
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

レース別　成績一覧

高校生（18歳未満）男子の部
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 9319 0:33:16 岩下　陸人 ｲﾜｼﾀ ﾘｸﾄ 豊田工業高校 豊田市
2 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
3 9325 0:34:55 松井　元希 ﾏﾂｲ ｹﾞﾝｷ 豊田工業高校 豊田市
4 9328 0:34:56 宮原　海航 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾄ 豊田工業高校 岡崎市
5 9184 0:35:11 本松　太綱 ﾎﾝﾏﾂ ﾀｲｺｳ みよし市 みよし市
6 9320 0:36:52 大川　颯斗 ｵｵｶﾜ ﾊﾔﾄ 豊田工業高校 岡崎市
7 9317 0:37:07 伊藤　具教 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 豊田工業高校 岡崎市
8 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
9 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

10 9326 0:41:32 松井　洋樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 豊田工業高校 豊田市
11 9264 0:43:59 木全　輝 ｷﾏﾀ ﾋｶﾙ 滝高等学校 みよし市

18歳以上29歳以下 男子の部
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 9277 0:33:22 天野　智貴 ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ 東海学園大学 みよし市
7 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
8 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
9 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

10 9099 0:38:14 増井　豊晃 ﾏｽｲ ﾄﾖｱｷ トヨタRRC 豊田市
11 9437 0:39:11 周防　泰介 ｽｵｳ ﾀｲｽｹ 名古屋市 名古屋市
12 9341 0:39:55 梅木　和樹 ｳﾒｷ ｶｽﾞｷ 豊田市 豊田市
13 9309 0:39:55 藤田　元博 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄﾋﾛ 福井県 福井県
14 9234 0:40:30 中山　聖士 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｼ 刈谷市 刈谷市
15 9267 0:41:01 多根　大樹 ﾀﾈ ﾀｲｷ 知立市 知立市
16 9421 0:41:56 岩佐　健吾 ｲﾜｻ ｹﾝｺﾞ 名古屋市 名古屋市
17 9227 0:42:06 藤嶋　孝太 ﾌｼﾞｼﾏ ｺｳﾀ 岡崎市 岡崎市
18 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
19 9034 0:43:08 柘植　英治 ﾂｹﾞ ｴｲｼﾞ TOF 愛知郡東郷町
20 9008 0:43:44 森　政貴 ﾓﾘ ﾏｻｷ FRC みよし市
21 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
22 9420 0:44:35 伊藤　尚登 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 名古屋市 名古屋市
23 9428 0:44:57 川村　玲一 ｶﾜﾑﾗ ﾚｲｲﾁ 名古屋市 名古屋市
24 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
25 9449 0:45:20 山本　真揮 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 名古屋市 名古屋市
26 9012 0:45:26 森本　一希 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ GAYA GAYA 豊田市
27 9211 0:46:50 清水　貴裕 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 安城市 安城市
28 9392 0:46:55 濱松　虎次郎 ﾊﾏﾏﾂ ｺｼﾞﾛｳ 豊田市 豊田市
29 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
30 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
31 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
32 9427 0:49:50 河井　大哉 ｶﾜｲ ﾏｻﾔ 名古屋市 名古屋市
33 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
34 9374 0:50:51 高橋　祐也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 豊田市 豊田市
35 9217 0:52:12 小木曽　翔 ｺｷﾞｿ ｶｹﾙ 一気走快 豊田市
36 9220 0:52:36 森本　道徳 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾁﾉﾘ 一気走快 豊田市
37 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
38 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
39 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
40 9306 0:57:14 山地　正城 ﾔﾏｼﾞ ﾏｻｷ 日進市 日進市
41 9257 0:57:15 浅井　翔 ｱｻｲ ｼｮｳ 瀬戸市 瀬戸市
42 9215 0:57:44 木津　龍斗 ｷﾂﾞ ﾘｮｳﾄ 一気走快 豊田市
43 9418 0:57:47 浅田　莉玖 ｱｻﾀﾞ ﾘｸ 名古屋市 名古屋市
44 9253 0:57:50 石本　賢志 ｲｼﾓﾄ ﾏｻｼ 小牧市 小牧市
45 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
46 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
47 9434 1:03:16 國弘　勇人 ｸﾆﾋﾛ ﾕｳﾄ 名古屋市 名古屋市
48 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
49 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
50 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



