
■個人10kmの部

＜男子＞

No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村 No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村

1001 蟹江 孝太 SAC Racing 29歳以下 名古屋市 1066 久恒 昌人 アイシン・コラボ 30歳代 西尾市

1002 竹中 春登 刈谷東中学校 29歳以下 刈谷市 1067 伊藤 祐介 30歳代 安城市

1003 靭 柾人 SAC Racing 29歳以下 東郷町 1068 伊藤 康仁 30歳代 岡崎市

1004 神部 大希 29歳以下 飛島村 1069 奥田 直哉 30歳代 名古屋市

1005 上原 一騎 29歳以下 名古屋市 1070 谷本 憲太郎 30歳代 名古屋市

1006 靭 洋人 SAC Racing 29歳以下 東郷町 1071 北川 裕一 30歳代 三重県四日市

1007 松田 光 29歳以下 一宮市 1072 高井 歓人 30歳代 名古屋市

1008 井上 悠 29歳以下 大府市 1073 奥薗 知明 30歳代 一宮市

1009 原田 敏史 29歳以下 蒲郡市 1074 阿知葉 岳也 30歳代 名古屋市

1010 清田 成晃 29歳以下 名古屋市 1075 伊藤 正明 チームD 30歳代 西尾市

1011 伊藤 友 旭硝子株式会社 29歳以下 武豊町 1076 藤墳 広己 30歳代 岡崎市

1012 光崎 一樹 29歳以下 蒲郡市 1077 野々川 慎次 江戸川物産 30歳代 小牧市

1013 内田 幸希 29歳以下 大府市 1078 長塚 暢稔 30歳代 静岡県静岡市

1014 松本 翔希 29歳以下 碧南市 1079 山下 茂司 30歳代 春日井

1015 平松 弘貴 図書館の人 29歳以下 豊川市 1080 岩田 純朋 30歳代 名古屋市

1016 黒石 進 MiyaG'z 29歳以下 日進市 1081 成田 康介 30歳代 豊明市

1017 川上 拓也 旭硝子株式会社 29歳以下 東海市 1082 菅谷 和己 SALOMON 30歳代 千葉県香取市

1018 松本 淳 29歳以下 東海市 1083 稲葉 康隆 30歳代 日進市

1019 土屋 博義 METI 29歳以下 名古屋市 1084 中田 英樹 30歳代 名古屋市

1020 疋田 恵一 経済産業局 29歳以下 名古屋市 1085 山口 健太 30歳代 三重県桑名市

1021 野村 宜靖 29歳以下 名古屋市 1086 水野 毅 30歳代 名古屋市

1022 吉川 政信 29歳以下 名古屋市 1087 穴井 剛史 浜松馬鹿軍団 40歳代 静岡県湖西市

1023 仲谷 仁志 29歳以下 大府市 1088 森 一輝 40歳代 弥富市

1024 垣見 豪 釣り同好会 29歳以下 豊田市 1089 早川 孝 清須RC 40歳代 清須市

1025 永田 涼介 29歳以下 刈谷市 1090 市古 健治 40歳代 碧南市

1026 高橋 浩平 29歳以下 岡崎市 1091 鬼頭 雅司 40歳代 あま市

1027 平松 和将 図書館の人 29歳以下 豊川市 1092 伊藤 章人 40歳代 蒲郡市

1028 樫谷 伸男 30歳代 蒲郡市 1093 板橋 篤志 エイダブの国 40歳代 西尾市

1029 今井 貴志 でんでんむし 30歳代 岩倉市 1094 山口 充夫 横高水泳部OB 40歳代 幸田町

1030 堤 裕一朗 豊明一二三 30歳代 大府市 1095 伊藤 正樹 40歳代 豊橋市

1031 壁谷 慎二 お稲荷A.C 30歳代 岡崎市 1096 大野 篤史 巴商会 40歳代 名古屋市

