
市制施行10周年記念令和2年新春みよし市ﾏﾗｿﾝ駅伝大会
2020/1/26

みよし市教育委員会
三好公園陸上競技場

カテゴリー１別　成績一覧

1部 小学生男子(1～3年)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1107 0:05:57 石川　耀星 ｲｼｶﾜ ﾖｳｾｲ 中部小学校3年3組 みよし市
2 1115 0:06:06 菱沼　航介 ﾋｼﾇﾏ ｺｳｽｹ 東海市 東海市
3 1125 0:06:09 出永　崇徳 ｲﾃﾞﾅｶﾞ ｼｭｳﾄ 南部小学校3年1組 みよし市
4 1155 0:06:16 加藤　温旭 ｶﾄｳ ﾊﾙｱｷ 名古屋市 名古屋市
5 1026 0:06:18 瀧　喬亮 ﾀｷ ｷｮｳｽｹ イーグルスジュニア みよし市
6 1096 0:06:25 蜂須賀　柊甫 ﾊﾁｽｶ ｼｭｳｽｹ 三好丘小学校 みよし市
7 1003 0:06:25 村瀬　遥希 ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ LIXILキッズレーシング 春日井市
8 1052 0:06:32 佐賀　悠一郎 ｻｶﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ みよし市 みよし市
9 1153 0:06:33 宗像　琉斗 ﾑﾈｶﾀ ﾘｭｳﾄ 北部小学校3年２組 みよし市

10 1095 0:06:34 佐々木　蒼羽 ｻｻｷ ｱｵﾊﾞ 三好丘小学校 みよし市
11 1159 0:06:36 小山　拓久 ｺﾔﾏ ﾀｸ 名古屋市 名古屋市
12 1005 0:06:39 藤原　快成 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲｾｲ SET PROJECT 瀬戸市
13 1040 0:06:39 大西　智也 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ みよし市 みよし市
14 1138 0:06:40 渡辺　聖翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 豊田市立中山小学校 豊田市
15 1140 0:06:41 大中　晴斗 ｵｵﾅｶ ﾊﾙﾄ 豊明市 豊明市
16 1119 0:06:42 小野田　敬太 ｵﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 南部小学校 みよし市
17 1145 0:06:47 高橋　壮真 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 北部小学校 みよし市
18 1098 0:06:47 渡邉　瑠泉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 瀬戸市 瀬戸市
19 1004 0:06:48 今井　駿 ｲﾏｲ ｼｭﾝ SET PROJECT 瀬戸市
20 1038 0:06:57 内山　朋生 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｲ みよし市 みよし市
21 1009 0:06:58 石井　稜大 ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ アクアJFC尾東 みよし市
22 1110 0:06:58 橘　悠馬 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾏ 天王小学校 みよし市
23 1057 0:07:00 鈴木　昭仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ みよし市 みよし市
24 1102 0:07:04 谷　洸多郎 ﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 中部小学校 みよし市
25 1142 0:07:04 大熊　寛大 ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 北部小学校 みよし市
26 1015 0:07:06 小野田　煌己 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｷ アクアJFC尾東 みよし市
27 1042 0:07:06 小川　諒 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ みよし市 みよし市
28 1053 0:07:07 榊　大地 ｻｶｷ ﾀﾞｲﾁ みよし市 みよし市
29 1094 0:07:07 石塚　航羽 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳ 三吉小学校3年1組 みよし市
30 1156 0:07:07 金子　周平 ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 名古屋市 名古屋市
31 1091 0:07:08 北川　遼 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 黒笹小学校2年2組 みよし市
32 1025 0:07:08 岡戸　魁璃 ｵｶﾄﾞ ｶｲﾘ イーグルスジュニア みよし市
33 1171 0:07:09 増田　壮佑 ﾏｽﾀﾞ ｿｳｽｹ 緑丘小学校2年1組 みよし市
34 1084 0:07:11 中島　彪智 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ 稲沢市 稲沢市
35 1063 0:07:16 玉城　寿希也 ﾀﾏｼﾛ ｼﾞｭｷﾔ みよし市 みよし市
36 1152 0:07:16 小出　創太 ｺｲﾃﾞ ｿｳﾀ 北部小学校３年２組 みよし市
37 1031 0:07:16 新澤　奏 ﾆｲｻﾞﾜ ｿｳ イーグルスジュニア みよし市
38 1131 0:07:16 四谷　綱佑 ﾖﾂﾔ ｺｳｽｹ 日進市 日進市
39 1166 0:07:16 刑部　彪敬 ｵｻｶﾍﾞ ｱﾔﾀｶ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
40 1106 0:07:18 石川　宇響 ｲｼｶﾜ ｳｷｮｳ 中部小学校1年2組 みよし市
41 1136 0:07:20 髙田　優海 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 豊田市 豊田市
42 1161 0:07:22 野代　蒼真 ﾉｼﾛ ｿｳﾏ 名古屋市 名古屋市
43 1126 0:07:22 伊藤　朔 ｲﾄｳ ｻｸ 日進市 日進市
44 1069 0:07:23 濵　圭人 ﾊﾏ ｹｲﾄ みよし市 みよし市
45 1071 0:07:23 藤丸　凜音 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾘﾄ みよし市 みよし市
46 1099 0:07:26 梶原　健心 ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾝ 知立市 知立市
47 1144 0:07:26 高橋　景太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 北部小学校 みよし市
48 1100 0:07:28 梶原　俊平 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 知立市 知立市
49 1058 0:07:28 鈴木　幸慶 ｽｽﾞｷ ｺｳｹｲ みよし市 みよし市
50 1048 0:07:29 衣笠　冬獅郎 ｷﾇｶﾞｻ ﾄｳｼﾛｳ みよし市 みよし市
51 1085 0:07:29 市川　楓真 ｲﾁｶﾜ ﾌｳﾏ 岡崎市 岡崎市
52 1062 0:07:29 田島　海吏 ﾀｼﾞﾏ ｶｲﾘ みよし市 みよし市
53 1030 0:07:30 成瀬　創大 ﾅﾙｾ ｿｳﾀﾞｲ イーグルスジュニア みよし市
54 1116 0:07:31 野々山　結月 ﾉﾉﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 東郷町 愛知郡東郷町
55 1046 0:07:33 河合　修汰 ｶﾜｲ ｼｭｳﾀ みよし市 みよし市
56 1020 0:07:33 原田　磨秀 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｼｭｳ アクアJFC尾東 みよし市
57 1128 0:07:34 喜多　開 ｷﾀ ｶｲ 日進市 日進市
58 1036 0:07:35 伊藤　煌 ｲﾄｳ ｺｳｷ みよし市 みよし市
59 1120 0:07:35 近藤　和喜 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 南部小学校 みよし市
60 1083 0:07:35 山田　朝陽 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 安城北部小学校 安城市
61 1086 0:07:35 大塚　孝太 ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ 岡崎市 岡崎市
62 1093 0:07:38 上村　信之亮 ｶﾐﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 三吉小学校 みよし市
63 1087 0:07:43 中村　流快 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｶｲ 岡崎市 岡崎市
64 1068 0:07:43 長谷川　太一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲﾁ みよし市 みよし市
65 1054 0:07:45 阪本　一真 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ みよし市 みよし市
66 1033 0:07:45 森田　蒼弥 ﾓﾘﾀ ｿｳﾔ ミヨシガオカショウ みよし市



67 1067 0:07:46 西澤　陸 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｸ みよし市 みよし市
68 1082 0:07:48 長江　大斗 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛﾄ 安城市 安城市
69 1021 0:07:49 菊地　眞羽 ｷｸﾁ ｼﾝﾊﾞ あすたま 愛知郡東郷町
70 1061 0:07:50 竹内　琥珀 ﾀｹｳﾁ ｺﾊｸ みよし市 みよし市
71 1139 0:07:52 古賀　清敬 ｺｶﾞ ｷﾖﾀｶ 豊田市立堤小学校 豊田市
72 1056 0:07:53 新城　悠人 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ みよし市 みよし市
73 1147 0:07:55 古川　大雅 ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｶﾞ 北部小学校 みよし市
74 1149 0:07:56 水野　陽基 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｷ 北部小学校 みよし市
75 1045 0:07:57 加藤　結人 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ みよし市 みよし市
76 1108 0:07:57 松本　輝也 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾔ 長久手小 長久手市
77 1130 0:07:59 三浦　鉄心 ﾐｳﾗ ﾃｯｼﾝ 日進市 日進市
78 1078 0:07:59 山田　夢月 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ みよし市 みよし市
79 1018 0:07:59 小山　蒼太 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ アクアJFC尾東 みよし市
80 1027 0:07:59 谷口　結都 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ イーグルスジュニア みよし市
81 1011 0:07:59 伊藤　傑人 ｲﾄｳ ﾀｹﾄ アクアJFC尾東 みよし市
82 1024 0:08:00 大河内　湘太 ｵｵｺｳﾁ ｼｮｳﾀ イーグルスジュニア みよし市
83 1037 0:08:01 伊藤　結葵斗 ｲﾄｳ ﾕｱﾄ みよし市 みよし市
84 1162 0:08:01 福岡　蒼大 ﾌｸｵｶ ｿｳﾏ 名古屋市 名古屋市
85 1158 0:08:02 河合　惺也 ｶﾜｲ ｾｲﾔ 名古屋市 名古屋市
86 1017 0:08:02 倉田　唯路 ｸﾗﾀ ﾕｳﾛ アクアJFC尾東 みよし市
87 1047 0:08:03 河合　泰我 ｶﾜｲ ﾀｲｶﾞ みよし市 みよし市
88 1034 0:08:04 市来　蒼空 ｲﾁｷ ｿﾗ みよし市 みよし市
89 1154 0:08:04 小池　陸斗 ｺｲｹ ﾘｸﾄ 北部小学校3年4組 みよし市
90 1113 0:08:04 近藤　陽崇 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀｶ 天王小学校3年2組 みよし市
91 1010 0:08:06 伊藤　慎之助 ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ アクアJFC尾東 みよし市
92 1060 0:08:11 鈴木　蓮 ｽｽﾞｷ ﾚﾝ みよし市 みよし市
93 1164 0:08:12 井上　航佑 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
94 1088 0:08:13 木全　渉 ｷﾏﾀ ﾜﾀﾙ 黒笹小学校 みよし市
95 1074 0:08:14 宮本　龍和 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾜ みよし市 みよし市
96 1114 0:08:15 辻井　貴奏也 ﾂｼﾞｲ ﾀｶﾔ 天王小三年 みよし市
97 1160 0:08:15 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 名古屋市 名古屋市
98 1097 0:08:17 加藤　咲大 ｶﾄｳ ｻｸｦ 小清水小学校 豊田市
99 1022 0:08:18 鈴木　琉雅 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ あすたま みよし市

100 1133 0:08:19 加藤　蓮介 ｶﾄｳ ﾚﾝｽｹ 豊田市 豊田市
101 1059 0:08:23 鈴木　大稀 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ みよし市 みよし市
102 1122 0:08:23 後藤　亮瑛 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｴｲ 南部小学校2年 みよし市
103 1023 0:08:25 猪飼　哲平 ｲｶｲ ﾃｯﾍﾟｲ イーグルスジュニア みよし市
104 1072 0:08:26 松田　爽空 ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ みよし市 みよし市
105 1041 0:08:27 大西　将也 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾔ みよし市 みよし市
106 1101 0:08:28 坂　海翔 ｻｶ ｶｲﾄ 中部小学校 みよし市
107 1050 0:08:29 小峰　陽日向 ｺﾐﾈ ﾋﾅﾀ みよし市 みよし市
108 1077 0:08:29 山崎　晴大 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾀ みよし市 みよし市
109 1016 0:08:30 加藤　遥太 ｶﾄｳ ﾊﾙﾀ アクアJFC尾東 みよし市
110 1174 0:08:32 大槻　湊士 ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾄ 北部小学校 みよし市
111 1150 0:08:32 湯川　翔太 ﾕｶﾜ ｼｮｳﾀ 北部小学校1年1組 みよし市
112 1112 0:08:39 加藤　蒼也 ｶﾄｳ ｿｳﾔ 天王小学校3年2組 みよし市
113 1073 0:08:39 水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ みよし市 みよし市
114 1157 0:08:41 加納　匠眞 ｶﾉｳ ﾀｸﾏ 名古屋市 名古屋市
115 1124 0:08:41 土谷　昊煌 ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 南部小学校2年1組 みよし市
116 1064 0:08:42 塚本　湊 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾄ みよし市 みよし市
117 1043 0:08:43 荻　理隼 ｵｷﾞ ﾏｻﾄ みよし市 みよし市
118 1127 0:08:43 緒方　拓海 ｵｶﾞﾀ ﾀｸﾐ 日進市 日進市
119 1173 0:08:44 中野　湊太 ﾅｶﾉ ﾐﾅﾄ 緑丘小学校3年2組 みよし市
120 1035 0:08:45 伊藤　叶翔 ｲﾄｳ ｶﾅﾄ みよし市 みよし市
121 1172 0:08:46 小野　光 ｵﾉ ﾋｶﾙ 緑丘小学校3年2組 みよし市
122 1090 0:08:46 原田　琉輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾙｷ 黒笹小学校 みよし市
123 1134 0:08:47 小林　弦矢 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾔ 豊田市 豊田市
124 1008 0:08:49 阿比留　陽聖 ｱﾋﾞﾙ ﾋｻﾄ アクアJFC尾東 みよし市
125 1079 0:08:51 山中　陽翔 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ みよし市 みよし市
126 1146 0:08:53 西村　謙志 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼ 北部小学校 みよし市
127 1029 0:08:54 中目　大雅 ﾅｶﾒ ﾀｲｶﾞ イーグルスジュニア みよし市
128 1170 0:08:54 山口　奎太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾀ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
129 1104 0:08:55 松本　大璃 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾘ 中部小学校1年１組 みよし市
130 1123 0:08:59 小野田　悠翔 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 南部小学校2年1組 みよし市
131 1066 0:09:01 西澤　蒼空 ﾆｼｻﾞﾜ ｿﾗ みよし市 みよし市
132 1169 0:09:02 野末　唯斗 ﾉｽﾞｴ ﾕｲﾄ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
133 1167 0:09:02 加藤　悠大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
134 1132 0:09:03 岡田　莉玖 ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 豊田市 豊田市
135 1111 0:09:05 松原　遥希 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙｷ 天王小学校1年3組 みよし市
136 1148 0:09:05 増田　應太 ﾏｽﾀﾞ ｵｳﾀ 北部小学校 みよし市
137 1049 0:09:12 倉地　琉心　 ｸﾗﾁ ﾘｭｳｼﾝ みよし市 みよし市
138 1165 0:09:15 岡田　怜大 ｵｶﾀﾞ ﾚｲ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
139 1105 0:09:24 村上　丈一郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 中部小学校1年1組 みよし市
140 1089 0:09:26 篠田　伊吹 ｼﾉﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 黒笹小学校 みよし市
141 1109 0:09:31 近藤　庸太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀﾞｲ 堤小学校 豊田市
142 1092 0:09:36 梶川　蒼太 ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ 三吉小学校 みよし市



