712 渡辺 孝彦 ワタナベ タカヒコ 37 男 愛知県 男子30-39歳 14

36 429 玉木 康博 タマキ ヤスヒロ 33 男 富山県 男子30-39歳 15

37 495 中山 英樹 ナカヤマ ヒデキ 50 男 福井県 男子50歳以上 6

38 134 石埜 友樹 イシノ ユウキ 27 男 愛知県 男子29歳以下 1

39 327 阪田 啓一郎 サカタ ケイイチロウ 32 男 三重県 男子30-39歳 16

40 512 西松 敏昭 ニシマツ トシアキ 39 男 兵庫県 男子30-39歳 17

41 432 田村 隼人 タムラ ハヤト 35 男 福井県 男子30-39歳 18

42 594 堀田 芳弘 ホッタ ヨシヒロ 40 男 愛知県 男子40-49歳 17

43 363 新村 満弘 シンムラ ミツヒロ 48 男 愛知県 男子40-49歳 18

44 332 櫻枝 晋次 サクラエダ シンジ 29 男 岐阜県 男子29歳以下 2

45 131 石田 賢生 イシダ ケンセイ 36 男 静岡県 男子30-39歳 19

46 699 吉村 伸二 ヨシムラ シンジ 40 男 静岡県 男子40-49歳 19

47 215 小川 浩正 オガワ ヒロマサ 49 男 愛知県 男子40-49歳 20

48 545 原 典昭 ハラ ノリアキ 52 男 兵庫県 男子50歳以上 7

49 519 野中 俊樹 ノナカ トシキ 41 男 愛知県 男子40-49歳 21

50 529 長谷川 平 ハセガワ タイラ 44 男 滋賀県 男子40-49歳 22

51 101 浅野 三男 アサノ ミツオ 46 男 愛知県 男子40-49歳 23

52 536 服部 隆充 ハットリ タカミツ 40 男 愛知県 男子40-49歳 24

53 507 西川 幸延 ニシカワ ユキノブ 35 男 愛知県 男子30-39歳 20

54 204 大野 修平 オオノ シュウヘイ 45 男 愛知県 男子40-49歳 25

55 219 小木曽 薫 オギソ カオル 47 男 愛知県 男子40-49歳 26

56 462 友松 義明 トモマツ ヨシアキ 46 男 岐阜県 男子40-49歳 27

57 127 石川 淳二 イシカワ ジュンジ 38 男 三重県 男子30-39歳 21

58 442 辻 洋一 ツジ ヨウイチ 53 男 岐阜県 男子50歳以上 8

59 159 今井 隆史 イマイ タカフミ 24 男 愛知県 男子29歳以下 3

60 691 吉岡 敦 ヨシオカ アツシ 50 男 愛知県 男子50歳以上 9

61 122 池田 靖成 イケダ ヤスナリ 44 男 愛知県 男子40-49歳 28

62 214 岡村 佳彦 オカムラ ヨシヒコ 32 男 三重県 男子30-39歳 22

63 89 赤松 淳 アカマツ ジュン 52 男 福井県 男子50歳以上 10

64 395 高田 康雄 タカダ ヤスオ 49 男 岐阜県 男子40-49歳 29



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

65 390 多賀 久徳 タガ ヒサノリ 24 男 愛知県 男子29歳以下 4

66 557 平塚 和彦 ヒラツカ カズヒコ 48 男 滋賀県 男子40-49歳 30

67 658 森井 純也 モリイ ジュンヤ 39 男 三重県 男子30-39歳 23

68 571 藤田 高幸 フジタ タカユキ 30 男 愛知県 男子30-39歳 24

69 426 谷口 雅哉 タニグチ マサヤ 46 男 三重県 男子40-49歳 31

70 246 加藤 保雄 カトウ ヤスオ 53 男 三重県 男子50歳以上 11

71 451 寺岡 用二 テラオカ ヨウジ 53 男 滋賀県 男子50歳以上 12

72 348 品 吉治 シナ ヨシハル 58 男 長野県 男子50歳以上 13

73 355 清水 一彦 シミズ カズヒコ 50 男 愛知県 男子50歳以上 14

74 621 三代 芳広 ミシロ ヨシヒロ 49 男 愛知県 男子40-49歳 32

75 368 杉浦 伸哉 スギウラ シンヤ 33 男 愛知県 男子30-39歳 25

76 589 穂迫 順一 ホサコ ジュンイチ 51 男 愛知県 男子50歳以上 15

77 631 宮川 朋史 ミヤガワ トモフミ 30 男 福井県 男子30-39歳 26

78 93 あさい しんご アサイ シンゴ 28 男 愛知県 男子29歳以下 5

79 116 飯塚 友朗 イイヅカ トモアキ 49 男 愛知県 男子40-49歳 33

80 200 大谷 保 オオタニ タモツ 37 男 富山県 男子30-39歳 27

81 660 森本 猛史 モリモト タケシ 33 男 兵庫県 男子30-39歳 28

82 511 西田 弘之 ニシタ ヒロユキ 53 男 石川県 男子50歳以上 16

83 179 江上 剛 エガミ ツヨシ 40 男 愛知県 男子40-49歳 34

84 276 岸本 雄 キシモト ユウ 28 男 愛知県 男子29歳以下 6

85 466 中池 芳和 ナカイケ ヨシカズ 44 男 三重県 男子40-49歳 35

86 396 高野 和幸 タカノ カズユキ 35 男 岐阜県 男子30-39歳 29

87 140 市田 勝也 イチダ カツヤ 50 男 愛知県 男子50歳以上 17

88 87 赤井 貞康 アカイ サダヤス 56 男 岐阜県 男子50歳以上 18

89 338 笹原 克史 ササハラ カツシ 39 男 愛知県 男子30-39歳 30

90 345 佐原 利孝 サハラ トシタカ 42 男 岐阜県 男子40-49歳 36

91 701 芳村 徹 ヨシムラ テツ 45 男 愛知県 男子40-49歳 37

92 181 江口 航平 エグチ コウヘイ 30 男 京都府 男子30-39歳 31

93 530 長谷川 敬洋 ハセガワ ノリヒロ 52 男 愛知県 男子50歳以上 19

94 543 林 康宏 ハヤシ ヤスヒロ 38 男 岐阜県 男子30-39歳 32

95 339 佐藤 勝良 サトウ カツヨシ 65 男 三重県 男子50歳以上 20

96 145 伊藤 慎 イトウ シン 40 男 三重県 男子40-49歳 38

97 521 野村 泰彦 ノムラ ヤスヒコ 36 男 愛知県 男子30-39歳 33

98 86 青山 俊介 アオヤマ シュンスケ 40 男 岐阜県 男子40-49歳 39

99 304 小林 丈二 コバヤシ ジヨウジ 35 男 愛知県 男子30-39歳 34

100 167 岩崎 隆 イワサキ タカシ 49 男 愛知県 男子40-49歳 40

101 480 長野 智巳 ナガノ トモミ 51 男 三重県 男子50歳以上 21

102 318 近藤 正典 コンドウ マサノリ 39 男 愛知県 男子30-39歳 35

103 568 藤垣 聡司 フジガキ サトシ 43 男 三重県 男子40-49歳 41

104 312 権田 清 ゴンダ キヨシ 39 男 三重県 男子30-39歳 36

105 410 多田 通夫 タダ ミチオ 53 男 愛知県 男子50歳以上 22

106 628 南井 巌 ミナイ イワオ 47 男 滋賀県 男子40-49歳 42

107 292 小池 良夫 コイケ ヨシオ 55 男 愛知県 男子50歳以上 23

108 245 加藤 雅博 カトウ マサヒロ 36 男 愛知県 男子30-39歳 37

109 162 今木 浩靖 イマキ ヒロヤス 41 男 岐阜県 男子40-49歳 43

110 193 大沢 恵尚 オオサワ ヨシヒサ 46 男 滋賀県 男子40-49歳 44

111 311 小屋 芳宏 コヤ ヨシヒロ 48 男 石川県 男子40-49歳 45

112 489 中村 雅 ナカムラ マサシ 49 男 三重県 男子40-49歳 46

113 392 高木 和裕 タカギ カズヒロ 40 男 愛知県 男子40-49歳 47

114 154 犬飼 一博 イヌカイ カズヒロ 53 男 愛知県 男子50歳以上 24

115 138 磯部 敏信 イソベ トシノブ 34 男 愛知県 男子30-39歳 38

116 673 山口 雅史 ヤマグチ マサシ 36 男 岐阜県 男子30-39歳 39

117 211 岡 康治 オカ ヤスハル 47 男 東京都 男子40-49歳 48

118 439 塚本 芳正 ツカモト ヨシマサ 34 男 愛知県 男子30-39歳 40

119 437 中條 金平 チュウジョウ カネヒラ 51 男 愛知県 男子50歳以上 25

120 633 宮崎 崇徳 ミヤザキ タカノリ 39 男 三重県 男子30-39歳 41

121 283 木村 正文 キムラ マサフミ 46 男 岐阜県 男子40-49歳 49

122 431 田村 匡 タムラ タダシ 50 男 岐阜県 男子50歳以上 26

123 705 米田 英昭 ヨネダ ヒデアキ 32 男 栃木県 男子30-39歳 42

124 324 酒井 智彦 サカイ トモヒコ 21 男 東京都 男子29歳以下 7

125 275 木里 勝秀 キサト カツヒデ 56 男 愛知県 男子50歳以上 27

126 260 川口 隆 カワグチ タカシ 51 男 愛知県 男子50歳以上 28

127 542 林 雅明 ハヤシ マサアキ 43 男 愛知県 男子40-49歳 50

128 337 佐々田 実 ササダ ミノル 56 男 愛知県 男子50歳以上 29



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

129 228 小原 裕史 オハラ ヒロフミ 41 男 愛知県 男子40-49歳 51

130 364 末沢 邦夫 スエザワ クニオ 54 男 愛知県 男子50歳以上 30

131 157 井上 康之 イノウエ ヤスユキ 22 男 滋賀県 男子29歳以下 8

132 362 新林 是昭 シンバヤシ コレアキ 46 男 京都府 男子40-49歳 52

133 301 後藤 高明 ゴトウ タカアキ 54 男 岐阜県 男子50歳以上 31

134 173 鵜飼 裕一 ウカイ ユウイチ 41 男 愛知県 男子40-49歳 53

135 679 山田 将司 ヤマダ ショウジ 38 男 愛知県 男子30-39歳 43

136 535 服部 篤志 ハットリ アツシ 53 男 三重県 男子50歳以上 32

137 694 吉田 昌弘 ヨシダ マサヒロ 44 男 三重県 男子40-49歳 54

138 176 内山 透 ウチヤマ トオル 34 男 三重県 男子30-39歳 44

139 96 朝柄 毅 アサガラ ツヨシ 52 男 三重県 男子50歳以上 33

140 573 伏見 和也 フシミ カズヤ 50 男 岐阜県 男子50歳以上 34

141 371 杉藤 正美 スギトウ マサミ 53 男 愛知県 男子50歳以上 35

142 607 松井 博道 マツイ ヒロミチ 47 男 愛知県 男子40-49歳 55

143 257 川井 孝士 カワイ タカシ 49 男 福井県 男子40-49歳 56

144 566 福島 雅之 フクシママ サユキ 37 男 愛知県 男子30-39歳 45

145 433 丹上 正安 タンジョウ マサヤス 61 男 京都府 男子50歳以上 36

146 638 向田 真一 ムカイダ シンイチ 51 男 岐阜県 男子50歳以上 37

147 102 朝日 正之 アサヒ マサユキ 49 男 福井県 男子40-49歳 57

148 354 嶋本 勝浩 シマモト カツヒロ 52 男 滋賀県 男子50歳以上 38

149 110 安藤 弘 アンドウ ヒロシ 50 男 岐阜県 男子50歳以上 39

150 135 石原 光博 イシハラ ミツヒロ 43 男 愛知県 男子40-49歳 58

151 634 宮嶋 宏順 ミヤジマ ヒロユキ 37 男 愛知県 男子30-39歳 46

152 198 太田 義人 オオタ ヨシヒト 41 男 岐阜県 男子40-49歳 59

153 280 木下 恒平 キノシタ コウヘイ 33 男 愛知県 男子30-39歳 47

154 185 遠渡 純輝 エンド ジュンキ 36 男 岐阜県 男子30-39歳 48

155 183 榎本 聡史 エノモト サトシ 39 男 岐阜県 男子30-39歳 49

156 310 駒板 登 コマイタ ノボル 36 男 岐阜県 男子30-39歳 50

157 217 尾川 学 オガワ マナブ 41 男 愛知県 男子40-49歳 60

158 611 松原 憲行 マツバラ ノリユキ 48 男 愛知県 男子40-49歳 61

159 124 石井 良直 イシイ ヨシナオ 65 男 愛知県 男子50歳以上 40

160 208 大森 康伸 オオモリ ヤスノブ 54 男 石川県 男子50歳以上 41

161 499 成瀬 知彦 ナルセ トモヒコ 55 男 岐阜県 男子50歳以上 42

162 209 大屋 哲也 オオヤ テツヤ 42 男 愛知県 男子40-49歳 62

163 323 酒井 大介 サカイ ダイスケ 37 男 愛知県 男子30-39歳 51

164 319 近藤 芳夫 コンドウ ヨシオ 39 男 愛知県 男子30-39歳 52

165 261 川﨑 淳一 カワサキ ジュンイチ 44 男 愛知県 男子40-49歳 63

166 650 村田 吉昭 ムラタ ユシアキ 58 男 愛知県 男子50歳以上 43

167 520 野村 和孝 ノムラ カズタカ 29 男 愛知県 男子29歳以下 9

168 448 坪井 信親 ツボイ ノブチカ 42 男 岐阜県 男子40-49歳 64

169 247 加藤 雄次 カトウ ユウジ 45 男 三重県 男子40-49歳 65

170 112 飯尾 利仁 イイオ トシヒト 52 男 愛知県 男子50歳以上 44

171 680 山田 哲雄 ヤマダ テツオ 59 男 岐阜県 男子50歳以上 45

172 517 野坂 浩次 ノザカ コウジ 44 男 愛知県 男子40-49歳 66

173 482 中村 克宏 ナカムラ カツヒロ 50 男 愛知県 男子50歳以上 46

174 618 三鴨 卓 ミカモ タカシ 56 男 岐阜県 男子50歳以上 47

175 549 飛田 篤志 ヒダ アツシ 49 男 愛知県 男子40-49歳 67

176 254 神谷 仁士 カミヤ ヒトシ 36 男 富山県 男子30-39歳 53

177 446 角田 淳 ツノダ アツシ 44 男 愛知県 男子40-49歳 68

178 435 近田 直樹 チカダ ナオキ 39 男 三重県 男子30-39歳 54

179 575 藤吉 和裕 フジヨシ カズヒロ 50 男 岐阜県 男子50歳以上 48

180 105 安部 英一 アベ エイイチ 32 男 愛知県 男子30-39歳 55

181 610 松原 彰 マツバラ アキラ 57 男 岐阜県 男子50歳以上 49

182 344 佐藤 儀雄 サトウ ヨシオ 64 男 神奈川県 男子50歳以上 50