1032 栗林 孝典 30歳代 名古屋市 1097 森加 路彦 40歳代 名古屋市

1033 穂満 好治 岩崎健康ボーイズ 30歳代 小牧市 1098 宮田 宜弘 40歳代 三重県桑名市

1034 杉本 悟郎 杉本オート 30歳代 岡崎市 1099 梶原 満義 40歳代 知立市

1035 玉澤 宏悦 30歳代 知多市 1100 山口 昌之 田中工業 40歳代 名古屋市

1036 木住野 将弘 30歳代 静岡県沼津市 1101 豊泉 敏 あすたま 40歳代 名古屋市

1037 中尾 勝 岩崎健康ボーイズ 30歳代 小牧市 1102 伊藤 幹浩 40歳代 名古屋市

1038 西村 洋明 岩崎健康ボーイズ 30歳代 名古屋市 1103 牧原 由典 40歳代 岐阜県大垣市

1039 稲垣 祐一 OWLS 30歳代 豊明市 1104 鈴木 良 40歳代 岡崎市

1040 山田 信幸 30歳代 豊田市 1105 柴田 憲昭 富貴中陸上部残党会 40歳代 武豊町

1041 坪井 祐介 岩崎健康ボーイズ 30歳代 小牧市 1106 新開 啓貴 株式会社デンソー 40歳代 蒲郡市

1042 羽根 広 30歳代 半田市 1107 内藤 充也 西三河夜ラン部 40歳代 碧南市

1043 小川 浩嵩 杉本オート 30歳代 岡崎市 1108 吉田 光 40歳代 半田市

1044 多田 信玄 杉本オート 30歳代 岡崎市 1109 星川 渉 40歳代 刈谷市

1045 吉谷 康志 SAC Racing 30歳代 豊明市 1110 岩月 宣道 40歳代 名古屋市

1046 鶴田 州彦 30歳代 名古屋市 1111 西野 克利 40歳代 田原市

1047 野々山 健太 三河の子 30歳代 知立市 1112 尾野 今朝己 40歳代 岡崎市

1048 長谷川 崇 30歳代 岡崎市 1113 太田 隆晴 40歳代 刈谷市

1049 牛田 行彦 30歳代 豊田市 1114 高島 昭 40歳代 みよし市

1050 渡邊 博和 安城快足AC 30歳代 豊田市 1115 門奈 博 40歳代 豊田市

1051 宮澤 孝裕 SQUAD-TAKUYA 30歳代 幸田町 1116 鬼木 俊充 NIDEK 40歳代 大阪府大阪市

1052 高橋 宏征 30歳代 蒲郡市 1117 宮地 元樹 40歳代 西尾市

1053 尾間 吉次 堤クラブ 30歳代 刈谷市 1118 広森 康宏 40歳代 東京都東村山市

1054 飯田 幸希 扶桑町役場 30歳代 江南市 1119 井瀬 弘之 40歳代 高浜市

1055 湯本 充範 江戸川物産 30歳代 小牧市 1120 山本 真一郎 40歳代 安城市

1056 伊藤 大輔 30歳代 三重県桑名市 1121 山崎 聡 40歳代 長久手

1057 小澤 一馬 30歳代 長久手 1122 吉住 祐一 旭硝子株式会社 40歳代 武豊町

1058 寅野 理司 30歳代 一宮市 1123 安斎 秀樹 TEAM阿闍梨 40歳代 岡崎市

1059 小田 道誉 30歳代 蒲郡市 1124 山中 昭敏 40歳代 武豊町

1060 橋本 和典 30歳代 名古屋市 1125 松尾 幸一 40歳代 西尾市

1061 原田 誠 30歳代 名古屋市 1126 西川 忍 40歳代 豊橋市

1062 村田 卓矢 ムラッチーム 30歳代 豊川市 1127 谷川 隆 関体協 40歳代 犬山市

1063 元田 朋宏 30歳代 名古屋市 1128 高田 朋太郎 40歳代 名古屋市

1064 若杉 真吾 ムラッチーム 30歳代 西尾市 1129 森 繁生 40歳代 半田市

1065 近澤 亮介 30歳代 豊田市 1130 小林 睦隆 40歳代 名古屋市


