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3001 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）青木 邦彦 アオキ クニヒコ 70 男性 愛知県
3002 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）青木 孝 アオキ タカシ 61 男性 愛知県
3003 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）青木 颯 アオキ ハヤテ 25 男性 長野県
3004 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）青木 亮輔 アオキ リョウスケ 34 男性 愛知県
3005 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）赤尾 真太郎 アカオ シンタロウ 37 男性 愛知県
3006 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）赤坂 吉観 アカサカ ヨシミ 48 男性 大阪府
3007 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）赤塚 貴史 アカツカ タカシ 48 男性 愛知県
3008 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）赤松 淳 アカマツ ジュン 61 男性 福井県
3009 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）秋月 直人 アキヅキ ナオト 31 男性 京都府
3010 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）秋月 誠 アキヅキ マコト 60 男性 兵庫県
3011 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）浅井 輝彦 アサイ テルヒコ 46 男性 愛知県
3012 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）朝岡 康雄 アサオカ ヤスオ 48 男性 愛知県
3013 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）朝田 守夫 アサダ モリオ 46 男性 岐阜県
3014 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）浅野 純治 アサノ ジュンジ 49 男性 愛知県
3015 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）浅野 俊和 アサノ トシカズ 61 男性 岐阜県
3016 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）浅野 三男 アサノ ミツオ 55 男性 愛知県
3017 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）淺野 善信 アサノ ヨシノブ 44 男性 岐阜県
3018 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）浅見 俊仁 アサミ トシヒト 65 男性 東京都
3019 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）安島 千裕 アジマ チヒロ 67 男性 東京都
3020 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）東 直人 アズマ ナオト 53 男性 愛知県
3021 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）足立 貴広 アダチ タカヒロ 43 男性 愛知県
3022 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）阿部 学 アベ マナブ 60 男性 愛知県
3023 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）天野 覚 アマノ サトル 47 男性 愛知県
3024 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）新井 修 アライ オサム 59 男性 愛知県
3025 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）荒井 圭樹 アライ タマキ 46 男性 富山県
3026 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）荒川 裕之 アラカワ ヒロユキ 43 男性 愛知県
3027 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）荒川 守 アラカワ マモル 48 男性 愛知県
3028 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）安藤 大明 アンドウ ヒロアキ 34 男性 岐阜県
3029 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）安藤 弘 アンドウ ヒロシ 59 男性 岐阜県
3030 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）安藤 雅紀 アンドウ マサノリ 38 男性 岐阜県
3031 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）飯田 尚 イイダ ヒサシ 47 男性 静岡県
3032 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）飯塚 哲矢 イイヅカ テツヤ 49 男性 三重県
3033 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）飯塚 友朗 イイヅカ トモアキ 58 男性 愛知県
3034 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）飯場 雅実 イイバ マサミ 50 男性 三重県
3035 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）生田 篤史 イクタ アツシ 35 男性 岐阜県
3036 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池内 一朗 イケウチ イチロウ 59 男性 愛知県
3037 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池内 孝広 イケウチ タカヒロ 59 男性 愛知県
3038 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池田 一司 イケダ カズシ 63 男性 東京都
3039 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池田 康一 イケダ コウイチ 41 男性 三重県
3040 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池田 雄亮 イケダ ユウスケ 41 男性 岐阜県
3041 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池田 征寛 イケダ ユキヒロ 47 男性 富山県
3042 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）池本 史敏 イケモト フミトシ 48 男性 愛知県
3043 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石井 秀明 イシイ ヒデアキ 53 男性 静岡県
3044 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石井 裕也 イシイ ユウヤ 43 男性 愛知県
3045 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石川 慎士 イシカワ シンジ 54 男性 岡山県
3046 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石川 賀一 イシカワ ヨシカズ 60 男性 愛知県
3047 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石黒 敦司 イシグロ アツシ 35 男性 愛知県
3048 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石黒 光治 イシグロ コウジ 56 男性 愛知県
3049 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石黒 大 イシグロ ダイ 47 男性 愛知県
3050 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石黒 達教 イシクロ タツノリ 42 男性 富山県
3051 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石田 克洋 イシダ カツヒロ 48 男性 愛知県
3052 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石田 拓司 イシダ タクジ 41 男性 岐阜県
3053 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石田 安 イシダ ヤスシ 62 男性 三重県
3054 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石田 洋平 イシダ ヨウヘイ 22 男性 愛知県
3055 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石田 義和 イシダ ヨシカズ 52 男性 愛知県
3056 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石谷 貴英 イシタニ タカヒデ 25 男性 滋賀県
3057 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石野 治 イシノ オサム 48 男性 岐阜県
3058 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石原 隆史 イシハラ タカフミ 46 男性 和歌山県
3059 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石原 光博 イシハラ ミツヒロ 52 男性 愛知県
3060 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石原 勇三 イシハラ ユウゾウ 71 男性 愛知県
3061 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）石山 道行 イシヤマ ミイユキ 70 男性 三重県
3062 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊相 友晴 イソウ トモハル 42 男性 三重県
3063 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）磯崎 常好 イソザキ ツネヨシ 58 男性 愛知県
3064 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）磯島 健二 イソジマ ケンジ 52 男性 三重県
3065 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）板谷 賢明 イタダニ ヨシアキ 38 男性 愛知県
3066 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）市川 和彦 イチカワ カズヒコ 58 男性 愛知県
3067 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）市川 博文 イチカワ ヒロフミ 55 男性 愛知県
3068 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）一条 尚樹 イチジョウ ナオキ 43 男性 愛知県
3069 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）市橋 功臣 イチハシ コウジ 47 男性 愛知県
3070 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）一宮 光史 イチミヤ ミツシ 49 男性 大阪府
3071 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）市山 允人 イチヤマ マサト 41 男性 愛知県
3072 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）井戸 哲也 イド テツヤ 52 男性 岐阜県