183 158 膽吹 俊吾 イブキ シュンゴ 26 男 滋賀県 男子29歳以下 10

184 656 森 崇司 モリ タカシ 48 男 愛知県 男子40-49歳 69

185 570 藤田 和彦 フジタ カズヒコ 53 男 岐阜県 男子50歳以上 51

186 273 川村 龍太郎 カワムラ リュウタロウ 40 男 愛知県 男子40-49歳 70

187 187 遠藤 昌宏 エンドウ マサヒロ 48 男 岐阜県 男子40-49歳 71

188 142 井手平 健二 イデヒラ ケンジ 35 男 三重県 男子30-39歳 56

189 447 坪井 一洋 ツボイ カズヒロ 36 男 愛知県 男子30-39歳 57

190 702 吉村 友秀 ヨシムラ トモヒデ 46 男 愛知県 男子40-49歳 72

191 251 金村 哲也 カナムラ テツヤ 29 男 石川県 男子29歳以下 11

192 501 南原 俊雄 ナンバラ トシオ 47 男 愛知県 男子40-49歳 73



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

193 188 塩谷 卓也 エンヤ タクヤ 26 男 岐阜県 男子29歳以下 12

194 625 水谷 政利 ミズタニ マサトシ 52 男 愛知県 男子50歳以上 52

195 378 鈴木 清台 スズキ キヨタカ 52 男 愛知県 男子50歳以上 53

196 252 加納 隆明 カノウ タカアキ 31 男 東京都 男子30-39歳 58

197 90 秋庭 和博 アキバ カズヒロ 50 男 愛知県 男子50歳以上 54

198 277 北川 睦也 キタガワ ムツヤ 46 男 三重県 男子40-49歳 74

199 119 池田 敏幸 イケダ トシユキ 46 男 長野県 男子40-49歳 75

200 262 川崎 洋 カワサキ ヒロシ 56 男 愛知県 男子50歳以上 55

201 231 垣本 勝三 カキモト カツミ 40 男 愛知県 男子40-49歳 76

202 619 三沢 正樹 ミサワ マサキ 39 男 長野県 男子30-39歳 59

203 160 今井 達裕 イマイ タツヒロ 46 男 愛知県 男子40-49歳 77

204 494 永谷 剛 ナガヤ タカシ 38 男 愛知県 男子30-39歳 60

205 335 佐々木 敏雄 ササキ トシオ 53 男 愛知県 男子50歳以上 56

206 155 伊納 進平 イノウ シンペイ 30 男 愛知県 男子30-39歳 61

207 449 坪根 洋輔 ツボネ ヨウスケ 65 男 岐阜県 男子50歳以上 57

208 259 河木 智規 カワキ トモノリ 56 男 愛知県 男子50歳以上 58

209 413 田中 敬二 タナカ ケイジ 48 男 京都府 男子40-49歳 78

210 661 八木 雅弘 ヤギ マサヒロ 26 男 愛知県 男子29歳以下 13

211 647 村瀬 卓也 ムラセ タクヤ 26 男 愛知県 男子29歳以下 14

212 139 市川 博文 イチカワ ヒロフミ 46 男 愛知県 男子40-49歳 79

213 197 太田 光紀 オオタ ミツノリ 34 男 愛知県 男子30-39歳 62

214 527 橋本 浩明 ハシモト ヒロアキ 50 男 愛知県 男子50歳以上 59

215 113 飯國 武利 イイクニ タケトシ 58 男 岐阜県 男子50歳以上 60

216 333 佐々木 大祐 ササキ ダイスケ 36 男 三重県 男子30-39歳 63

217 282 木村 秀実 キムラ ヒデミ 52 男 岐阜県 男子50歳以上 61

218 315 近藤 隆 コンドウ タカシ 50 男 愛知県 男子50歳以上 62

219 441 辻 博聖 ツジ ハクセイ 65 男 愛知県 男子50歳以上 63

220 510 西田 清人 ニシダ キヨト 44 男 愛知県 男子40-49歳 80

221 161 今井 正樹 イマイ マサキ 34 男 愛知県 男子30-39歳 64

222 206 大原 啓示 オオハラ ケイジ 54 男 愛知県 男子50歳以上 64

223 515 二村 正巳 ニムラ マサミ 57 男 愛知県 男子50歳以上 65

224 588 別所 輝哉 ベッショ テルヤ 29 男 静岡県 男子29歳以下 15

225 599 堀口 直樹 ホリグチ ナオキ 48 男 岐阜県 男子40-49歳 81

226 642 村岡 欣一郎 ムラオカ キンイチロウ 58 男 岐阜県 男子50歳以上 66

227 416 田中 晴貴 タナカ ハルキ 20 男 愛知県 男子29歳以下 16

228 708 渡辺 篤 ワタナベ アツシ 36 男 静岡県 男子30-39歳 65

229 574 不明

230 175 内田 真滋 ウチダ シンジ 42 男 岐阜県 男子40-49歳 82

231 686 横井 正彦 ヨコイ マサヒコ 35 男 愛知県 男子30-39歳 66

232 475 永田 伸明 ナガタ ノブアキ 29 男 岐阜県 男子29歳以下 17

233 88 赤瀬 定 アカセ サダム 62 男 愛知県 男子50歳以上 67

234 455 寺西 茂隆 テラニシ シゲタカ 42 男 石川県 男子40-49歳 83

235 665 安田 幸司 ヤスダ コウジ 40 男 愛知県 男子40-49歳 84

236 95 浅井 秀己 アサイ ヒデミ 53 男 愛知県 男子50歳以上 68

237 428 田畑 雅規 タバタ マサノリ 46 男 三重県 男子40-49歳 85

238 681 山羽 宏行 ヤマバ ヒロユキ 41 男 愛知県 男子40-49歳 86

239 111 安藤 正信 アンドウ マサノブ 38 男 岐阜県 男子30-39歳 67

240 170 上木 拓也 ウエキ タクヤ 32 男 福井県 男子30-39歳 68

241 265 川瀬 広行 カワセ ヒロユキ 49 男 愛知県 男子40-49歳 87

242 492 中村 祐二 ナカムラ ユウジ 53 男 三重県 男子50歳以上 69

243 2001 川口 勝巳 カワグチ カツミ 61 男 滋賀県 男子50歳以上 70

244 359 白木 友晴 シラキ トモハル 37 男 愛知県 男子30-39歳 69

245 114 飯田 博 イイダ ヒロシ 60 男 三重県 男子50歳以上 71

246 195 太田 照久 オオタ テルヒサ 38 男 愛知県 男子30-39歳 70

247 620 三嶋 章嗣 ミシマ アキツグ 43 男 愛知県 男子40-49歳 88

248 583 古澤 聖司 フルザワ セイジ 30 男 三重県 男子30-39歳 71

249 560 平林 法彦 ヒラバヤシ ノリヒコ 43 男 三重県 男子40-49歳 89

250 399 高橋 文夫 タカハシ フミオ 60 男 滋賀県 男子50歳以上 72

251 468 中口 淳 ナカグチ ジュン 44 男 愛知県 男子40-49歳 90

252 346 塩澤 孝史 シオザワ タカシ 36 男 愛知県 男子30-39歳 72

253 710 渡部 修司 ワタナベ シュウジ 44 男 愛知県 男子40-49歳 91

254 329 佐久間 厚志 サクマ アツシ 33 男 岐阜県 男子30-39歳 73

255 300 小塚 基広 コヅカ モトヒロ 27 男 愛知県 男子29歳以下 18

256 384 鈴木 裕 スズキ ユタカ 39 男 愛知県 男子30-39歳 74



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

257 391 高川 清 タカガワ キヨシ 53 男 富山県 男子50歳以上 73

258 601 前田 明宏 マエダ アキヒロ 31 男 愛知県 男子30-39歳 75

259 703 吉村 法明 ヨシムラ ノリアキ 48 男 愛知県 男子40-49歳 92

260 244 加藤 正暢 カトウ マサノブ 33 男 愛知県 男子30-39歳 76

261 374 杉本 隼人 スギモト ハヤト 34 男 愛知県 男子30-39歳 77

262 472 中島 照雅 ナカシマ テルマサ 46 男 岐阜県 男子40-49歳 93

263 279 北見 修史 キタミ シュウジ 57 男 三重県 男子50歳以上 74

264 203 大西 伸弥 オオニシ シンヤ 50 男 愛知県 男子50歳以上 75

265 222 奥村 徹也 オクムラ テツヤ 45 男 愛知県 男子40-49歳 94

266 388 千田 昌人 センダ マサト 48 男 愛知県 男子40-49歳 95

267 375 杉山 篤史 スギヤマ アツシ 28 男 愛知県 男子29歳以下 19

268 132 石田 安 イシダ ヤスシ 53 男 三重県 男子50歳以上 76

269 564 深草 健浩 フカクサ タケヒロ 44 男 福井県 男子40-49歳 96

270 171 上田 寛次 ウエダ カンジ 48 男 愛知県 男子40-49歳 97

271 623 水谷 優 ミズタニ スグル 61 男 三重県 男子50歳以上 77

272 129 石坂 誠 イシザカ マコト 40 男 三重県 男子40-49歳 98

273 561 広瀬 利光 ヒロセ トシミツ 62 男 京都府 男子50歳以上 78

274 298 小島 穣 コジマ ユタカ 40 男 岐阜県 男子40-49歳 99

275 567 藤井 祥敬 フジイ ヨシタカ 47 男 愛知県 男子40-49歳 100

276 556 平田 善章 ヒラタ ヨシアキ 42 男 愛知県 男子40-49歳 101

277 682 山本 奈緒 ヤマモト ナオ 29 男 静岡県 男子29歳以下 20

278 603 前田 秀孝 マエダ ヒデタカ 35 男 三重県 男子30-39歳 78

279 369 杉江 英雄 スギエ ヒデオ 48 男 岐阜県 男子40-49歳 102

280 493 仲本 隆 ナカモト タカシ 35 男 愛知県 男子30-39歳 79

281 538 濱村 清次 ハマムラ キヨツグ 56 男 三重県 男子50歳以上 79

282 152 伊藤 庸介 イトウ ヨウスケ 52 男 愛知県 男子50歳以上 80

283 477 中西 敏夫 ナカナシ トシオ 63 男 北海道 男子50歳以上 81

284 148 伊藤 広幸 イトウ ヒロユキ 56 男 三重県 男子50歳以上 82

285 189 大井 博徳 オオイ ヒロノリ 42 男 富山県 男子40-49歳 103

286 605 松井 健 マツイ タケシ 34 男 愛知県 男子30-39歳 80

287 299 小谷 直 コタニ スナオ 43 男 三重県 男子40-49歳 104

288 342 佐藤 傳男 サトウ ツタオ 62 男 三重県 男子50歳以上 83

289 191 大久保 晋 オオクボ ススム 43 男 岐阜県 男子40-49歳 105

290 716 渡辺 芳明 ワタナベ ヨシアキ 45 男 愛知県 男子40-49歳 106

291 238 加藤 将太 カトウ ショウタ 19 男 岐阜県 男子29歳以下 21

292 523 野呂 寛 ノロ ヒロシ 42 男 三重県 男子40-49歳 107

293 347 鹿間 健志 シカマ ケンジ 42 男 三重県 男子40-49歳 108

294 330 桜井 貴夫 サクライ タカオ 45 男 愛知県 男子40-49歳 109

295 540 林 晃一 ハヤシ コウイチ 55 男 長野県 男子50歳以上 84

296 202 大西 邦弘 オオニシ クニヒロ 38 男 兵庫県 男子30-39歳 81

297 190 大川 栄治 オオカワ エイジ 46 男 愛知県 男子40-49歳 110

298 582 古川 真司 フルカワ シンジ 47 男 愛知県 男子40-49歳 111

299 120 池田 隼人 イケダ ハヤト 57 男 愛知県 男子50歳以上 85

300 407 竹澤 浩一 タケザワ コウイチ 51 男 岐阜県 男子50歳以上 86

301 306 小林 正明 コバヤシ マサアキ 54 男 愛知県 男子50歳以上 87

302 365 菅 稔元 スガ トシユキ 49 男 三重県 男子40-49歳 112

303 436 中上 修 チュウジョウ オサム 49 男 三重県 男子40-49歳 113

304 356 清水 敏彦 シミズ トシヒコ 59 男 愛知県 男子50歳以上 88

305 322 才宮 誠一 サイミヤ セイイチ 43 男 愛知県 男子40-49歳 114

306 637 宮本 泰寛 ミヤモト ヤスノブ 43 男 愛知県 男子40-49歳 115

307 103 阿佐見 範之 アサミ ノリユキ 31 男 三重県 男子30-39歳 82

308 313 近藤 一夫 コンドウ カズオ 48 男 三重県 男子40-49歳 116

309 278 木谷 豊治 キタニ トヨハル 72 男 三重県 男子50歳以上 89

310 537 服部 紘和 ハットリ ヒロカズ 32 男 愛知県 男子30-39歳 83

311 662 安井 健夫 ヤスイ タケオ 63 男 愛知県 男子50歳以上 90

312 576 藤原 俊也 フジワラ トシヤ 48 男 愛知県 男子40-49歳 117

313 409 武山 正晃 タケヤマ マサテル 52 男 岐阜県 男子50歳以上 91

314 381 鈴木 信幸 スズキ ノブユキ 53 男 愛知県 男子50歳以上 92

315 321 斉藤 友紀貴 サイトウ ユキタカ 41 男 三重県 男子40-49歳 118

316 460 戸崎 良夫 トサキ ヨシオ 47 男 愛知県 男子40-49歳 119

317 509 西嶋 聰光 ニシジマ ヨシミツ 42 男 富山県 男子40-49歳 120

318 547 彦田 泰輔 ヒコダ タイスケ 36 男 愛知県 男子30-39歳 84

319 550 日比野 利彦 ヒビノ トシヒコ 43 男 愛知県 男子40-49歳 121

320 295 国分 仁 コクブ ジン 52 男 岐阜県 男子50歳以上 93



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

321 689 横山 護 ヨコヤマ マモル 52 男 愛知県 男子50歳以上 94

322 302 後藤 寛幸 ゴトウ ヒロユキ 27 男 岐阜県 男子29歳以下 22

323 186 遠渡 将輝 エンド マサキ 34 男 愛知県 男子30-39歳 85

324 294 古賀 隆士 コガ タカシ 38 男 愛知県 男子30-39歳 86

325 666 安田 聖一郎 ヤスダ セイイチロウ 45 男 岐阜県 男子40-49歳 122

326 128 石川 慎士 イシカワ シンジ 45 男 千葉県 男子40-49歳 123