51 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

30歳代・40歳代 男子の部
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 9157 0:33:52 田崎　雄太 ﾀｻｷ ﾕｳﾀ みよし市 みよし市
2 9098 0:34:02 廣瀬　大亮 ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｽｹ トヨタRRC 豊田市
3 9262 0:34:26 林　佑二 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 川崎重工 岐阜県
4 9036 0:35:22 佐藤　源信 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｼﾝ あすたま みよし市
5 9216 0:35:43 桐山　建祐 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｽｹ 一気走快 豊田市
6 9194 0:36:03 山中　裕史 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｼ みよし市 みよし市
7 9120 0:36:21 上野　司 ｳｴﾉ ﾂｶｻ みよし市 みよし市
8 9166 0:36:28 辻　宏彰 ﾂｼﾞ ﾋﾛｱｷ みよし市 みよし市
9 9097 0:37:19 平山　晴彦 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ トヨタRRC 岡崎市

10 9414 0:37:35 鈴木　一馬 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 豊明市 豊明市
11 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
12 9409 0:37:46 森　孝一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
13 9159 0:38:47 橘　隼 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝ みよし市 みよし市
14 9115 0:38:54 石井　健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ みよし市 みよし市
15 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
16 9363 0:39:02 小林　武徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾉﾘ 豊田市 豊田市
17 9141 0:39:07 小嵜　雅之 ｺｻｷ ﾏｻﾕｷ みよし市 みよし市
18 9256 0:39:12 野々山　新 ﾉﾉﾔﾏ ｼﾝ 世界史RC 刈谷市
19 9017 0:39:41 越智　譲 ｵﾁ ﾕｽﾞﾙ KTS みよし市
20 9280 0:39:43 菱沼　紀行 ﾋｼﾇﾏ ﾉﾘﾕｷ 東海市 東海市
21 9173 0:39:51 蜂須賀　晋也 ﾊﾁｽｶ ｼﾝﾔ みよし市 みよし市
22 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
23 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
24 9218 0:40:15 新野　雅人 ｼﾝﾉ ﾏｻﾄ 一気走快 豊田市
25 9332 0:40:27 飯干　主計 ｲｲﾎﾞｼ ﾑﾈｶｽﾞ 豊田市 豊田市
26 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
27 9195 0:41:14 山根　浩二 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ みよし市 みよし市
28 9126 0:41:15 小方　雅樹 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｷ みよし市 みよし市
29 9231 0:41:17 江藤　嘉則 ｴﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 刈谷市 刈谷市
30 9389 0:41:18 長谷川　功 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ 豊田市 豊田市
31 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
32 9444 0:41:24 浜崎　浩 ﾊﾏｻｷ ｺｳ 名古屋市 名古屋市
33 9450 0:41:39 脇田　優 ﾜｷﾀ ﾕｳ 名古屋市 名古屋市
34 9424 0:41:51 金子　博厚 ｶﾈｺ ﾋﾛｱﾂ 名古屋市 名古屋市
35 9013 0:42:19 山本　貴幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ GAYA GAYA 豊田市
36 9304 0:42:33 望月　隆司 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶｼ 日進市 日進市
37 9333 0:42:37 一之瀬　昌彦 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾋｺ 豊田市 豊田市
38 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
39 9156 0:42:48 嶽村　一郎 ﾀｹﾑﾗ ｲﾁﾛｳ みよし市 みよし市
40 9426 0:42:50 河合　正也 ｶﾜｲ ﾏｻﾔ 名古屋市 名古屋市
41 9259 0:43:21 峯田　和明 ﾐﾈﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 青緑馬塾 豊田市
42 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
43 9439 0:43:25 鳥山　俊雄 ﾄﾘﾔﾏ ﾄｼｵ 名古屋市 名古屋市
44 9199 0:43:26 村瀬　義彦 ﾑﾗｾ ﾖｼﾋｺ 愛知陸協 豊田市
45 9287 0:44:09 牛田　隆史 ｳｼﾀﾞ ﾀｶｼ 東郷町 愛知郡東郷町
46 9429 0:44:12 菊地　雄介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 名古屋市 名古屋市
47 9219 0:44:24 林　弘之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 一気走快 豊田市
48 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
49 9382 0:44:40 成田　健二 ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 豊田市 豊田市
50 9015 0:44:45 柿平　豊 ｶｷﾋﾗ ﾕﾀｶ kakkys 名古屋市
51 9273 0:44:46 岡　真一郎 ｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長久手市 長久手市
52 9116 0:44:48 市来　洋介 ｲﾁｷ ﾖｳｽｹ みよし市 みよし市
53 9456 0:44:49 佐藤　孝祐 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 聾唖 日進市
54 9379 0:44:52 冨田　英志 ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 豊田市 豊田市
55 9132 0:44:58 加藤　智之 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ みよし市 みよし市
56 9285 0:44:59 天野　智文 ｱﾏﾉ ﾄﾓﾌﾐ 東郷町 愛知郡東郷町
57 9339 0:45:07 今井　隆一 ｲﾏｲ ﾘｭｳｲﾁ 豊田市 豊田市
58 9223 0:45:38 坂口　広和 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 岡崎市 岡崎市
59 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
60 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
61 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
62 9053 0:46:11 倉木　優 ｸﾗｷ ﾏｻﾙ アドマテックス みよし市
63 9011 0:46:12 前田　裕幸 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ GAYA GAYA 愛知郡東郷町
64 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
65 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
66 9458 0:46:43 池本　裕大 ｲｹﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ - -
67 9239 0:46:44 渡辺　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜県 岐阜県
68 9315 0:46:47 和久　英司 ﾜｸ ｴｲｼﾞ 豊川市 豊川市
69 9214 0:46:48 柳原　雅樹 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 安城市 安城市
70 9312 0:46:59 矢田部　貴史 ﾔﾀﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 豊橋市 豊橋市