143 1019 0:09:38 野々山　遥希 ﾉﾉﾔﾏ ﾊﾙｷ アクアJFC尾東 みよし市
144 1168 0:09:45 北原　建 ｷﾀﾊﾗ ﾀｹﾙ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
145 1028 0:09:52 中尾　悠晴 ﾅｶｵ ﾕｳｾｲ イーグルスジュニア みよし市
146 1055 0:09:54 佐保　秀彰 ｻﾎ ﾋﾃﾞｱｷ みよし市 みよし市
147 1065 0:10:00 柘植　亮汰 ﾂｹﾞ ﾘｮｳﾀ みよし市 みよし市
148 1012 0:10:00 伊藤　諒人 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾄ アクアJFC尾東 みよし市
149 1007 0:10:05 青野　隼大 ｱｵﾉ ｼｭﾝﾀﾞｲ アクアJFC尾東 みよし市
150 1013 0:10:06 内山田　楓 ｳﾁﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ アクアJFC尾東 みよし市
151 1151 0:10:16 髙原　玲志　 ﾀｶﾊﾗ ﾚｲｼﾞ 北部小学校１年3組 みよし市

2部 小学生男子(4～6年)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2111 0:05:14 天野　伸城 ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｷ 大須AC 名古屋市
2 2006 0:05:26 福井　慧大 ﾌｸｲ ｹｲﾄ ＪＡＣとよあけ 豊田市
3 2173 0:05:28 鈴木　万尋 ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 緑丘小学校6年1組 みよし市
4 2001 0:05:29 竹内　蓮 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ CURRENT  RC 豊田市
5 2068 0:05:39 吹田　蒼馬 ﾌｷﾀ ｿｳﾏ みよし市 みよし市
6 2122 0:05:49 鈴木　海斗 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 東郷町 愛知郡東郷町
7 2052 0:05:50 大坪　俊介 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝｽｹ みよし市 みよし市
8 2011 0:05:51 伊佐治　耀 ｲｻｼﾞ ﾖｳ SET PROJECT 瀬戸市
9 2010 0:05:53 伊佐治　聖 ｲｻｼﾞ ｾｲ SET PROJECT 瀬戸市

10 2105 0:05:53 鈴木　愛将 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ 上郷JAC みよし市
11 2112 0:05:53 犬塚　尚吾 ｲﾇﾂﾞｶ ｼｮｳｺﾞ 大須ＡＣ 名古屋市
12 2109 0:05:55 中村　風快 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶｲ 上郷JAC 岡崎市
13 2002 0:05:57 大原　励 ｵｵﾊﾗ ﾚｲ JACとよあけ 豊明市
14 2093 0:05:58 酒井　煌太朗 ｻｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 三吉小学校6年1組 みよし市
15 2126 0:05:59 杉山　大晏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ 日進市 日進市
16 2049 0:06:00 岩佐　春杜 ｲﾜｻ ﾊﾙﾄ みよし市 みよし市
17 2137 0:06:01 大中　一真 ｵｵﾅｶ ｶｽﾞﾏ 豊明市 豊明市
18 2155 0:06:02 猪飼　直 ｲｶｲ ﾅｵ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
19 2023 0:06:02 茂木　陸隼 ﾓｷﾞ ﾘｸﾄ アクアJFC尾東 みよし市
20 2098 0:06:03 久野　巧 ｸﾉ ﾀｸﾐ 上郷JAC 豊田市
21 2027 0:06:03 片岡　颯馬 ｶﾀｵｶ ｿｳﾏ あすたま 豊田市
22 2065 0:06:04 濵　暖人 ﾊﾏ ﾊﾙﾄ みよし市 みよし市
23 2131 0:06:05 加藤　綾人 ｶﾄｳ ｱﾔﾄ 豊田市 豊田市
24 2146 0:06:09 宗像　蒼真　 ﾑﾈｶﾀ ｿｳﾏ 北部小学校５年１組 みよし市
25 2012 0:06:09 河村　翔琉 ｶﾜﾑﾗ ｶｹﾙ SET PROJECT 瀬戸市
26 2009 0:06:10 久田　隼己 ﾋｻﾀﾞ ｼｭﾝｷ KTS みよし市
27 2141 0:06:10 水野　裕基 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 北部小学校 みよし市
28 2026 0:06:14 畝本　璃依哉 ｳﾈﾓﾄ ﾘｲﾔ あすたま 愛知郡東郷町
29 2101 0:06:14 近藤　祐伍 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺﾞ 上郷JAC 豊田市
30 2094 0:06:15 青葉　理人 ｱｵﾊﾞ ﾘﾄ 三好丘小学校 みよし市
31 2132 0:06:20 加藤　陵 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 豊田市 豊田市
32 2013 0:06:22 山田　陽大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾞｲ SET PROJECT 瀬戸市
33 2165 0:06:22 元野　一輝 ﾓﾄﾉ ｲｯｷ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
34 2100 0:06:24 古賀　悠透 ｺｶﾞ ﾊﾙﾄ 上郷JAC 豊田市
35 2061 0:06:25 東海林　優叶 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾄ みよし市 みよし市
36 2056 0:06:26 桐畑　和真 ｷﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾏ みよし市 みよし市
37 2087 0:06:29 北川　航 ｷﾀｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 黒笹小学校5年3組 みよし市
38 2139 0:06:29 高橋　颯斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 北部小学校 みよし市
39 2018 0:06:30 永田　真寛 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾋﾛ アクアJFC尾東 みよし市
40 2140 0:06:30 林　凌平 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 北部小学校 みよし市
41 2033 0:06:31 小澤　穂高 ｵｻﾞﾜ ﾎﾀｶ イーグルスジュニア みよし市
42 2153 0:06:32 伊藤　天柚 ｲﾄｳ ﾃﾝﾕｳ 梨ノ木 日進市
43 2149 0:06:34 木村　颯太 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 北部小学校6年 みよし市
44 2124 0:06:34 緒方　真哉 ｵｶﾞﾀ ｼﾝﾔ 日進市 日進市
45 2071 0:06:36 藤原　優杜 ﾌｼﾞﾗﾜ ﾋﾛﾄ みよし市 みよし市
46 2022 0:06:36 三明　丈一郎 ﾐｱｹ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ アクアJFC尾東 豊田市
47 2043 0:06:37 松岡　蒼仁 ﾏﾂｵｶ ｱｵﾄ イーグルスジュニア 日進市
48 2085 0:06:37 山城　静輝 ﾔﾏｼﾛ ｼｽﾞｷ 黒笹小学校 みよし市
49 2092 0:06:37 石塚　凌空 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｸ 三吉小学校6年1組 みよし市
50 2130 0:06:38 大脇　翔 ｵｵﾜｷ ｼｮｳ 豊田市 豊田市
51 2168 0:06:38 横井　隆人 ﾖｺｲ ﾘｭｳﾄ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
52 2158 0:06:38 明松　真之助 ｶｶﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
53 2046 0:06:39 青木　健瑠 ｱｵｷ ﾀｹﾙ みよし市 みよし市
54 2079 0:06:40 長江　琉斗 ﾅｶﾞｴ ﾘｭｳﾄ 安城市 安城市
55 2069 0:06:40 藤丸　稟太朗 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾘﾝﾀﾛｳ みよし市 みよし市
56 2080 0:06:41 藤原　敬大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 安城市 安城市
57 2172 0:06:43 増田　壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 緑丘小学校4年1組 みよし市
58 2091 0:06:44 鈴木　琉功 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 三吉小学校 みよし市
59 2164 0:06:44 服部　凛太朗 ﾊｯﾄﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
60 2003 0:06:45 尾上　高太郎 ｵﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ JACとよあけ 豊田市
61 2030 0:06:46 太田　歩夢 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ アルファ 岡崎市
62 2170 0:06:46 中島　由晴 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｾｲ 緑丘小学校 みよし市
63 2081 0:06:46 佐野　颯 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 一宮市立末広小学校 一宮市
64 2016 0:06:48 片山　空人 ｶﾀﾔﾏ ｿﾗﾄ アクアJFC尾東 愛知郡東郷町



65 2005 0:06:49 髙村　武大 ﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ JACとよあけ 豊田市
66 2136 0:06:49 松澤　建琉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 豊田市 豊田市
67 2041 0:06:50 新澤　昴 ﾆｲｻﾞﾜ ｺｳ イーグルスジュニア みよし市
68 2144 0:06:50 石田　大翔 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 北部小学校5年1組 みよし市
69 2129 0:06:51 阿部　拓斗 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 豊田市 豊田市
70 2032 0:06:53 大橋　拓実 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ イーグルスジュニア みよし市
71 2034 0:06:54 佐藤　颯祐 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ イーグルスジュニア みよし市
72 2174 0:06:55 岩崎　零真 ｲﾜｻｷ ﾚｲﾏ 緑丘小学校6年2組 みよし市
73 2119 0:06:55 水野　陽斗 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾄ 天王小学校 みよし市
74 2134 0:06:57 谷　匠悟 ﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 豊田市 豊田市
75 2059 0:06:57 佐藤　大河 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ みよし市 みよし市
76 2108 0:06:58 戸田　夢人 ﾄﾀﾞ ﾕﾒﾄ 上郷JAC 豊田市
77 2047 0:06:58 安部　隼亜 ｱﾍﾞ ｼｭｳｱ みよし市 みよし市
78 2053 0:06:58 大西　洋輝 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｷ みよし市 みよし市
79 2095 0:07:00 藪井　煌太 ﾔﾌﾞｲ ｺｳﾀ 三好丘小学校5年2組 みよし市
80 2017 0:07:01 鈴木　成悠 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾊﾙ アクアJFC尾東 みよし市
81 2039 0:07:03 塚本　直雄 ﾂｶﾓﾄ ﾅｵ イーグルスジュニア みよし市
82 2104 0:07:05 鈴木　海人 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 上郷JAC 豊田市
83 2142 0:07:06 今泉　力飛 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｷﾄ 北部小学校4年1組 みよし市
84 2054 0:07:07 金澤　勇気 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ みよし市 みよし市
85 2044 0:07:10 水野　貴陽 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶｱｷ イーグルスジュニア みよし市
86 2151 0:07:10 村上　瑛亮 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｽｹ 名古屋市 名古屋市
87 2055 0:07:10 木村　映登 ｷﾑﾗ ｴｲﾄ みよし市 みよし市
88 2161 0:07:12 辻　翔伍 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
89 2116 0:07:12 古和　伊吹 ｺﾜ ｲﾌﾞｷ 天王小学校 みよし市
90 2120 0:07:15 苅谷　惺南 ｶﾘﾔ ｾﾅ 天王小学校5年2組 みよし市
91 2123 0:07:17 土屋　遙煌 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 南部小学校5年１組 みよし市
92 2025 0:07:17 薮下　脩 ﾔﾌﾞｼﾀ ｼｭｳ アクアJFC尾東 豊田市
93 2037 0:07:18 鈴木　蒼波 ｽｽﾞｷ ｿｳﾊ イーグルスジュニア 豊田市
94 2110 0:07:20 成城　亮哉 ﾅﾙｷ ﾘｮｳﾔ 上郷JAC 豊田市
95 2031 0:07:20 伊藤　瑛琉 ｲﾄｳ ｴｲﾙ イーグルスジュニア みよし市
96 2042 0:07:20 廣川　立都 ﾋﾛｶﾜ ﾘﾂ イーグルスジュニア みよし市
97 2036 0:07:21 鈴木　駿太朗 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ イーグルスジュニア みよし市
98 2028 0:07:22 片岡　涼真 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾏ あすたま 豊田市
99 2147 0:07:22 内村　奏翔 ｳﾁﾑﾗ ｶﾅﾄ 北部小学校5年3組 みよし市