327 714 渡邉 将生 ワタナベ ノブオ 40 男 愛知県 男子40-49歳 124

328 572 藤田 寿允 フジタ トシミツ 31 男 岐阜県 男子30-39歳 87

329 622 水谷 一秀 ミズタニ カズヒデ 58 男 三重県 男子50歳以上 95

330 350 柴田 康彦 シバタ ヤスヒコ 54 男 岐阜県 男子50歳以上 96

331 496 永山 誠 ナガヤマ マコト 53 男 静岡県 男子50歳以上 97

332 500 那波 修 ナワ オサム 47 男 岐阜県 男子40-49歳 125

333 553 平岡 信彦 ヒラオカ ノブヒコ 55 男 愛知県 男子50歳以上 98

334 414 田中 耕太郎 タナカ コウタロウ 38 男 岐阜県 男子30-39歳 88

335 121 池田 裕明 イケダ ヒロアキ 48 男 三重県 男子40-49歳 126

336 692 吉田 明弘 ヨシダ アキヒロ 46 男 愛知県 男子40-49歳 127

337 641 村井 薫 ムライ カオル 50 男 奈良県 男子50歳以上 99

338 133 石津 雄一 イシヅ ユウイチ 31 男 滋賀県 男子30-39歳 89

339 308 小林 陽一郎 コバヤシ ヨウイチロウ 33 男 愛知県 男子30-39歳 90

340 361 城野 嗣昭 シロノ ヒデアキ 36 男 富山県 男子30-39歳 91

341 117 飯場 雅実 イイバ マサミ 41 男 三重県 男子40-49歳 128

342 518 野田 翔平 ノダ ショウヘイ 25 男 岐阜県 男子29歳以下 23

343 615 松本 茂 マツモト シゲル 39 男 愛知県 男子30-39歳 92

344 664 安田 一行 ヤスダ カズユキ 54 男 岐阜県 男子50歳以上 100

345 559 平野 靖尚 ヒラノ ヤスヒサ 40 男 三重県 男子40-49歳 129

346 334 佐々木 達也 ササキ タツヤ 42 男 岐阜県 男子40-49歳 130

347 146 伊藤 慎司 イトウ シンジ 31 男 愛知県 男子30-39歳 93

348 143 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 42 男 愛知県 男子40-49歳 131

349 597 堀江 亮介 ホリエ リョウスケ 37 男 愛知県 男子30-39歳 94

350 608 松岡 良太 マツオカ リヨウタ 34 男 岐阜県 男子30-39歳 95

351 470 中里 譲 ナカザト ユズル 32 男 愛知県 男子30-39歳 96

352 696 吉田 圭秀 ヨシダ ヨシヒデ 41 男 愛知県 男子40-49歳 132

353 465 永井 豊三 ナガイ トヨゾウ 48 男 愛知県 男子40-49歳 133

354 697 吉田 涼二 ヨシダ リョウジ 35 男 三重県 男子30-39歳 97

355 2008 藤本 俊介 フジモト シュンスケ 44 男 愛知県 男子40-49歳 134

356 226 越智 優喜 オチ ユウキ 24 男 愛媛県 男子29歳以下 24

357 290 黒木 稔 クロキ ミノル 43 男 愛知県 男子40-49歳 135

358 522 法月 孝 ノリヅキ タカシ 53 男 愛知県 男子50歳以上 101

359 353 柴本 繁昭 シバモト シゲアキ 65 男 静岡県 男子50歳以上 102

360 541 林 達弥 ハヤシ タツヤ 48 男 岐阜県 男子40-49歳 136

361 92 浅井 宏太 アサイ コウタ 30 男 愛知県 男子30-39歳 98

362 357 下尾 卓矢 シモオ タクヤ 22 男 愛知県 男子29歳以下 25

363 562 廣瀬 義忠 ヒロセ ヨシタダ 68 男 愛知県 男子50歳以上 103

364 596 堀江 賢治 ホリエ ケンジ 49 男 愛知県 男子40-49歳 137

365 225 小澤 弘樹 オザワ ヒロキ 41 男 愛知県 男子40-49歳 138

366 297 小島 重則 コジマ シゲノリ 40 男 三重県 男子40-49歳 139

367 83 青木 邦彦 アオキ クニヒコ 61 男 愛知県 男子50歳以上 104

368 221 奥村 崇之 オクムラ タカユキ 40 男 愛知県 男子40-49歳 140

369 123 砂子澤 徹治 イサゴザワ テツハル 37 男 愛知県 男子30-39歳 99

370 268 河野 靖之 カワノ ヤスユキ 35 男 三重県 男子30-39歳 100

371 525 羽賀 正幹 ハガ マサミキ 50 男 岐阜県 男子50歳以上 105

372 502 新美 将平 ニイミ ショウヘイ 27 男 愛知県 男子29歳以下 26

373 590 星 祐之 ホシ マサユキ 44 男 愛知県 男子40-49歳 141

374 223 尾崎 淳一 オザキ ジュンイチ 60 男 三重県 男子50歳以上 106

375 233 笠間 孝保 カサマ タカヤス 40 男 福島県 男子40-49歳 142

376 229 各務 昭彦 カガミ アキヒコ 58 男 愛知県 男子50歳以上 107

377 397 鷹野 将和 タカノ マサカズ 32 男 愛知県 男子30-39歳 101

378 256 神谷 由人 カミヤ ユウト 27 男 愛知県 男子29歳以下 27

379 284 金原 健美 キンバラ タケミ 24 男 愛知県 男子29歳以下 28

380 713 渡辺 二祥 ワタナベ ツグヨシ 46 男 愛知県 男子40-49歳 143

381 613 松本 一秀 マツモト カズヒデ 43 男 三重県 男子40-49歳 144

382 303 小林 賢治 コバヤシ ケンジ 19 男 岐阜県 男子29歳以下 29

383 419 田中 昌利 タナカ マサトシ 53 男 愛知県 男子50歳以上 108

384 690 吉池 邦彦 ヨシイケ クニヒコ 60 男 長野県 男子50歳以上 109



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

385 687 横瀬 武夫 ヨコセ タケオ 47 男 愛知県 男子40-49歳 145

386 707 若杉 裕司 ワカスギ ユウジ 49 男 愛知県 男子40-49歳 146

387 109 荒巻 寛 アラマキ ヒロシ 60 男 愛知県 男子50歳以上 110

388 411 多田野 純平 タダノ ジュンペイ 24 男 愛知県 男子29歳以下 30

389 488 中村 文也 ナカムラ フミヤ 41 男 三重県 男子40-49歳 147

390 199 大竹 一輝 オオタケ カズキ 26 男 愛知県 男子29歳以下 31

391 483 中村 駿介 ナカムラ シュンスケ 27 男 愛知県 男子29歳以下 32

392 591 星川 正仁 ホシカワ マサヒト 39 男 愛知県 男子30-39歳 102

393 402 高見 昂平 タカミ コウヘイ 21 男 大阪府 男子29歳以下 33

394 569 藤川 健司 フジカワ ケンジ 38 男 愛知県 男子30-39歳 103

395 464 取嶌 一樹 トリシマ カズキ 49 男 愛知県 男子40-49歳 148

396 458 道家 信幸 ドウケ ノブユキ 40 男 岐阜県 男子40-49歳 149

397 484 中村 剛士 ナカムラ ツヨシ 31 男 岐阜県 男子30-39歳 104

398 240 加藤 直哉 カトウ ナオヤ 28 男 愛知県 男子29歳以下 34

399 393 高桑 丈 タカクワ ジョウ 23 男 愛知県 男子29歳以下 35

400 655 森 大樹 モリ ダイキ 29 男 愛知県 男子29歳以下 36

401 671 山内 知文 ヤマウチ トモフミ 47 男 岐阜県 男子40-49歳 150

402 144 伊藤 照治 イトウ ショウジ 53 男 愛知県 男子50歳以上 111

403 253 神谷 和宏 カミヤ カズヒロ 55 男 愛知県 男子50歳以上 112

404 450 鶴田 登喜男 ツルタ トキオ 41 男 岐阜県 男子40-49歳 151

405 672 山川 大輔 ヤマカワ ダイスケ 31 男 長野県 男子30-39歳 105

406 498 成田 昌史 ナリタ マサシ 35 男 愛知県 男子30-39歳 106

407 370 杉田 浩史 スギタ ヒロシ 43 男 愛知県 男子40-49歳 152

408 609 松永 拓也 マツナガ タクヤ 22 男 三重県 男子29歳以下 37

409 242 加藤 浩道 カトウ ヒロミチ 67 男 北海道 男子50歳以上 113

410 169 岩本 浩之 イワモト ヒロユキ 50 男 京都府 男子50歳以上 114

411 505 西方 大作 ニシカタ ダイサク 50 男 愛知県 男子50歳以上 115

412 506 西方 理也 ニシカタ ミチヤ 17 男 愛知県 男子29歳以下 38

413 552 平井 宏和 ヒライ ヒロカズ 49 男 愛知県 男子40-49歳 153

414 563 廣前 進一郎 ヒロマエ シンイチロウ 42 男 岐阜県 男子40-49歳 154

415 367 杉浦 修 スギウラ オサム 73 男 愛知県 男子50歳以上 116

416 421 田中 康弘 タナカ ヤスヒロ 48 男 岐阜県 男子40-49歳 155

417 285 久世 勝己 クゼ カツミ 64 男 岐阜県 男子50歳以上 117

418 274 神農 亨明 カンノ タカアキ 40 男 愛知県 男子40-49歳 156

419 212 岡崎 航士 オカザキ コウシ 20 男 岐阜県 男子29歳以下 39

420 627 道木 大介 ミチキ ダイスケ 45 男 岐阜県 男子40-49歳 157

421 649 村田 勝 ムラタ マサル 50 男 愛知県 男子50歳以上 118

422 178 浦岡 教之 ウラオカ ノリユキ 21 男 大阪府 男子29歳以下 40

423 616 松本 侑也 マツモト ユウヤ 28 男 愛知県 男子29歳以下 41

424 216 小川 雅史 オガワ マサシ 54 男 愛知県 男子50歳以上 119

425 711 渡邊 章二 ワタナベ ショウジ 44 男 愛知県 男子40-49歳 158

426 130 石田 克洋 イシダ カツヒロ 39 男 愛知県 男子30-39歳 107

427 526 萩原 光一 ハギワラ コウイチ 50 男 愛知県 男子50歳以上 120

428 677 山住 一人 ヤマズミ カズト 33 男 愛知県 男子30-39歳 108

429 230 鏡 和也 カガミ カズヤ 66 男 三重県 男子50歳以上 121

430 683 山本 英樹 ヤマモト ヒデキ 44 男 愛知県 男子40-49歳 159

431 646 村里 光弘 ムラサト ミツヒロ 68 男 愛知県 男子50歳以上 122

432 341 佐藤 匡弘 サトウ タダヒロ 35 男 京都府 男子30-39歳 109

433 629 南川 知也 ミナミガワ トモヤ 38 男 三重県 男子30-39歳 110

434 617 眞鍋 光一 マナベ コウイチ 29 男 東京都 男子29歳以下 42

435 700 吉村 達也 ヨシムラ タツヤ 52 男 愛知県 男子50歳以上 123

DNF 85 青島 有城 アオシマ ユウキ 40 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 91 秋山 達也 アキヤマ タツヤ 40 男 静岡県 男子40-49歳

DNF 94 浅井 卓朗 アサイ タクロウ 64 男 大阪府 男子50歳以上

DNF 97 浅田 邦昭 アサダ クニアキ 36 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 98 浅野 彰太 アサノ ショウタ 24 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 99 浅野 敏浩 アサノ トシヒロ 51 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 106 安部 一成 アベ カズナリ 57 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 118 飯干 肇人 イイボシ ハヤト 40 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 125 石岡 賢一 イシオカ ケンイチ 45 男 東京都 男子40-49歳

DNF 126 石上 剛 イシガミ ツヨシ 44 男 静岡県 男子40-49歳

DNF 136 石原 盛士 イシハラ モリヒト 37 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 137 泉 岳男 イズミ タケオ 33 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 141 一柳 博宣 イチヤナギ ヒロノブ 57 男 愛知県 男子50歳以上



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

DNF 147 伊藤 浩史 イトウ ヒロシ 52 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 149 伊藤 正利 イトウ マサトシ 63 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 150 伊藤 昌宏 イトウ マサヒロ 59 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 151 伊藤 将 イトウ マサル 50 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 153 稲垣 実 イナガキ ミノル 49 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 156 井上 茂樹 イノウエ シゲキ 49 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 163 伊豫田 章悟 イヨダ ショウゴ 27 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 164 岩井 伸司 イワイ シンジ 44 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 165 岩井 大輔 イワイ ダイスケ 31 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 166 岩口 政夫 イワグチ マサオ 54 男 三重県 男子50歳以上