71 9236 0:47:07 宮道　宏明 ﾐﾔﾐﾁ ﾋﾛｱｷ 刈谷市 刈谷市
72 9175 0:47:21 林　周作 ﾊﾔｼ ｼｭｳｻｸ みよし市 みよし市
73 9345 0:47:22 大伴　康敬 ｵｵﾄﾓ ﾔｽﾀｶ 豊田市 豊田市
74 9212 0:47:35 中村　直揮 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 安城市 安城市
75 9135 0:47:40 菊池　誠 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ みよし市 みよし市
76 9276 0:47:47 加藤　大祐 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 堤シニア みよし市
77 9193 0:47:55 八嶋　茂雄 ﾔｼﾏ ｼｹﾞｵ みよし市 みよし市
78 9154 0:47:56 相馬　健一 ｿｳﾏ ｹﾝｲﾁ みよし市 みよし市
79 9171 0:48:02 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ みよし市 みよし市
80 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
81 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
82 9290 0:48:17 新藤　隆 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 東郷町 愛知郡東郷町
83 9127 0:48:20 岡本　昭弘 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ みよし市 みよし市
84 9349 0:48:27 加藤　郁己 ｶﾄｳ ｲｸﾐ 豊田市 豊田市
85 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
86 9337 0:48:53 伊藤　剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 豊田市 豊田市
87 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
88 9185 0:49:47 牧野　雄太 ﾏｷﾉ ﾕｳﾀ みよし市 みよし市
89 9359 0:49:51 黒木　美隆 ｸﾛｷ ﾖｼﾀｶ 豊田市 豊田市
90 9303 0:50:15 西山　佳孝 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 日進市 日進市
91 9383 0:50:17 成田　光隆 ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾀｶ 豊田市 豊田市
92 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
93 9221 0:50:32 柴田　和弘 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 一宮市 一宮市
94 9007 0:50:40 竹内　義典 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾘ CURRENT  RC 豊田市
95 9178 0:50:55 平本　将寛 ﾋﾗﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ みよし市 みよし市
96 9016 0:51:01 安井　俊介 ﾔｽｲ ｼｭﾝｽｹ kakkys 岡崎市
97 9350 0:51:06 加藤　大志 ｶﾄｳ ﾀｲｼ 豊田市 豊田市
98 9213 0:51:17 真栄田　和也 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 安城市 安城市
99 9438 0:51:19 鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 名古屋市 名古屋市