100 2162 0:07:22 中村　凛心 ﾅｶﾑﾗ ﾘｼﾝ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
101 2090 0:07:22 柏　清志郎 ｶｼﾜ ｷﾖｼﾛｳ 三吉小学校 みよし市
102 2102 0:07:23 渋谷　遥斗 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾄ 上郷JAC 岡崎市
103 2040 0:07:23 天白　凱斗 ﾃﾝﾊﾟｸ ｶｲﾄ イーグルスジュニア 日進市
104 2099 0:07:23 栗原　正年 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾏｻﾄｼ 上郷JAC 豊田市
105 2145 0:07:24 冨田　隆平 ﾄﾐﾀ ﾘｭｳﾍｲ 北部小学校5年1組 みよし市
106 2074 0:07:24 宮竹　奏輔 ﾐﾔﾀｹ ｿｳｽｹ みよし市 みよし市
107 2073 0:07:25 増岡　健心 ﾏｽｵｶ ｹﾝｼﾝ みよし市 みよし市
108 2118 0:07:31 水野　拓斗 ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾄ 天王小学校 みよし市
109 2115 0:07:31 河上　響太朗 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳﾀﾛｳ 天王小学校 みよし市
110 2066 0:07:35 早通　優斗 ﾊﾔﾄﾞｵﾘ ﾕｳﾄ みよし市 みよし市
111 2076 0:07:35 片山　結翔 ｶﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ みよし市立南部小学校4年1組 みよし市
112 2063 0:07:36 田中　大堅 ﾀﾅｶ ﾀｲｹﾝ みよし市 みよし市
113 2077 0:07:40 野々山　翔 ﾉﾉﾔﾏ ｼｮｳ みよし市立緑丘小4年1組 みよし市
114 2133 0:07:40 志賀　勇斗 ｼｶﾞ ﾕｳﾄ 豊田市 豊田市
115 2135 0:07:41 中崎　恭輔 ﾅｶｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 豊田市 豊田市
116 2014 0:07:43 足立　悠真 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ アクアJFC尾東 豊田市
117 2154 0:07:43 新井　幹大 ｱﾗｲ ｶﾝﾀ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
118 2103 0:07:46 嶋崎　悠輝 ｼﾏｻｷ ﾊﾙｷ 上郷JAC 豊田市
119 2048 0:07:51 今井　総吾 ｲﾏｲ ｿｳｺﾞ みよし市 みよし市
120 2150 0:07:54 石黒　雄哉 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳﾔ 名古屋市 名古屋市
121 2084 0:07:59 野村　吏功 ﾉﾑﾗ ﾘｸ 黒笹小学校 みよし市
122 2083 0:07:59 高川　凌陽 ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 黒笹小学校 みよし市
123 2021 0:08:03 細川　蒼慧 ﾎｿｶﾜ ｿﾗ アクアJFC尾東 豊田市
124 2038 0:08:04 曽我　航太郎 ｿｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ イーグルスジュニア みよし市
125 2020 0:08:04 日置　空良 ﾋｵｷ ｿﾗ アクアJFC尾東 みよし市
126 2072 0:08:11 藤原　駿杜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾔﾄ みよし市 みよし市
127 2167 0:08:17 山尾　慧悟 ﾔﾏｵ ｹｲｺﾞ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
128 2089 0:08:18 梶川　太暉 ｶｼﾞｶﾜ ﾀｲｷ 三吉小学校 みよし市
129 2007 0:08:20 宮川　悠空 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ JACとよあけ 豊明市
130 2106 0:08:25 髙田　青空 ﾀｶﾀﾞ ｱｵ 上郷JAC 豊田市
131 2160 0:08:25 草場　翔大 ｸｻﾊﾞ ｼｮｳﾀ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
132 2117 0:08:36 佐藤　由梧 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 天王小学校 みよし市
133 2157 0:08:42 榎本　竜貴 ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘ウィングス 豊田市
134 2143 0:08:48 湯川　蒼空 ﾕｶﾜ ｿﾗ 北部小学校4年3組 みよし市
135 2064 0:08:50 玉城　耀斗 ﾀﾏｼﾛ ｱｷﾄ みよし市 みよし市
136 2159 0:08:53 加藤　大樹 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞｭ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
137 2169 0:08:53 渡辺　将平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
138 2163 0:08:57 橋本　怜央 ﾊｼﾓﾄ ﾚｵ 緑ヶ丘ウィングス みよし市
139 2015 0:09:13 岡　優冴 ｵｶ ﾕｳｺﾞ アクアJFC尾東 みよし市
140 2057 0:09:13 纐纈　凌多 ｺｳｹﾂ ﾘｮｳﾀ みよし市 みよし市



141 2156 0:09:16 上田　悠太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 緑ヶ丘ウィングス みよし市

3部 小学生女子(1～3年)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3033 0:06:26 岡　菜月 ｵｶ ﾅﾂｷ 市が洞小学校 長久手市
2 3035 0:06:41 犬塚　彩葉 ｲﾇﾂﾞｶ ｱﾔﾊ 大須ＡＣ 名古屋市
3 3030 0:06:51 水野　蒼乃 ﾐｽﾞﾉ ｱｵﾉ 三吉小学校 みよし市
4 3012 0:06:55 三田　真央 ｻﾝﾀﾞ ﾏｵ みよし市 みよし市
5 3013 0:06:56 高橋　二子 ﾀｶﾊｼ ﾆｺ みよし市 みよし市
6 3002 0:07:01 河村　飛香 ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ SET PROJECT 瀬戸市
7 3022 0:07:05 和田　想來乃 ﾜﾀﾞ ｿﾗﾉ 愛知教育大学附属岡崎小学校 岡崎市
8 3051 0:07:10 新井　卯彩 ｱﾗｲ ｳｻ 北部小学校 みよし市
9 3042 0:07:11 浅野　瑞希 ｱｻﾉ ﾐｽﾞｷ 東郷町 愛知郡東郷町

10 3054 0:07:20 木村　琴花 ｷﾑﾗ ｺﾄﾊ 北部小学校3年 みよし市
11 3031 0:07:23 吉本　はる ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙ 三吉小学校3年1組 みよし市
12 3026 0:07:23 寺嶋　美來 ﾃﾗｼﾏ ﾐｸ 黒笹小学校 みよし市
13 3032 0:07:30 有好　茅代 ｱﾘﾖｼ ﾁﾖ 三好丘小学校 みよし市
14 3015 0:07:31 日置　歩花 ﾋｵｷ ｱﾕｶ みよし市 みよし市
15 3046 0:07:33 中島　夢渚 ﾅｶｼﾏ ﾕﾅ 平針北小 名古屋市
16 3029 0:07:33 小村　来実 ｺﾑﾗ ｸﾙﾐ 三吉小学校 みよし市
17 3014 0:07:39 竹内　唯 ﾀｹｳﾁ ﾕｲ みよし市 みよし市
18 3020 0:07:40 木戸　琴音 ｷﾄﾞ ｺﾄﾈ みよし市立南部小学校 みよし市
19 3001 0:07:42 村瀬　りお ﾑﾗｾ ﾘｵ LIXILキッズレーシング 春日井市
20 3024 0:07:58 中川　心晴 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 原小 名古屋市
21 3043 0:07:58 鈴木　里桜奈 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾅ 東郷町 愛知郡東郷町
22 3044 0:07:58 野々山　心遥 ﾉﾉﾔﾏ ｺﾊﾙ 東郷町 愛知郡東郷町
23 3027 0:07:58 山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 黒笹小学校 みよし市
24 3003 0:08:00 相良　莉乃愛 ｻｶﾞﾗ ﾘﾉｱ あすたま みよし市
25 3018 0:08:03 吉田　心音 ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾈ みよし市 みよし市
26 3061 0:08:20 伊藤　幸芽 ｲﾄｳ ｺｳﾒ 梨ノ木 日進市
27 3045 0:08:26 藤城　あやこ ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｺ 日進市 日進市
28 3028 0:08:28 若松　陽咲 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾅﾀ 黒笹小学校 みよし市
29 3006 0:08:28 大林　美月 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ みよし市 みよし市
30 3048 0:08:28 伊藤　佳心 ｲﾄｳ ｶｺ 豊田市 豊田市
31 3007 0:08:29 加藤　柚 ｶﾄｳ ﾕｽﾞ みよし市 みよし市
32 3056 0:08:30 加納　奈和 ｶﾉｳ ﾅﾅ 名古屋市 名古屋市
33 3052 0:08:32 森永　愛 ﾓﾘﾅｶﾞ ｱｲ 北部小学校 みよし市
34 3009 0:08:32 葛谷　桜子 ｸｽﾞﾔ ｻｸﾗｺ みよし市 みよし市
35 3011 0:08:35 坂井　祐月 ｻｶｲ ﾕﾂﾞｷ みよし市 みよし市
36 3019 0:08:36 藤本　結月 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ みよし市三吉小学校1年2組 みよし市
37 3059 0:08:37 村上　瑠歌 ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 名古屋市 名古屋市
38 3063 0:08:38 水野　栞帆 - - -
39 3010 0:08:41 近藤　芽里 ｺﾝﾄﾞｳ ﾒﾘ みよし市 みよし市
40 3050 0:08:44 八木　皐妃那 ﾔｷﾞ ｻｷﾅ 豊田市 豊田市
41 3023 0:08:45 柴田　彩葉 ｼﾊﾞﾀ ｲﾛﾊ 一宮市 一宮市
42 3041 0:08:47 苅谷　結愛 ｶﾘﾔ ﾕｱ 天王小学校3年2組 みよし市
43 3055 0:08:48 今泉　天嘉 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾃﾝｶ 北部小学校3年4組 みよし市
44 3062 0:08:49 中島　彩那 ﾅｶｼﾏ ｻﾅ 緑丘小学校 みよし市
45 3060 0:08:58 脇田　彩希 ﾜｷﾀ ｻｷ 名古屋市 名古屋市
46 3038 0:09:06 辻井　星利奈 ﾂｼﾞｲ ｾﾘﾅ 天王小一年 みよし市
47 3008 0:09:12 衣笠　琉姫那 ｷﾇｶﾞｻ ﾙｷﾅ みよし市 みよし市
48 3053 0:09:21 北岡　成那 ｷﾀｵｶ ｾﾅ 北部小学校2年1組 みよし市
49 3036 0:09:26 中野　凪咲 ﾅｶﾉ ﾅｷﾞｻ 中部小学校 みよし市
50 3057 0:09:35 佐野　旭 ｻﾉ ｱｻﾋ 名古屋市 名古屋市
51 3016 0:09:44 藤丸　凜々 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾘﾘ みよし市 みよし市
52 3005 0:09:50 岩田　新奈 ｲﾜﾀ ﾆｲﾅ みよし市 みよし市
53 3034 0:10:00 藤井　綾香 ﾌｼﾞｲ ｱﾔｶ 浄水北小学校 豊田市
54 3047 0:10:21 一之瀬　蘭杏 ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ 豊田市 豊田市
55 3040 0:10:21 青山　水音 ｱｵﾔﾏ ﾐｵ 天王小学校 みよし市
56 3058 0:10:33 三輪　千明 ﾐﾜ ﾁｱｷ 名古屋市 名古屋市

4部 小学生女子(4～6年)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 4075 0:05:53 筒　莉乃杏 ﾂﾂ ﾘﾉｱ 美山小学校5年 豊田市
2 4005 0:05:59 加藤　柚夏 ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾅ SET PROJECT 瀬戸市
3 4069 0:05:59 野々山　空 ﾉﾉﾔﾏ ｿﾗ 東郷町 愛知郡東郷町
4 4044 0:05:59 岡　郁菜 ｵｶ ﾌﾐﾅ 市が洞小学校 長久手市
5 4081 0:06:00 新井　美卯 ｱﾗｲ ﾐｳ 北部小学校 みよし市
6 4055 0:06:02 岩月　瑠奈 ｲﾜﾂｷ ﾙﾅ 竹村小学校 豊田市
7 4061 0:06:03 松本　紗直 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ 長久手小 長久手市
8 4047 0:06:03 竹内　沙葉 ﾀｹｳﾁ ｻﾊ 上郷JAC 豊田市
9 4027 0:06:07 檜垣　笑心柚 ﾋｶﾞｷ ｴﾐﾕ みよし市 みよし市

10 4049 0:06:09 平岩　琴葉 ﾋﾗｲﾜ ｺﾄﾊ 上郷JAC 豊田市
11 4037 0:06:11 葛西　璃子 ｶｻｲ ﾘｺ 稲沢市 稲沢市
12 4010 0:06:18 文本　朱音 ﾌﾐﾓﾄ ｱｶﾈ SET PROJECT 瀬戸市
13 4008 0:06:18 土井　玲奈 ﾄﾞｲ ﾚｲﾅ SET PROJECT 瀬戸市