3073 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 淳 イトウ アツシ 61 男性 三重県
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3074 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊東 和男 イトウ カズオ 53 男性 愛知県
3075 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 和司 イトウ カズシ 45 男性 三重県
3076 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 孝 イトウ コウ 61 男性 三重県
3077 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 茂則 イトウ シゲノリ 52 男性 三重県
3078 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 慎 イトウ シン 49 男性 三重県
3079 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 暁弘 イトウ タカヒロ 38 男性 愛知県
3080 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 竜昭 イトウ タツアキ 45 男性 岐阜県
3081 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 智大 イトウ トモヒロ 47 男性 愛知県
3082 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 治雄 イトウ ハルオ 47 男性 愛知県
3083 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 仁司 イトウ ヒトシ 53 男性 愛知県
3084 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 洋文 イトウ ヒロフミ 51 男性 三重県
3085 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊東 文彦 イトウ フミヒコ 50 男性 滋賀県
3086 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 靖生 イトウ ヤスオ 52 男性 愛知県
3087 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 雄一 イトウ ユウイチ 67 男性 愛知県
3088 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 義純 イトウ ヨシズミ 51 男性 三重県
3089 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 芳弘 イトウ ヨシヒロ 61 男性 愛知県
3090 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊藤 義泰 イトウ ヨシヤス 40 男性 愛知県
3091 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）井戸田 和也 イドタ カズヤ 46 男性 愛知県
3092 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）稲垣 幸治 イナガキ コウジ 41 男性 三重県
3093 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）稲崎 謙一郎 イナサキ ケンイチロウ 54 男性 富山県
3094 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）稲田 智宏 イナダ トモヒロ 49 男性 愛知県
3095 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）稲田 景 イナダ ノゾム 39 男性 京都府
3096 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）稲穂 祐希 イナホ ユウキ 40 男性 三重県
3097 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）乾 啓幾 イヌイ ヒロキ 52 男性 滋賀県
3098 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）乾 吉隆 イヌイ ヨシタカ 49 男性 滋賀県
3099 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）犬丸 真一 イヌマル シンイチ 48 男性 愛知県
3100 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）井上 聡 イノウエ サトシ 54 男性 愛知県
3101 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）井上 直志 イノウエ ナオシ 58 男性 愛知県
3102 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）井上 吉博 イノウエ ヨシヒロ 52 男性 愛知県
3103 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）猪子 哲司 イノコ サトシ 59 男性 愛知県
3104 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）伊原 貫司 イハラ カンジ 60 男性 長野県
3105 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）今井 俊輔 イマイ シュンスケ 39 男性 岐阜県
3106 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）今井 拓也 イマイ タクヤ 49 男性 京都府
3107 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）井村 哲也 イムラ テツヤ 51 男性 愛知県
3108 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）入江 康介 イリエ コウスケ 40 男性 愛知県
3109 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）入谷 高広 イリタニ タカヒロ 51 男性 愛知県
3110 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩井 勝利 イワイ カツトシ 53 男性 東京都
3111 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩井 聡 イワイ サトシ 55 男性 愛知県
3112 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩井 紀夫 イワイ ノリオ 60 男性 滋賀県
3113 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）祝 隆司 イワイ リュウジ 46 男性 愛知県
3114 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩崎 隆 イワサキ タカシ 58 男性 愛知県
3115 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩崎 利夫 イワサキ トシオ 51 男性 滋賀県
3116 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩崎 正浩 イワサキ マサヒロ 49 男性 大阪府
3117 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩田 正三 イワタ ショウゾウ 44 男性 岐阜県
3118 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岩本 学 イワモト マナブ 47 男性 愛知県
3119 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上田 彰 ウエタ アキラ 39 男性 愛知県
3120 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上田 周平 ウエダ シュウヘイ 35 男性 富山県
3121 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上田 紘 ウエダ ヒロシ 42 男性 愛知県
3122 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）植田 喜彦 ウエダ ヨシヒコ 44 男性 愛知県
3123 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上野 真一 ウエノ シンイチ 58 男性 愛知県
3124 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上野 直仁 ウエノ ナオヒト 56 男性 岐阜県
3125 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上野 泰司 ウエノ ヤスシ 50 男性 愛知県
3126 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上野 義教 ウエノ ヨシノリ 56 男性 三重県
3127 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）上原 敦 ウエハラ アツシ 54 男性 東京都
3128 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鵜飼 誠 ウカイ マコト 53 男性 愛知県
3129 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鵜飼 陽介 ウカイ ヨウスケ 40 男性 愛知県
3130 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）宇佐見 努 ウサミ ツトム 54 男性 滋賀県
3131 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）臼井 朝飛 ウスイ アサヒ 30 男性 岐阜県
3132 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）臼井 恒仁 ウスイ ツネヒト 50 男性 岐阜県
3133 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）臼井 良行 ウスイ ヨシユキ 38 男性 岐阜県
3134 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）内川 隆 ウチカワ タカシ 43 男性 長野県
3135 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）打田 和久 ウチダ カズヒサ 43 男性 三重県
3136 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）内田 崇 ウチダ タカシ 50 男性 三重県
3137 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）打田 敏和 ウチダ トシカズ 48 男性 愛知県
3138 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）内野 晃一 ウチノ コウイチ 47 男性 愛知県
3139 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鵜生 卓也 ウノウ タクヤ 32 男性 愛知県
3140 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）梅北 正一 ウメキタ ショウイチ 47 男性 愛知県
3141 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）漆崎 新 ウルシザキ アラタ 19 男性 岐阜県
3142 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）江上 剛 エガミ ツヨシ 49 男性 愛知県
3143 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）恵川 裕行 エガワ ヒロユキ 46 男性 三重県
3144 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）江坂 浩紀 エザカ ヒロキ 51 男性 愛知県
3145 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）榎木 裕介 エノキ ユウスケ 34 男性 三重県