DNF 168 岩本 直也 イワモト ナオヤ 39 男 石川県 男子30-39歳

DNF 172 上原 幸司 ウエハラ コウジ 34 男 三重県 男子30-39歳

DNF 174 宇佐美 忠久 ウサミ タダヒサ 57 男 三重県 男子50歳以上

DNF 177 梅田 鈴夫 ウメダ スズオ 61 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 180 江口 克志 エグチ カツシ 28 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 182 江剌 悟 エサシ サトル 29 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 194 太田 進 オオタ ススム 36 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 196 太田 政明 オオタ マサアキ 54 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 205 大橋 卓弘 オオハシ タカヒロ 23 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 207 大宮 秀幸 オオミヤ ヒデユキ 45 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 213 岡村 豊明 オカムラ トヨアキ 32 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 218 沖川 弘毅 オキカワ ヒロキ 32 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 220 小木曽 聡 オギソ サトシ 46 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 224 尾崎 俊宏 オザキ トシヒロ 53 男 静岡県 男子50歳以上

DNF 232 笠島 浩孝 カサシマ ヒロタカ 52 男 福井県 男子50歳以上

DNF 234 加嶋 治 カシマ オサム 52 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 235 片桐 怜帥 カタギリ レイジ 32 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 236 片島 俊幸 カタシマ トシユキ 69 男 神奈川県 男子50歳以上

DNF 237 片山 美千雄 カタヤマ ミチオ 41 男 神奈川県 男子40-49歳

DNF 239 加藤 朝康 カトウ トモヤス 57 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 243 加藤 裕之 カトウ ヒロユキ 53 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 248 金井 正憲 カナイ マサノリ 47 男 三重県 男子40-49歳

DNF 249 金井 吉和 カナイ ヨシカズ 35 男 千葉県 男子30-39歳

DNF 250 金沢 寿男 カナザワ トシオ 63 男 静岡県 男子50歳以上

DNF 255 神谷 政明 カミヤ マサアキ 61 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 258 河合 伸昭 カワイ ノブアキ 49 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 264 川瀬 智仁 カワセ トモヒト 29 男 三重県 男子29歳以下

DNF 266 川瀬 雄二 カワセ ユウジ 43 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 267 河田 好弘 カワタ ヨシヒロ 36 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 270 川村 成樹 カワムラ シゲキ 51 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 271 川村 哲也 カワムラ テツヤ 40 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 272 川村 勇気 カワムラ ユウキ 31 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 281 木野本 生馬 キノモト イクマ 39 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 286 久野 義直 クノ ヨシナオ 37 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 287 久米 賢一 クメ ケンイチ 42 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 288 雲井 健 クモイ タケシ 63 男 三重県 男子50歳以上

DNF 291 畔柳 昌直 クロヤナギ マサナオ 29 男 三重県 男子29歳以下

DNF 293 河野 仁宏 コウノ ヒトヒロ 41 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 296 小久保 武 コクボ タケシ 41 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 305 小林 崇幸 コバヤシ タカユキ 38 男 三重県 男子30-39歳

DNF 307 小林 幸生 コバヤシ ユキオ 47 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 309 小林 昌玄 コバヤシ ヨシヒロ 45 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 314 近藤 精一 コンドウ セイイチ 52 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 316 近藤 鉄次 コンドウ テツジ 54 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 317 近藤 大皓 コンドウ トモアキ 25 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 320 斉藤 圭一 サイトウ ケイイチ 35 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 325 酒井 誠 サカイ マコト 40 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 328 坂本 安夫 サカモト ヤスオ 53 男 福井県 男子50歳以上

DNF 336 佐々木 航 ササキ ワタル 39 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 340 佐藤 健史 サトウ タケシ 22 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 343 佐藤 雅明 サトウ マサアキ 33 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 349 柴田 昌俊 シバタ マサトシ 53 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 351 柴田 侑一郎 シバタ ユウイチロウ 24 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 352 柴田 幸生 シバタ ユキオ 41 男 愛知県 男子40-49歳



フルマラソンの部 男子
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DNF 358 白木 竜明 シラキ タツアキ 48 男 三重県 男子40-49歳

DNF 366 菅原 啓 スガハラ ヒロシ 26 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 372 杉原 睦弘 スギハラ ノブヒロ 57 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 373 杉村 敏夫 スギムラ トシオ 47 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 376 杉山 大輔 スギヤマ ダイスケ 34 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 377 杉山 浩正 スギヤマ ヒロマサ 47 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 379 鈴木 浩太郎 スズキ コウタロウ 32 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 380 鈴木 伸治 スズキ シンジ 37 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 382 鈴木 博貴 スズキ ヒロキ 43 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 383 鈴木 史行 スズキ フミユキ 49 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 385 鈴木 由信 スズキ ヨシノブ 45 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 386 角谷 顕人 スミヤ アキヒト 43 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 387 瀬川 功 セガワ イサオ 52 男 滋賀県 男子50歳以上

DNF 394 高須 寛貴 タカス ヒロキ 32 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 398 高橋 弘行 タカハシ ヒロユキ 57 男 三重県 男子50歳以上

DNF 400 高橋 文隆 タカハシ フミタカ 39 男 福島県 男子30-39歳

DNF 401 高橋 善弘 タカハシ ヨシヒロ 41 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 403 高宮 正能 タカミヤ マサヨシ 53 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 405 田口 克也 タグチ カツヤ 61 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 406 竹内 隆行 タケウチ タカユキ 59 男 滋賀県 男子50歳以上

DNF 408 武田 浩行 タケダ ヒロユキ 48 男 滋賀県 男子40-49歳

DNF 412 立山 弘和 タテヤマ ヒロカズ 50 男 兵庫県 男子50歳以上

DNF 415 田中 毅 タナカ タケシ 49 男 三重県 男子40-49歳

DNF 417 田中 浩幸 タナカ ヒロユキ 37 男 三重県 男子30-39歳

DNF 418 田中 博幸 タナカ ヒロユキ 59 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 420 田中 正三 タナカ マサミ 49 男 静岡県 男子40-49歳

DNF 423 谷 絋行 タニ ヒロユキ 27 男 三重県 男子29歳以下

DNF 424 谷川 義昌 タニカワ ヨシマサ 34 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 425 谷口 公啓 タニグチ マサヒロ 45 男 福井県 男子40-49歳

DNF 427 谷村 憲一 タニムラ ケンイチ 44 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 430 田村 一幸 タムラ カズユキ 39 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 434 丹波 信夫 タンバ ノブオ 55 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 440 辻 一成 ツジ カズナリ 53 男 三重県 男子50歳以上

DNF 445 土屋 鑑三 ツチヤ カンゾウ 56 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 453 寺澤 佳大 テラザワ ヨシヒロ 24 男 兵庫県 男子29歳以下

DNF 456 寺西 信久 テラニシ ノブヒサ 39 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 457 戸井 智之 トイ トモユキ 34 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 459 所 彰彦 トコロ アキヒコ 66 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 461 笘野 秀俊 トマノ ヒデトシ 49 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 463 豊田 正英 トヨダ マサヒデ 45 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 467 長江 俊季 ナガエ トシキ 25 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 471 長澤 寛 ナガサワ ヒロシ 62 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 473 中嶋 秀彦 ナカジマ ヒデヒコ 38 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 474 仲田 修 ナカタ オサム 53 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 476 中田 充哉 ナカタ ミツヤ 40 男 三重県 男子40-49歳

DNF 478 中西 竜 ナカニシ リョウ 22 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 479 中野 達雄 ナカノ タツオ 53 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 481 中野 英幸 ナカノ ヒデユキ 40 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 485 中村 哲也 ナカムラ テツヤ 30 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 486 中村 英幸 ナカムラ ヒデユキ 46 男 滋賀県 男子40-49歳

DNF 487 中村 寛亮 ナカムラ ヒロアキ 30 男 三重県 男子30-39歳

DNF 490 中村 雅彦 ナカムラ マサヒコ 42 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 497 名倉 博晃 ナグラ ヒロアキ 38 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 503 西尾 誠 ニシオ マコト 44 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 504 西垣 洋志 ニシガキ ヒロシ 29 男 三重県 男子29歳以下

DNF 508 西川 芳樹 ニシカワ ヨシキ 63 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 513 西村 伸一 ニシムラ シンイチ 39 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 516 根本 大輔 ネモト ダイスケ 29 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 524 芳賀 将浩 ハガ マサヒロ 47 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 531 秦 和夫 ハタ カズオ 50 男 三重県 男子50歳以上

DNF 532 畑 卓宏 ハタ タカヒロ 31 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 533 羽田野 昌範 ハタノ マサノリ 34 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 534 畑山 侑作 ハタヤマ ユウサク 29 男 三重県 男子29歳以下

DNF 539 早川 義弘 ハヤカワ ヨシヒロ 37 男 愛知県 男子30-39歳



フルマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

DNF 544 原 忠弘 ハラ タダヒロ 49 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 546 原 英則 ハラ ヒデノリ 53 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 548 土方 ともひと ヒジカタ トモヒト 45 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 551 日比野 則幸 ヒビノ ノリユキ 59 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 554 平方 貴之 ヒラカタ タカユキ 40 男 奈良県 男子40-49歳

DNF 555 平木 栄治 ヒラギ エイジ 34 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 558 平野 寛幸 ヒラノ ヒロユキ 34 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 565 吹原 充昭 フキハラ ミツアキ 49 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 577 布施 賢幸 フセ タカユキ 31 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 578 二木 康氏 フタギ ヤスシ 37 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 579 二見 隆亮 フタミ タカアキ 30 男 静岡県 男子30-39歳

DNF 580 二村 秀三 フタムラ シュウゾウ 64 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 581 船越 慶三 フナコシ ケイゾウ 47 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 584 古澤 寛之 フルサワ ヒロユキ 47 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 585 古田 敏 フルタ サトシ 50 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 586 古田 匠 フルタ タクミ 18 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 587 古屋 克孝 フルヤ カツタカ 40 男 東京都 男子40-49歳

DNF 592 細江 真夫 ホソエ マサオ 24 男 岐阜県 男子29歳以下

DNF 593 細谷 政利 ホソタニ マサトシ 30 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 595 堀 建太 ホリ ケンタ 29 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 598 堀川 大地 ホリカワ ダイチ 24 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 600 本間 健吾 ホンマ ケンゴ 47 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 602 前田 善三 マエダ ゼンゾウ 42 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 604 眞喜志 剛 マキシ ゴウ 30 男 静岡県 男子30-39歳

DNF 606 松井 親弘 マツイ チカヒロ 50 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 612 松宮 大昌 マツミヤ ダイスケ 28 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 614 松本 和之 マツモト カズユキ 47 男 静岡県 男子40-49歳

DNF 624 水谷 展久 ミズタニ ノブヒサ 32 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 626 水野 竜也 ミズノ タツヤ 48 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 630 宮川 賢司 ミヤガワ ケンジ 40 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 635 宮田 弘文 ミヤタ ヒロフミ 45 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 636 宮西 征宏 ミヤニシ マサヒロ 37 男 静岡県 男子30-39歳

DNF 639 武藤 大輔 ムトウ ダイスケ 38 男 岐阜県 男子30-39歳

DNF 640 武藤 泰尚 ムトウ ヤスナオ 24 男 愛知県 男子29歳以下

DNF 643 村上 勝一 ムラカミ カツイチ 68 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 644 村上 勇三 ムラカミ ユウゾウ 38 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 648 村田 謙治 ムラタ ケンジ 36 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 652 毛利 元尚 モウリ モトナオ 52 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 653 森 秀一 モリ シュウイチ 38 男 三重県 男子30-39歳

DNF 654 森 省一郎 モリ ショウイチロウ 52 男 岐阜県 男子50歳以上

DNF 657 森 浩 モリ ヒロシ 44 男 三重県 男子40-49歳

DNF 659 森重 健一 モリシゲ ケンイチ 35 男 富山県 男子30-39歳

DNF 663 安井 英樹 ヤスイ ヒデキ 53 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 667 安田 貴彦 ヤスダ タカヒコ 44 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 668 安原 喜一 ヤスハラ キイチ 58 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 669 谷地 耕平 ヤチ コウヘイ 32 男 愛知県 男子30-39歳

DNF 670 山内 一夫 ヤマウチ カズオ 72 男 三重県 男子50歳以上

DNF 674 山口 幹晴 ヤマグチ ミキハル 45 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 675 山下 卓也 ヤマシタ タクヤ 44 男 愛知県 男子40-49歳

DNF 676 山下 謙信 ヤマシタ フミオ 64 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 684 山本 裕規 ヤマモト ユウキ 25 男 石川県 男子29歳以下

DNF 685 山本 隆太 ヤマモト リュウタ 25 男 三重県 男子29歳以下

DNF 688 横山 賢治 ヨコヤマ ケンジ 44 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 693 吉田 一彦 ヨシダ カズヒコ 55 男 神奈川県 男子50歳以上

DNF 695 吉田 光男 ヨシダ ミツオ 43 男 東京都 男子40-49歳

DNF 698 吉田 龍平 ヨシダ リョウヘイ 39 男 三重県 男子30-39歳

DNF 704 米田 哲康 ヨネダ ノリヤス 43 男 三重県 男子40-49歳

DNF 706 若尾 好朗 ワカオ ヨシロウ 47 男 栃木県 男子40-49歳

DNF 709 渡辺 修 ワタナベ オサム 49 男 岐阜県 男子40-49歳

DNF 715 渡辺 政博 ワタナベ マサヒロ 59 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 717 渡会 淳二 ワタライ ジュンジ 52 男 愛知県 男子50歳以上