14 4033 0:06:25 藤本　絢音 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ みよし市三吉小学校6年1組 みよし市
15 4056 0:06:28 谷　若加菜 ﾀﾆ ﾜｶﾅ 中部小学校 みよし市
16 4007 0:06:33 下村　咲葵 ｼﾓﾑﾗ ｻｷ SET PROJECT 瀬戸市
17 4001 0:06:35 毛利　沙奈 ﾓｳﾘ ｻﾅ 5年1組 愛知郡東郷町
18 4012 0:06:35 菊地　芽李 ｷｸﾁ ﾒｲ あすたま 愛知郡東郷町
19 4004 0:06:35 橋本　葉月 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ SET PROJECT 瀬戸市
20 4031 0:06:36 真島　愛桜 ﾏｼﾏ ｱｲﾗ みよし市 みよし市
21 4021 0:06:38 近藤　春奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ みよし市 みよし市
22 4011 0:06:43 山田　彩乃 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ SET PROJECT 瀬戸市
23 4039 0:06:47 市川　紗帆 ｲﾁｶﾜ ｻﾎ 岡崎市 岡崎市
24 4003 0:06:48 野田　彩夏 ﾉﾀﾞ ｱﾔｶ JACとよあけ 豊明市
25 4041 0:06:54 小村　夏鈴 ｺﾑﾗ ｶﾘﾝ 三吉小学校 みよし市
26 4053 0:06:54 坪内　菜緒 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾅｵ 大須AC 名古屋市
27 4072 0:06:55 喜多　透子 ｷﾀ ﾄｳｺ 日進市 日進市
28 4002 0:06:56 加藤　愛子 ｶﾄｳ ｱｲｺ JACとよあけ 豊田市
29 4092 0:06:57 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 緑丘小学校5年1組 みよし市
30 4091 0:06:57 大路　結子 ｵｵｼﾞ ﾕｲｺ 緑丘小学校 みよし市
31 4009 0:06:58 橋本　若菜 ﾊｼﾓﾄ ﾜｶﾅ SET PROJECT 瀬戸市
32 4068 0:06:59 浅野　來華 ｱｻﾉ ﾗｲｶ 東郷町 愛知郡東郷町
33 4035 0:07:00 山田　陽彩 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｲﾛ 安城北部小学校 安城市
34 4043 0:07:02 蜂須賀　咲雪 ﾊﾁｽｶ ｻﾕｷ 三好丘小学校 みよし市
35 4036 0:07:04 柴田　柚羽 ｼﾊﾞﾀ ﾕｽﾞﾊ 一宮市 一宮市
36 4077 0:07:05 木船　志南 ｷﾌﾞﾈ ｺｺﾐ 豊田市 豊田市
37 4064 0:07:05 原田　実悠 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾕｳ 天王小学校 みよし市
38 4073 0:07:07 藤城　ゆうこ ﾌｼﾞｼﾛ ﾕｳｺ 日進市 日進市
39 4067 0:07:08 菱沼　実緒 ﾋｼﾇﾏ ﾐｵ 東海市 東海市
40 4013 0:07:10 小森　柚奈 ｺﾓﾘ ﾕｽﾞﾅ あすたま 愛知郡東郷町
41 4080 0:07:12 矢野　沙樹 ﾔﾉ ｻｷ 豊田市 豊田市
42 4052 0:07:13 野々村　志保 ﾉﾉﾑﾗ ｼﾎ 浄水ＡＣ 豊田市
43 4018 0:07:14 伊藤　悠 ｲﾄｳ ﾊﾙ みよし市 みよし市
44 4074 0:07:16 渡辺　果咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 美山小学校4年2組 豊田市
45 4038 0:07:16 中島　凛織 ﾅｶｼﾏ ﾘｵ 稲沢市 稲沢市
46 4022 0:07:17 坂井　来光 ｻｶｲ ｸﾙﾐ みよし市 みよし市
47 4034 0:07:18 宇野　愛央衣 ｳﾉ ｱｵｲ みよし市立北部小学校 みよし市
48 4070 0:07:21 長谷川　いおり ﾊｾｶﾞﾜ ｲｵﾘ 東保見小学校5年 豊田市
49 4060 0:07:25 岩佐　麻莉絵 ｲﾜｻ ﾏﾘｴ 中部小学校６年 みよし市
50 4023 0:07:27 佐藤　舞花 ｻﾄｳ ﾏｲｶ みよし市 みよし市
51 4029 0:07:28 福谷　萌音 ﾌｸﾀﾆ ﾓﾈ みよし市 みよし市
52 4079 0:07:32 八代　理衣 ﾔｼﾛ ﾘｲ 豊田市 豊田市
53 4082 0:07:34 越智　彩心 ｵﾁ ｱﾔﾐ 北部小学校 みよし市
54 4071 0:07:38 近藤　由奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 南部小学校 みよし市
55 4016 0:07:43 森田　葵 ﾓﾘﾀ ｱｵｲ ミヨシガオカショウ みよし市
56 4065 0:07:47 堀田　麻夕織 ﾎｯﾀ ﾏﾕﾘ 天王小学校 みよし市
57 4063 0:07:49 西村　心海 ﾆｼﾑﾗ ｺｺﾐ 天王小学校 みよし市
58 4024 0:07:53 柴田　莉理 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾘ みよし市 みよし市
59 4093 0:07:53 小野　七海 ｵﾉ ﾅﾅﾐ 緑丘小学校6年１組 みよし市
60 4032 0:07:56 松田　咲色 ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ みよし市 みよし市
61 4057 0:08:08 仲山　愛希 ﾅｶﾔﾏ ｱｷ 中部小学校 みよし市
62 4040 0:08:08 古澤　実怜 ﾌﾙｻﾜ ﾐﾚｲ 黒笹小学校 みよし市
63 4066 0:08:10 吉田　知沙 ﾖｼﾀﾞ ﾁｻ 天王小学校4年2組 みよし市
64 4030 0:08:11 藤吉　玲奈 ﾌｼﾞﾖｼ ﾚﾅ みよし市 みよし市
65 4025 0:08:15 白井　千智 ｼﾗｲ ﾁｻﾄ みよし市 みよし市
66 4088 0:08:15 三輪　歩美 ﾐﾜ ｱﾕﾐ 名古屋市 名古屋市
67 4054 0:08:19 梶原　千波 ｶｼﾞﾜﾗ ﾁﾅﾐ 知立市 知立市
68 4058 0:08:19 野々山　絢菜 ﾉﾉﾔﾏ ｱﾔﾅ 中部小学校 みよし市
69 4083 0:08:21 後藤　遙希 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ 名古屋市 名古屋市
70 4089 0:08:32 上田　采音 ｳｴﾀ ｺﾄﾈ 涼松ランニングクラブ 愛知郡東郷町
71 4090 0:08:32 山口　遥加 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 涼松ランニングクラブ 豊川市
72 4015 0:08:32 富田　楓 ﾄﾐﾀ ｶｴﾃﾞ ナンブショウ みよし市
73 4085 0:08:34 鈴木　梨心 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 名古屋市 名古屋市
74 4026 0:08:43 白木原　芽 ｼﾗｷﾊﾗ ﾒｲ みよし市 みよし市
75 4042 0:08:47 有好　萌杏 ｱﾘﾖｼ ﾒﾅ 三好丘小学校 みよし市
76 4017 0:08:48 安部　唯杏 ｱﾍﾞ ﾕｱ みよし市 みよし市
77 4062 0:09:06 荒木　未邦 ｱﾗｷ ﾐｸ 天王小学校 みよし市
78 4076 0:09:12 加藤　柚希 ｶﾄｳ ﾕｽﾞｷ 豊田市 豊田市
79 4087 0:09:19 福岡　凜音 ﾌｸｵｶ ﾘﾉﾝ 名古屋市 名古屋市
80 4086 0:09:24 野代　日菜乃 ﾉｼﾛ ﾋﾅﾉ 名古屋市 名古屋市
81 4084 0:09:24 佐野　響 ｻﾉ ﾋﾋﾞｷ 名古屋市 名古屋市

5部 中学生男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5022 0:18:09 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 逢妻中学校 豊田市
2 5038 0:19:05 野川　元希 ﾉｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 三好北中学校 みよし市
3 5062 0:19:16 内山　駿 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ 末野原中学校 豊田市
4 5048 0:19:18 中谷　天星 ﾅｶﾀﾆ ﾃﾝｾｲ 前林中学校 豊田市
5 5055 0:19:20 中島　漣音 ﾅｶｼﾏ ﾚﾅﾄ 日進東中学校 日進市



6 5028 0:19:25 渡邉　陽奈太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 安城北中学校 安城市
7 5041 0:19:48 谷澤　遼 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上郷中学校 豊田市
8 5027 0:20:10 八尋　友希 ﾔﾋﾛ ﾕｳｷ 逢妻中学校陸上部 豊田市
9 5005 0:20:11 山本　優晟 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ SET PROJECT 瀬戸市

10 5024 0:20:26 山下　敦也 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂﾔ 逢妻中学校2年3組 豊田市
11 5004 0:20:27 中川　太雅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ SET PROJECT 瀬戸市
12 5006 0:20:34 佐藤　有季 ｻﾄｳ ﾕｳｷ あすたま みよし市
13 5052 0:20:40 坂井　遥海 ｻｶｲ ﾊﾙﾐ 日進西中学校 日進市
14 5001 0:20:40 熊谷　豪流 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ ＫＴＳ 豊田市
15 5063 0:21:25 渡邉　充 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 名古屋市立志段味中学校 名古屋市
16 5051 0:21:40 粥川　結太 ｶﾕｶﾜ ﾕｳﾀ 日進西中学校 日進市
17 5053 0:21:41 濵田　修斗 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 日進西中学校 日進市
18 5057 0:21:51 白木　勇 ｼﾗｷ ｲｻﾑ 日進東中学校1年３組 日進市
19 5046 0:22:05 中川　遙 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙ 新選組 みよし市
20 5003 0:22:22 加藤　瑛一 ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ SET PROJECT 瀬戸市
21 5044 0:22:43 加藤　義樹 ｶﾄｳ ﾖｼｷ 新選組 みよし市
22 5020 0:22:54 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 逢妻中学校 豊田市
23 5065 0:23:10 中村　野明 ﾅﾏﾑﾗ ﾉｱ - -
24 5023 0:23:10 安福　瞬 ﾔｽﾌｸ ｼｭﾝ 逢妻中学校 豊田市
25 5061 0:23:24 宮脇　光嶺 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾐﾈ 北中学校1年1組 みよし市
26 5059 0:23:29 市川　陽登 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 北中学校 みよし市
27 5015 0:23:30 中川　凌一 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｲﾁ みよし市 みよし市
28 5025 0:23:49 河合　琢登 ｶﾜｲ ﾀｸﾄ 逢妻中学校陸上部 豊田市
29 5039 0:23:52 久野　聡 ｸﾉ ｻﾄｼ 上郷中学校 豊田市
30 5054 0:24:07 山田　暁斗 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 日進西中学校 日進市
31 5018 0:24:08 小野　流星 ｵﾉ ﾘｭｳｾｲ みよし北中学校2年５組 みよし市
32 5060 0:24:30 古井　海斗 ﾌﾙｲ ｶｲﾄ 北中学校 みよし市
33 5058 0:24:37 原　稜汰郎 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 豊田市 豊田市
34 5016 0:24:44 原田　貫志 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝｼ みよし市 みよし市
35 5036 0:24:48 酒井　凛太朗 ｻｶｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 三好中学校2年5組 みよし市
36 5010 0:24:52 纐纈　修多 ｺｳｹﾂ ｼｭｳﾀ みよし市 みよし市
37 5014 0:25:12 鳥居　平 ﾄﾘｲ ﾀｲﾗ みよし市 みよし市
38 5049 0:25:57 浅野　稀央 ｱｻﾉ ﾏﾋﾛ 東郷町 愛知郡東郷町
39 5035 0:25:59 山路　颯人 ﾔﾏｼﾞ ｿｳﾄ 三好中学校2年3組 みよし市
40 5011 0:26:04 近藤　汰一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁﾛｳ みよし市 みよし市
41 5037 0:26:05 牧村　大輝 ﾏｷﾑﾗ ﾀｲｷ 三好中学校カヌー部 みよし市
42 5019 0:26:16 日比　健心 ﾋﾋﾞ ｹﾝｼﾝ みよし北中学校野球部 みよし市
43 5031 0:26:25 柘植　向陽 ﾂｹﾞ ｺｳﾖｳ 三好中カヌー部1年4組 みよし市
44 5034 0:28:19 塚崎　颯人 ﾂｶｻｷ ﾊﾔﾄ 三好中学校1年5組 みよし市
45 5007 0:28:31 石井　陸斗 ｲｼｲ ﾘｸﾄ みよし市 みよし市
46 5033 0:28:39 竹谷　元汰 ﾀｹﾔ ｹﾞﾝﾀ 三好中学校　カヌー部 みよし市
47 5017 0:28:57 深津　大稀 ﾌｶﾂ ﾀﾞｲｷ みよし市 みよし市
48 5045 0:28:59 近藤　光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 新選組 みよし市
49 5013 0:29:00 竹内　健人 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ みよし市 みよし市
50 5012 0:29:00 杉谷　楓斗 ｽｷﾞﾀﾆ ﾌｳﾄ みよし市 みよし市
51 5030 0:29:38 壁谷　皓大 ｶﾍﾞﾔ ｺｳﾀ 三好中カヌー部 みよし市
52 5008 0:29:46 今村　純 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝ みよし市 みよし市
53 5009 0:29:46 國谷　拓海 ｸﾆﾔ ﾀｸﾐ みよし市 みよし市

6部 中学生女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 6026 0:21:02 森　千莉 ﾓﾘ ｾﾝﾘ 豊田市立浄水中学校2年5組 豊田市
2 6010 0:21:05 石川　桜子 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 日進西中学校 日進市
3 6004 0:21:26 筒　菜乃芭 ﾂﾂ ﾅﾉﾊ 逢妻中学校1年 豊田市
4 6011 0:21:32 椎名　光藍 ｼｲﾅ ﾐﾗ 日進西中学校 日進市
5 6018 0:21:48 山田　恋紋 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾓﾝ 日進西中学校 日進市
6 6012 0:22:09 椎名　百藍 ｼｲﾅ ﾕﾗ 日進西中学校 日進市
7 6002 0:22:33 澤間　由奈 ｻﾜﾏ ﾕﾅ 逢妻中学校 豊田市
8 6001 0:22:49 三浦　天音 ﾐｳﾗ ｱﾏﾄ 愛教附岡崎中学校 岡崎市
9 6024 0:23:16 加藤　穂香 ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 豊田市 豊田市

10 6003 0:23:30 中屋　妃媛 ﾅｶﾔ ｷｴﾝ 逢妻中学校 豊田市
11 6017 0:23:39 村田　優芽 ﾑﾗﾀ ﾕﾒ 日進西中学校 日進市
12 6019 0:23:41 横井　ゆず ﾖｺｲ ﾕｽﾞ 日進西中学校 日進市
13 6021 0:24:04 城野　晴香 ｼﾞｮｳﾉ ﾊﾙｶ 日進東中学校1年３組 日進市
14 6027 0:24:22 福井　莉桜 ﾌｸｲ ﾘｵ 豊明中学校 豊田市
15 6016 0:24:24 松嶋　光里 ﾏﾂｼﾏ ﾋｶﾘ 日進西中学校 日進市
16 6014 0:24:35 永井　千絢 ﾅｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 日進西中学校 日進市
17 6009 0:24:40 金田　紗弥 ｶﾅﾀ ｻﾔ 浄水中学校 豊田市
18 6013 0:24:43 田中　来春 ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ 日進西中学校 日進市
19 6022 0:25:03 岡田　野々華 ｵｶﾀﾞ ﾉﾉｶ 日進東中学校1年５組 日進市
20 6025 0:25:27 前田　珠希 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏｷ 豊田市 豊田市
21 6023 0:27:38 大原　祐美 ｵｵﾊﾗ ﾕﾐ 日進東中学校1年6組 日進市
22 6006 0:27:59 柏　ちひろ ｶｼﾜ ﾁﾋﾛ 三好中学校 みよし市
23 6028 0:28:25 川池　芙慧 ｶﾜｲｹ ﾌｴ 名古屋市 名古屋市
24 6007 0:30:26 次良丸　みなみ ｼﾞﾛﾏﾙ ﾐﾅﾐ 三好中学校 みよし市