100 9314 0:51:24 濃野　誠司 ﾉｳﾉ ｾｲｼﾞ 豊川市 豊川市
101 9026 0:51:25 永田　哲也 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ RAC 豊田市
102 9169 0:51:27 西森　敬 ﾆｼﾓﾘ ﾀｶｼ みよし市 みよし市
103 9122 0:51:29 梅村　信一 ｳﾒﾑﾗ ｼﾝｲﾁ みよし市 みよし市
104 9445 0:51:36 布施　英一 ﾌｾ ﾋﾃﾞｶｽ 名古屋市 名古屋市
105 9442 0:51:52 西尾　優作 ﾆｼｵ ﾕｳｻｸ 名古屋市 名古屋市
106 9263 0:51:58 都築　和晃 ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞｱｷ 大府市 大府市
107 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
108 9228 0:52:01 矢嶋　亮太 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 岡崎市 岡崎市
109 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
110 9025 0:52:08 住　洋平 ｽﾐ ﾖｳﾍｲ RＡＣ 豊田市
111 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
112 9056 0:52:46 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ アドマテックス みよし市
113 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
114 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
115 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
116 9370 0:53:49 杉山　隆 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 豊田市 豊田市
117 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
118 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
119 9283 0:54:16 松沢　洋介 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 東京都
120 9441 0:54:20 中西　弥嘉 ﾅｶﾆｼ ﾋｻﾖｼ 名古屋市 名古屋市
121 9299 0:54:26 志賀　慧 ｼｶﾞ ｻﾄﾙ 日進市 日進市
122 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
123 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
124 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
125 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
126 9179 0:54:59 深谷　斗紀育 ﾌｶﾔ ﾄｷﾔｽ みよし市 みよし市
127 9417 0:55:07 山田　勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 豊明市 豊明市
128 9177 0:55:25 播磨　健司 ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ みよし市 みよし市
129 9408 0:55:35 宮岡　泰史 ﾐﾔｵｶ ﾔｽｼ 豊田市 豊田市
130 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
131 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
132 9238 0:56:21 山川　晃司 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｼﾞ 岐阜県 岐阜県
133 9028 0:56:25 磯谷　亮輔 ｲｿｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ Ｔ－Ｇｉｒｉ 豊田市
134 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
135 9024 0:56:41 石川　剛史 ｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ RAC 豊田市
136 9356 0:56:44 木船　修治 ｷﾌﾞﾈ ｼｭｳｼﾞ 豊田市 豊田市
137 9388 0:57:01 乃万　晃一 ﾉﾏ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
138 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
139 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
140 9187 0:57:20 水野　智行 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ みよし市 みよし市
141 9020 0:57:50 深谷　文雄 ﾌｶﾔ ﾌﾐｵ MRC みよし市
142 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
143 9232 0:58:14 近藤　保幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ 刈谷市 刈谷市
144 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



145 9335 0:59:29 伊藤　圭祐 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 豊田市 豊田市
146 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
147 9313 1:00:19 宇野　峰裕 ｳﾉ ﾐﾈﾋﾛ 豊川市 豊川市
148 9149 1:00:34 白井　尚志 ｼﾗｲ ﾀｶｼ みよし市 みよし市
149 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
150 9371 1:02:15 鈴木　康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 豊田市 豊田市
151 9174 1:02:37 早川　裕司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ みよし市 みよし市
152 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
153 9125 1:03:07 岡田　敏春 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ みよし市 みよし市
154 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
155 9249 1:07:20 神野　正人 ｼﾞﾝﾉ ﾏｻﾄ 歯白会 名古屋市
156 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
157 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
158 9004 1:59:57 岩間　弘晃 ｲﾜﾏ ﾋﾛｱｷ BIG  BEAT 豊田市