DNF 2002 森重 雄司 モリシゲ ユウジ 27 男 愛知県 男子29歳以下



フルマラソンの部 女子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

1 29 河野 まゆ コウノ マユ 25 女 岐阜県 女子29歳以下 1

2 46 坪川 操 ツボカワ ミサオ 51 女 福井県 女子50歳以上 1

3 27 木村 栄子 キムラ エイコ 42 女 三重県 女子40-49歳 1

4 55 長谷川 弘子 ハセガワ ヒロコ 37 女 愛知県 女子30-39歳 1

5 58 平野 有紀子 ヒラノ ユキコ 29 女 愛知県 女子29歳以下 2

6 19 岡田 裕美 オカダ ヒロミ 49 女 福井県 女子40-49歳 2

7 40 杉野 みどり スギノ ミドリ 50 女 岐阜県 女子50歳以上 2

8 41 鈴木 淳子 スズキ ジュンコ 52 女 愛知県 女子50歳以上 3

9 3 天野 聡子 アマノ サトコ 38 女 山梨県 女子30-39歳 2

10 72 三輪田 理恵 ミワタ リエ 33 女 愛知県 女子30-39歳 3

11 33 斎木 真理 サイキ マリ 47 女 三重県 女子40-49歳 3

12 13 宇佐美 展子 ウサミ ノブコ 45 女 三重県 女子40-49歳 4

13 64 堀ノ内 誠子 ホリノウチ セイコ 51 女 滋賀県 女子50歳以上 4

14 8 伊藤 優子 イトウ ユウコ 31 女 愛知県 女子30-39歳 4

15 69 水本 寛美 ミズモト ヒロミ 52 女 三重県 女子50歳以上 5

16 5 石川 恵子 イシカワ ケイコ 46 女 兵庫県 女子40-49歳 5

17 21 小椋 初恵 オグラ ハツエ 47 女 愛知県 女子40-49歳 6

18 65 本登 範子 ホント ノリコ 51 女 愛知県 女子50歳以上 6

19 10 井村 美恵 イムラ ミエ 44 女 愛知県 女子40-49歳 7

20 9 稲垣 由加里 イナガキ ユカリ 50 女 愛知県 女子50歳以上 7

21 54 丹羽 なほこ ニワ ナホコ 33 女 岐阜県 女子30-39歳 5

22 57 原 栄子 ハラ エイコ 45 女 愛知県 女子40-49歳 8

23 62 細屋 環 ホソヤ タマキ 24 女 愛知県 女子29歳以下 3

24 68 水野 早穂 ミズノ サホ 28 女 愛知県 女子29歳以下 4

25 26 川本 礼子 カワモト レイコ 48 女 岐阜県 女子40-49歳 9

26 22 小原 とみ子 オハラ トミコ 58 女 三重県 女子50歳以上 8

27 43 瀬野 瑞穂 セノ ミズホ 39 女 滋賀県 女子30-39歳 6

28 34 佐々木 美江子 ササキ ミエコ 41 女 愛知県 女子40-49歳 10

29 7 伊藤 智恵子 イトウ チエコ 41 女 三重県 女子40-49歳 11

30 76 矢田 小百合 ヤダ サユリ 24 女 大阪府 女子29歳以下 5

31 48 長尾 杏樹 ナガオ アンジュ 19 女 愛知県 女子29歳以下 6

32 31 後藤 直美 ゴトウ ナオミ 50 女 岐阜県 女子50歳以上 9

33 81 山本 貴子 ヤマモト タカコ 38 女 三重県 女子30-39歳 7

34 4 石井 妙子 イシイ タエコ 25 女 静岡県 女子29歳以下 7

35 59 福井 美咲 フクイ ミサキ 22 女 愛知県 女子29歳以下 8

36 17 大橋 美香 オオハシ ミカ 28 女 三重県 女子29歳以下 9

37 61 藤原 和子 フジワラ カズコ 50 女 愛知県 女子50歳以上 10

38 49 中川 栄利子 ナカガワ エリコ 30 女 愛知県 女子30-39歳 8

39 75 安江 真紀 ヤスエ マキ 35 女 愛知県 女子30-39歳 9

40 25 川崎 すなお カワサキ スナオ 46 女 愛知県 女子40-49歳 12

41 80 山田 愛子 ヤマダ アイコ 30 女 岐阜県 女子30-39歳 10

42 24 苅谷 美保 カリヤ ミホ 30 女 長野県 女子30-39歳 11

43 60 藤田 美恵 フジタ ミエ 30 女 岐阜県 女子30-39歳 12

44 78 山川 比佐子 ヤマカワ ヒサコ 32 女 三重県 女子30-39歳 13

45 16 太田 祥子 オオタ サチコ 43 女 愛知県 女子40-49歳 13

46 63 保利 七保子 ホリ ナオコ 37 女 愛知県 女子30-39歳 14

47 73 村田 佐知子 ムラタ サチコ 40 女 岐阜県 女子40-49歳 14

48 42 鈴木 融美子 スズキ ユミコ 46 女 東京都 女子40-49歳 15

49 30 小沢 雪絵 コザワ ユキエ 52 女 愛知県 女子50歳以上 11

50 79 山住 祐子 ヤマズミ ユウコ 26 女 愛知県 女子29歳以下 10

51 51 仲田 あかり ナカタ アカリ 20 女 愛知県 女子29歳以下 11

DNF 1 赤沼 由美子 アカヌマ ユミコ 27 女 愛知県 女子29歳以下

DNF 2 浅田 真沙美 アサダ マサミ 34 女 岐阜県 女子30-39歳

DNF 6 磯野 恵子 イソノ ケイコ 37 女 愛知県 女子30-39歳

DNF 11 岩井 由美子 イワイ ユミコ 45 女 岐阜県 女子40-49歳

DNF 12 岩田 祐加子 イワタ ユカコ 27 女 静岡県 女子29歳以下

DNF 14 江坂 由紀 エザカ ユキ 43 女 愛知県 女子40-49歳

DNF 15 大角 明美 オオスミ アケミ 54 女 愛知県 女子50歳以上

DNF 18 大森 真美 オオモリ マミ 48 女 愛知県 女子40-49歳

DNF 20 奥宮 礼菜 オクミヤ レイナ 20 女 静岡県 女子29歳以下

DNF 23 柏内 絢子 カシウチ アヤコ 24 女 静岡県 女子29歳以下

DNF 28 木村 玲美 キムラ ナルミ 50 女 静岡県 女子50歳以上

DNF 32 小林 明子 コバヤシ アキコ 35 女 三重県 女子30-39歳

DNF 35 柴田 寛子 シバタ ヒロコ 34 女 愛知県 女子30-39歳



フルマラソンの部 女子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地 区分 区分順位

DNF 36 島田 敦子 シマダ アツコ 43 女 大阪府 女子40-49歳

DNF 37 島部 真弓 シマベ マユミ 45 女 愛知県 女子40-49歳

DNF 38 清水 ゆかり シミズ ユカリ 39 女 岐阜県 女子30-39歳

DNF 39 下西 祐子 シモニシ ユウコ 47 女 岐阜県 女子40-49歳

DNF 44 竹下 由美 タケシタ ユミ 47 女 岐阜県 女子40-49歳

DNF 45 千葉 文美 チバ アヤミ 27 女 三重県 女子29歳以下

DNF 47 富安 つぐみ トミヤス ツグミ 20 女 愛知県 女子29歳以下

DNF 50 中川 美佳保 ナカガワ ミカホ 41 女 岐阜県 女子40-49歳

DNF 52 中橋 千春 ナカハシ チハル 54 女 愛知県 女子50歳以上

DNF 53 西島 沢子 ニシジマ サワコ 40 女 静岡県 女子40-49歳

DNF 56 馬場 百合子 ババ ユリコ 48 女 愛知県 女子40-49歳

DNF 66 前山 祥子 マエヤマ サチコ 47 女 三重県 女子40-49歳

DNF 67 水野 いづみ ミズノ イヅミ 47 女 福井県 女子40-49歳

DNF 70 道脇 朱美 ミチワキ アケミ 20 女 岐阜県 女子29歳以下

DNF 71 宮崎 寿美子 ミヤザキ スミコ 52 女 三重県 女子50歳以上

DNF 74 毛利 昌恵 モウリ マサエ 45 女 愛知県 女子40-49歳

DNF 77 山内 良子 ヤマウチ リョウコ 60 女 福井県 女子50歳以上

DNF 82 横田 香織 ヨコタ カオリ 37 女 愛知県 女子30-39歳



ハーフマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

1 1026 梶田 拓弥 カジタ タクヤ 23 男 愛知県

2 1010 大田 守 オオタ マモル 33 男 愛知県

3 1194 日置 智也 ヒオキ トモヤ 34 男 滋賀県

4 1253 村上 友彦 ムラカミ トモヒコ 42 男 岐阜県

5 1005 衣斐 文哉 エビ フミヤ 17 男 岐阜県

6 1220 細田 勇一 ホソダ ユウイチ 42 男 長野県

7 1110 白波瀬 智史 シラハセ サトシ 34 男 愛知県

8 1175 西川 雅浩 ニシカワ マサヒロ 37 男 福井県

9 1231 蒔田 裕司 マキタ ユウジ 35 男 三重県

10 982 稲垣 竹彦 イナガキ タケヒコ 48 男 愛知県

11 1267 森川 洋美 モリカワ ヒロヨシ 38 男 三重県

12 1079 近藤 和久 コンドウ カズヒサ 30 男 愛知県

13 1283 山本 真司 ヤマモト シンジ 37 男 岐阜県

14 1007 大久保 利哉 オオクボ トシヤ 30 男 三重県

15 1075 小林 直樹 コバヤシ ナオキ 35 男 滋賀県

16 1224 堀川 和樹 ホリカワ カズキ 27 男 岐阜県

17 1018 奥西 新 オクニシ ハジメ 46 男 三重県

18 972 石川 和也 イシカワ カズヤ 34 男 岐阜県

19 1274 薮上 清和 ヤブカミ キヨカズ 41 男 福井県

20 1159 中川 英樹 ナカガワ ヒデキ 38 男 滋賀県

21 1173 西尾 清 ニシオ キヨシ 53 男 大阪府

22 1198 平井 浩一 ヒライ コウイチ 50 男 福井県

23 1022 尾頭 哲英 オトウ アキヒデ 40 男 愛知県

24 1195 樋口 和也 ヒグチ カズヤ 24 男 愛知県

25 325 近澤 輝剛 チカザワ テルヨシ 27 男 岐阜県

26 1106 清水 輝彦 シミズ テルヒコ 41 男 三重県

27 976 石原 健仁 イシハラ キヨノリ 28 男 岐阜県

28 1104 島津 達也 シマヅ タツヤ 30 男 福井県

29 1216 古市 貴也 フルイチ タカヤ 20 男 福井県

30 1069 小嶋 延幸 コジマ ノブユキ 50 男 滋賀県

31 987 岩田 圭司 イワタ ケイジ 36 男 岐阜県

32 1032 加藤 恵造 カトウ ケイゾウ 52 男 愛知県

33 1242 水崎 勲 ミズサキ イサオ 32 男 岐阜県

34 1040 川勝 英樹 カワカツ ヒデキ 44 男 京都府

35 1151 徳山 浩 トクヤマ ユタカ 51 男 三重県

36 1286 山本 雄也 ヤマモト ユウヤ 28 男 愛知県

37 1285 山本 将也 ヤマモト マサヤ 25 男 愛知県

38 1111 須川 慎也 スガワ シンヤ 31 男 愛知県

39 1028 カスパー ベンジャミン カスパー ベンジャミン 27 男 岐阜県

40 1008 大迫 正宏 オオサコ マサヒロ 27 男 愛知県

41 1172 新美 善偉 ニイミ ヨシヒデ 46 男 岐阜県

42 1148 天利 仁哉 テンリ キミヤ 26 男 三重県

43 1230 牧田 俊幸 マキタ トシユキ 43 男 三重県

44 1178 西山 公二 ニシヤマ コウジ 49 男 滋賀県

45 1211 藤崎 俊一郎 フジサキ シュンイチロウ 53 男 愛知県

46 1218 古田 正広 フルタ マサヒロ 48 男 岐阜県