7部 一般男子A (39歳以下)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7019 0:17:44 立松　昇剛 ﾀﾃﾏﾂ ｼｮｳｺﾞｳ 愛知高校 海部郡飛島村
2 7034 0:18:04 飯田　将博 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 堤車体 みよし市
3 7029 0:18:07 久保　舞瞬 ｸﾎﾞ ﾏｼｭﾝ 春日井市 春日井市
4 7023 0:18:10 横手　晴登 ﾖｺﾃ ﾊﾙﾄ 愛知高校 名古屋市
5 7032 0:18:11 清水　治馬 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾏ 松蔭高校教諭 名古屋市
6 7015 0:18:35 井田　洸陽 ｲﾀﾞ ｺｳﾖｳ 愛知高校 瀬戸市
7 7016 0:18:49 奥迫　大陽 ｵｸｻｺ ﾀｲﾖｳ 愛知高校 名古屋市
8 7014 0:19:01 青山　崇 ｱｵﾔﾏ ｼｭｳ 愛知高校 名古屋市
9 7017 0:19:13 小野　隼 ｵﾉ ﾊﾔﾄ 愛知高校 名古屋市

10 7030 0:19:27 中平　満知留 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 春日井市 春日井市
11 7002 0:19:30 新井　仁 ｱﾗｲ ﾋﾄｼ Project.A みよし市
12 7039 0:20:44 岩元　彪賀 ｲﾜﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ 豊田市 豊田市
13 7037 0:21:12 神保　和幸 ｼﾞﾝﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ 日進市 日進市
14 7033 0:21:35 松本　洋平 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 長久手市 長久手市
15 7035 0:22:29 玉越　穂貴 ﾀﾏｺｼ ﾎﾀﾞｶ 東郷高校カヌー部 みよし市
16 7044 0:22:32 藤井　正臣 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｵﾐ 豊田市 豊田市
17 7008 0:23:02 二之夕　翔太 ﾆﾉﾕｳ ｼｮｳﾀ みよし市 みよし市
18 7013 0:24:32 小園　祐貴 ｺｿﾞﾉ ﾕｳｷ ゆっくり走ろう 岡崎市
19 7038 0:24:41 石川　貴章 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 豊田市 豊田市
20 7045 0:25:00 川村　啓 ｶﾜﾑﾗ ｹｲ 名古屋市 名古屋市
21 7001 0:25:44 横田　俊樹 ﾖｺﾀ ﾄｼｷ Nookies 豊田市
22 7028 0:25:51 柴田　健佑 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｽｹ 三好カヌークラブ みよし市
23 7009 0:25:53 深田　晃弘 ﾌｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ みよし市 みよし市
24 7027 0:25:55 鬼頭　晃平 ｷﾄｳ ｺｳﾍｲ 三好カヌークラブ みよし市
25 7003 0:26:46 石内　隆寛 ｲｼｳﾁ ﾀｶﾋﾛ みよし市 みよし市
26 7004 0:26:50 薄田　晴嵐 ｳｽﾀﾞ ｾｲﾗﾝ みよし市 みよし市
27 7011 0:28:28 望月　曉史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷｼ みよし市 みよし市
28 7006 0:29:23 佐藤　範 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ みよし市 みよし市
29 7046 0:29:32 恒川　輝佳 ﾂﾈｶﾜ ｷﾖｼ 名古屋市 名古屋市
30 7012 0:32:48 吉岡　芙美弥 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾔ みよし市 みよし市
31 7048 0:32:57 吉本　仁信 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 涼松ランニングクラブ 愛知郡東郷町
32 7047 0:33:38 安田　匡成 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 名古屋市 名古屋市
33 7042 0:33:49 竹中　麻人 ﾀｹﾅｶ ｱｻﾄ 豊田市 豊田市
34 7036 0:35:36 大藪　雅之 ｵｵﾔﾌﾞ ﾏｻﾕｷ 東郷町 愛知郡東郷町
35 7043 0:38:09 田原　和真 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 豊田市 豊田市
36 7005 0:43:10 黒田　慎吾 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｺﾞ みよし市 みよし市
37 7041 0:43:12 佐藤　露輝 ｻﾄｳ ﾂﾕｷ 豊田市 豊田市

8部 一般男子B (40歳以上)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7502 0:19:36 山岡　信孝 ﾔﾏｵｶ ﾉﾌﾞﾀｶ ＴＰＡＣ 豊田市
2 7506 0:20:46 竹内　鉄平 ﾀｹｳﾁ ﾃｯﾍﾟｲ あすたま みよし市
3 7523 0:21:13 伊藤　拓郎 ｲﾄｳ ﾀｸﾛｳ みよし市 みよし市
4 7557 0:21:27 梶原　満義 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐﾂﾖｼ 知立市 知立市
5 7542 0:21:37 野村　幸司 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ みよし市 みよし市
6 7581 0:21:38 諸山　洋司 ﾓﾛﾔﾏ ﾖｳｼﾞ 豊田市 豊田市
7 7508 0:21:50 伊藤　直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ トヨタ グロ生 豊田市
8 7504 0:22:19 治郎丸　豪 ｼﾞﾛｳﾏﾙ ｺﾞｳ アートランナーズC 岡崎市
9 7566 0:22:37 糸川　充浩 ｲﾄｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 豊田市 豊田市

10 7570 0:22:44 梅村　武 ｳﾒﾑﾗ ﾀｹｼ 豊田市 豊田市
11 7551 0:23:03 長江　忠 ﾅｶﾞｴ ﾀﾀﾞｼ 安城市 安城市
12 7580 0:23:06 村上　寿香 ﾑﾗｶﾐ ｽﾐｵ 豊田市 豊田市
13 7569 0:23:15 馬川　慎一 ｳﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ 豊田市 豊田市
14 7516 0:23:45 西田　彰 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾗ トヨタ自動車ーGPC 豊田市
15 7578 0:24:08 正木　孝伸 ﾏｻｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 豊田市 豊田市
16 7514 0:24:12 徳武　学 ﾄｸﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ トヨタ自動車ーGPC 岡崎市
17 7505 0:24:36 古賀　幹成 ｺｶﾞ ﾐｷﾅﾘ あすたま 豊田市
18 7525 0:24:55 井俣　浩昇 ｲﾉﾏﾀ ｺｳｼｮｳ みよし市 みよし市
19 7503 0:25:03 近藤　康雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ ОＴＵ駅伝部 みよし市
20 7543 0:25:08 尾藤　温士 ﾋﾞﾄｳ ﾀｶｼ みよし市 みよし市
21 7512 0:25:30 奥　保茂 ｵｸ ﾔｽﾓ トヨタ自動車ーGPC 日進市
22 7573 0:25:32 加藤　宏 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 豊田市 豊田市
23 7555 0:25:42 夏目　隆二 ﾅﾂﾒ ﾘｭｳｼﾞ 春日井市 春日井市
24 7562 0:25:57 大山　克久 ｵｵﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 日進ランニングクラブ 日進市
25 7584 0:26:04 石黒　三雅 ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾂﾏｻ 名古屋市 名古屋市
26 7529 0:26:08 荻野　直樹 ｵｷﾞﾉ ﾅｵｷ みよし市 みよし市
27 7572 0:26:15 加藤　信和 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 豊田市 豊田市
28 7519 0:26:24 矢野　康一 ﾔﾉ ｺｳｲﾁ トヨタ自動車ーGPC みよし市
29 7576 0:26:43 桑原　幸一 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
30 7531 0:27:24 加藤　浩幸 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ みよし市 みよし市
31 7553 0:27:36 岡本　達也 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 岡本歯科医院 みよし市
32 7520 0:28:03 鈴木　昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ なみふく 岡崎市
33 7511 0:28:06 大塚　真一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ トヨタ自動車ーGPC 岡崎市
34 7515 0:28:06 成田　美力 ﾅﾘﾀ ﾐﾘｷ トヨタ自動車ーGPC 岡崎市



35 7513 0:28:12 川尻　敏公 ｶﾜｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ トヨタ自動車ーGPC 豊田市
36 7546 0:28:12 水野　光博 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾂﾋﾛ みよし市 みよし市
37 7532 0:28:35 河上　貴一郎 ｶﾜｶﾐ ｷｲﾁﾛｳ みよし市 みよし市
38 7567 0:28:37 内田　義隆 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 豊田市 豊田市
39 7522 0:28:57 飯沼　正明 ｲｲﾇﾏ ﾏｻｱｷ みよし市 みよし市
40 7526 0:29:03 上杉　玄 ｳｴｽｷﾞ ｹﾞﾝ みよし市 みよし市
41 7575 0:30:00 久野　崇 ｸﾉ ﾀｶｼ 豊田市 豊田市
42 7552 0:30:02 藤原　琢也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 安城市 安城市
43 7527 0:30:09 大川　賢一 ｵｵｶﾜ ｹﾝｲﾁ みよし市 みよし市
44 7583 0:30:41 三明　真 ﾐｱｹ ｼﾝ 豊明市 豊田市
45 7540 0:30:53 長尾　健二郎 ﾅｶﾞｵ ｹﾝｼﾞﾛｳ みよし市 みよし市
46 7563 0:30:56 中村　久 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 日進市 日進市
47 7560 0:31:07 青山　賢一朗 ｱｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長久手市 長久手市
48 7554 0:31:40 惣津　真也 ｿｳｽﾞ ｼﾝﾔ 春日井市 春日井市
49 7541 0:31:52 中根　幹典 ﾅｶﾈ ﾐｷﾉﾘ みよし市 みよし市
50 7538 0:32:12 谷口　友明 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ みよし市 みよし市
51 7539 0:32:20 湯　勁 ﾀﾝ ｼﾞﾝ みよし市 みよし市
52 7524 0:32:55 稲垣　和人 ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ みよし市 みよし市
53 7517 0:33:54 西谷　勝治 ﾆｼﾀﾆ ｶﾂｼﾞ トヨタ自動車ーGPC 豊田市
54 7528 0:34:01 大脇　哲雄 ｵｵﾜｷ ﾃﾂｵ みよし市 みよし市
55 7536 0:34:03 高橋　佳彦 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋｺ みよし市 みよし市
56 7507 0:35:01 小出　幸一 ｺｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ アドマテックス みよし市
57 7564 0:35:32 濵田　倍生 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｽｵ 日進市 日進市
58 7534 0:35:38 佐々木　憲夫 ｻｻｷ ﾉﾘｵ みよし市 みよし市
59 7571 0:36:01 大谷　俊介 ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 豊田市 豊田市
60 7549 0:36:13 石丸　明 ｲｼﾏﾙ ｱｷﾗ ゆっくり走ろう みよし市
61 7548 0:36:15 山本　要 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾒ みよし市 みよし市
62 7565 0:37:09 峰　智明 ﾐﾈ ﾄﾓｱｷ 日進市 日進市
63 7530 0:37:15 加藤　俊樹 ｶﾄｳ ﾄｼｷ みよし市 みよし市
64 7559 0:37:21 山根　俊幸 ﾔﾏﾈ ﾄｼﾕｷ 知立市 知立市
65 7568 0:37:28 宇野　武 ｳﾉ ﾀｹｼ 豊田市 豊田市
66 7574 0:37:40 神戸　哲 ｶﾝﾍﾞ ｻﾄｼ 豊田市 豊田市
67 7537 0:37:45 田代　啓二 ﾀｼﾛ ｹｲｼﾞ みよし市 みよし市
68 7585 0:37:47 小澤　正美 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 名古屋市 名古屋市
69 7588 0:38:03 山田　竜幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 名古屋市 名古屋市
70 7501 0:43:40 河合　勉 ｶﾜｲ ﾂﾄﾑ KJWC 豊橋市
71 7582 0:43:57 石川　貴教 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 豊明市 豊明市

9部 一般女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 8023 0:20:42 小田木　陽和 ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾖﾘ 愛知高校 一宮市
2 8017 0:20:45 中根　瑠香 ﾅｶﾈ ﾙｶ みよし市 みよし市
3 8018 0:21:52 中村　ななみ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ みよし市 みよし市
4 8025 0:22:57 山田　わか奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 横山興業 豊田市
5 8021 0:23:00 山田　梓 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ みよし市 みよし市
6 8031 0:23:31 長谷川　弘子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 西尾市 西尾市
7 8006 0:23:46 島田　菜央 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ サーラRC 知立市
8 8038 0:24:57 前田　羽菜 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ 豊橋市 豊橋市
9 8037 0:25:10 杉江　亜佐子 ｽｷﾞｴ ｱｻｺ 日東ランナーズ 名古屋市