3146 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）遠藤 正人 エンドウ マサト 42 男性 愛知県
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3147 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）老平 和道 オイダイラ カズミチ 61 男性 愛知県
3148 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大石 淳二 オオイシ ジュンジ 49 男性 愛知県
3149 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大石 大介 オオイシ ダイスケ 32 男性 静岡県
3150 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大鐘 智博 オオガネ トモヒロ 47 男性 愛知県
3151 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大越 来明 オオコシ ライア 22 男性 愛知県
3152 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大嶋 健治 オオシマ ケンジ 51 男性 愛知県
3153 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大図 修平 オオズ シュウヘイ 27 男性 三重県
3154 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）太田 卓 オオタ スグル 41 男性 愛知県
3155 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）太田 貴之 オオタ タカユキ 39 男性 愛知県
3156 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）太田 均 オオタ ヒトシ 52 男性 石川県
3157 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）太田 祐介 オオタ ユウスケ 38 男性 岐阜県
3158 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）太田 洋介 オオタ ヨウスケ 54 男性 愛知県
3159 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大谷 慎 オオタニ マコト 36 男性 石川県
3160 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大冨 清輝 オオトミ キヨテル 50 男性 岐阜県
3161 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大西 克久 オオニシ カツヒサ 46 男性 京都府
3162 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大西 利章 オオニシ トシアキ 55 男性 愛知県
3163 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大野 賢 オオノ サトシ 52 男性 愛知県
3164 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大野 敏秋 オオノ トシアキ 58 男性 岐阜県
3165 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大野 祐正 オオノ ユウセイ 31 男性 愛知県
3166 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大場 耕一 オオバ コウイチ 52 男性 愛知県
3167 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大場 紀明 オオバ ノリアキ 45 男性 静岡県
3168 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大橋 友和 オオハシ トモカズ 45 男性 愛知県
3169 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大原 啓示 オオハラ ケイジ 63 男性 愛知県
3170 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大森 俊典 オオモリ シュンスケ 39 男性 富山県
3171 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）大山 克久 オオヤマ カツヒサ 48 男性 愛知県
3172 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小笠原 一雄 オガサワラ カズオ 51 男性 愛知県
3173 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡島 寛昭 オカジマ ヒロアキ 51 男性 福井県
3174 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡田 隆志 オカダ タカシ 45 男性 愛知県
3175 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）尾方 孝司 オガタ タカシ 43 男性 愛知県
3176 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡田 行泰 オカダ ユキヤス 60 男性 愛知県
3177 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡田 好広 オカダ ヨシヒロ 53 男性 岐阜県
3178 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡野 亮 オカノ リョウ 56 男性 岐阜県
3179 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡部 紀彦 オカベ ノリヒコ 48 男性 静岡県
3180 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡本 大輔 オカモト ダイスケ 44 男性 愛知県
3181 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡本 卓也 オカモト タクヤ 34 男性 岐阜県
3182 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡本 匡生 オカモト タダオ 47 男性 岡山県
3183 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岡本 雅樹 オカモト マサキ 51 男性 三重県
3184 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小川 茂 オガワ シゲル 55 男性 三重県
3185 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小川 潤一郎 オガワ ジュンイチロウ 52 男性 三重県
3186 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小川 典彦 オガワ ノリヒコ 48 男性 三重県
3187 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小川 宏 オガワ ヒロシ 48 男性 岐阜県
3188 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小川 裕也 オガワ ユウヤ 33 男性 愛知県
3189 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）沖ノ谷 剛 オキノタニ タケシ 48 男性 愛知県
3190 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥 謙二 オク ケンジ 47 男性 岐阜県
3191 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥田 聡 オクダ サトシ 30 男性 岐阜県
3192 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥田 真也 オクダ シンヤ 31 男性 愛知県
3193 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥野 雅生 オクノ マサオ 56 男性 三重県
3194 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥村 慎 オクムラ シン 43 男性 岐阜県
3195 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥村 忠之 オクムラ タダユキ 61 男性 滋賀県
3196 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）奥村 信男 オクムラ ノブオ 55 男性 愛知県
3197 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）尾崎 彰彦 オザキ アキヒコ 52 男性 愛知県
3198 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）男成 智仁 オナリ トモヒト 44 男性 愛知県
3199 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小野 堅士郎 オノ ケンシロウ 36 男性 岐阜県
3200 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小野木 将人 オノギ マサヒト 48 男性 岐阜県
3201 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小幡 優 オバタ ユウ 34 男性 岐阜県
3202 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小原 一人 オバラ カズト 50 男性 愛知県
3203 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小原 康宏 オハラ ヤスヒロ 49 男性 愛知県
3204 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）貝井 章信 カイイ アキノブ 44 男性 福井県
3205 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）海江元 義一 カイエモト ヨシカズ 61 男性 三重県
3206 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柿木 敏比古 カキノキ トシヒコ 52 男性 大阪府
3207 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加古 卓也 カコ タクヤ 54 男性 愛知県
3208 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）籠瀬 茂高 カゴセ シゲタカ 46 男性 愛知県
3209 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）籠田 譲 カゴタ ユズル 36 男性 愛知県
3210 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）梶川 佳昭 カジカワ ヨシアキ 38 男性 愛知県
3211 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）糟谷 良伸 カスヤ ヨシノブ 53 男性 愛知県
3212 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 修 カトウ オサム 62 男性 愛知県
3213 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 浩一 カトウ コウイチ 56 男性 愛知県
3214 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 俊 カトウ シュン 39 男性 三重県
3215 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 信一 カトウ シンイチ 54 男性 福井県
3216 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 伸也 カトウ シンヤ 48 男性 三重県
3217 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 孝男 カトウ タカオ 71 男性 愛知県