50歳代・60歳代 男子の部
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 9310 0:35:37 池野　裕昭 ｲｹﾉ ﾋﾛｱｷ 福谷町 みよし市
2 9230 0:38:38 城田　祐志 ｼﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 株式会社　ＪＥＲＡ 名古屋市
3 9271 0:40:06 梅村　直記 ｳﾒﾑﾗ ﾅｵｷ 中馬塾 豊田市
4 9095 0:41:22 須賀　正明 ｽｶﾞ ﾏｻｱｷ チームヱビス 豊田市
5 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
6 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
7 9307 0:42:49 丹羽　道夫 ﾆﾜ ﾐﾁｵ 美里工業 名古屋市
8 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
9 9155 0:43:45 竹尾　和久 ﾀｹｵ ｶｽﾞﾋｻ みよし市 みよし市

10 9146 0:44:19 佐竹　浩昌 ｻﾀｹ ﾋﾛﾏｻ みよし市 みよし市
11 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
12 9038 0:45:22 山本　晴大 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｵ あすたま 名古屋市
13 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
14 9311 0:45:41 山脇　英一 ﾔﾏﾜｷ ｴｲｲﾁ 並木クラブ 豊田市
15 9168 0:45:45 富澤　務 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ みよし市 みよし市
16 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
17 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
18 9372 0:46:22 鈴木　利斉 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾅｵ 豊田市 豊田市
19 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
20 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
21 9295 0:47:15 家吉　真一 ｲｴﾖｼ ｼﾝｲﾁ 日進市 日進市
22 9118 0:47:17 上坂　浩通 ｳｴｻｶ ﾋﾛﾕｷ みよし市 みよし市
23 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
24 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
25 9021 0:48:21 大山　剛 ｵｵﾔﾏ ﾂﾖｼ MSシニア みよし市
26 9060 0:48:26 高野　衛 ﾀｶﾉ ﾏﾓﾙ アドマテックス みよし市
27 9407 0:48:27 光持　敏美 ﾐﾂﾓﾁ ﾄｼﾐ 豊田市 豊田市
28 9032 0:48:44 森　篤史 ﾓﾘ ｱﾂｼ Ｔ－Ｇｉｒｉ 豊田市
29 9123 0:48:53 岡井　智彦 ｵｶｲ ﾄﾓﾋｺ みよし市 みよし市
30 9380 0:49:02 中川　信行 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 豊田市 豊田市
31 9293 0:49:37 古田　久志 ﾌﾙﾀ ﾋｻｼ 藤岡走ろう会 豊田市
32 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
33 9367 0:50:08 貞島　隆弘 ｻﾀﾞｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 豊田市 豊田市
34 9241 0:50:18 鈴木　賢 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 幸田町 額田郡幸田町
35 9354 0:50:48 川崎　泰 ｶﾜｻｷ ﾔｽｼ 豊田市 豊田市
36 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
37 9411 0:50:57 吉村　浩一 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
38 9302 0:51:03 長尾　一史 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾌﾐ 日進市 日進市
39 9378 0:51:08 冨田　民夫 ﾄﾐﾀﾞ ﾀﾐｵ 豊田市 豊田市
40 9346 0:51:12 大橋　金義 ｵｵﾊｼ ｶﾈﾖｼ 豊田市 豊田市
41 9092 0:51:13 加藤　泰浩 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ サクセス みよし市
42 9366 0:51:21 坂本　浩一 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 豊田市 豊田市
43 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
44 9261 0:51:28 喜多村　誠之 ｷﾀﾑﾗ ｾｲｼﾞ 静岡県 静岡県
45 9300 0:52:11 鈴木　正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 日進市 日進市
46 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
47 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
48 9029 0:53:13 川原　信是 ｶﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ T-Giri 豊田市
49 9119 0:53:16 上田　邦昭 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｱｷ みよし市 みよし市
50 9384 0:53:28 西　亨 ﾆｼ ﾄｵﾙ 豊田市 豊田市
51 9147 0:53:37 柴田　友明 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｱｷ みよし市 みよし市
52 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
53 9140 0:53:54 小出　健太 ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀ みよし市 みよし市
54 9268 0:54:06 服部　明 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ 中央発條（株） 豊田市
55 9210 0:54:13 塩坪　功 ｼｵﾂﾎﾞ ｲｻｵ 安城市 安城市
56 9436 0:54:22 佐野　達也 ｻﾉ ﾀﾂﾔ 名古屋市 名古屋市
57 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