10 8040 0:25:51 大倉　明日香 ｵｵｸﾗ ｱｽｶ 豊田市 豊田市
11 8001 0:26:04 松本　百合子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘｺ あすたま 瀬戸市
12 8039 0:27:44 前田　仁美 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 豊橋市 豊橋市
13 8002 0:28:00 伊藤　さとみ ｲﾄｳ ｻﾄﾐ アドマテックス みよし市
14 8030 0:28:53 惣津　乃絵 ｿｳｽﾞ ﾉｴ 春日井市 春日井市
15 8049 0:29:50 正木　典子 ﾏｻｷ ﾉﾘｺ 豊田市 豊田市
16 8012 0:31:09 小出　由依 ｺｲﾃﾞ ﾕｲ みよし市 みよし市
17 8033 0:31:55 古川　美加 ﾌﾙｶﾜ ﾐｶ 東郷町 愛知郡東郷町
18 8020 0:32:04 山崎　有加 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶ みよし市 みよし市
19 8014 0:32:05 小柳　真紀子 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｷｺ みよし市 みよし市
20 8027 0:32:27 太田　薫 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 三重県 三重県
21 8042 0:32:28 金島　美子 ｶﾈｼﾏ ﾖｼｺ 豊田市 豊田市
22 8028 0:32:33 宮崎　富佐子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｻｺ 三重県 三重県
23 8007 0:33:29 近藤　あゆみ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ ペッパーず 三重県
24 8004 0:33:35 西村　綾香 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔｶ アドマテックス みよし市
25 8057 0:34:29 上田　寛子 ｳｴﾀ ﾋﾛｺ 涼松ランニングクラブ 愛知郡東郷町
26 8003 0:34:37 新實　明子 ﾆｲﾐ ｱｷｺ アドマテックス みよし市
27 8051 0:34:38 加藤　由季 ｶﾄｳ ﾕｷ 名古屋市 名古屋市
28 8026 0:34:39 伊藤　みさを ｲﾄｳ ﾐｻｦ 岡崎市 岡崎市
29 8054 0:34:40 宮崎　美宝子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎｺ 名古屋市 名古屋市
30 8029 0:35:09 酒井　玖弥 ｻｶｲ ｸﾐ 試験室☆陸上部 豊田市
31 8058 0:35:34 吉本　靖代 ﾖｼﾓﾄ ﾔｽﾖ 涼松ランニングクラブ 愛知郡東郷町
32 8056 0:35:44 山田　茉依 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 名古屋市 名古屋市
33 8059 0:35:44 水野　朋子 - - -
34 8046 0:35:45 杉山　恵美 ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾐ 豊田市 豊田市
35 8005 0:36:00 福田　涼子 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｺ アドマテックス みよし市
36 8008 0:36:08 岡本　洋子 ｵｶﾓﾄ ﾖｳｺ みよし市 みよし市



37 8032 0:36:31 冨ケ原　明子 ﾄﾐｶﾞﾊﾗ ｱｷｺ 大爆笑ランナーズ 豊田市
38 8016 0:36:57 武田　由美 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾐ みよし市 みよし市
39 8019 0:37:38 松本　久美子 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ みよし市 みよし市
40 8048 0:37:49 浜島　省子 ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 豊田市 豊田市
41 8041 0:38:03 太田　尚美 ｵｵﾀ ﾅｵﾐ 豊田市 豊田市
42 8055 0:38:15 森永　涼子 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｮｳｺ 名古屋市 名古屋市
43 8035 0:38:34 鈴木　朱美 ｽｽﾞｷ ｱｹﾐ 日進市 日進市
44 8009 0:38:36 奥山　春奈 ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ みよし市 みよし市
45 8015 0:38:53 佐藤　恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ みよし市 みよし市
46 8043 0:39:15 後藤　真貴子 ｺﾞﾄｳ ﾏｷｺ 豊田市 豊田市
47 8036 0:42:41 濵田　たけ子 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹｺ 日進市 日進市
48 8034 0:43:36 山下　夏代 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾖ 東郷町 愛知郡東郷町
49 8010 0:43:36 加藤　千子 ｶﾄｳ ｶｽﾞｺ みよし市 みよし市
50 8045 0:44:01 杉浦　多映 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｴ 豊田市 豊田市
51 8044 0:44:02 杉浦　花奈恵 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅｴ 豊田市 豊田市

10部 一般フリー
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 9242 0:29:54 松井　将器 ﾏﾂｲ ﾏｻｷ 三河高原キャンプ村 知立市
2 9347 0:30:38 岡田　明應 ｵｶﾀﾞ ｱｷｵ 豊田市 豊田市
3 9278 0:32:31 野田　将弘 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東海学園大学 岩倉市
4 9269 0:32:34 西辻　和暉 ﾆｼﾂｼﾞ ｶｽﾞｷ 中京大学 みよし市
5 9279 0:33:00 林　誉大 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東海学園大学 豊橋市
6 9319 0:33:16 岩下　陸人 ｲﾜｼﾀ ﾘｸﾄ 豊田工業高校 豊田市
7 9277 0:33:22 天野　智貴 ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ 東海学園大学 みよし市
8 9157 0:33:52 田崎　雄太 ﾀｻｷ ﾕｳﾀ みよし市 みよし市
9 9098 0:34:02 廣瀬　大亮 ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｽｹ トヨタRRC 豊田市

10 9318 0:34:08 今井　翔一朗 ｲﾏｲ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 豊田工業高校 岡崎市
11 9262 0:34:26 林　佑二 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 川崎重工 岐阜県
12 9325 0:34:55 松井　元希 ﾏﾂｲ ｹﾞﾝｷ 豊田工業高校 豊田市
13 9328 0:34:56 宮原　海航 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾄ 豊田工業高校 岡崎市
14 9198 0:35:09 中本　雄大 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛知教育大学 みよし市
15 9184 0:35:11 本松　太綱 ﾎﾝﾏﾂ ﾀｲｺｳ みよし市 みよし市
16 9036 0:35:22 佐藤　源信 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｼﾝ あすたま みよし市
17 9310 0:35:37 池野　裕昭 ｲｹﾉ ﾋﾛｱｷ 福谷町 みよし市
18 9216 0:35:43 桐山　建祐 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｽｹ 一気走快 豊田市
19 9194 0:36:03 山中　裕史 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｼ みよし市 みよし市
20 9120 0:36:21 上野　司 ｳｴﾉ ﾂｶｻ みよし市 みよし市
21 9166 0:36:28 辻　宏彰 ﾂｼﾞ ﾋﾛｱｷ みよし市 みよし市
22 9320 0:36:52 大川　颯斗 ｵｵｶﾜ ﾊﾔﾄ 豊田工業高校 岡崎市
23 9089 0:37:04 梅村　和弘 ｳﾒﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ イケ麺特攻隊 岡崎市
24 9317 0:37:07 伊藤　具教 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 豊田工業高校 岡崎市
25 9097 0:37:19 平山　晴彦 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ トヨタRRC 岡崎市
26 9414 0:37:35 鈴木　一馬 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 豊明市 豊明市
27 9096 0:37:36 稲垣　正史 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻｼ デンソー 愛知郡東郷町
28 9409 0:37:46 森　孝一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
29 9078 0:37:54 前野　達也 ﾏｴﾉ ﾀﾂﾔ アドマテックス みよし市
30 9099 0:38:14 増井　豊晃 ﾏｽｲ ﾄﾖｱｷ トヨタRRC 豊田市
31 9316 0:38:20 石田　知憲 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 豊田工業高校 豊田市
32 9230 0:38:38 城田　祐志 ｼﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 株式会社　ＪＥＲＡ 名古屋市
33 9159 0:38:47 橘　隼 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝ みよし市 みよし市
34 9115 0:38:54 石井　健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ みよし市 みよし市
35 9181 0:39:00 藤原　次郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞﾛｳ みよし市 みよし市
36 9363 0:39:02 小林　武徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾉﾘ 豊田市 豊田市
37 9141 0:39:07 小嵜　雅之 ｺｻｷ ﾏｻﾕｷ みよし市 みよし市
38 9437 0:39:11 周防　泰介 ｽｵｳ ﾀｲｽｹ 名古屋市 名古屋市
39 9256 0:39:12 野々山　新 ﾉﾉﾔﾏ ｼﾝ 世界史RC 刈谷市
40 9017 0:39:41 越智　譲 ｵﾁ ﾕｽﾞﾙ KTS みよし市
41 9280 0:39:43 菱沼　紀行 ﾋｼﾇﾏ ﾉﾘﾕｷ 東海市 東海市
42 9173 0:39:51 蜂須賀　晋也 ﾊﾁｽｶ ｼﾝﾔ みよし市 みよし市
43 9341 0:39:55 梅木　和樹 ｳﾒｷ ｶｽﾞｷ 豊田市 豊田市
44 9309 0:39:55 藤田　元博 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄﾋﾛ 福井県 福井県
45 9018 0:39:56 村瀬　寛晃 ﾑﾗｾ ﾋﾛｱｷ LIXILレーシング 春日井市
46 9246 0:39:59 上田　裕明 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 試験室☆陸上部 豊田市
47 9271 0:40:06 梅村　直記 ｳﾒﾑﾗ ﾅｵｷ 中馬塾 豊田市
48 9218 0:40:15 新野　雅人 ｼﾝﾉ ﾏｻﾄ 一気走快 豊田市
49 9419 0:40:15 渥美　莉紗子 ｱﾂﾐ ﾘｻｺ 名古屋市 名古屋市
50 9332 0:40:27 飯干　主計 ｲｲﾎﾞｼ ﾑﾈｶｽﾞ 豊田市 豊田市
51 9321 0:40:29 金子　一平 ｶﾈｺ ｲｯﾍﾟｲ 豊田工業高校 豊田市
52 9234 0:40:30 中山　聖士 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｼ 刈谷市 刈谷市
53 9050 0:40:42 加藤　慶一 ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ アドマテックス みよし市
54 9267 0:41:01 多根　大樹 ﾀﾈ ﾀｲｷ 知立市 知立市
55 9195 0:41:14 山根　浩二 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ みよし市 みよし市
56 9126 0:41:15 小方　雅樹 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｷ みよし市 みよし市
57 9231 0:41:17 江藤　嘉則 ｴﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 刈谷市 刈谷市
58 9389 0:41:18 長谷川　功 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ 豊田市 豊田市



59 9095 0:41:22 須賀　正明 ｽｶﾞ ﾏｻｱｷ チームヱビス 豊田市
60 9101 0:41:24 玉川　了一 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾘｮｳｲﾁ トヨタ下山マラソン部 みよし市
61 9444 0:41:24 浜崎　浩 ﾊﾏｻｷ ｺｳ 名古屋市 名古屋市
62 9326 0:41:32 松井　洋樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 豊田工業高校 豊田市
63 9450 0:41:39 脇田　優 ﾜｷﾀ ﾕｳ 名古屋市 名古屋市
64 9424 0:41:51 金子　博厚 ｶﾈｺ ﾋﾛｱﾂ 名古屋市 名古屋市
65 9421 0:41:56 岩佐　健吾 ｲﾜｻ ｹﾝｺﾞ 名古屋市 名古屋市
66 9227 0:42:06 藤嶋　孝太 ﾌｼﾞｼﾏ ｺｳﾀ 岡崎市 岡崎市
67 9294 0:42:09 谷口　健一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 日進ランニングクラブ 日進市
68 9013 0:42:19 山本　貴幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ GAYA GAYA 豊田市
69 9110 0:42:21 飯田　一裕 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ヘナチョコ　3号 みよし市
70 9304 0:42:33 望月　隆司 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶｼ 日進市 日進市
71 9333 0:42:37 一之瀬　昌彦 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾋｺ 豊田市 豊田市
72 9455 0:42:41 山口　範武 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘﾀｹ 涼松ランニングクラブ 豊川市
73 9272 0:42:42 小島　由紀 ｺｼﾞﾏ ﾕｷ 中馬塾 豊田市
74 9156 0:42:48 嶽村　一郎 ﾀｹﾑﾗ ｲﾁﾛｳ みよし市 みよし市
75 9307 0:42:49 丹羽　道夫 ﾆﾜ ﾐﾁｵ 美里工業 名古屋市
76 9426 0:42:50 河合　正也 ｶﾜｲ ﾏｻﾔ 名古屋市 名古屋市
77 9082 0:42:55 満塩　竜二 ﾐﾂｼｵ ﾘｭｳｼﾞ アドマテックス みよし市
78 9034 0:43:08 柘植　英治 ﾂｹﾞ ｴｲｼﾞ TOF 愛知郡東郷町
79 9432 0:43:16 國島　和俊 ｸﾆｼﾏ ｶｽﾞﾄｼ 名古屋市 名古屋市
80 9259 0:43:21 峯田　和明 ﾐﾈﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 青緑馬塾 豊田市
81 9282 0:43:24 道家　理雄 ﾄﾞｳｹ ﾄｼｵ 東京工業大学バトミントン部 刈谷市
82 9439 0:43:25 鳥山　俊雄 ﾄﾘﾔﾏ ﾄｼｵ 名古屋市 名古屋市
83 9199 0:43:26 村瀬　義彦 ﾑﾗｾ ﾖｼﾋｺ 愛知陸協 豊田市
84 9008 0:43:44 森　政貴 ﾓﾘ ﾏｻｷ FRC みよし市
85 9155 0:43:45 竹尾　和久 ﾀｹｵ ｶｽﾞﾋｻ みよし市 みよし市
86 9264 0:43:59 木全　輝 ｷﾏﾀ ﾋｶﾙ 滝高等学校 みよし市
87 9287 0:44:09 牛田　隆史 ｳｼﾀﾞ ﾀｶｼ 東郷町 愛知郡東郷町
88 9429 0:44:12 菊地　雄介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 名古屋市 名古屋市
89 9146 0:44:19 佐竹　浩昌 ｻﾀｹ ﾋﾛﾏｻ みよし市 みよし市
90 9043 0:44:23 猪俣　歩夢 ｲﾉﾏﾀ ｱﾕﾑ アドマテックス みよし市
91 9219 0:44:24 林　弘之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 一気走快 豊田市
92 9204 0:44:27 杉浦　聡 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾄﾙ 旭化成ファーマ（株） みよし市
93 9420 0:44:35 伊藤　尚登 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 名古屋市 名古屋市
94 9382 0:44:40 成田　健二 ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 豊田市 豊田市
95 9015 0:44:45 柿平　豊 ｶｷﾋﾗ ﾕﾀｶ kakkys 名古屋市
96 9273 0:44:46 岡　真一郎 ｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長久手市 長久手市
97 9116 0:44:48 市来　洋介 ｲﾁｷ ﾖｳｽｹ みよし市 みよし市
98 9456 0:44:49 佐藤　孝祐 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 聾唖 日進市
99 9379 0:44:52 冨田　英志 ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 豊田市 豊田市

