
木曽三川マラソン大会
スタート　リスト

2022/1/16開催

レース
　№

種目 氏名 カナ 年齢 性別

2001 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）荒川 弘美 アラカワ ヒロミ 51 女性 富山県
2002 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）井口 奈津美 イグチ ナツミ 49 女性 三重県
2003 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）石田 裕子 イシダ ヒロコ 54 女性 三重県
2004 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）磯浜 礼子 イソハマ レイコ 52 女性 岐阜県
2005 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）板倉 裕子 イタクラ ヒロコ 56 女性 愛知県
2006 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）伊藤 みゆき イトウ ミユキ 59 女性 愛知県
2007 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）井上 朋子 イノウエ トモコ 47 女性 三重県
2008 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）今村 潔香 イマムラ キヨカ 52 女性 岐阜県
2009 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）上田 俊恵 ウエダ トシエ 65 女性 岐阜県
2010 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）上田 正子 ウエダ マサコ 52 女性 愛知県
2011 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）上村 朋子 ウエムラ トモコ 43 女性 愛知県
2012 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）宇佐美 展子 ウサミ ノブコ 54 女性 三重県
2013 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）梅村 祐子 ウメムラ ユウコ 52 女性 愛知県
2014 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）大津 恭子 オオツ キョウコ 53 女性 愛知県
2015 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）大橋 麻美 オオハシ アサミ 41 女性 岐阜県
2016 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）大参 未幸 オオミ ミユキ 27 女性 愛知県
2017 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）岡田 裕美 オカダ ヒロミ 58 女性 福井県
2018 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）奥村 圭子 オクムラ ケイコ 52 女性 愛知県
2019 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）尾崎 美幸 オサキ ミユキ 46 女性 愛知県
2020 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）甲斐 由紀子 カイ ユキコ 41 女性 愛知県
2021 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）鏡味 佐代子 カガミ サヨコ 58 女性 愛知県
2022 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）片桐 実穂 カタギリ ミホ 51 女性 岐阜県
2023 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）加藤 未佳 カトウ ミカ 50 女性 愛知県
2024 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）加藤 玲子 カトウ レイコ 47 女性 愛知県
2025 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）川井 美黎 カワイ ミレイ 23 女性 岐阜県
2026 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）北川 智香 キタガワ トモカ 33 女性 滋賀県
2027 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）櫛田 美恵 クシダ ミエ 51 女性 愛知県
2028 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）熊谷 伴子 クマガイ トモコ 54 女性 愛知県
2029 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）栗田 よしえ クリタ ヨシエ 49 女性 岐阜県
2030 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）栗原 千景 クリハラ チカゲ 51 女性 愛知県
2031 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）古岩井 邦江 コイワイ クニエ 50 女性 愛知県
2032 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）後藤 直子 ゴトウ ナオコ 52 女性 岐阜県
2033 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）小森 和恵 コモリ カズエ 60 女性 岐阜県
2034 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）近藤 知恵美 コンドウ チエミ 57 女性 三重県
2035 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）酒井 愛 サカイ アイ 48 女性 愛知県
2036 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）坂井 真由美 サカイ マユミ 60 女性 岐阜県
2037 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）佐宗 眞理子 サソウ マリコ 60 女性 愛知県
2038 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）佐藤 直美 サトウ ナオミ 43 女性 愛知県
2039 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）澤崎 亜紀子 サワザキ アキコ 48 女性 愛知県
2040 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）重松 真弥 シゲマツ マヤ 33 女性 愛知県
2041 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）柴田 由佳利 シバタ ユカリ 57 女性 愛知県
2042 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）清水 京子 シミズ キョウコ 60 女性 愛知県
2043 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）清水 智美 シミズ トモミ 62 女性 三重県
2044 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）下田 恵理 シモダ エリ 44 女性 岐阜県
2045 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）杉野 みどり スギノ ミドリ 59 女性 岐阜県
2046 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）諏訪部 裕子 スワベ ユウコ 45 女性 愛知県
2047 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）芹澤 美奈子 セリザワ ミナコ 40 女性 愛知県
2048 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）高井 香菜 タカイ カナ 31 女性 岐阜県
2049 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）高木 実穂 タカギ ミホ 50 女性 岐阜県
2050 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）高崎 美佐代 タカザキ ミサヨ 61 女性 岐阜県
2051 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）高田 里美 タカダ サトミ 52 女性 福井県
2052 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）高橋 朋子 タカハシ トモコ 48 女性 北海道
2053 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）宅島 舞夏 タクシマ マイカ 22 女性 兵庫県
2054 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）田中 ひとみ タナカ ヒトミ 48 女性 愛知県
2055 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）玉本 望 タマモト ノゾミ 24 女性 愛知県
2056 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）千葉 里美 チバ サトミ 37 女性 岐阜県
2057 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）角田 江里 ツノダ エリ 50 女性 愛知県
2058 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）角田 美由起 ツノダ ミユキ 39 女性 愛知県