3218 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 千明 カトウ チアキ 59 男性 岐阜県
3219 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 宣宏 カトウ ノブヒロ 44 男性 愛知県
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3220 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 久人 カトウ ヒサト 40 男性 愛知県
3221 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 洋 カトウ ヒロシ 57 男性 神奈川県
3222 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 浩美 カトウ ヒロミ 73 男性 岐阜県
3223 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 雅也 カトウ マサヤ 35 男性 愛知県
3224 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 保雄 カトウ ヤスオ 62 男性 三重県
3225 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）加藤 義隆 カトウ ヨシタカ 53 男性 愛知県
3226 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）壁谷 真人 カベタニ マサト 46 男性 愛知県
3227 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）釜田 淳志 カマタ アツシ 40 男性 愛知県
3228 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）蒲池 直樹 カマチ ナオキ 37 男性 愛知県
3229 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）神谷 恭法 カミヤ ヤスノリ 51 男性 愛知県
3230 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）神谷 亮一郎 カミヤ リョウイチロウ 32 男性 愛知県
3231 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）亀井 勝利 カメイ カツトシ 42 男性 三重県
3232 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）香山 智之 カヤマ トモユキ 49 男性 愛知県
3233 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）狩谷 悠史 カリヤ ユウジ 40 男性 愛知県
3234 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河合 誠 カワイ マコト 47 男性 岐阜県
3235 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川合 政明 カワイ マサアキ 52 男性 三重県
3236 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河浦 和正 カワウラ カズマサ 41 男性 愛知県
3237 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川上 晃 カワカミ アキラ 27 男性 愛知県
3238 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川上 知紀 カワカミ トモキ 59 男性 愛知県
3239 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川北 泰弘 カワキタ ヤスヒロ 44 男性 三重県
3240 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河崎 一男 カワサキ カズオ 52 男性 愛知県
3241 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川﨑 淳一 カワサキ ジュンイチ 53 男性 愛知県
3242 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川崎 洋 カワサキ ヒロシ 65 男性 愛知県
3243 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河崎 裕也 カワサキ ヒロヤ 41 男性 愛知県
3244 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川島 篤弘 カワシマ アツヒロ 61 男性 石川県
3245 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川瀬 一弘 カワセ カズヒロ 52 男性 愛知県
3246 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河瀬 正二郎 カワセ ショウジロウ 42 男性 岐阜県
3247 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川瀬 広行 カワセ ヒロユキ 58 男性 愛知県
3248 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川田 正幸 カワダ マサユキ 60 男性 愛知県
3249 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川西 和久 カワニシ カズヒサ 52 男性 愛知県
3250 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河野 恵三 カワノ ケイゾウ 48 男性 岐阜県
3251 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川橋 肇 カワハシ ハジメ 49 男性 滋賀県
3252 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川端 隆男 カワバタ タカオ 57 男性 愛知県
3253 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河原 慎弥 カワハラ シンヤ 42 男性 愛知県
3254 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河邉 昌ニ カワベ ショウジ 54 男性 愛知県
3255 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川辺 高信 カワベ タカノブ 55 男性 石川県
3256 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川辺 基史 カワベ モトフミ 52 男性 岐阜県
3257 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川村 和洋 カワムラ カズヒロ 44 男性 滋賀県
3258 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河村 力男 カワムラ リキオ 60 男性 福井県
3259 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川元 昭義 カワモト アキヨシ 55 男性 京都府
3260 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）河本 正樹 カワモト マサキマサキ 41 男性 岐阜県
3261 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川元 守生 カワモト モリオ 49 男性 三重県
3262 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）川本 康博 カワモト ヤスヒロ 56 男性 愛知県
3263 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）神原 彩 カンバラ サイ 55 男性 愛知県
3264 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）神戸 栄喜 カンベ エイキ 55 男性 岐阜県
3265 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）菊地 俊夫 キクチ トシオ 36 男性 宮城県
3266 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）岸 一也 キシ カズヤ 58 男性 三重県
3267 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北井 徹 キタイ トオル 52 男性 三重県
3268 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北川 仁 キタガワ ヒトシ 43 男性 愛知県
3269 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北川 浩 キタガワ ヒロシ 54 男性 岐阜県
3270 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北川 裕之 キタガワ ヒロユキ 44 男性 富山県
3271 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北岸 浩一 キタギシ コウイチ 54 男性 愛知県
3272 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北林 誠 キタバヤシ マコト 50 男性 愛知県
3273 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）北原 豊彦 キタハラ トヨヒコ 44 男性 岡山県
3274 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）木下 勝貴 キノシタ マサタカ 48 男性 愛知県
3275 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）木下 有一郎 キノシタ ユウイチロウ 50 男性 愛知県
3276 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）木野本 生馬 キノモト イクマ 48 男性 愛知県
3277 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）木村 竜彦 キムラ タツヒコ 49 男性 愛知県
3278 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）釘宮 祐治 クギミヤ ユウジ 58 男性 愛知県
3279 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）日下 雅博 クサカ マサヒロ 50 男性 愛知県
3280 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）草川 知宏 クサカワ トモヒロ 45 男性 岐阜県
3281 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）工藤 裕己 クドウ ヒロキ 45 男性 岐阜県
3282 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）久野 泰資 クノ ヤスシ 59 男性 愛知県
3283 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）久保 和也 クボ カズヤ 36 男性 岐阜県
3284 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）久保 浩亮 クボ ヒロアキ 42 男性 愛知県
3285 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）久保 雄一 クボ ユウイチ 48 男性 大阪府
3286 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）熊谷 学 クマガイ マナブ 59 男性 愛知県
3287 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）熊崎 浩志 クマザキ ヒロシ 46 男性 愛知県
3288 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）熊崎 康夫 クマザキ ヤスオ 51 男性 愛知県
3289 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）熊澤 健 クマザワ タケシ 44 男性 愛知県
