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高校生の部

レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

801 松居 智咲 女 高校1年 愛知 マツイ チサキ

802 日比 遥香 女 高校3年 岐阜 ヒビ ハルカ

803 山上 知輝 男 高校1年 兵庫 ヤマウエ トモキ

804 鈴木 宇輝 男 高校1年 三重 スズキ タカキ

スプリントの部

レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

1 伊藤 麻奈 女 36 三重 イトウ マナ

2 栗巣 勇子 女 37 京都 クリス ユウコ

3 四元 友理 女 38 愛知 ヨツモト ユリ

4 清水 知恵子 女 33 愛知 シミズ チエコ

5 谷川 涼子 女 26 愛知 タニガワ リョウコ

6 中山 和恵 女 49 大阪 ナカヤマ カズエ

7 安本 旭宏 男 30 愛知 ヤスモト アキヒロ

8 伊藤 巧 男 53 静岡 イトウ タクミ

9 稲葉 佑典 男 21 学連 イナバ ユウスケ

10 稲葉 祐介 男 33 静岡 イナバ ユウスケ

11 横地 望 男 29 愛知 ヨコチ ノゾミ

12 岡元 明 男 44 大阪 オカモト アキラ

13 沖村 政則 男 61 東京 オキムラ マサノリ

14 河尻 禎文 男 50 愛知 カワジリ ヨシフミ

15 河野 仁 男 25 静岡 コウノ ヒトシ

16 宮内 努 男 50 東京 ミヤウチ ツトム

17 熊田原 修 男 52 静岡 クマタバラ オサム

18 古川 正弥 男 42 愛知 フルカワ マサヤ

19 戸塚 由幸 男 58 静岡 トツカ ヨシユキ

20 後藤 康弘 男 41 愛知 ゴトウ ヤスヒロ

21 後藤 正輝 男 34 愛知 ゴトウ マサテル

22 高橋 賢治 男 39 三重 タカハシ ケンジ

23 高橋 陽一 男 65 三重 タカハシ ヨウイチ

24 高木 卓 男 31 愛知 タカギ スグル

25 今枝 寛 男 42 愛知 イマエダ カン

26 佐合 要 男 27 岐阜 サゴウ カナメ
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レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

27 佐野 康治 男 47 三重 サノ ヤスジ

28 山上 達也 男 44 兵庫 ヤマウエ タツヤ

29 山中 伸一 男 41 岐阜 ヤマナカ シンイチ

30 小島 拓也 男 42 長野 コジマ タクヤ

31 小林 誉明 男 24 愛知 コバヤシ タカアキ

32 小渕 貴裕 男 39 愛知 コブチ タカヒロ

33 庄司 元樹 男 28 東京 ショウジ ゲンキ

34 松本 泰洋 男 50 岐阜 マツモト ヤスヒロ

35 成瀬 和久 男 31 愛知 ナルセ カズヒサ

36 青木 渉 男 41 滋賀 アオキ ワタル

37 倉科 知史 男 32 長野 クラシナ トモフミ

38 太田 祐介 男 30 岐阜 オオタ ユウスケ

39 大久保 堅司 男 44 岐阜 オオクボ ケンジ

40 棚橋 宏泰 男 46 岐阜 タナハシ ヒロヤス

41 丹羽 秀記 男 44 岐阜 ニワ ヒデキ

42 中泉 知久 男 38 京都 ナカイズミ トモヒサ

43 中村 道夫 男 42 愛知 ナカムラ ミチオ

44 中道 威夫 男 51 埼玉 ナカミチ タケオ

45 田中 伸 男 39 愛知 タナカ シン

46 渡辺 遊 男 35 愛知 ワタナベ ユウ

47 藤城 健 男 53 愛知 フジシロ ケン

48 藤川 誠二 男 39 愛知 フジカワ セイジ

49 馬杉 秀昭 男 41 愛知 マスギ ヒデアキ

50 浜田 守 男 39 岐阜 ハマダ マモル

51 有賀 達哉 男 53 岐阜 アリガ タツヤ

52 林 基行 男 39 京都 ハヤシ モトユキ

53 中山 賢史朗 男 23 神奈川 ナカヤマ ケンシロウ

54 菅野 真志 男 40 神奈川 カンノ マサシ

中学生の部

レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

701 小林 未来 女 中学1年 愛知 コバヤシ ミク

702 筒井 二千夏 女 中学2年 愛知 ツツイ ニチカ

703 西垣 亜美 女 中学3年 大阪 ニシガキ アミ

704 西垣 怜奈 女 中学3年 大阪 ニシガキ レナ
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レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