58 9260 0:55:32 上村　高久 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 静岡県 静岡県
59 9336 0:55:36 伊藤　光一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 豊田市 豊田市
60 9369 0:55:40 杉山　勝久 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 豊田市 豊田市
61 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
62 9453 0:55:56 原　譲 ﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 弥富市 弥富市
63 9111 0:56:02 浅岡　正年 ｱｻｵｶ ﾏｻﾄｼ みよし市 みよし市
64 9145 0:56:18 酒井　浩久 ｻｶｲ ﾋﾛﾋｻ みよし市 みよし市
65 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
66 9351 0:56:33 加藤　信夫 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 豊田市 豊田市
67 9452 0:56:38 稲吉　泰二 ｲﾅﾖｼ ﾔｽｼﾞ 弥富市 弥富市
68 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
69 9033 0:57:41 早川　祐治 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ ＴＭＣ 豊田市
70 9031 0:57:44 後藤　孝一 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ T-Giri 豊田市
71 9410 0:58:16 森内　弘己 ﾓﾘｳﾁ ﾋﾛﾐ 豊田市 豊田市
72 9152 0:58:21 鈴木　淳史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ みよし市 みよし市
73 9331 0:58:30 荒瀬　博 ｱﾗｾ ﾋﾛｼ 豊田市 豊田市
74 9240 0:59:00 宮脇　尚志 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ 京都府 京都府
75 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
76 9395 1:00:46 福井　純一 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 豊田市 豊田市
77 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
78 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
79 9170 1:02:28 野本　哲郎 ﾉﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ みよし市 みよし市
80 9243 1:02:35 加藤　康夫 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 三重県 三重県
81 9180 1:02:37 福岡　光久 ﾌｸｵｶ ﾐﾂﾋｻ みよし市 みよし市
82 9416 1:02:37 松本　修一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 豊明市 豊明市
83 9401 1:02:40 松田　雄市 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 豊田市 豊田市
84 9391 1:02:50 浜島　有二 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 豊田市 豊田市
85 9390 1:03:26 八田　良望 ﾊｯﾀ ﾖｼﾓﾁ 豊田市 豊田市
86 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
87 9381 1:05:03 中村　満 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ 豊田市 豊田市
88 9352 1:06:04 金田　哲弥 ｶﾅﾀ ﾃﾂﾔ 豊田市 豊田市
89 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
90 9415 1:09:14 外山　智司 ﾄﾔﾏ ﾄﾓｼﾞ 豊明市 豊田市

70歳代以上 男子の部
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 9385 0:57:49 西極　光雄 ﾆｼｷﾞﾜ ﾐﾂｵ 豊田市 豊田市
2 9386 1:00:03 西之原　良文 ﾆｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 豊田市 豊田市

高校生（18歳未満）女子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

18歳以上29歳以下 女子の部
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 9419 0:40:15 渥美　莉紗子 ｱﾂﾐ ﾘｻｺ 名古屋市 名古屋市
2 9009 0:51:51 石原　悠菜 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾅ GAYA GAYA 豊田市
3 9394 0:56:15 深川　水園 ﾌｶｶﾞﾜ ﾐｿﾉ 豊田市 豊田市
4 9355 0:56:17 河村　紗希 ｶﾜﾑﾗ ｻｷ 豊田市 豊田市
5 9250 0:57:53 田宅　美穂 ﾀﾔｹ ﾐﾎ 春日井市 春日井市
6 9433 0:58:00 國弘　菜緒 ｸﾆﾋﾛ ﾅｵ 名古屋市 名古屋市
7 9226 0:58:45 西周　青織 ﾆｼｱﾏﾈ ｻｵﾘ 岡崎市 岡崎市

30歳代・40歳代 女子の部
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 9272 0:42:42 小島　由紀 ｺｼﾞﾏ ﾕｷ 中馬塾 豊田市
2 9112 0:45:56 新井　愛子 ｱﾗｲ ｱｲｺ みよし市 みよし市
3 9298 0:45:59 金杉　聖子 ｶﾅｽｷﾞ ｾｲｺ 日進市 日進市
4 9258 0:47:26 今井　千裕 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 瀬戸市 瀬戸市
5 9274 0:48:35 岡　美紀 ｵｶ ﾐｷ 長久手市 長久手市
6 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
7 9003 0:49:43 黒崎　美和 ｸﾛｻｷ ﾐﾜ BAKU笑ランナーズ 豊田市
8 9301 0:51:40 竹本　由衣 ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ 日進市 日進市
9 9284 0:52:19 天野　たえ ｱﾏﾉ ﾀｴ 東郷町 愛知郡東郷町