3290 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）隈本 洋太 クマモト ヨウタ 30 男性 愛知県
3291 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）雲井 健 クモイ タケシ 72 男性 三重県
3292 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）公文代 孝之 クモンダイ タカユキ 61 男性 京都府



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

3293 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）倉田 健 クラタ タケシ 51 男性 愛知県
3294 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）倉知 徹 クラチ トオル 62 男性 愛知県
3295 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）倉津 義隆 クラツ ヨシタカ 47 男性 愛知県
3296 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）蔵本 隆充 クラモト タカヨシ 54 男性 愛知県
3297 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）栗原 和広 クリハラ カズヒロ 47 男性 愛知県
3298 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）栗本 寛士 クリモト カンシ 25 男性 三重県
3299 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）栗山 トシヒロ クリヤマ トシヒロ 45 男性 富山県
3300 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）黒瀬 敬匡 クロセ タカマサ 45 男性 愛知県
3301 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）黒部 孝明 クロベ タカアキ 42 男性 愛知県
3302 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）畔柳 昌直 クロヤナギ マサナオ 38 男性 三重県
3303 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小池 良夫 コイケ ヨシオ 64 男性 愛知県
3304 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小石原 康一朗 コイシハラ コウイチロウ 48 男性 愛知県
3305 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）古岩井 克郎 コイワイ ヨシロウ 50 男性 愛知県
3306 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高口 勝正 コウグチ カツマサ 54 男性 三重県
3307 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高武 康介 コウタケ コウスケ 47 男性 愛知県
3308 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）郷地 隆弘 ゴウチ タカヒロ 50 男性 三重県
3309 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小坂 真一郎 コサカ シンイチロウ 40 男性 愛知県
3310 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小澤 正則 コザワ マサノリ 43 男性 岐阜県
3311 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）越田 充彦 コシダ ミツヒコ 63 男性 滋賀県
3312 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）越野 太郎 コシノ タロウ 40 男性 愛知県
3313 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）五島 一浩 ゴシマ カズヒロ 59 男性 広島県
3314 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）越水 雅之 コシミズ マサユキ 54 男性 滋賀県
3315 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）五条 貴仁 ゴジョウ タカヒト 42 男性 岐阜県
3316 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小善 三朗 コゼン サブロウ 49 男性 愛知県
3317 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）後藤 晃宏 ゴトウ アキヒロ 47 男性 岐阜県
3318 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）後藤 高明 ゴトウ タカアキ 63 男性 岐阜県
3319 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）後藤 寛志 ゴトウ ヒロシ 43 男性 愛知県
3320 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）後藤 稔 ゴトウ ミノル 51 男性 三重県
3321 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）後藤 康友 ゴトウ ヤストモ 59 男性 愛知県
3322 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小林 稠 コバヤシ シゲル 78 男性 長野県
3323 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小林 拓也 コバヤシ タクヤ 36 男性 愛知県
3324 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小林 正利 コバヤシ マサトシ 36 男性 岐阜県
3325 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小林 陽一郎 コバヤシ ヨウイチロウ 42 男性 愛知県
3326 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小渕 敏幸 コブチ トシユキ 48 男性 岐阜県
3327 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）駒田 達哉 コマダ タツヤ 30 男性 三重県
3328 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）駒田 昌紀 コマダ マサキ 49 男性 愛知県
3329 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小森 篤郎 コモリ アツロウ 42 男性 岐阜県
3330 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）子安 達也 コヤス タツヤ 44 男性 岐阜県
3331 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）子安 誠 コヤス マコト 42 男性 岐阜県
3332 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）根田 祥生 コンダ サチオ 44 男性 愛知県
3333 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 一夫 コンドウ カズオ 56 男性 三重県
3334 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 耕治 コンドウ コウジ 53 男性 愛知県
3335 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 周市 コンドウ シュウイチ 36 男性 愛知県
3336 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 照隆 コンドウ テルタカ 51 男性 愛知県
3337 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 俊樹 コンドウ トシキ 64 男性 愛知県
3338 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 大皓 コンドウ トモアキ 34 男性 三重県
3339 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 充彦 コンドウ ミツヒコ 53 男性 愛知県
3340 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）近藤 義泰 コンドウ ヨシヤス 42 男性 愛知県
3341 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）齋木 直樹 サイキ ナオキ 34 男性 三重県
3342 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）西郷 正実 サイゴウ マサミ 60 男性 東京都
3343 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）斎藤 恵太 サイトウ ケイタ 35 男性 愛知県
3344 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）斎藤 幸一 サイトウ コウイチ 44 男性 愛知県
3345 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）齋藤 直宏 サイトウ ナオヒロ 40 男性 愛知県
3346 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）酒井 祥悟 サカイ ショウゴ 40 男性 福井県
3347 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）酒井 伸章 サカイ ノブアキ 43 男性 岐阜県
3348 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）酒井 良幸 サカイ ヨシユキ 35 男性 愛知県
3349 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）境田 紗知夫 サカイダ サチオ 44 男性 岐阜県
3350 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）坂尾 栄治 サカオ エイジ 55 男性 三重県
3351 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）坂口 禎則 サカグチ ヨシノリ 44 男性 愛知県
3352 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）坂倉 紀毅 サカクラ ノリキ 50 男性 三重県
3353 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）坂下 保 サカシタ タモツ 68 男性 愛知県
3354 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）坂田 慎也 サカタ シンヤ 34 男性 岐阜県
3355 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）坂根 長寛 サカネ マサヒロ 46 男性 愛知県
3356 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐久間 仁 サクマ ヒトシ 61 男性 愛知県
3357 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐合 要 サゴウ カナメ 34 男性 岐阜県
3358 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐合 直晃 サゴウ ナオアキ 39 男性 岐阜県
3359 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐々木 政治 ササキ マサハル 51 男性 愛知県
3360 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐々木 裕一 ササキ ユウイチ 51 男性 長崎県
3361 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）笹山 英樹 ササヤマ ヒデキ 50 男性 岐阜県
