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ナンバー 氏 名 都道府県 所 属 

 1001 間宮 秀幸 愛知県 鋼鉄魂
 1002 安田 遊 大阪府 WindRun
 1003 島田 温彦 宮城県 仙台明走会
 1004 長峯 邦朗 福島県 ハシリビト
 1005 増子 正行 茨城県 
 1006 竹内 新也 茨城県 
 1007 北島 宏朗 茨城県 
 1008 宗像 伸彦 茨城県 
 1009 山守 剛雄 埼玉県 三協テック
 1010 岡田 和敏 埼玉県 埼玉大学JC
 1011 小野 辰雄 埼玉県 チーム◆こなつ
 1012 吉田 純人 埼玉県 
 1013 青木 聖治 埼玉県 
 1014 田中 克典 埼玉県 
 1015 飯塚 展誉 埼玉県 
 1016 煤田 英樹 埼玉県 
 1017 関谷 行雄 千葉県 
 1018 遠野 祐太 千葉県 浦安ランナーズ
 1019 福坂 哲郎 千葉県 
 1020 伊庭 伸幸 千葉県 
 1021 森田 晃大 千葉県 
 1022 中橋 正 千葉県 千葉県千葉土木
 1023 井田 剛行 千葉県 
 1024 直江 茂生 千葉県 千葉陸協
 1025 秋元 優一 千葉県 
 1026 青木 貴志 東京都 
 1027 奥村 晴彦 東京都 おくむら医院
 1028 大森 秀樹 東京都 
 1029 竹内 洋史 東京都 
 1030 枝川 邦治 東京都 904関西
 1031 呉 政鴻 東京都 
 1032 小島 健則 東京都 
 1033 坂本 晃浩 東京都 
 1034 田川 裕樹 東京都 
 1035 岡村 洋祐 東京都 ザイマックス
 1036 橋本 孝博 東京都 
 1037 和田 拓也 東京都 VMware
 1038 高橋 歩 東京都 
 1039 関 祐一 東京都 
 1040 小塊 和生 東京都 
 1041 山本 雅丈 東京都 
 1042 山路 雄太 東京都 
 1043 大森 晋輔 東京都 
 1044 荻野 真 東京都 TBS　BOO
 1045 北川 司 東京都 
 1046 矢島 健二 東京都 
 1047 近藤 克郎 東京都 徳田ジャパン
 1048 中野 富登 東京都 
 1049 飯野 光徳 東京都 
 1050 小林 滋弥 東京都 frun
 1051 山口 裕之 東京都 
 1052 武藤 己治 東京都 
 1053 森島 知之 東京都 
 1054 西尾 順一 神奈川県 ハロプロ走友会
 1055 吉田 健一郎 神奈川県 
 1056 木島 賢一 神奈川県 
 1057 矢部 芳明 神奈川県 
 1058 加藤 正幹 神奈川県 
 1059 湯ﾉ口 勝 神奈川県 
 1060 石井 純一 神奈川県 
 1061 柴田 淳 神奈川県 三菱ケミカル
 1062 浦 広樹 神奈川県 
 1063 木村 典久 神奈川県 チーム大友
 1064 関藤 満之 神奈川県 NTTドコモ
 1065 池神 正晃 神奈川県 のくち
 1066 中澤 敬 神奈川県 世田谷サービス
 1067 寺瀬 康明 新潟県 
 1068 細海 忠 新潟県 森のくまさん
 1069 岩渕 繁明 新潟県 香渚里AC
 1070 鈴木 憲司 新潟県 
 1071 嶋田 哲也 新潟県 
 1072 山根 範之 富山県 
 1073 吉崎 治 富山県 オーギャ
 1074 尾山 正和 富山県 コマツ
 1075 高畠 幸司 富山県 日本曹達高岡
 1076 松岡 雄一郎 富山県 
 1077 藤巻 敏治 富山県 のんきホーテ
 1078 中山 善之 富山県 
 1079 今井 智英 富山県 
 1080 山崎 徹 富山県 
 1081 寺井 大輔 富山県 
 1082 平見 実 石川県 金沢市役所
 1083 沖野 清文 石川県 