100 9428 0:44:57 川村　玲一 ｶﾜﾑﾗ ﾚｲｲﾁ 名古屋市 名古屋市
101 9132 0:44:58 加藤　智之 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ みよし市 みよし市
102 9285 0:44:59 天野　智文 ｱﾏﾉ ﾄﾓﾌﾐ 東郷町 愛知郡東郷町
103 9113 0:45:02 池田　修一 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ みよし市 みよし市
104 9339 0:45:07 今井　隆一 ｲﾏｲ ﾘｭｳｲﾁ 豊田市 豊田市
105 9059 0:45:16 杉田　悠真 ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾏ アドマテックス みよし市
106 9449 0:45:20 山本　真揮 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 名古屋市 名古屋市
107 9038 0:45:22 山本　晴大 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｵ あすたま 名古屋市
108 9012 0:45:26 森本　一希 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ GAYA GAYA 豊田市
109 9207 0:45:34 西尾　文秀 ﾆｼｵ ﾌﾐﾋﾃﾞ 旭化成ファーマ（株） みよし市
110 9223 0:45:38 坂口　広和 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 岡崎市 岡崎市
111 9311 0:45:41 山脇　英一 ﾔﾏﾜｷ ｴｲｲﾁ 並木クラブ 豊田市
112 9104 0:45:43 中島　啓照 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾃﾙ トレーナー鶴舞 名古屋市
113 9168 0:45:45 富澤　務 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ みよし市 みよし市
114 9103 0:45:48 長田　卓以 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸｼﾞ トヨタ自動車ーGPC 豊田市
115 9112 0:45:56 新井　愛子 ｱﾗｲ ｱｲｺ みよし市 みよし市
116 9091 0:45:59 加藤　英明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ コナミ鳴海 名古屋市
117 9298 0:45:59 金杉　聖子 ｶﾅｽｷﾞ ｾｲｺ 日進市 日進市
118 9252 0:46:06 伊東　憲一郎 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 諸の木テニス倶楽部 豊明市
119 9058 0:46:10 重田　和也 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞﾔ アドマテックス みよし市
120 9053 0:46:11 倉木　優 ｸﾗｷ ﾏｻﾙ アドマテックス みよし市
121 9011 0:46:12 前田　裕幸 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ GAYA GAYA 愛知郡東郷町
122 9372 0:46:22 鈴木　利斉 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾅｵ 豊田市 豊田市
123 9137 0:46:24 栗原　和広 ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ みよし市 みよし市
124 9027 0:46:29 坂井　純一郎 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ RPM みよし市
125 9458 0:46:43 池本　裕大 ｲｹﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ - -
126 9239 0:46:44 渡辺　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜県 岐阜県
127 9315 0:46:47 和久　英司 ﾜｸ ｴｲｼﾞ 豊川市 豊川市
128 9214 0:46:48 柳原　雅樹 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 安城市 安城市
129 9211 0:46:50 清水　貴裕 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 安城市 安城市
130 9161 0:46:54 玉田　秀一 ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ みよし市 みよし市
131 9392 0:46:55 濱松　虎次郎 ﾊﾏﾏﾂ ｺｼﾞﾛｳ 豊田市 豊田市
132 9312 0:46:59 矢田部　貴史 ﾔﾀﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 豊橋市 豊橋市
133 9236 0:47:07 宮道　宏明 ﾐﾔﾐﾁ ﾋﾛｱｷ 刈谷市 刈谷市
134 9163 0:47:09 茶谷　淳一 ﾁｬﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ みよし市 みよし市



135 9295 0:47:15 家吉　真一 ｲｴﾖｼ ｼﾝｲﾁ 日進市 日進市
136 9118 0:47:17 上坂　浩通 ｳｴｻｶ ﾋﾛﾕｷ みよし市 みよし市
137 9175 0:47:21 林　周作 ﾊﾔｼ ｼｭｳｻｸ みよし市 みよし市
138 9345 0:47:22 大伴　康敬 ｵｵﾄﾓ ﾔｽﾀｶ 豊田市 豊田市
139 9258 0:47:26 今井　千裕 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 瀬戸市 瀬戸市
140 9212 0:47:35 中村　直揮 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 安城市 安城市
141 9094 0:47:38 南谷　明男 ﾅﾝﾔ ｱｷｵ すみれ駅伝倶楽部 みよし市
142 9135 0:47:40 菊池　誠 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ みよし市 みよし市
143 9276 0:47:47 加藤　大祐 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 堤シニア みよし市
144 9193 0:47:55 八嶋　茂雄 ﾔｼﾏ ｼｹﾞｵ みよし市 みよし市
145 9154 0:47:56 相馬　健一 ｿｳﾏ ｹﾝｲﾁ みよし市 みよし市
146 9171 0:48:02 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ みよし市 みよし市
147 9071 0:48:03 西村　龍人 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾄ アドマテックス みよし市
148 9088 0:48:05 渡辺　友祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ アドマテックス みよし市
149 9361 0:48:06 河口　晃一郎 ｺｳｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 豊田市 豊田市
150 9200 0:48:13 青島　睦 ｱｵｼﾏ ﾑﾂﾐ 旭化成ファーマ（株） みよし市
151 9290 0:48:17 新藤　隆 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 東郷町 愛知郡東郷町
152 9127 0:48:20 岡本　昭弘 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ みよし市 みよし市
153 9021 0:48:21 大山　剛 ｵｵﾔﾏ ﾂﾖｼ MSシニア みよし市
154 9060 0:48:26 高野　衛 ﾀｶﾉ ﾏﾓﾙ アドマテックス みよし市
155 9407 0:48:27 光持　敏美 ﾐﾂﾓﾁ ﾄｼﾐ 豊田市 豊田市
156 9349 0:48:27 加藤　郁己 ｶﾄｳ ｲｸﾐ 豊田市 豊田市
157 9274 0:48:35 岡　美紀 ｵｶ ﾐｷ 長久手市 長久手市
158 9150 0:48:41 白木原　弘治 ｼﾗｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ みよし市 みよし市
159 9032 0:48:44 森　篤史 ﾓﾘ ｱﾂｼ Ｔ－Ｇｉｒｉ 豊田市
160 9143 0:48:45 近藤　まゆみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ みよし市 みよし市
161 9131 0:48:45 加藤　康太郎 ｶﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ みよし市 みよし市
162 9123 0:48:53 岡井　智彦 ｵｶｲ ﾄﾓﾋｺ みよし市 みよし市
163 9337 0:48:53 伊藤　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 豊田市 豊田市
164 9380 0:49:02 中川　信行 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 豊田市 豊田市
165 9073 0:49:18 羽田　光希 ﾊﾀﾞ ﾐﾂｷ アドマテックス みよし市
166 9040 0:49:23 新井　雄己 ｱﾗｲ ﾕｳｷ アドマテックス みよし市
167 9293 0:49:37 古田　久志 ﾌﾙﾀ ﾋｻｼ 藤岡走ろう会 豊田市
168 9003 0:49:43 黒崎　美和 ｸﾛｻｷ ﾐﾜ BAKU笑ランナーズ 豊田市
169 9185 0:49:47 牧野　雄太 ﾏｷﾉ ﾕｳﾀ みよし市 みよし市
170 9427 0:49:50 河井　大哉 ｶﾜｲ ﾏｻﾔ 名古屋市 名古屋市
171 9359 0:49:51 黒木　美隆 ｸﾛｷ ﾖｼﾀｶ 豊田市 豊田市
172 9208 0:49:54 藤原　輝秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙﾋﾃﾞ 旭化成ファーマ（株） みよし市
173 9367 0:50:08 貞島　隆弘 ｻﾀﾞｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 豊田市 豊田市
174 9068 0:50:13 中村　宗親 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾁｶ アドマテックス みよし市
175 9303 0:50:15 西山　佳孝 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 日進市 日進市
176 9383 0:50:17 成田　光隆 ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾀｶ 豊田市 豊田市
177 9241 0:50:18 鈴木　賢 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 幸田町 額田郡幸田町
178 9054 0:50:27 栗田　桂輔 ｸﾘﾀ ｹｲｽｹ アドマテックス みよし市
179 9221 0:50:32 柴田　和弘 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 一宮市 一宮市
180 9007 0:50:40 竹内　義典 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾘ CURRENT  RC 豊田市
181 9354 0:50:48 川崎　泰 ｶﾜｻｷ ﾔｽｼ 豊田市 豊田市
182 9405 0:50:48 三岡　慎一郎 ﾐﾂｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 豊田市 豊田市
183 9374 0:50:51 高橋　祐也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 豊田市 豊田市
184 9178 0:50:55 平本　将寛 ﾋﾗﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ みよし市 みよし市
185 9411 0:50:57 吉村　浩一 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
186 9016 0:51:01 安井　俊介 ﾔｽｲ ｼｭﾝｽｹ kakkys 岡崎市
187 9302 0:51:03 長尾　一史 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾌﾐ 日進市 日進市
188 9350 0:51:06 加藤　大志 ｶﾄｳ ﾀｲｼ 豊田市 豊田市
189 9378 0:51:08 冨田　民夫 ﾄﾐﾀﾞ ﾀﾐｵ 豊田市 豊田市
190 9346 0:51:12 大橋　金義 ｵｵﾊｼ ｶﾈﾖｼ 豊田市 豊田市
191 9092 0:51:13 加藤　泰浩 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ サクセス みよし市
192 9213 0:51:17 真栄田　和也 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 安城市 安城市
193 9438 0:51:19 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 名古屋市 名古屋市
194 9366 0:51:21 坂本　浩一 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 豊田市 豊田市
195 9314 0:51:24 濃野　誠司 ﾉｳﾉ ｾｲｼﾞ 豊川市 豊川市
196 9197 0:51:25 加藤　正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ みよし自然守る会 みよし市
197 9026 0:51:25 永田　哲也 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ RAC 豊田市
198 9169 0:51:27 西森　敬 ﾆｼﾓﾘ ﾀｶｼ みよし市 みよし市
199 9261 0:51:28 喜多村　誠之 ｷﾀﾑﾗ ｾｲｼﾞ 静岡県 静岡県
200 9122 0:51:29 梅村　信一 ｳﾒﾑﾗ ｼﾝｲﾁ みよし市 みよし市
201 9445 0:51:36 布施　英一 ﾌｾ ﾋﾃﾞｶｽ 名古屋市 名古屋市
202 9301 0:51:40 竹本　由衣 ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ 日進市 日進市
203 9009 0:51:51 石原　悠菜 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾅ GAYA GAYA 豊田市
204 9442 0:51:52 西尾　優作 ﾆｼｵ ﾕｳｻｸ 名古屋市 名古屋市
205 9263 0:51:58 都築　和晃 ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞｱｷ 大府市 大府市
206 9454 0:52:00 近藤　智秋 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 涼松ランニングクラブ 愛知郡東郷町
207 9228 0:52:01 矢嶋　亮太 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 岡崎市 岡崎市
208 9080 0:52:05 松森　章浩 ﾏﾂﾓﾘ ｱｷﾋﾛ アドマテックス みよし市
209 9025 0:52:08 住　洋平 ｽﾐ ﾖｳﾍｲ RＡＣ 豊田市
210 9083 0:52:09 村田　佑典 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ アドマテックス みよし市