3362 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）貞包 信幸 サダカネ ノブユキ 55 男性 大阪府
3363 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 彰良 サトウ アキヨシ 48 男性 愛知県
3364 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 和郎 サトウ カズロウ 57 男性 愛知県
3365 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 晃一 サトウ コウイチ 46 男性 岐阜県
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3366 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 慎也 サトウ シンヤ 45 男性 三重県
3367 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 孝弥 サトウ タカヤ 46 男性 三重県
3368 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 強 サトウ ツヨシ 39 男性 愛知県
3369 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 智之 サトウ トモユキ 42 男性 愛知県
3370 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 英雄 サトウ ヒデオ 47 男性 愛知県
3371 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 秀樹 サトウ ヒデキ 57 男性 三重県
3372 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 文彦 サトウ フミヒコ 54 男性 愛知県
3373 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 正夫 サトウ マサオ 61 男性 岐阜県
3374 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 正則 サトウ マサノリ 42 男性 岐阜県
3375 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐藤 航 サトウ ワタル 43 男性 愛知県
3376 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐渡山 将太 サドヤマ ショウタ 40 男性 愛知県
3377 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）佐野 幸徳 サノ ユキノリ 45 男性 三重県
3378 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）澤井 祐介 サワイ ユウスケ 45 男性 岐阜県
3379 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）澤崎 勝久 サワザキ カツヒサ 48 男性 愛知県
3380 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）沢崎 賢治 サワサキ ケンジ 40 男性 愛知県
3381 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）澤崎 凌 サワザキ リョウ 24 男性 三重県
3382 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）澤田 洋一 サワダ ヨウイチ 59 男性 京都府
3383 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）澤原 雄一 サワハラ ユウイチ 46 男性 愛知県
3384 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）澤村 誠治 サワムラ セイジ 46 男性 東京都
3385 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）塩島 匡信 シオジマ マサノブ 59 男性 長野県
3386 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）塩田 憲康 シオダ ノリヤス 50 男性 福井県
3387 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）塩見 博文 シオミ ヒロフミ 55 男性 愛知県
3388 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）茂田 幸康 シゲタ ユキヤス 46 男性 東京都
3389 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）重松 史明 シゲマツ フミアキ 36 男性 愛知県
3390 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）志知 弘章 シチ ヒロアキ 53 男性 静岡県
3391 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）品川 昌広 シナガワ マサヒロ 50 男性 愛知県
3392 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）篠田 拓磨 シノダ タクマ 45 男性 愛知県
3393 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）篠田 浩之 シノダ ヒロユキ 54 男性 岐阜県
3394 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）信田 充弘 シノダ ミツヒロ 53 男性 岐阜県
3395 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 翔太郎 シバタ ショウタロウ 35 男性 愛知県
3396 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 孝郎 シバタ タカオ 33 男性 愛知県
3397 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 典幸 シバタ ノリユキ 53 男性 愛知県
3398 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 浩樹 シバタ ヒロキ 53 男性 愛知県
3399 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 昌俊 シバタ マサトシ 62 男性 岐阜県
3400 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 幸生 シバタ ユキオ 50 男性 愛知県
3401 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 好明 シバタ ヨシアキ 55 男性 愛知県
3402 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柴田 亮太 シバタ リョウタ 55 男性 愛知県
3403 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島崎 隼一 シマサキ ジュンイチ 40 男性 愛知県
3404 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島田 鏡平 シマダ キョウヘイ 25 男性 愛知県
3405 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島田 孝司 シマダ タカシ 58 男性 三重県
3406 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島田 博和 シマダ ヒロカズ 44 男性 愛知県
3407 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島田 正和 シマダ マサカズ 54 男性 静岡県
3408 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島田 豊 シマダ ユタカ 53 男性 愛知県
3409 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）島津 宏之 シマヅ ヒロユキ 40 男性 三重県
3410 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）嶋本 勝浩 シマモト カツヒロ 61 男性 滋賀県
3411 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）嶋谷 達也 シマヤ タツヤ 52 男性 愛知県
3412 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 昭年 シミズ アキトシ 56 男性 愛知県
3413 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 聖一 シミズ キヨカズ 48 男性 三重県
3414 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 邦和 シミズ クニカズ 53 男性 愛知県
3415 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 淳 シミズ ジュン 49 男性 愛知県
3416 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 旭洋 シミズ テルヒロ 43 男性 岐阜県
3417 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 正継 シミズ マサツグ 40 男性 愛知県
3418 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 学 シミズ マナブ 50 男性 静岡県
3419 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）清水 竜次 シミズ リュウジ 45 男性 三重県
3420 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）下地 康太 シモジ コウタ 51 男性 愛知県
3421 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）下野 正人 シモノ マサト 60 男性 岐阜県
3422 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）下前 裕貴 シモマエ ユウキ 37 男性 和歌山県
3423 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）下村 和樹 シモムラ カズキ 55 男性 愛知県
3424 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）小司 隆信 ショウジ タカノブ 48 男性 岐阜県
3425 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）ショーン クランペット ショーン クランペット 28 男性 愛知県
3426 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）白川 大義 シラカワ タケヨシ 43 男性 愛知県
3427 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）白澤 洋次郎 シラサワ ヨウジロウ 42 男性 愛知県
3428 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）白鳥 拓 シラトリ タク 47 男性 愛知県
3429 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）白鳥 雄司 シラトリ ユウジ 38 男性 愛知県
3430 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）代田 暢哉 シロタ ノブヤ 52 男性 愛知県
3431 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）新河戸 繁夫 シンコド シゲオ 60 男性 福井県
3432 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）新谷 太 シンタニ ダイ 53 男性 愛知県
3433 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）末永 仁勇 スエナガ キミオ 46 男性 愛知県