 1084 新蔵 和男 石川県 
 1085 新蔵 敏 石川県 KFC
 1086 板坂 卓之 石川県 KFC
 1087 西村 典丈 石川県 KFC
 1088 西村 貴之 石川県 
 1089 納谷 英行 石川県 納谷水産
 1090 小新 松也 石川県 
 1091 杉元 純一 石川県 社中学校
 1092 城下 康治 石川県 チーム城下
 1093 佐藤 圭介 石川県 ホシザキ北信越
 1094 秋元 学 石川県 チームサスケ
 1095 高田 良宏 石川県 金沢大学楽走会
 1096 射越 隆 石川県 
 1097 片山 新樹 石川県 
 1098 中田 武宏 石川県 
 1099 伊藤 秀雄 石川県 TBBRC
 1100 川島 篤弘 石川県 ジュピター RC
 1101 松浦 明久 石川県 マツウラ技研
 1102 酒井 主計 石川県 金沢市消防局
 1103 森 博嗣 石川県 
 1104 斎藤 幸亮 石川県 千木病院
 1105 藤木 暁 石川県 ヴィテンかなざわ
 1106 大杉 建太郎 石川県 田中昭文堂印刷
 1107 斉藤 憲太郎 石川県 
 1108 小林 悟史 石川県 コバショー
 1109 素都 甚吾 石川県 パワーキック
 1110 中川 大輔 石川県 澁谷工業陸上部
 1111 金村 哲也 石川県 カナちゃんピン
 1112 岡崎 義仁 石川県 BORABORA
 1113 高橋 達 石川県 富来ヤマ時計店
 1114 浦瀧 政洋 石川県 
 1115 砂山 裕信 石川県 澁谷工業陸上部
 1116 船戸 明正 石川県 かおラン
 1117 山下 靖史 石川県 
 1118 津野 亮太 石川県 
 1119 太田 明雄 石川県 金沢大学楽走会
 1120 木村 聖司 石川県 ジュピター RC
 1121 中嶋 健太郎 石川県 
 1122 山田 弘 石川県 トム&はな
 1123 浦 貴彦 石川県 

 1124 加藤 良和 石川県 ソフトバンク
 1125 笠野 剛志 石川県 走RUN会
 1126 菊地 慶行 石川県 チーム立花
 1127 藤田 則夫 石川県 
 1128 吉田 範彦 石川県 
 1129 西 俊雄 石川県 H・Sクラブ
 1130 高橋 俊宏 石川県 
 1131 島谷 誠 石川県 
 1132 平山 貴人 石川県 テレ金・GRC
 1133 清水 司 石川県 
 1134 渡邊 純人 石川県 
 1135 杉浦 宏和 石川県 プリンスロード
 1136 向出 光博 石川県 
 1137 山田 実 石川県 H・Sクラブ
 1138 東 秀憲 石川県 石川ランナーズ
 1139 伊藤 芳樹 石川県 
 1140 寺 春人 石川県 NTT西日本北陸
 1141 苗島 豊 石川県 すいか部
 1142 宮村 正虎 石川県 
 1143 海道 正樹 石川県 
 1144 金子 文平 石川県 ひまわりほーむ
 1145 合田 裕貴 石川県 
 1146 折橋 直紀 石川県 金沢Ⅴ10
 1147 中西 マサヒロ 石川県 
 1148 廣部 達哉 石川県 H・Sクラブ
 1149 樋原 伸吾 石川県 
 1150 松浦 史弥 石川県 
 1151 竹田 聖 石川県 白山市役所
 1152 土田 大二朗 石川県 
 1153 西出 尚人 石川県 
 1154 宮前 英明 石川県 
 1155 石本 健一郎 石川県 石川陸協
 1156 岡村 貴志 石川県 303SGC
 1157 江木 剛 石川県 303SGC
 1158 西出 幸弘 石川県 那谷寺もみぢ
 1159 村上 隆志 石川県 チーム立花
 1160 吉野 公陽 石川県 ニヤク金沢
 1161 山橋 和弘 石川県 川北町
 1162 中村 裕之 石川県 中条走四浪会
 1163 小林 義明 石川県 
 1164 井村 義宏 石川県 中条走四浪会