47 2003 今岡 拓郎 イマオカ タクロウ 20 男 岐阜県

48 1030 勝又 俊幸 カツマタ トシユキ 49 男 愛知県

49 1237 間宮 義久 マミヤ ヨシヒサ 29 男 岐阜県

50 1039 河合 憲一郎 カワイ ケンイチロウ 52 男 愛知県

51 1288 横山 稔 ヨコヤマ ミノル 42 男 三重県

52 1129 竹内 芳樹 タケウチ ヨシキ 53 男 三重県

53 1188 原 孝治 ハラ コウジ 37 男 愛知県

54 1169 名田 克成 ナダ カツナリ 49 男 愛知県

55 1197 久次 孝幸 ヒサツグ タキユキ 48 男 石川県

56 1048 岸本 康 キシモト ヤスシ 52 男 岐阜県

57 1036 金石 英樹 カネイシ ヒデキ 38 男 愛知県

58 1206 廣原 慎治 ヒロハラ シンジ 42 男 京都府

59 1130 武田 智広 タケダ トモヒロ 50 男 愛知県

60 1094 澤木 保 サワキ タモツ 45 男 岐阜県

61 1244 水谷 浩明 ミズタニ ヒロアキ 41 男 三重県

62 1145 津田 哲男 ツダ テツオ 55 男 愛知県

63 1165 中村 正夫 ナカムラ マサオ 25 男 岐阜県

64 1073 小林 泉 コバヤシ イズミ 58 男 愛知県



ハーフマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

65 1061 黒田 康 クロダ ヤスシ 49 男 三重県

66 1176 西堀 和彦 ニシボリ カズヒコ 65 男 滋賀県

67 1081 坂入 弘明 サカイリ ヒロアキ 41 男 岐阜県

68 1002 浦上 嘉寛 ウラカミ ヨシヒロ 43 男 岐阜県

69 1103 島田 航 シマダ ワタル 34 男 三重県

70 1222 堀 勝哉 ホリ カツヤ 41 男 愛知県

71 1116 鈴木 規秀 スズキ ノリヒデ 54 男 京都府

72 995 内田 忠夫 ウチダ タダオ 42 男 三重県

73 1248 南 伸幸 ミナミ ノブユキ 47 男 愛知県

74 1136 田沼 隆一 タヌマ リュウイチ 46 男 東京都

75 965 安達 透 アダチ トオル 34 男 愛知県

76 1052 桐島 雅司 キリシマ マサシ 39 男 愛知県

77 1280 山田 広樹 ヤマダ ヒロキ 45 男 愛知県

78 1071 後藤 康太 ゴトウ コウタ 33 男 愛知県

79 1227 前田 繁信 マエダ シゲノブ 41 男 愛知県

80 1200 平岡 賢司 ヒラオカ ケンジ 49 男 愛知県

81 1127 高原 淳 タカハラ アツシ 34 男 愛知県

82 1152 富岡 健一 トミオカ ケンイチ 43 男 愛知県

83 1124 高瀬 明 タカセ アキラ 64 男 三重県

84 1068 小島 研二 コジマ ケンジ 48 男 岐阜県

85 1202 平田 隆志 ヒラタ タカシ 58 男 富山県

86 1154 内藤 朝義 ナイトウ アサヨシ 61 男 愛知県

87 964 浅野 剛士 アサノ タケシ 34 男 岐阜県

88 1292 和田 光広 ワダ ミツヒロ 32 男 愛知県

89 1260 森 一将 モリ カズマサ 28 男 三重県

90 1107 下島 紀彦 シモジマ ノリヒコ 41 男 愛知県

91 1023 小野 善大 オノ ヨシヒロ 29 男 岐阜県

92 1131 多々良 明成 タタラ アキナリ 32 男 愛知県

93 1215 二株 輝王 フタカブ アキオ 32 男 愛知県

94 1031 加藤 栄一 カトウ エイイチ 61 男 愛知県

95 994 牛田 貴也 ウシダ タカヤ 39 男 愛知県

96 1155 永井 俊二 ナガイ シュンジ 41 男 滋賀県

97 959 青山 尚正 アオヤマ ヒサシ 47 男 愛知県

98 1087 笹渕 宏明 ササブチ ヒロアキ 42 男 愛知県

99 997 内山 忠之 ウチヤマ タダユキ 48 男 愛知県

100 1062 黒野 大朗 クロノ タロウ 37 男 愛知県

101 1072 小林 育夫 コバヤシ イクオ 65 男 三重県

102 1150 道家 芳文 ドウケ ヨシフミ 51 男 岐阜県

103 1147 出口 昌宏 デグチ マサヒロ 50 男 福井県

104 1021 小達 和徳 オダテ カズノリ 35 男 岐阜県

105 1272 安井 誠司 ヤスイ セイジ 45 男 愛知県

106 1249 南 日出男 ミナミ ヒデオ 41 男 愛知県

107 1141 塚本 雅雄 ツカモト マサオ 39 男 愛知県

108 1265 森井 慶 モリイ ケイ 35 男 三重県

109 1108 上台 順一 ジョウダイ ジュンイチ 31 男 岐阜県

110 1013 岡田 安榮 オカダ ヤスエイ 58 男 岐阜県

111 996 内田 雅人 ウチダ マサト 26 男 三重県

112 1064 小池 孝宏 コイケ タカヒロ 28 男 岐阜県

113 1225 堀川 昌立 ホリカワ マサハル 53 男 静岡県

114 978 伊藤 隆敏 イトウ タカトシ 37 男 愛知県

115 1164 中野 一則 ナカノ カズノリ 56 男 三重県

116 1119 砂井 義裕 スナイ ヨシヒロ 46 男 三重県

117 1083 坂本 敬雄 サカモト タカオ 33 男 三重県

118 1049 北 和憲 キタ カズノリ 43 男 三重県

119 1078 近藤 晃 コンドウ アキラ 38 男 愛知県

120 1235 松永 輝紀 マツナガ テルキ 42 男 愛知県

121 1100 柴田 悟 シバタ サトル 43 男 愛知県

122 1070 小杉 孝典 コスギ タカノリ 43 男 三重県

123 1192 坂 浩之 バン ヒロユキ 38 男 岐阜県

124 1009 太田 幸一 オオタ コウイチ 38 男 岐阜県

125 1168 中山 信吾 ナカヤマ シンゴ 28 男 岐阜県

126 1085 佐口 克彦 サグチ カツヒコ 48 男 三重県

127 1223 堀江 恭平 ホリエ キョウヘイ 26 男 愛知県

128 1035 金森 文崇 カナモリ フミタカ 25 男 岐阜県



ハーフマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

129 1037 鎌田 耕一 カマダ コウイチ 47 男 愛知県

130 1275 山口 淳 ヤマグチ ジュン 28 男 愛知県

131 1132 橘谷 信治 タチバナヤ シンジ 53 男 愛知県

132 1252 三輪 昌弘 ミワ マサヒロ 52 男 滋賀県

133 1269 森田 信幸 モリタ ノブユキ 64 男 福井県

134 1047 岸本 光隆 キシモト ミツタカ 48 男 福井県

135 1015 岡村 佳司 オカムラ ケイジ 48 男 愛知県

136 1289 吉田 祥旦 ヨシダ ヨシアキ 24 男 三重県

137 1109 白石 真一郎 シライシ シンイチロウ 44 男 愛知県

138 1208 深谷 信重 フカヤ ノブシゲ 54 男 愛知県

139 1016 岡本 典士 オカモト ノリヒト 31 男 岐阜県

140 1191 播磨 悦 ハリマ エツ 53 男 大阪府

141 1066 神津 忠隆 コウヅ タダタカ 40 男 三重県

142 1266 森川 龍洋 モリカワ タツヒロ 34 男 岐阜県

143 1046 岸本 幸一 キシモト コウイチ 58 男 三重県

144 1006 大岡 英輝 オオオカ ヒデキ 37 男 愛知県

145 1115 鈴木 大造 スズキ ダイゾウ 40 男 愛知県

146 1250 宮部 久典 ミヤベ ヒサノリ 50 男 愛知県

147 1276 山口 敏巳 ヤマグチ トシミ 55 男 愛知県

148 1025 垣見 洋 カキミ ヒロシ 49 男 長野県

149 1290 両田 暁彦 リョウタ アキヒコ 50 男 長野県

150 1042 川端 一雄 カワハナ カズオ 64 男 富山県

151 1059 熊野 毅 クマノ タケシ 53 男 福井県

152 1212 藤巻 公靖 フジマキ キミヤス 26 男 長野県

153 1161 中西 裕紀 ナカニシ ユウキ 31 男 愛知県

154 1093 佐野 康治 サノ ヤスジ 45 男 三重県

155 1067 河野 達也 コウノ タツヤ 41 男 岐阜県

156 1245 水野 一也 ミズノ カズヤ 27 男 長野県

157 960 赤塚 善夫 アカツカ ヨシオ 47 男 愛知県

158 1058 窪田 大地 クボタ ダイチ 30 男 愛知県

159 1234 松永 貴志 マツナガ タカシ 51 男 岐阜県

160 1120 寸田 一雄 スンダ カズオ 57 男 岐阜県

161 1156 長井 隆志 ナガイ タカシ 49 男 群馬県

162 1209 福羅 啓介 フクラ ケイスケ 45 男 岐阜県

163 969 飯島 賢太 イイジマ ケンタ 31 男 長野県

164 967 荒木 裕二 アラキ ユウジ 28 男 三重県

165 1233 松井 良憲 マツイ ヨシノリ 35 男 岐阜県

166 1126 高田 泰生 タカダ ヤスオ 49 男 岐阜県

167 1045 岸本 一徳 キシモト カズノリ 56 男 滋賀県

168 1001 梅木 透 ウメキ トオル 44 男 愛知県

169 1012 岡 正文 オカ マサフミ 59 男 愛知県

170 1089 佐藤 慎也 サトウ シンヤ 36 男 三重県

171 1205 廣瀬 太郎 ヒロセ タロウ 54 男 三重県

172 1153 冨菜 和也 トミナ カズヤ 37 男 愛知県

173 1258 本住 旭 モトズミ アキラ 26 男 三重県

174 1044 岸田 健二 キシダ ケンジ 48 男 三重県

175 1219 細川 清治 ホソカワ セイジ 38 男 三重県

176 993 宇佐美 信弘 ウサミ ノブヒロ 61 男 三重県

177 1112 杉江 俊哉 スギエ トシヤ 36 男 愛知県

178 1098 志津 男 シヅ ダン 42 男 北海道

179 1000 鵜子 章司 ウノコ ショウジ 51 男 滋賀県

180 1291 鷲頭 慎一 ワシズ シンイチ 47 男 愛知県

181 1118 鈴木 康仁 スズキ ヤスジ 57 男 愛知県

182 979 伊藤 隆行 イトウ タカユキ 41 男 岐阜県

183 1278 山口 雄亮 ヤマグチ ユウスケ 32 男 三重県

184 1128 滝本 俊明 タキモト トシアキ 58 男 三重県

185 1167 仲矢 真彦 ナカヤ マサヒコ 51 男 三重県

186 1187 早野 恭次 ハヤノ キョウジ 52 男 滋賀県

187 1251 三輪 健太郎 ミワ ケンタロウ 38 男 静岡県

188 1284 山本 則幸 ヤマモト ノリユキ 56 男 愛知県

189 1213 藤本 登 フジモト ノボル 38 男 愛知県

190 1076 小林 泰也 コバヤシ ヤスナリ 38 男 岐阜県

191 1217 古田 政昭 フルタ マサアキ 49 男 岐阜県

192 1201 平川 雅之 ヒラカワ マサユキ 45 男 愛知県
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193 1088 佐藤 篤史 サトウ アツシ 36 男 岐阜県