3434 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）菅原 勇人 スガワラ ユウジン 46 男性 岐阜県
3435 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉浦 健太郎 スギウラ ケンタロウ 44 男性 愛知県
3436 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉田 健太郎 スギタ ケンタロウ 46 男性 愛知県
3437 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉藤 正美 スギトウ マサミ 62 男性 愛知県
3438 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉野 栄治 スギノ エイジ 49 男性 愛知県
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3439 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉野 隆刀 スギノ タカト 43 男性 三重県
3440 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉村 久雄 スギムラ ヒサオ 65 男性 静岡県
3441 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉本 直也 スギモト ナオヤ 51 男性 愛知県
3442 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）杉山 浩正 スギヤマ ヒロマサ 56 男性 愛知県
3443 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴川 毅 スズカワ タケシ 54 男性 愛知県
3444 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 英至 スズキ エイシ 58 男性 三重県
3445 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 啓一郎 スズキ ケイイチロウ 39 男性 愛知県
3446 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 健二 スズキ ケンジ 45 男性 愛知県
3447 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 研司 スズキ ケンジ 55 男性 愛知県
3448 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 翔 スズキ ショウ 38 男性 愛知県
3449 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 真二 スズキ シンジ 56 男性 愛知県
3450 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 孝允 スズキ タカミツ 44 男性 愛知県
3451 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 拓実 スズキ タクミ 36 男性 愛知県
3452 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 巽 スズキ タツミ 59 男性 愛知県
3453 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 雅博 ススギ マサヒロ 63 男性 愛知県
3454 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 守 スズキ マモル 51 男性 愛知県
3455 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴木 泰司 スズキ ヤスジ 54 男性 岐阜県
3456 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）鈴村 浩 スズムラ ヒロシ 49 男性 岐阜県
3457 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）角谷 顕人 スミヤ アキヒト 52 男性 愛知県
3458 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）瀬川 直紀 セガワ ナオキ 50 男性 三重県
3459 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）関 淳志 セキ アツシ 40 男性 愛知県
3460 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）関 伸介 セキ シンスケ 47 男性 新潟県
3461 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）関口 健一 セキグチ ケンイチ 46 男性 愛知県
3462 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）関目 正 セキメ タダシ 51 男性 滋賀県
3463 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）妹尾 友紀 セノオ トモトシ 48 男性 滋賀県
3464 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）芹澤 詞音 セリザワ シオン 20 男性 山口県
3465 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）千田 哲大 センダ テツヒロ 45 男性 富山県
3466 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）束河 朝彦 ソクガワ トモヒコ 51 男性 大阪府
3467 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）園部 亨 ソノベ トオル 59 男性 三重県
3468 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）傍嶋 裕二郎 ソバジマ ユウジロウ 39 男性 岐阜県
3469 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）祖父江 則孝 ソブエ ノリタカ 48 男性 愛知県
3470 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）染川 浩志 ソメカワ ヒロシ 39 男性 愛知県
3471 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）峠 保彰 タオ ヤスアキ 39 男性 京都府
3472 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高井 治忠 タカイ ハルタダ 48 男性 岐阜県
3473 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高石 昇 タカイシ ノボル 66 男性 三重県
3474 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高川 清 タカガワ キヨシ 62 男性 富山県
3475 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高木 哲也 タカギ テツヤ 56 男性 愛知県
3476 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高木 豊土 タカギ トヨト 47 男性 岐阜県
3477 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高木 衛 タカギ マモル 56 男性 岐阜県
3478 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高岸 恒多 タカギシ コウタ 47 男性 愛知県
3479 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高澤 直樹 タカザワ ナオキ 37 男性 富山県
3480 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高島 千秋 タカシマ チアキ 59 男性 福井県
3481 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）髙嶋 正貴 タカシマ マサキ 31 男性 愛知県
3482 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高須 康司 タカス コウジ 47 男性 愛知県
3483 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高田 敏志 タカダ サトシ 53 男性 岐阜県
3484 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高田 慎二 タカダ シンジ 63 男性 三重県
3485 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高梨 宏修 タカナシ ヒロノブ 36 男性 愛知県
3486 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高梨 真彰 タカナシ マサアキ 58 男性 愛知県
3487 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 修 タカハシ オサム 41 男性 愛知県
3488 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 淳二 タカハシ ジュンジ 53 男性 愛知県
3489 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 慎治 タカハシ シンジ 42 男性 岐阜県
3490 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 利造 タカハシ トシゾウ 51 男性 愛知県
3491 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 庸晃 タカハシ ノブアキ 57 男性 大阪府
3492 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 のりかつ タカハシ ノリカツ 47 男性 岐阜県
3493 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 秀典 タカハシ ヒデノリ 52 男性 北海道
3494 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高橋 良昌 タカハシ ヨシマサ 38 男性 岐阜県
3495 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）髙本 利夫 タカモト トシオ 52 男性 愛知県
3496 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）高矢 勉 タカヤ ツトム 56 男性 京都府
3497 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）多儀 庄司 タギ ショウジ 55 男性 三重県
3498 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）瀧川 健 タキガワ タケシ 38 男性 和歌山県
3499 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田口 義明 タグチ ヨシアキ 58 男性 愛知県
3500 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹内 健一 タケウチ ケンイチ 53 男性 岐阜県
3501 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹内 雅昭 タケウチ マサアキ 62 男性 福井県
3502 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹内 雅治 タケウチ マサハル 49 男性 愛知県
3503 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹内 義人 タケウチ ヨシヒト 50 男性 愛知県
3504 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹尾 和彦 タケオ カズヒコ 54 男性 三重県
3505 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹尾 潤 タケオ ジュン 54 男性 三重県
3506 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹下 祥光 タケシタ ヨシミツ 53 男性 愛知県