2059 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）坪井 里美 ツボイ サトミ 49 女性 岐阜県
2060 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）坪井 美奈 ツボイ ミナ 44 女性 岐阜県
2061 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）寺木 彰子 テラキ アキコ 64 女性 愛知県
2062 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）寺木 佐和子 テラキ サワコ 37 女性 愛知県
2063 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）寺本 優実 テラモト ユミ 45 女性 愛知県
2064 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）東度 晴美 トウド ハルミ 56 女性 福井県
2065 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）杤藤 奈津子 トチフジ ナツコ 41 女性 岐阜県
2066 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中塚 裕美 ナカツカ ヒロミ 45 女性 愛知県
2067 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中西 加奈 ナカニシ カナ 49 女性 滋賀県
2068 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中野 綾音 ナカノ アヤネ 22 女性 岐阜県
2069 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中野 徳子 ナカノ ノリコ 48 女性 石川県
2070 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中村 伊津子 ナカムラ イツコ 56 女性 滋賀県
2071 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中村 圭子 ナカムラ ケイコ 61 女性 愛知県
2072 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）中村 小百合 ナカムラ サユリ 56 女性 愛知県
2073 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）仁木 八重 ニキ ヤエ 48 女性 愛知県
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2074 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）西村 富美代 ニシムラ フミヨ 58 女性 三重県
2075 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）野坂 悦子 ノサカ エツコ 68 女性 福井県
2076 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）野澤 由貴子 ノザワ ユキコ 53 女性 愛知県
2077 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）野村 愛 ノムラ アイ 44 女性 愛知県
2078 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）長谷川 千恵 ハセガワ チエ 29 女性 岐阜県
2079 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）長谷川 弘子 ハセガワ ヒロコ 46 女性 愛知県
2080 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）長谷川 由理 ハセガワ ユリ 43 女性 愛知県
2081 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）花畑 果林 ハナバタ カリン 40 女性 岐阜県
2082 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）原 栄子 ハラ エイコ 53 女性 愛知県
2083 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）原田 采奈 ハラダ アヤナ 21 女性 愛知県
2084 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）坂 和代 バン カズヨ 55 女性 愛知県
2085 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）日比野 貴子 ヒビノ タカコ 50 女性 愛知県
2086 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）平井 律子 ヒライ リツコ 52 女性 岐阜県
2087 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）平塚 五月 ヒラツカ サツキ 46 女性 愛知県
2088 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）平山 美津枝 ヒラヤマ ミツエ 59 女性 石川県
2089 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）廣瀬 裕子 ヒロセ ユウコ 51 女性 岐阜県
2090 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）廣田 かすみ ヒロタ カスミ 31 女性 愛知県
2091 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）藤垣 絵理子 フジガキ エリコ 50 女性 三重県
2092 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）藤田 いづみ フジタ イヅミ 58 女性 三重県
2093 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）武知 礼佳 ブチ アヤカ 27 女性 兵庫県
2094 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）本登 範子 ホント ノリコ 60 女性 愛知県
2095 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）丸山 仁恵 マルヤマ ヒトエ 46 女性 福井県
2096 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）水川 紗耶 ミズカワ サヤ 20 女性 愛知県
2097 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）水谷 恵理子 ミズタニ エリコ 59 女性 三重県
2098 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）水野 多恵 ミズノ タエ 45 女性 岐阜県
2099 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）三森 薫 ミツモリ カオル 54 女性 愛知県
2100 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）蓑島 渚 ミノシマ ナギサ 37 女性 宮城県
2101 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）三宅 佳子 ミヤケ ヨシコ 59 女性 愛知県
2102 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）村田 麻未子 ムラタ マミコ 55 女性 三重県
2103 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）惠 亜矢 メグミ アヤ 40 女性 宮崎県
2104 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）毛利 さつき モウリ サツキ 60 女性 愛知県
2105 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）茂木 麻依子 モテキ マイコ 49 女性 愛知県
2106 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）八木 美江 ヤギ ミエ 59 女性 岐阜県
2107 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）山内 真理子 ヤマウチ マリコ 49 女性 福井県
2108 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）山口 梓 ヤマグチ アヅサ 30 女性 岐阜県
2109 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）山口 加代子 ヤマグチ カヨコ 53 女性 神奈川県
2110 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）山田 美幸 ヤマダ ミユキ 56 女性 三重県
2111 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）山田 由枝 ヤマダ ヨシエ 43 女性 愛知県
2112 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）吉田 清恵 ヨシダ キヨエ 51 女性 愛知県
2113 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）吉田 千絵 ヨシダ チエ 49 女性 愛知県
2114 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）四木 朱衣子 ヨツキ アキコ 48 女性 石川県
2115 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）渡辺 昌子 ワタナベ アツコ 47 女性 三重県
2116 42.195km 女子　18歳以上（高校不可）渡辺 幸重 ワタナベ ユキエ 41 女性 岐阜県