194 1236 松本 敏幸 マツモト トシユキ 47 男 三重県

195 1004 江幡 則行 エバタ ノリユキ 44 男 岐阜県

196 1189 原 典弘 ハラ ノリヒロ 31 男 京都府

197 1053 桐村 慶二 キリムラ ケイジ 34 男 京都府

198 1140 茶谷 彰彦 チャダニ アキヒコ 40 男 三重県

199 1163 中野 英一 ナカノ エイイチ 43 男 岐阜県

200 1113 杉山 俊光 スギヤマ トシミツ 48 男 愛知県

201 1033 加藤 寛治 カトウ ヒロハル 31 男 愛知県

202 1238 萬野 栄治 マンノ エイジ 40 男 三重県

203 1180 能口 正司 ノグチ マサシ 40 男 石川県

204 1034 加藤 文範 カトウ フミノリ 41 男 三重県

205 1146 坪内 修平 ツボウチ シュウヘイ 34 男 三重県

206 1207 深見 潤 フカミ ジュン 32 男 岐阜県

207 992 上村 剛 ウエムラ ツヨシ 32 男 岐阜県

208 986 今泉 卓巳 イマイズミ タクミ 54 男 愛知県

209 1055 葛谷 真吾 クズタニ シンゴ 23 男 三重県

210 1273 保福 宣行 ヤスフク ノブユキ 39 男 愛知県

211 1158 中川 岳大 ナカガワ タケヒロ 35 男 愛知県

212 1138 玉置 雄一 タマキ ユウイチ 33 男 愛知県

213 1228 前田 浩義 マエダ ヒロヨシ 52 男 愛知県

214 1139 多良間 政人 タラマ マサト 40 男 愛知県

215 961 秋元 輝之 アキモト テルユキ 48 男 滋賀県

216 966 荒川 真 アラカワ マコト 57 男 三重県

217 1003 江口 邦仁 エグチ クニヒト 53 男 愛知県

218 1171 新美 達人 ニイミ タツヒト 43 男 愛知県

219 1142 辻 孝 ツジ タカシ 61 男 滋賀県

220 1264 森 泰啓 モリ ヤスヒロ 43 男 愛知県

221 988 岩田 隼侑 イワタ シュンスケ 25 男 愛知県

222 1177 西村 達也 ニシムラ タツヤ 47 男 岐阜県

223 1157 中川 翔太 ナカガワ ショウタ 25 男 三重県

224 1239 三浦 秀行 ミウラ ヒデユキ 41 男 愛知県

225 1038 神谷 孝雄 カミヤ タカオ 62 男 愛知県

226 1270 守安 輝彦 モリヤス テルヒコ 48 男 愛知県

227 1262 森 茂樹 モリ シゲキ 46 男 岐阜県

228 1063 畔柳 伸行 クロヤナギ ノブユキ 47 男 愛知県

229 1281 山田 裕也 ヤマダ ユウヤ 23 男 岐阜県

230 1133 立松 康広 タテマツ ヤスヒロ 46 男 愛知県

231 1232 増田 次郎 マスダ ジロウ 61 男 愛知県

232 1226 前川 彩登 マエカワ アヤト 28 男 三重県

233 1121 祖父江 厚太 ソブエ コウタ 32 男 愛知県

234 1056 國定 健一郎 クニサダ ケンイチロウ 30 男 岐阜県

235 1279 山田 隆博 ヤマダ タカヒロ 40 男 岐阜県

236 1185 濱口 長紀 ハマグチ チョウキ 31 男 三重県

237 1024 小野寺 晋司 オノデラ シンジ 34 男 愛知県

238 1144 津田 貴光 ツダ タカミツ 39 男 三重県

239 1080 西頭 俊幸 サイトウ トシユキ 56 男 富山県

240 1254 村瀬 昌広 ムラセ マサヒロ 29 男 静岡県

241 1170 生川 拓 ナルカワ タク 28 男 三重県

242 985 今井 達詞 イマイ タツジ 41 男 愛知県

243 1296 渡部 哲也 ワタベ テツヤ 45 男 三重県

244 1065 厚井 啓一 コウイ ケイイチ 39 男 岐阜県

245 1182 野島 昭彦 ノジマ アキヒコ 51 男 愛知県

246 1017 小川 雅平 オガワ マサヒラ 34 男 和歌山県

247 1166 中村 匡伸 ナカムラ マサノブ 56 男 愛知県

248 1282 山本 章博 ヤマモト アキヒロ 57 男 大阪府

249 1101 柴田 信幸 シバタ ノブユキ 55 男 愛知県

250 1029 片岡 良雄 カタオカ ヨシオ 61 男 愛知県

251 1247 光岡 昭典 ミツオカ アキノリ 34 男 愛知県

252 1090 佐藤 保 サトウ タモツ 42 男 愛知県

253 1268 森口 弘重 モリグチ ヒロシゲ 49 男 三重県

254 1255 村田 順哉 ムラタ ジュンヤ 31 男 愛知県

255 1074 小林 英二 コバヤシ エイジ 38 男 愛知県

256 1097 茂田 隆宏 シゲタ タカヒロ 34 男 愛知県



ハーフマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

257 1125 高田 敬人 タカダ ノリヒト 32 男 愛知県

258 1082 坂口 友伸 サカグチ トモノブ 34 男 三重県

259 991 上田 正己 ウエダ マサミ 25 男 愛知県

260 975 石橋 正樹 イシバシ マサキ 31 男 三重県

261 1184 長谷川 俊夫 ハセガワ トシオ 45 男 岐阜県

262 1105 清水 剛 シミズ ツヨシ 43 男 三重県

263 1229 牧田 和也 マキタ カズヤ 30 男 岐阜県

264 1135 棚橋 智輝 タナハシ トモキ 29 男 愛知県

265 1041 川畑 勝義 カワバタ カツヨシ 37 男 愛知県

266 1011 大屋戸 真章 オオヤド マサアキ 25 男 愛知県

267 962 淺川 清己 アサカワ キヨミ 56 男 岐阜県

268 1134 田中 亮 タナカ リョウ 35 男 三重県

269 1199 平井 将司 ヒライ マサシ 35 男 三重県

270 1295 渡辺 隆士 ワタナベ タカシ 47 男 三重県

271 1123 高木 義和 タカギ ヨシカズ 36 男 愛知県

272 1293 渡瀬 利彦 ワタセ トシヒコ 31 男 岐阜県

273 990 上嶌 健 ウエシマ タケシ 27 男 愛知県

274 1257 村山 一徹 ムラヤマ カズユキ 34 男 三重県

275 1096 志萱 忠幸 シガヤ タダユキ 37 男 滋賀県

276 1086 佐々木 篤志 ササキ アツシ 40 男 三重県

277 989 岩本 涼 イワモト リョウ 25 男 愛知県

278 1241 水上 徹 ミズカミ トオル 64 男 岐阜県

279 1174 西尾 佳之 ニシオ ヨシユキ 37 男 愛知県

280 1043 菊川 満彦 キクカワ ミツヒコ 33 男 愛知県

281 1204 廣 幸一 ヒロ コウイチ 37 男 三重県

282 1271 矢神 隆志 ヤガミ タカシ 44 男 愛知県

283 971 石井 裕士 イシイ ユウジ 29 男 愛知県

284 1240 三枝 邦博 ミエダ クニヒロ 63 男 岐阜県

285 1020 小栗 健司 オグリ ケンジ 35 男 岐阜県

286 1294 渡辺 高雄 ワタナベ タカオ 33 男 岐阜県

287 1277 山口 直哉 ヤマグチ ナオヤ 33 男 愛知県

288 1084 崎山 正典 サキヤマ マサノリ 29 男 岐阜県

289 1214 藤原 日奎 フジワラ イルギョ 35 男 三重県

290 1259 森 走 モリ カケル 22 男 三重県

291 977 磯田 祐希 イソダ ユウキ 30 男 愛知県

292 1137 田端 逸雄 タバタ イツオ 41 男 愛知県

293 1102 島田 直樹 シマダ ナオキ 48 男 大阪府

294 963 浅田 幸男 アサダ ユキオ 38 男 愛知県

295 1210 藤掛 慎太郎 フジカケ シンタロウ 36 男 三重県

296 1019 小椋 博之 オグラ ヒロユキ 45 男 岐阜県

297 1054 桐山 茂 キリヤマ シゲル 60 男 愛知県



ハーフマラソンの部 女子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

1 846 川合 香織 カワイ カオリ 31 女 岐阜県

2 855 小林 美和 コバヤシ ミワ 43 女 三重県

3 906 原 恭子 ハラ キョウコ 37 女 愛知県

4 918 堀田 美穂 ホッタ ミホ 45 女 三重県

5 884 堂原 美菜子 ドウハラ ミナコ 33 女 長野県

6 873 武士 純子 タケシ ジュンコ 37 女 岐阜県

7 880 柘植 あかり ツゲ アカリ 27 女 愛知県

8 833 大河内 美樹 オオコウチ ミキ 43 女 愛知県

9 882 土屋 幸美 ツチヤ ユキミ 41 女 愛知県

10 817 稲垣 淑子 イナガキ ヨシコ 26 女 愛知県

11 879 垂澤 三紀 タレサワ ミキ 37 女 滋賀県

12 923 松井 知世 マツイ トモヨ 38 女 愛知県

13 945 山内 由美 ヤマウチ ユミ 37 女 愛知県

14 931 宮地 めぐみ ミヤチ メグミ 41 女 愛知県

15 943 山内 アニー ヤマウチ アニー 47 女 三重県

16 839 岡本 真紀 オカモト マキ 32 女 岐阜県

17 912 藤原 紀子 フジワラ ノリコ 41 女 三重県

18 878 谷川 悦子 タニガワ エツコ 37 女 愛知県

19 824 岩田 結花 イワタ ユカ 52 女 愛知県

20 954 横山 佳子 ヨコヤマ ヨシコ 46 女 三重県

21 809 石川 幸代 イシカワ サチヨ 49 女 愛知県

22 826 鵜飼 千恵里 ウカイ チエリ 48 女 愛知県

23 827 鵜飼 遥佳 ウカイ ハルカ 21 女 愛知県

24 822 岩瀬 なぎさ イワセ ナギサ 27 女 愛知県

25 857 榊原 紀子 サカキバラ ノリコ 33 女 愛知県

26 845 神谷 真弓 カミヤ マユミ 59 女 愛知県

27 818 稲葉 万友美 イナバ マユミ 42 女 愛知県

28 834 大路 由美子 オオジ ユミコ 30 女 大阪府

29 877 立藤 美森 タテフジ ミモリ 23 女 愛知県

30 837 岡 千代子 オカ チヨコ 47 女 愛知県

31 819 井上 明美 イノウエ アケミ 41 女 愛知県

32 852 熊谷 彰子 クマガイ アキコ 63 女 岐阜県

33 914 古田 京子 フルタ キョウコ 48 女 愛知県

34 928 三浦 なつみ ミウラ ナツミ 32 女 石川県

35 927 松山 和子 マツヤマ カズコ 36 女 愛知県

36 848 河部 豊子 カワベ トヨコ 56 女 愛知県

37 850 岸本 美智子 キシモト ミチコ 54 女 三重県

38 831 大鐘 陽子 オオガネ ヨウコ 36 女 愛知県

39 862 佐守 優妃栄 サモリ ユキエ 30 女 岐阜県

40 891 中狭 可苗 ナカバサミ カナエ 44 女 石川県

41 903 服部 千鶴子 ハットリ チヅコ 44 女 三重県

42 841 片岡 真夕 カタオカ マユ 21 女 愛知県

43 934 村井 千夏 ムライ チナツ 21 女 愛知県

44 932 宮原 昭乃 ミヤハラ アキノ 24 女 愛知県

45 856 小林 理恵 コバヤシ リエ 36 女 三重県

46 936 森 亜希子 モリ アキコ 35 女 愛知県

47 853 合谷 奈津子 ゴウヤ ナツコ 32 女 石川県

48 2010 前田 雅子 マエダ マサコ 37 女 愛知県

49 950 山田 みづき ヤマダ ミヅキ 24 女 岐阜県

50 947 山崎 由紀子 ヤマザキ ユキコ 41 女 愛知県

51 920 堀山 真弓 ホリヤマ マユミ 50 女 愛知県

52 870 高崎 有貴子 タカサキ ユキコ 27 女 愛知県

53 955 吉田 沙織 ヨシダ サオリ 36 女 岐阜県

54 921 本田 彩乃 ホンダ アヤノ 25 女 岐阜県

55 895 長屋 沙里 ナガヤ サリ 23 女 岐阜県

56 924 松井 望 マツイ ノゾミ 23 女 岐阜県

57 881 土屋 純子 ツチヤ ジュンコ 53 女 岐阜県

58 883 筒井 佳代子 ツツイ カヨコ 35 女 愛知県

59 849 河村 充代 カワムラ ミツヨ 26 女 愛知県

60 806 安藤 園枝 アンドウ ソノエ 59 女 岐阜県

61 889 永野 香代 ナガノ カヨ 36 女 三重県

62 933 三輪 英未 ミワ ヒデミ 22 女 岐阜県

63 823 岩田 唯 イワタ ユイ 23 女 愛知県

64 832 大川 直美 オオカワ ナオミ 48 女 愛知県



ハーフマラソンの部 女子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

65 942 安福 友美 ヤスフク トモミ 26 女 愛知県

66 810 石倉 亜希子 イシクラ アキコ 36 女 愛知県

67 915 古見 由香 フルミ ユカ 48 女 愛知県

68 865 庄司 聡子 ショウジ サトコ 44 女 愛知県

69 886 中田 晴佳 ナカダ ハルカ 22 女 愛知県

70 894 中村 由美子 ナカムラ ユミコ 49 女 愛知県

71 864 柴田 猶子 シバタ ナオコ 55 女 愛知県

72 836 大野木 美鶴 オオノギ ミヅル 42 女 愛知県

73 840 尾頭 美穂 オトウ ミホ 38 女 愛知県

74 935 村井 知子 ムライ トモコ 46 女 愛知県

75 803 新井 裕子 アライ ユウコ 52 女 岐阜県

76 898 西川 敦子 ニシカワ アツコ 47 女 岐阜県

77 851 木村 稚子 キムラ ワカコ 35 女 愛知県

78 951 山本 久美子 ヤマモト クミコ 54 女 大阪府

79 858 匂坂 裕子 サギサカ ユウコ 43 女 愛知県

80 919 堀井 美奈子 ホリイ ミナコ 57 女 三重県

81 847 川瀬 綾子 カワセ アヤコ 32 女 三重県

82 861 さとう まこと サトウ マコト 27 女 愛知県

83 897 西尾 ゆみ ニシオ ユミ 27 女 岐阜県

84 885 永井 友子 ナガイ トモコ 51 女 愛知県

85 909 深津 真梨子 フカツ マリコ 25 女 愛知県

86 807 池田 小夜美 イケダ サヨミ 55 女 愛知県

87 900 長谷 知美 ハセ トモミ 32 女 愛知県

88 916 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 33 女 愛知県

89 860 佐藤 亜希子 サトウ アキコ 31 女 愛知県

90 825 岩田 玲子 イワタ レイコ 57 女 岐阜県

91 888 長門 真名美 ナガト マナミ 25 女 愛知県

92 899 橋岡 真希 ハシオカ マキ 25 女 愛知県

93 805 安藤 加奈子 アンドウ カナコ 29 女 愛知県

94 813 伊藤 泉美 イトウ イズミ 53 女 愛知県

95 908 平川 尚美 ヒラカワ ナオミ 40 女 愛知県

96 887 長田 由香梨 ナガタ ユカリ 30 女 岐阜県

97 907 土方 利香 ヒジカタ リカ 41 女 愛知県

98 940 守安 和美 モリヤス カズミ 48 女 愛知県

99 802 鰺坂 真里子 アジサカ マリコ 34 女 愛知県

100 948 山下 貴子 ヤマシタ タカコ 41 女 愛知県

101 925 松岡 優里 マツオカ ユウリ 28 女 愛知県

102 815 伊藤 友美 イトウ トモミ 34 女 三重県

103 829 梅木 桂 ウメキ カツラ 38 女 愛知県

104 844 角谷 有里子 カドタニ ユリコ 37 女 愛知県

105 956 吉田 初美 ヨシダ ハツミ 48 女 愛知県

106 939 森田 恵美 モリタ エミ 40 女 愛知県

107 896 新美 有紀 ニイミ ユキ 43 女 愛知県

108 863 篠木 里美 シノギ サトミ 40 女 三重県

109 917 堀田 益子 ホッタ マスコ 60 女 愛知県

110 929 水谷 舞 ミズタニ マイ 25 女 三重県

111 875 竹山 晴奈 タケヤマ ハルナ 34 女 愛知県