3507 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）武田 浩嗣 タケダ コウジ 50 男性 三重県
3508 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）武田 英裕 タケダ ヒデヒロ 48 男性 石川県
3509 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹中 智康 タケナカ トモヤス 37 男性 岐阜県
3510 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹野 泰人 タケノ ヤスト 39 男性 三重県
3511 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹間 幸治 タケマ コウジ 49 男性 福井県
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3512 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）竹村 伸吾 タケムラ シンゴ 38 男性 愛知県
3513 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）武本 泰造 タケモト タイゾウ 50 男性 愛知県
3514 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田島 宏明 タジマ ヒロアキ 52 男性 愛知県
3515 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田代 大樹 タシロ ダイキ 39 男性 愛知県
3516 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）多田 章太 ダダ ショウタ 25 男性 三重県
3517 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）立川 太郎 タチカワ タロウ 42 男性 岐阜県
3518 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）橘 出 タチバナ イズル 59 男性 岐阜県
3519 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）立松 錠一 タテマツ ジョウイチ 60 男性 愛知県
3520 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 慶二郎 タナカ ケイジロウ 58 男性 愛知県
3521 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 幸一 タナカ コウイチ 54 男性 愛知県
3522 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 幸嗣 タナカ コウジ 25 男性 愛知県
3523 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 淳一郎 タナカ ジュンイチロウ 57 男性 滋賀県
3524 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 新樹 タナカ シンキ 46 男性 岐阜県
3525 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 孝治 タナカ タカハル 48 男性 愛知県
3526 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 宏樹 タナカ ヒロキ 46 男性 三重県
3527 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 康博 タナカ ヤスヒロ 45 男性 岐阜県
3528 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田中 僚 タナカ リョウ 31 男性 愛知県
3529 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田辺 哲也 タナベ テツヤ 64 男性 三重県
3530 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）谷川 照樹 タニカワ テルキ 34 男性 愛知県
3531 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）谷川 徹 タニガワ トオル 45 男性 岐阜県
3532 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）谷川原 稔 タニカワラ ミノル 50 男性 三重県
3533 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）谷口 信一郎 タニグチ シンイチロウ 39 男性 愛知県
3534 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）谷口 徳喜 タニグチ ノリキ 55 男性 愛知県
3535 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田原 幸男 タハラ ユキオ 59 男性 兵庫県
3536 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田渕 善隆 タブチ ヨシタカ 55 男性 愛知県
3537 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）玉居 拓也 タマイ タクヤ 32 男性 三重県
3538 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田丸 良成 タマル ヨシナリ 54 男性 石川県
3539 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）田村 利弘 タムラ トシヒロ 57 男性 岐阜県
3540 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）中上 修 チュウジョウ オサム 58 男性 三重県
3541 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）中條 慎治郎 チュウジョウ シンジロウ 43 男性 愛知県
3542 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）塚本 宏達 ツカモト ヒロタツ 44 男性 愛知県
3543 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）都川 隆裕 ツガワ タカヒロ 52 男性 愛知県
3544 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）津川 喜憲 ツガワ ヨシノリ 64 男性 福井県
3545 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）月宮 寛之 ツキミヤ ヒロユキ 49 男性 愛知県
3546 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）柘植 悠孝 ツゲ ユタカ 39 男性 愛知県
3547 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）辻 貴史 ツジ タカシ 59 男性 滋賀県
3548 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）辻 敏弘 ツジ トシヒロ 56 男性 三重県
3549 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）辻 秀人 ツジ ヒデヒト 51 男性 三重県
3550 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）辻 義一 ツジ ヨシカズ 58 男性 愛知県
3551 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）土岡 直樹 ツチオカ ナオキ 59 男性 愛知県
3552 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）土田 康太郎 ツチダ コウタロウ 41 男性 三重県
3553 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）土屋 鑑三 ツチヤ カンゾウ 65 男性 岐阜県
3554 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）土屋 知洋 ツチヤ トモヒロ 42 男性 岐阜県
3555 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）常川 雅史 ツネカワ マサフミ 45 男性 愛知県
3556 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）角田 淳 ツノダ アツシ 53 男性 愛知県
3557 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）出井 稔也 デイ トシヤ 46 男性 愛知県
3558 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）出浦 直樹 デウラ ナオキ 44 男性 滋賀県
3559 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）出先 孝次 デサキ タカツグ 52 男性 愛知県
3560 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）寺井 賢一 テライ ケンイチ 51 男性 石川県
3561 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）寺木 忠利 テラキ ダダトシ 63 男性 愛知県
3562 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）寺島 国之 テラシマ クニユキ 61 男性 愛知県
3563 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）寺田 雄一 テラダ ユウイチ 64 男性 岐阜県
3564 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）寺田 勇揮 テラダ ユウキ 23 男性 三重県
3565 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）寺前 英美 テラマエ ヒデミ 52 男性 福井県
3566 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）戸泉 洋爾 トイズミ ヨウジ 41 男性 福井県
3567 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）堂國 拓実 ドウクニ タクミ 41 男性 福井県
3568 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）道智 賢市 ドウチ ケンイチ 43 男性 滋賀県
3569 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）遠又 宏輔 トオマタ コウスケ 46 男性 愛知県
3570 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）徳永 道彦 トクナガ ミチヒコ 45 男性 岡山県
3571 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）所 達弥 トコロ タツヤ 51 男性 岐阜県
3572 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）戸田 悟史 トダ サトシ 43 男性 京都府
3573 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）泊 佑樹 トマリ ユウキ 32 男性 滋賀県
3574 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）冨江 新嗣 トミエ シンジ 57 男性 滋賀県
3575 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）冨田 一樹 トミタ カズキ 39 男性 愛知県
3576 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）冨谷 尚史 トミタニ ヒサシ 60 男性 三重県
3577 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）友井 大輔 トモイ ダイスケ 53 男性 愛知県
3578 42.195km 男子　18歳以上（高校不可）豊田 雄二 トヨタ ユウジ 57 男性 岐阜県