211 9300 0:52:11 鈴木　正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 日進市 日進市
212 9217 0:52:12 小木曽　翔 ｺｷﾞｿ ｶｹﾙ 一気走快 豊田市
213 9284 0:52:19 天野　たえ ｱﾏﾉ ﾀｴ 東郷町 愛知郡東郷町
214 9308 0:52:31 あらき　いさお ｱﾗｷ ｲｻｵ 富士通豊田支店RC 知立市
215 9220 0:52:36 森本　道徳 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾁﾉﾘ 一気走快 豊田市
216 9056 0:52:46 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ アドマテックス みよし市
217 9377 0:53:01 土手口　和弘 ﾄﾞﾃｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 豊田市 豊田市
218 9029 0:53:13 川原　信是 ｶﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ T-Giri 豊田市
219 9172 0:53:14 長谷川　昌司 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ みよし市 みよし市
220 9342 0:53:16 大倉　和子 ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｺ 豊田市 豊田市
221 9119 0:53:16 上田　邦昭 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｱｷ みよし市 みよし市
222 9237 0:53:17 近藤　勝也 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 関西ペイント 名古屋市
223 9384 0:53:28 西　亨 ﾆｼ ﾄｵﾙ 豊田市 豊田市
224 9147 0:53:37 柴田　友明 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｱｷ みよし市 みよし市
225 9358 0:53:39 熊谷　絢子 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 豊田市 豊田市
226 9093 0:53:40 山口　武重 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼｹﾞ さなげＣＣ 豊田市
227 9334 0:53:42 市村　道代 ｲﾁﾑﾗ ﾐﾁﾖ 豊田市 豊田市
228 9039 0:53:43 浅井　滋宇 ｱｻｲ ｼｹﾞﾀｶ アドマテックス みよし市
229 9370 0:53:49 杉山　隆 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 豊田市 豊田市
230 9109 0:53:50 九首見　純平 ｸｽﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福井県 福井県
231 9140 0:53:54 小出　健太 ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀ みよし市 みよし市
232 9423 0:54:06 金沢　美鈴 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 名古屋市 名古屋市
233 9268 0:54:06 服部　明 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ 中央発條（株） 豊田市
234 9189 0:54:07 宗近　純一 ﾑﾈﾁｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ みよし市 みよし市
235 9210 0:54:13 塩坪　功 ｼｵﾂﾎﾞ ｲｻｵ 安城市 安城市
236 9283 0:54:16 松沢　洋介 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 東京都
237 9441 0:54:20 中西　弥嘉 ﾅｶﾆｼ ﾋｻﾖｼ 名古屋市 名古屋市
238 9079 0:54:21 松江　郁弥 ﾏﾂｴ ｲｸﾔ アドマテックス みよし市
239 9436 0:54:22 佐野　達也 ｻﾉ ﾀﾂﾔ 名古屋市 名古屋市
240 9085 0:54:24 吉田　匡宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ アドマテックス みよし市
241 9051 0:54:24 金丸　侑暉 ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｷ アドマテックス みよし市
242 9299 0:54:26 志賀　慧 ｼｶﾞ ｻﾄﾙ 日進市 日進市
243 9001 0:54:27 中谷　泰章 ﾅｶﾔ ﾔｽｱｷ １ー8カレー部 みよし市
244 9447 0:54:27 三輪　芳子 ﾐﾜ ﾖｼｺ 名古屋市 名古屋市
245 9448 0:54:29 森永　友之 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 名古屋市 名古屋市
246 9364 0:54:37 近藤　志保 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾎ 豊田市 豊田市
247 9057 0:54:40 里見　明彦 ｻﾄﾐ ｱｷﾋｺ アドマテックス みよし市
248 9196 0:54:47 山本　和成 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ みよし市 みよし市
249 9343 0:54:51 太田　真理 ｵｵﾀ ﾏﾘ 豊田市 豊田市
250 9046 0:54:57 遠藤　郁 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ アドマテックス みよし市
251 9179 0:54:59 深谷　斗紀育 ﾌｶﾔ ﾄｷﾔｽ みよし市 みよし市
252 9417 0:55:07 山田　勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 豊明市 豊明市
253 9292 0:55:15 仲座　真由美 ﾅｶｻﾞ ﾏﾕﾐ 東郷町 愛知郡東郷町
254 9177 0:55:25 播磨　健司 ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ みよし市 みよし市
255 9260 0:55:32 上村　高久 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 静岡県 静岡県
256 9158 0:55:33 田島　初音 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾂﾈ みよし市 みよし市
257 9408 0:55:35 宮岡　泰史 ﾐﾔｵｶ ﾔｽｼ 豊田市 豊田市
258 9336 0:55:36 伊藤　光一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
259 9369 0:55:40 杉山　勝久 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 豊田市 豊田市
260 9045 0:55:43 永塚　孝裕 ｴｲﾂｶ ﾀｶﾋﾛ アドマテックス みよし市
261 9124 0:55:45 岡田　香代子 ｵｶﾀﾞ ｶﾖｺ みよし市 みよし市
262 9090 0:55:50 安藤　大吾 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ エムエム みよし市
263 9453 0:55:56 原　譲 ﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 弥富市 弥富市
264 9014 0:55:56 上原　香織 ｳｴﾊﾗ ｶｵﾘ kakkys 豊田市
265 9105 0:55:59 岡澤　圭悟 ｵｶｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ ひまわりネットワーク みよし市
266 9111 0:56:02 浅岡　正年 ｱｻｵｶ ﾏｻﾄｼ みよし市 みよし市
267 9244 0:56:03 澤野　佳代子 ｻﾜﾉ ｶﾖｺ 三重県 三重県
268 9136 0:56:14 木村　紀子 ｷﾑﾗ ﾉﾘｺ みよし市 みよし市
269 9394 0:56:15 深川　水園 ﾌｶｶﾞﾜ ﾐｿﾉ 豊田市 豊田市
270 9355 0:56:17 河村　紗希 ｶﾜﾑﾗ ｻｷ 豊田市 豊田市
271 9145 0:56:18 酒井　浩久 ｻｶｲ ﾋﾛﾋｻ みよし市 みよし市
272 9238 0:56:21 山川　晃司 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｼﾞ 岐阜県 岐阜県
273 9344 0:56:21 大舘　美穂 ｵｵﾀﾞﾃ ﾐﾎ 豊田市 豊田市
274 9066 0:56:24 中嶋　克人 ﾅｶｼﾏ ｶﾂﾋﾄ アドマテックス みよし市
275 9028 0:56:25 磯谷　亮輔 ｲｿｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ Ｔ－Ｇｉｒｉ 豊田市
276 9351 0:56:33 加藤　信夫 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 豊田市 豊田市
277 9153 0:56:35 鈴木　博童 ｽｽﾞｷ ﾊｸﾄﾞｳ みよし市 みよし市
278 9452 0:56:38 稲吉　泰二 ｲﾅﾖｼ ﾔｽｼﾞ 弥富市 弥富市
279 9024 0:56:41 石川　剛史 ｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ RAC 豊田市
280 9356 0:56:44 木船　修治 ｷﾌﾞﾈ ｼｭｳｼﾞ 豊田市 豊田市
281 9072 0:56:47 野々山　稔 ﾉﾉﾔﾏ ﾐﾉﾙ アドマテックス みよし市
282 9388 0:57:01 乃万　晃一 ﾉﾏ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
283 9086 0:57:01 吉村　典洋 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ アドマテックス みよし市
284 9062 0:57:02 高見　賢治 ﾀｶﾐ ｹﾝｼﾞ アドマテックス みよし市
285 9376 0:57:14 鶴田　瑞穂 ﾂﾙﾀ ﾐﾂﾞﾎ 豊田市 豊田市
286 9306 0:57:14 山地　正城 ﾔﾏｼﾞ ﾏｻｷ 日進市 日進市



287 9257 0:57:15 浅井　翔 ｱｻｲ ｼｮｳ 瀬戸市 瀬戸市
288 9187 0:57:20 水野　智行 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ みよし市 みよし市
289 9338 0:57:40 犬飼　里佳 ｲﾇｶｲ ﾘｶ 豊田市 豊田市
290 9033 0:57:41 早川　祐治 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ ＴＭＣ 豊田市
291 9176 0:57:43 早通　優子 ﾊﾔﾄﾞｵﾘ ﾕｳｺ みよし市 みよし市
292 9215 0:57:44 木津　龍斗 ｷﾂﾞ ﾘｮｳﾄ 一気走快 豊田市
293 9031 0:57:44 後藤　孝一 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ T-Giri 豊田市
294 9418 0:57:47 浅田　莉玖 ｱｻﾀﾞ ﾘｸ 名古屋市 名古屋市
295 9385 0:57:49 西極　光雄 ﾆｼｷﾞﾜ ﾐﾂｵ 豊田市 豊田市
296 9253 0:57:50 石本　賢志 ｲｼﾓﾄ ﾏｻｼ 小牧市 小牧市
297 9020 0:57:50 深谷　文雄 ﾌｶﾔ ﾌﾐｵ MRC みよし市
298 9250 0:57:53 田宅　美穂 ﾀﾔｹ ﾐﾎ 春日井市 春日井市
299 9291 0:57:58 杉山　恵利加 ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾘｶ 東郷町 愛知郡東郷町
300 9433 0:58:00 國弘　菜緒 ｸﾆﾋﾛ ﾅｵ 名古屋市 名古屋市
301 9403 0:58:10 三浦　美子 ﾐｳﾗ ﾖｼｺ 豊田市 豊田市
302 9055 0:58:11 黒田　知宏 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ アドマテックス みよし市
303 9431 0:58:11 木下　美幸 ｷﾉｼﾀ ﾐﾕｷ 名古屋市 名古屋市
304 9446 0:58:13 水口　元子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓﾄｺ 名古屋市 名古屋市
305 9232 0:58:14 近藤　保幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ 刈谷市 刈谷市
306 9410 0:58:16 森内　弘己 ﾓﾘｳﾁ ﾋﾛﾐ 豊田市 豊田市
307 9152 0:58:21 鈴木　淳史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ みよし市 みよし市
308 9075 0:58:25 火箱　亮 ﾋﾊﾞｺ ﾘｮｳ アドマテックス みよし市
309 9331 0:58:30 荒瀬　博 ｱﾗｾ ﾋﾛｼ 豊田市 豊田市
310 9340 0:58:35 岩月　直美 ｲﾜﾂｷ ﾅｵﾐ 豊田市 豊田市
311 9247 0:58:37 長坂　直紀 ﾅｶﾞｻｶ ﾅｵｷ 試験室☆陸上部 豊田市
312 9063 0:58:40 武井　健太 ﾀｹｲ ｹﾝﾀ アドマテックス みよし市
313 9226 0:58:45 西周　青織 ﾆｼｱﾏﾈ ｻｵﾘ 岡崎市 岡崎市
314 9183 0:58:45 本藤　あゆみ ﾎﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ みよし市 みよし市
315 9192 0:58:49 森田　こず恵 ﾓﾘﾀ ｺｽﾞｴ みよし市 みよし市
316 9365 0:58:57 酒井　恵子 ｻｶｲ ｹｲｺ 豊田市 豊田市
317 9240 0:59:00 宮脇　尚志 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ 京都府 京都府
318 9430 0:59:02 北村　純子 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 名古屋市 名古屋市
319 9254 0:59:03 小林　由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 小牧市 小牧市
320 9422 0:59:05 金沢　匡高 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 名古屋市 名古屋市
321 9335 0:59:29 伊藤　圭祐 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 豊田市 豊田市
322 9297 0:59:32 小澤　佑衣子 ｵｻﾞﾜ ﾕｲｺ 日進市 日進市
323 9353 0:59:33 加納　千尋 ｶﾉｳ ﾁﾋﾛ 豊田市 豊田市
324 9114 0:59:56 池本　裕大 ｲｹﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ みよし市 みよし市
325 9386 1:00:03 西之原　良文 ﾆｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 豊田市 豊田市
326 9313 1:00:19 宇野　峰裕 ｳﾉ ﾐﾈﾋﾛ 豊川市 豊川市
327 9286 1:00:20 伊藤　茜 ｲﾄｳ ｱｶﾈ 東郷町 愛知郡東郷町
328 9149 1:00:34 白井　尚志 ｼﾗｲ ﾀｶｼ みよし市 みよし市
329 9061 1:00:37 高橋　一将 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ アドマテックス みよし市
330 9395 1:00:46 福井　純一 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 豊田市 豊田市
331 9425 1:01:39 加納　祐里 ｶﾉｳ ﾕﾘ 名古屋市 名古屋市
332 9402 1:01:43 三浦　美登里 ﾐｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 豊田市 豊田市
333 9117 1:01:58 岩田　美佳 ｲﾜﾀ ﾐｶ みよし市 みよし市
334 9133 1:02:01 加納　万美子 ｶﾉｳ ﾏﾐｺ みよし市 みよし市
335 9064 1:02:04 種村　康成 ﾀﾈﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ アドマテックス みよし市
336 9048 1:02:13 垣本　秀彦 ｶｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ アドマテックス みよし市
337 9371 1:02:15 鈴木　康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 豊田市 豊田市
338 9170 1:02:28 野本　哲郎 ﾉﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ みよし市 みよし市
339 9357 1:02:32 草次　佳代 ｸｻﾂｸﾞ ｶﾖ 豊田市 豊田市
340 9243 1:02:35 加藤　康夫 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 三重県 三重県
341 9180 1:02:37 福岡　光久 ﾌｸｵｶ ﾐﾂﾋｻ みよし市 みよし市
342 9416 1:02:37 松本　修一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 豊明市 豊明市
343 9174 1:02:37 早川　裕司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ みよし市 みよし市
344 9401 1:02:40 松田　雄市 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 豊田市 豊田市
345 9391 1:02:50 浜島　有二 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 豊田市 豊田市
346 9289 1:02:54 新藤　温子 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ 東郷町 愛知郡東郷町
347 9229 1:03:02 鈴木　陽一郎 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 岡崎市立細川小教員 豊田市
348 9010 1:03:04 佐々木　理香 ｻｻｷ ﾘｶ GAYA GAYA 豊田市
349 9125 1:03:07 岡田　敏春 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ みよし市 みよし市
350 9434 1:03:16 國弘　勇人 ｸﾆﾋﾛ ﾕｳﾄ 名古屋市 名古屋市
351 9390 1:03:26 八田　良望 ﾊｯﾀ ﾖｼﾓﾁ 豊田市 豊田市
352 9457 1:03:52 松田　恵子 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺ - -
353 9167 1:04:33 鶴沢　豊彦 ﾂﾙｻﾞﾜ ﾄﾖﾋｺ みよし市 みよし市
354 9381 1:05:03 中村　満 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ 豊田市 豊田市
355 9396 1:05:19 福井　弥生 ﾌｸｲ ﾔﾖｲ 豊田市 豊田市
356 9047 1:05:31 大澤　一真 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞﾏ アドマテックス みよし市
357 9352 1:06:04 金田　哲弥 ｶﾅﾀ ﾃﾂﾔ 豊田市 豊田市
358 9044 1:06:44 上野　義弘 ｳｴﾉ ﾖｼﾋﾛ アドマテックス みよし市
359 9041 1:07:06 石富　徹 ｲｼﾄﾐ ﾄｵﾙ アドマテックス みよし市
360 9249 1:07:20 神野　正人 ｼﾞﾝﾉ ﾏｻﾄ 歯白会 名古屋市
361 9042 1:07:22 稲川　陽介 ｲﾅｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ アドマテックス みよし市
362 9074 1:07:23 濵田　大 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲ アドマテックス みよし市



363 9415 1:09:14 外山　智司 ﾄﾔﾏ ﾄﾓｼﾞ 豊明市 豊田市
364 9188 1:09:56 宮崎　直江 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｴ みよし市 みよし市
365 9084 1:10:41 森下　敬行 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾕｷ アドマテックス みよし市
366 9451 1:12:03 稲吉　幸子 ｲﾅﾖｼ ｻﾁｺ 弥富市 弥富市
367 9052 1:13:20 久保　輝明 ｸﾎﾞ ﾃﾙｱｷ アドマテックス みよし市
368 9081 1:30:54 三田寺　啓昭 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾋﾛｱｷ アドマテックス みよし市
369 9004 1:59:57 岩間　弘晃 ｲﾜﾏ ﾋﾛｱｷ BIG  BEAT 豊田市