705 王生 やまと 男 中学1年 岐阜 イクルミ ヤマト

706 金 稜宇 男 中学1年 愛知 キム ルンウ

707 小島 侑也 男 中学1年 長野 コジマ ユウヤ

708 松居 智規 男 中学1年 愛知 マツイ トモキ

709 通山 航 男 中学1年 静岡 トオリヤマ ワタル

710 土井 光 男 中学1年 愛知 ドイ ヒカル

711 藤井 亮我 男 中学1年 愛知 フジイ リョウガ

712 橘田 大河 男 中学2年 山梨 キッタ タイガ

713 古谷田 貴斗 男 中学2年 神奈川 コヤタ タカト

714 筒井 海翔 男 中学2年 愛知 ツツイ カイト

715 曽根 拓実 男 中学3年 愛知 ソネ タクミ

スーパースプリントの部

レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

81 小野 樹美 女 50 愛知 オノ タツミ

82 藤城 郁美 女 53 愛知 フジシロ イクミ

83 柳生 美恵 女 50 岐阜 ヤギュウ ミエ

84 林 幸 女 40 京都 ハヤシ ユキ

85 廣岡 奈緒 女 34 福井 ヒロオカ ナオ

86 秦 由加子 女 33 千葉 ハタ ユカコ

87 市川 仁史 男 47 愛知 イチカワ ヒトシ

88 清水 重秀 男 53 京都 シミズ シゲヒデ

89 青木 紳一郎 男 33 愛知 アオキ シンイチロウ

90 片山 遼 男 25 愛知 カタヤマ リョウ

91 野々下 彬 男 31 滋賀 ノノシタ アキラ

92 窪田 貴一 男 21 学連 クボタ キイチ

小学校低学年の部

レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

101 伊藤 芳 男 小学1年 岐阜 イトウ カオル

102 佐合 悠利 男 小学1年 愛知 サゴウ ユウリ

103 藤井 創平 男 小学1年 三重 フジイ ソウヘイ

201 向井 大稀 男 小学2年 三重 ムカイ ダイキ

202 青木 俊 男 小学2年 滋賀 アオキ シュン
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レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

203 渡部 隼也 男 小学2年 愛知 ワタベ シュンヤ

204 藤井 昂我 男 小学2年 愛知 フジイ コウガ

301 黒田 皓子 女 小学3年 岐阜 クロダ ヒロコ

302 平泉 心穂 女 小学3年 愛知 ヒライズミ ミホ

303 金 稜星 男 小学3年 愛知 キム ルンソン

304 高木 崚平 男 小学3年 岐阜 タカギ リョウヘイ

305 神戸 優佑 男 小学3年 愛知 カンベ ユウスケ

306 櫻井 琥太郎 男 小学3年 愛知 サクライ コタロウ

小学校高学年の部

レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

401 正垣 水梨 女 小学4年 兵庫 マサガキ ナリ

402 土井 葉月 女 小学4年 愛知 ドイ ハヅキ

403 近藤 大智 男 小学4年 愛知 コンドウ ダイチ

404 佐治 勇輝 男 小学4年 愛知 サジ ユウキ

405 斉藤 大輝 男 小学4年 愛知 サイトウ ダイゴ

406 大西 申馬 男 小学4年 岐阜 オオニシ シンバ

407 鈴木 一平 男 小学4年 静岡 スズキ イッペイ

501 伊藤 杏華 女 小学5年 愛知 イトウ キョウカ

502 向井 雛 女 小学5年 三重 ムカイ ヒナ

503 黒田 絢子 女 小学5年 岐阜 クロダ アヤコ

504 平泉 真心 女 小学5年 愛知 ヒライズミ マコ

505 菅野 渚 女 小学5年 神奈川 カンノ ナギサ

506 伊藤 要 男 小学5年 岐阜 イトウ カナメ

507 吉居 駿恭 男 小学5年 愛知 ヨシイ シュンスケ

508 金 稜哲 男 小学5年 愛知 キム ルンチョル

509 古谷田 耀 男 小学5年 神奈川 コヤタ ヨウ

510 高木 勇作 男 小学5年 岐阜 タカギ ユウサク

511 市川 千太 男 小学5年 愛知 イチカワ センタ

512 上田 大智 男 小学5年 愛知 ウエダ タイチ

513 水野 蓮 男 小学5年 愛知 ミズノ レン

514 川上 恵生 男 小学5年 静岡 カワカミ ヨシキ

515 川村 佳史 男 小学5年 大阪 カワムラ ケイシ

516 藤井 大我 男 小学5年 愛知 フジイ タイガ

601 加藤 拓眞 男 小学6年 岐阜 カトウ タクマ
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レースNo 氏名 性別 学年 JTU登録地 氏名カナ

602 丸山 倖生 男 小学6年 兵庫 マルヤマ コウセイ

603 橘田 翔 男 小学6年 山梨 キッタ ショウ

604 佐々木 工海 男 小学6年 京都 ササキ タクミ

605 佐治 大輝 男 小学6年 愛知 サジ ダイキ

606 佐藤 真那也 男 小学6年 愛知 サトウ マナヤ

607 小田 陸人 男 小学6年 奈良 オダ リクト

608 西原 悠河 男 小学6年 愛知 ニシハラ ユウガ

609 青木 遼 男 小学6年 滋賀 アオキ リョウ

610 曽根 耕大 男 小学6年 愛知 ソネ コウダイ

611 長﨑 一晃 男 小学6年 愛知 ナガサキ イッコウ

612 田辺 英孝 男 小学6年 岐阜 タナベ ヒデタカ

613 渡部 竜也 男 小学6年 愛知 ワタベ リュウヤ

614 富田 湖大 男 小学6年 滋賀 トミタ コダイ

615 鈴木 優太朗 男 小学6年 愛知 スズキ ユウタロウ


