
■個人20kmの部

＜男子＞

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

2001 高島 雅久 29歳以下 みよし市 2071 山崎 正道 40歳代 岡山県総社市

2002 小野 勝翔 29歳以下 大府市 2072 小崎 晃義 中央精機ジョグ＆ラン 40歳代 岡崎市

2003 青木 勇樹 29歳以下 大府市 2073 西郷 栄貴 MST保険サービス 40歳代 豊橋市

2004 丹羽 弘典 J-C.R.C 29歳以下 春日井 2074 藤井 誠 40歳代 大府市

2005 八田 康裕 29歳以下 岡崎市 2075 浅井 崇司 TPEC 40歳代 豊明市

2006 後藤 優哉 えきさい 29歳以下 名古屋市 2076 細井 英幸 40歳代 岐阜県岐阜市

2007 松山 峻之 29歳以下 湖西市 2077 山本 邦夫 株式会社幸建 40歳代 春日井

2008 坂野 允則 J-C.R.C 29歳以下 名古屋市 2078 笹岡 誠 フォッスダンラボ 40歳代 日進市

2009 鈴木 雄介 29歳以下 蒲郡市 2079 瀧澤 哲也 40歳代 名古屋市

2010 勝田 康補 29歳以下 豊田市 2080 和田 貴之 40歳代 神奈川県横浜市

2011 野末 紗海人 三菱電機稲沢 30歳代 一宮市 2081 隅 誠一郎 かみごうRA 40歳代 豊田市

2012 近藤 旭 30歳代 可児市 2082 持田 崇 40歳代 豊川市

2013 中山 敬介 30歳代 大府市 2083 石崎 啓祐 西高３－７ 40歳代 西尾市

2014 伊藤 和記 GSK 30歳代 名古屋市 2084 渡辺 芳明 40歳代 岡崎市

2015 江口 優博 30歳代 名古屋市 2085 野入 勝典 50歳代 大府市

2016 神谷 勝則 30歳代 高浜市 2086 水嶋 徹 50歳代 扶桑町

2017 岡 佳孝 30歳代 三重郡 2087 浦本 雅司 土岐総合病院 50歳代 岐阜県土岐市

2018 佐野 主学 30歳代 名古屋市 2088 服部 正 50歳代 豊明市

2019 小野田 剛太 30歳代 豊田市 2089 谷 幸治 デンソー 50歳代 岡崎市

2020 近藤 秀幸 FRC 30歳代 春日井 2090 久米 英総 50歳代 豊橋市

2021 安井 真一郎 リエゾン調剤薬局 30歳代 名古屋市 2091 坂倉 敏夫 ネクストステージ赤池 50歳代 名古屋市

2022 渡辺 修 30歳代 豊田市 2092 長戸 聖史 萩原商会 50歳代 名古屋市

2023 永田 悠吉 30歳代 名古屋市 2093 水野 陵馬 J-C.R.C 50歳代 名古屋市

2024 鈴木 淳之 30歳代 蒲郡市 2094 青木 慎治 50歳代 大府市

2025 米田 真規 30歳代 半田市 2095 萩原 竜治 パトラン西尾 50歳代 西尾市

2026 松居 智英 30歳代 常滑市 2096 多胡 雅美 50歳代 名古屋市

2027 加藤 聡 SANAGE 30歳代 名古屋市 2097 可児 英夫 名城走友会 50歳代 名古屋市

2028 小嶋 浩一朗 30歳代 西尾市 2098 阿部 由成 南陽子ども会 50歳代 名古屋市

2029 中島 聡 30歳代 犬山市 2099 金 世保 50歳代 日進市

2030 菊川 光秀 30歳代 大府市 2100 五味沢 裕行 50歳代 名古屋市

2031 篠田 剛太郎 30歳代 大府市 2101 小久江 昭仁 碧ac 50歳代 碧南市

2032 山崎 海平 30歳代 名古屋市 2102 石澤 潔 50歳代 静岡県掛川市

2033 木村 圭 30歳代 春日井 2103 中村 正芳 50歳代 西尾市

2034 坂本 信聡 30歳代 豊田市 2104 姫野 けんじ 50歳代 豊川市