112 867 鈴木 理美 スズキ サトミ 28 女 岐阜県

113 944 山内 あまみ ヤマウチ アマミ 39 女 岐阜県

114 902 蜂須賀 千佳 ハチスカ チカ 27 女 愛知県

115 913 古川 尚美 フルカワ ナオミ 47 女 愛知県

116 876 田島 智美 タジマ トモミ 39 女 愛知県

117 926 松本 祥江 マツモト サチエ 29 女 愛知県

118 890 中野 貴子 ナカノ タカコ 44 女 愛知県

119 859 櫻井 千瑛 サクライ チアキ 22 女 愛知県

120 949 山下 奈緒 ヤマシタ ナオ 23 女 愛知県

121 801 浅野 裕美 アサノ ヒロミ 33 女 岐阜県



クォーターマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

1 1398 杉浦 龍一 スギウラ リュウイチ 25 男 岐阜県

2 1402 鷲見 陽介 スミ ヨウスケ 31 男 愛知県

3 1386 黒瀬 岳幸 クロセ タケユキ 26 男 埼玉県

4 1388 高下 峻一 コウゲ シュンイチ 31 男 愛知県

5 1389 樹神 岳 コダマ ガク 26 男 愛知県

6 2007 石川 シンヤ イシカワ シンヤ 18 男 三重県

7 1438 増田 幸司 マスダ コウジ 28 男 愛知県

8 1365 小河畑 直也 オガハタ ナオヤ 31 男 岐阜県

9 1451 山本 一博 ヤマモト カズヒロ 28 男 愛知県

10 1440 松田 直城 マツダ ナオキ 27 男 岐阜県

11 2004 馬場 隆希 ババ リュウキ 18 男 三重県

12 1436 本田 政次 ホンダ マサジ 48 男 岐阜県

13 1431 福田 健次 フクタ ケンジ 42 男 愛知県

14 1377 北川 建次 キタガワ ケンジ 40 男 岐阜県

15 1411 豊田 直晃 トヨダ ナオアキ 28 男 愛知県

16 1417 中村 秋彦 ナカムラ アキヒコ 27 男 滋賀県

17 1391 子安 孝幸 コヤス タカユキ 43 男 千葉県

18 2005 ウジハラ ショウタ ウジハラ ショウタ 男 三重県

19 1394 佐藤 浩一 サトウ コウイチ 27 男 愛知県

20 1430 平野 倫弘 ヒラノ ミチヒロ 39 男 三重県

21 1360 大形 悠一郎 オオガタ ユウイチロウ 24 男 愛知県

22 1373 鎌田 伊佐雄 カマタ イサオ 37 男 三重県

23 1374 唐木 孝則 カラキ タカノリ 43 男 愛知県

24 1415 中垣 幹朗 ナカガキ ミキオ 28 男 愛知県

25 1409 月原 悠希 ツキハラ ユウキ 28 男 愛媛県

26 1390 小森 亜季斗 コモリ アキト 30 男 愛知県

27 1368 尾関 良昭 オゼキ ヨシアキ 35 男 愛知県

28 1450 山田 智之 ヤマダ トモユキ 25 男 愛知県

29 1420 野々 文彦 ノノ フミヒコ 52 男 三重県

30 1446 村上 浩二 ムラカミ コウジ 44 男 愛知県

31 2009 戎 清隆 エビス キヨタカ 47 男 愛知県

32 1422 服部 タカトシ ハットリ タカトシ 48 男 三重県

33 1429 日比野 辰典 ヒビノ タツノリ 28 男 岐阜県

34 1366 億田 大輔 オクダ ダイスケ 39 男 愛知県

35 1437 前田 知幸 マエダ トモユキ 40 男 愛知県

36 1348 阿部 利彦 アベ トシヒコ 46 男 愛知県

37 1349 池田 晃次郎 イケダ コウジロウ 23 男 愛知県

38 2006 小野寺 ショウゴ オノデラ ショウゴ 男 三重県

39 1423 林 清志 ハヤシ セイシ 53 男 三重県

40 1403 世古 任 セコ タモツ 32 男 三重県

41 1358 植田 壮 ウエダ ツヨシ 24 男 愛媛県

42 1369 小野田 優人 オノダ マサト 23 男 愛知県

43 1445 武藤 仁志 ムトウ ヒトシ 41 男 愛知県

44 1405 武田 知也 タケダ トモヤ 29 男 愛知県

45 1444 三輪 裕之 ミワ ヒロユキ 39 男 三重県

46 1380 久後 信哉 キュウゴ シンヤ 34 男 愛知県

47 1355 伊藤 仁志 イトウ ヒトシ 28 男 愛知県

48 1456 脇 昌則 ワキ マサノリ 26 男 滋賀県

49 1356 岩田 信義 イワタ ノブヨシ 51 男 愛知県

50 1350 井後 琢磨 イゴ タクマ 45 男 三重県

51 1424 原 英二 ハラ エイジ 33 男 三重県

52 1433 星野 雄太 ホシノ ユウタ 26 男 愛知県

53 1385 蔵田 浩史 クラタ ヒロシ 23 男 愛知県

54 1370 加賀 孝之 カガ タカユキ 55 男 岐阜県

55 1407 田中 耕作 タナカ コウサク 32 男 愛知県

56 1404 竹下 忠直 タケシタ タダナオ 61 男 愛知県

57 1383 國井 貴仁 クニイ タカヒト 25 男 岐阜県

58 1378 絹川 友章 キヌカワ トモアキ 29 男 愛知県

59 1448 山川 淳平 ヤマカワ ジュンペイ 30 男 岐阜県

60 1442 南山 優 ミナミヤマ マサル 59 男 岐阜県

61 1352 石川 修 イシカワ シュウ 59 男 福井県

62 1346 浅井 翼 アサイ ツバサ 20 男 愛知県

63 1397 澁谷 健一 シブヤ ケンイチ 29 男 愛知県

64 1428 樋口 誉久 ヒグチ タカヒサ 40 男 愛知県



クォーターマラソンの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

65 1371 加藤 俊明 カトウ トシアキ 36 男 愛知県

66 1413 内藤 竜三 ナイトウ リュウゾウ 48 男 愛知県

67 1419 仁保 勝美 ニボ カツミ 53 男 岐阜県

68 1416 中嶋 良一 ナカジマ リョウイチ 47 男 長野県

69 1347 浅倉 信行 アサクラ ノブユキ 30 男 三重県

70 1454 吉川 裕司 ヨシカワ ユウジ 31 男 三重県

71 1354 伊藤 岩則 イトウ イワノリ 64 男 三重県

72 1412 鳥居 洸一 トリイ コウイチ 27 男 愛知県

73 1426 坂 貞徳 バン サダノリ 47 男 愛知県

74 1382 楠橋 秀紀 クスバシ ヒデキ 26 男 愛媛県

75 1357 岩堀 恵介 イワホリ ケイスケ 33 男 三重県

76 1376 喜田 和貴 キダ カズキ 41 男 三重県

77 1400 洲嵜 真一 スザキ シンイチ 43 男 愛知県

78 1364 大脇 幸和 オオワキ ユキカズ 49 男 愛知県

79 1447 山内 敏史 ヤマウチ サトシ 36 男 愛知県

80 1326 須崎 博道 スザキ ヒロミチ 28 男 三重県

81 1387 薫田 雄平 クンダ ユウヘイ 34 男 愛知県

82 1418 西川 正一 ニシカワ マサカズ 39 男 愛知県

83 1414 永尾 亮太 ナガオ リョウタ 32 男 三重県

84 1363 大野 一朗 オオノ イチロウ 33 男 愛知県

85 1396 柴原 誠 シバハラ マコト 34 男 愛知県

86 1351 井沢 元彦 イザワ モトヒコ 58 男 千葉県

87 1435 堀川 武司 ホリカワ タケシ 35 男 三重県

88 1372 加藤 康秀 カトウ ヤスヒデ 52 男 岐阜県

89 1393 坂本 雅胤 サカモト マサツグ 43 男 愛知県

90 1449 山口 顕 ヤマグチ アキラ 31 男 愛知県

91 1434 堀川 勝利 ホリカワ カツトシ 39 男 三重県

92 1353 石川 隆行 イシカワ タカユキ 41 男 愛知県

93 1395 柴田 辰哉 シバタ タツヤ 48 男 愛知県

94 1367 尾崎 州弘 オザキ クニヒロ 48 男 愛知県

95 1421 服部 淳 ハットリ ジュン 38 男 三重県

96 1408 棚原 仰治 タナハラ コウジ 31 男 三重県

97 1345 赤田 繁生 アカダ シゲオ 35 男 三重県

98 1441 的場 泉 マトバ セン 36 男 三重県

99 1443 美馬 丈浩 ミマ タケヒロ 37 男 三重県

100 1361 大谷 真也 オオタニ シンヤ 30 男 愛知県

101 1410 當銘 幸二 トウメ コウジ 36 男 愛知県

102 1375 菊地 英夫 キクチ ヒデオ 39 男 三重県

103 1392 斉木 正幸 サイキ マサユキ 46 男 愛知県

104 1401 鈴木 大士 スズキ ダイシ 29 男 愛知県

105 1381 金 龍植 キン リョンシツ 36 男 三重県

106 1439 松岡 淳 マツオカ アツシ 41 男 愛知県

DNF 1359 江沢 拓真 エサワ タクマ 23 男 岐阜県

DNF 1362 大塚 成俊 オオツカ ナルトシ 46 男 愛知県

DNF 1379 木下 慎一郎 キノシタ シンイチロウ 26 男 岐阜県

DNF 1384 久村 和也 クムラ カズヤ 31 男 愛知県

DNF 1399 杉山 豪 スギヤマ タケシ 28 男 愛知県

DNF 1406 竹間 忠義 タケマ タダヨシ 67 男 福井県

DNF 1425 原木 昭宏 ハラキ アキヒロ 40 男 三重県

DNF 1427 坂 英和 バン ヒデカズ 25 男 岐阜県

DNF 1432 紅谷 正史 ベニヤ マサシ 37 男 愛知県

DNF 1452 吉岡 功 ヨシオカ イサオ 43 男 岐阜県

DNF 1453 吉川 文久 ヨシカワ フミヒサ 28 男 愛媛県

DNF 1455 吉田 茂之 ヨシダ シゲユキ 32 男 岐阜県



クォーターマラソンの部 女子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

1 1343 薮上 恵 ヤブカミ メグミ 40 女 福井県

2 1310 大須賀 慶子 オオスカ ケイコ 24 女 愛知県

3 1323 小松 つき代 コマツ ツキヨ 52 女 福井県

4 1324 菰田 奈余 コモダ ナヨ 36 女 愛知県

5 1328 谷口 恵里 タニグチ エリ 28 女 岐阜県

6 1305 伊藤 美和 イトウ ミワ 33 女 愛知県

7 1337 前田 智美 マエダ トモミ 26 女 愛知県

8 1309 宇野 愛子 ウノ アイコ 35 女 愛知県

9 1334 原田 幸恵 ハラダ サチエ 33 女 愛知県

10 1344 横山 時子 ヨコヤマ トキコ 41 女 三重県

11 1336 樋口 久子 ヒグチ ヒサコ 41 女 愛知県

12 1317 河野 なつき カワノ ナツキ 32 女 愛知県

13 1329 出口 恭子 デグチ キョウコ 25 女 愛知県

14 1319 黒宮 香代 クロミヤ カヨ 25 女 三重県

15 1301 浅井 由利子 アサイ ユリコ 42 女 愛知県

16 1312 大場 博衣 オオバ ヒロエ 38 女 愛知県

17 1313 小河畑 多恵 オガハタ タエ 32 女 岐阜県

18 1335 東 里美 ヒガシ サトミ 28 女 愛知県

19 1302 池戸 佐貴絵 イケド サキエ 30 女 岐阜県

20 1341 村上 初美 ムラカミ ハツミ 49 女 岐阜県

21 1340 宮地 麻依子 ミヤチ マイコ 27 女 愛知県

22 1325 小森 由美子 コモリ ユミコ 30 女 岐阜県

23 1307 井上 知美 イノウエ トモミ 26 女 岐阜県

24 1306 伊藤 恵 イトウ メグミ 41 女 愛知県

25 1308 内田 純子 ウチダ ジュンコ 60 女 愛知県

26 1316 唐木 かおり カラキ カオリ 49 女 愛知県

27 1315 甲斐 美代子 カイ ミヨコ 41 女 愛知県

28 1322 後藤 尚子 ゴトウ ナオコ 33 女 愛知県

29 1304 磯村 由紀 イソムラ ユキ 36 女 愛知県

30 1320 小久保 良江 コクボ ヨシエ 51 女 愛知県

31 1339 松山 詔子 マツヤマ ショウコ 41 女 岐阜県

32 1321 小島 千絵子 コジマ チエコ 38 女 岐阜県

33 1303 磯谷 真由美 イソガイ マユミ 42 女 愛知県

34 1332 西川 千里 ニシカワ チサト 28 女 岐阜県

35 1314 尾崎 由香 オザキ ユカ 27 女 愛知県

36 1331 仲尾 美咲 ナカオ ミサキ 21 女 三重県

37 1327 棚橋 光子 タナハシ ミツコ 43 女 岐阜県

38 1342 村上 由佳 ムラカミ ユカ 29 女 愛知県

39 1330 冨田 ゆか トミタ ユカ 29 女 岐阜県

40 1311 大谷 明子 オオタニ アキコ 34 女 愛知県

41 1333 原 和歌菜 ハラ ワカナ 24 女 三重県

42 1338 前田 リリン マエダ リリン 35 女 愛知県

DNF 1318 栗本 美奈子 クリモト ミナコ 29 女 愛知県



チャレンジの部 男子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

1 1527 左合 弘樹 サゴウ ヒロキ 14 男 岐阜県

2 1529 佐藤 祐樹 サトウ ユウキ 14 男 岐阜県

3 1535 中島 慧 ナカシマ サトル 14 男 岐阜県

4 1536 中島 諒 ナカシマ リョウ 12 男 岐阜県

5 1521 伊藤 瞭 イトウ リョウ 12 男 岐阜県

6 1540 両田 虎太朗 リョウタ コタロウ 12 男 長野県

7 1526 五藤 愛也 ゴトウ マナヤ 10 男 岐阜県

8 1525 木下 裕斗 キノシタ ユウト 13 男 三重県

9 1520 伊藤 駿佑 イトウ シュンスケ 10 男 岐阜県

10 1524 神谷 奈利親 カミヤ ナリチカ 12 男 愛知県

11 1537 原木 滉生 ハラキ コウセイ 7 男 三重県

12 1539 室井 豪 ムロイ ツヨシ 10 男 福岡県

13 1531 清水 颯斗 シミズ ハヤト 11 男 三重県

14 1538 彦田 栄和 ヒコダ エイト 10 男 愛知県

15 1533 白鳥 航大 シラトリ コウダイ 8 男 愛知県

16 1530 清水 奏太 シミズ カナタ 8 男 三重県

17 1532 清水 雅也 シミズ マサヤ 9 男 三重県

18 1534 谷繁 瑞城 タニシゲ タマキ 6 男 岐阜県

19 1522 大野木 響世 オオノギ キョウセイ 9 男 愛知県

DNF 1523 大宮 慎太郎 オオミヤ シンタロウ 9 男 愛知県

DNF 1528 佐々木 凌 ササキ リョウ 9 男 愛知県



チャレンジの部 女子

総合順位 レースNo 氏名 よみがな 年齢 性別 居住地

1 1504 梶浦 未椰 カジウラ ミヤ 14 女 岐阜県

2 1501 江上 らな エガミ ラナ 10 女 愛知県

3 1512 服部 稜歩 ハットリ イツホ 9 女 三重県

4 1508 斉藤 やよい サイトウ ヤヨイ 11 女 三重県

5 1513 平井 花梨 ヒライ カリン 12 女 福井県

6 1509 坂本 栞菜 サカモト カンナ 11 女 三重県

7 1519 安田 砂羽香 ヤスダ サワカ 13 女 岐阜県

8 1503 大野木 幸音 オオノギ ユキネ 11 女 愛知県

9 1514 平井 愛梨 ヒライ マリン 10 女 福井県

10 1515 藤垣 優花 フジガキ ユウカ 11 女 三重県

11 1507 神谷 法葉 カミヤ ノリハ 8 女 愛知県

12 1517 宮崎 愛海 ミヤザキ マナミ 11 女 三重県

13 1518 室井 美理 ムロイ ミリ 13 女 福岡県

14 1511 白鳥 帆志乃 シラトリ ホシノ 6 女 愛知県

15 1502 太田 怜奈 オオタ レイナ 6 女 岐阜県

DNF 1505 糟谷 早希 カスヤ サキ 14 女 愛知県

DNF 1506 加藤 守美 カトウ モリミ 47 女 愛知県

DNF 1510 佐々木 菜緒 ササキ ナオ 7 女 愛知県

DNF 1516 古屋 美晴 フルヤ ミハル 8 女 東京都
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