10 9342 0:53:16 大倉　和子 ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｺ 豊田市 豊田市
11 9358 0:53:39 熊谷　絢子 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 豊田市 豊田市
12 9447 0:54:27 三輪　芳子 ﾐﾜ ﾖｼｺ 名古屋市 名古屋市
13 9364 0:54:37 近藤　志保 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾎ 豊田市 豊田市
14 9343 0:54:51 太田　真理 ｵｵﾀ ﾏﾘ 豊田市 豊田市
15 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
16 9158 0:55:33 田島　初音 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾂﾈ みよし市 みよし市
17 9124 0:55:45 岡田　香代子 ｵｶﾀﾞ ｶﾖｺ みよし市 みよし市
18 9014 0:55:56 上原　香織 ｳｴﾊﾗ ｶｵﾘ kakkys 豊田市
19 9244 0:56:03 澤野　佳代子 ｻﾜﾉ ｶﾖｺ 三重県 三重県
20 9136 0:56:14 木村　紀子 ｷﾑﾗ ﾉﾘｺ みよし市 みよし市



21 9344 0:56:21 大舘　美穂 ｵｵﾀﾞﾃ ﾐﾎ 豊田市 豊田市
22 9338 0:57:40 犬飼　里佳 ｲﾇｶｲ ﾘｶ 豊田市 豊田市
23 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
24 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
25 9403 0:58:10 三浦　美子 ﾐｳﾗ ﾖｼｺ 豊田市 豊田市
26 9431 0:58:11 木下　美幸 ｷﾉｼﾀ ﾐﾕｷ 名古屋市 名古屋市
27 9340 0:58:35 岩月　直美 ｲﾜﾂｷ ﾅｵﾐ 豊田市 豊田市
28 9192 0:58:49 森田　こず恵 ﾓﾘﾀ ｺｽﾞｴ みよし市 みよし市
29 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
30 9254 0:59:03 小林　由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 小牧市 小牧市
31 9297 0:59:32 小澤　佑衣子 ｵｻﾞﾜ ﾕｲｺ 日進市 日進市
32 9353 0:59:33 加納　千尋 ｶﾉｳ ﾁﾋﾛ 豊田市 豊田市
33 9286 1:00:20 伊藤　茜 ｲﾄｳ ｱｶﾈ 東郷町 愛知郡東郷町
34 9425 1:01:39 加納　祐里 ｶﾉｳ ﾕﾘ 名古屋市 名古屋市
35 9117 1:01:58 岩田　美佳 ｲﾜﾀ ﾐｶ みよし市 みよし市
36 9133 1:02:01 加納　万美子 ｶﾉｳ ﾏﾐｺ みよし市 みよし市
37 9357 1:02:32 草次　佳代 ｸｻﾂｸﾞ ｶﾖ 豊田市 豊田市
38 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
39 9010 1:03:04 佐々木　理香 ｻｻｷ ﾘｶ GAYA GAYA 豊田市

50歳代・60歳代 女子の部
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 9334 0:53:42 市村　道代 ｲﾁﾑﾗ ﾐﾁﾖ 豊田市 豊田市
2 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
3 9376 0:57:14 鶴田　瑞穂 ﾂﾙﾀ ﾐﾂﾞﾎ 豊田市 豊田市
4 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
5 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
6 9365 0:58:57 酒井　恵子 ｻｶｲ ｹｲｺ 豊田市 豊田市
7 9402 1:01:43 三浦　美登里 ﾐｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 豊田市 豊田市
8 9457 1:03:52 松田　恵子 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺ - -
9 9396 1:05:19 福井　弥生 ﾌｸｲ ﾔﾖｲ 豊田市 豊田市

10 9188 1:09:56 宮崎　直江 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｴ みよし市 みよし市
11 9451 1:12:03 稲吉　幸子 ｲﾅﾖｼ ｻﾁｺ 弥富市 弥富市