2035 深見 桂次 30歳代 豊田市 2105 藤井 勝善 50歳代 東郷町

2036 小池 晋 30歳代 関市巾 2106 森 文昭 50歳代 長久手

2037 神谷 教司 30歳代 岡崎市 2107 伊藤 昌彦 50歳代 名古屋市

2038 稲垣 博和 IDATEN 30歳代 安城市 2108 星野 金彦 ホシケン 50歳代 蒲郡市

2039 高木 宏之 デンソーレーシング 30歳代 刈谷市 2109 小林 賢郎 スクオッドタクヤ 60歳以上 東浦町

2040 児玉 拓朗 30歳代 蒲郡市 2110 杉浦 伸明 愛知工科 60歳以上 豊田市

2041 中尾 寛 30歳代 豊川市 2111 小沢 仁 60歳以上 みよし市

2042 増田 浩二 30歳代 西尾市 2112 三城 慎介 60歳以上 豊橋市

2043 佐々木 将也 30歳代 刈谷市 2113 三輪 貞雄 60歳以上 知多市

2044 堀江 治之 withK 40歳代 岡崎市 2114 江藤 浩二 ゆ～ゆ～ありいな 60歳以上 新城市

2045 鴨下 雅樹 40歳代 幸田町 2115 尾崎 正和 60歳以上 静岡県浜松市

2046 佐藤 幸一 旭丘deRAM楽部 40歳代 名古屋市 2116 鷹見 長敏 チームタフ 60歳以上 阿久比町

2047 杉本 一久 40歳代 京都府木津川市 2117 鈴木 慶一 60歳以上 蒲郡市

2048 野田 司 40歳代 静岡県浜松市

2049 椙山 直樹 パンダファミリー 40歳代 西尾市 ＜女子＞

2050 安藤 豪規 ホーメックス 40歳代 豊田市 No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村

2051 秋野 秀樹 トヨタ自動車株式会社 40歳代 蒲郡市 2501 中村 麻季子 FINDOUT 30歳代 名古屋市

2052 小出 晴芳 40歳代 武豊町 2502 下山 えりか 29歳以下 名古屋市

2053 森 直樹 森松株式会社 40歳代 名古屋市 2503 中尾 綾 30歳代 半田市

2054 岡村 和彦 J-C.R.C 40歳代 名古屋市 2504 小高 綾 30歳代 阿久比町

2055 森 明俊 モータウン 40歳代 三重県松阪市 2505 山田 千鶴子 30歳代 豊橋市

2056 松本 太一 チーム長久手 40歳代 長久手 2506 青木 久子 岩倉ランステ 40歳代 名古屋市

2057 直井 訂 40歳代 春日井 2507 中西 めぐみ TDB 40歳代 名古屋市

2058 宮下 秀一 40歳代 名古屋市 2508 大川 仁美 40歳代 春日井

2059 古賀 象二郎 40歳代 滋賀県大津市 2509 瀧澤 理恵 40歳代 名古屋市

2060 足立 英彦 40歳代 名古屋市 2510 東 智子 40歳代 埼玉県草加市

2061 藤原 健二 40歳代 瀬戸市 2511 坂上 悦子 40歳代 豊橋市

2062 津田 宏隆 40歳代 春日井 2512 石澤 幸子 50歳代 静岡県掛川市

2063 今枝 誠 ゴーヤーアクアヴィータ 40歳代 西尾市 2513 牧 充江 50歳代 半田市

2064 沓名 仁 和泉一番会 40歳代 安城市 2514 岡本 真弓 50歳代 高浜市

2065 原口 和也 増田　河原崎 40歳代 静岡県静岡市 2515 毛利 さつき 50歳代 名古屋市

2066 大橋 純太 40歳代 豊橋市 2516 佐藤 妙子 50歳代 岡崎市

2067 植田 久成 40歳代 みよし市 2517 広里 友規子 FINDOUT 60歳以上 名古屋市

2068 山口 忠司 40歳代 春日井

2069 宇田川 剛史 LRC 40歳代 名古屋市

2070 野口 剛資 40歳代 名古屋市