 1165 道下 幸三 石川県 中条走四浪会
 1166 酒井 幸俊 石川県 おひろ会
 1167 長谷川 立 石川県 近江町陸上部
 1168 岡 大悟 石川県 津田駒登山部
 1169 中村 圭宏 石川県 
 1170 亀田 康司 石川県 なだびーず
 1171 松島 辰雄 石川県 
 1172 前多 隆 石川県 
 1173 瀬川 誠 石川県 
 1174 谷口 琢磨 石川県 
 1175 中島 広介 石川県 
 1176 和田 治 石川県 カオラン
 1177 傳 敏之 石川県 かおラン
 1178 井上 兼一 石川県 リテア
 1179 北村 納 石川県 
 1180 竹端 政貴 石川県 
 1181 宮竹 秀治 石川県 美川商工会青年部
 1182 加藤 拓真 石川県 白嶺小CAC
 1183 宮崎 義崇 石川県 
 1184 山地 章 石川県 BORABORA
 1185 永井 靖信 石川県 白山市役所
 1186 西村 和也 石川県 白山野々市消防
 1187 川谷内 哲二 石川県 金沢大学附属高校
 1188 中谷 大基 石川県 テックワン
 1189 西村 健 石川県 JR金沢総合車両
 1190 横山 喬剛 石川県 日機装
 1191 井上 孝行 石川県 北陸石井運輸
 1192 尾山 巧 石川県 frun
 1193 西川 純一郎 石川県 まい・ぺぇ～す!
 1194 上田 哲男 石川県 
 1195 池田 拓史 石川県 やわたRC
 1196 川崎 大輔 石川県 
 1197 天谷 翔吾 石川県 
 1198 和田 瞬 石川県 
 1199 辻 秀司 石川県 
 1200 島谷 正一 石川県 
 1201 西村 勝仁 石川県 チーム246R
 1202 車古 和宏 石川県 
 1203 谷口 清次 石川県 
 1204 國本 正信 石川県 
 1205 井村 誠治 石川県 雪煙クラブ陸上部
 1206 東藤 貴博 石川県 A
 1207 黒田 祐史 石川県 
 1208 谷口 勇輔 石川県 根上工業
 1209 相古 和裕 石川県 
 1210 浜上 貴志 石川県 H・Sクラブ
 1211 荒木 忠義 石川県 美川ランクラブ
 1212 松本 健史 石川県 清華園
 1213 東出 崇宏 石川県 SAM白山
 1214 公文 基敬 石川県 
 1215 大畑 健 石川県 ムラシマ事務所
 1216 中村 隼人 石川県 尾口体協CAC
 1217 魚住 正栄 石川県 
 1218 井川 健太 石川県 
 1219 中村 智司 石川県 チームセントラル
 1220 小野寺 智 石川県 RUN接骨院
 1221 中田 慎一 石川県 金沢遊走会
 1222 森下 泰成 石川県 A
 1223 宮本 純一 石川県 
 1224 浜坂 良佑 石川県 アワーズ
 1225 西 正貴 石川県 サイコパス
 1226 島田 淳一 石川県 H・Sクラブ
 1227 田中 禎一 福井県 楽しく走る走る
 1228 唐津 知希 福井県 
 1229 兼定 直樹 福井県 オーバル竹田川
 1230 木津 光晴 福井県 
 1231 千秋 佳徳 福井県 
 1232 飯川 健一 福井県 
 1233 細道 常貴 福井県 たんさんすい
 1234 寺前 英美 福井県 
 1235 中島 豊久 長野県 
 1236 荒畑 哲夫 岐阜県 KYB
 1237 奥村 慎 岐阜県 
 1238 田中 健一 岐阜県 （税）NEXT
 1239 大村 邦弘 静岡県 
 1240 粂田 昇一 静岡県 静トレ
 1241 八木 忍 静岡県 日生研冒険部
 1242 花井 忠大 愛知県 
 1243 真辺 健一 愛知県 安城快足AC
 1244 青井 茂憲 愛知県 VR46
 1245 岩田 雅行 愛知県 
 1246 児玉 吉正 愛知県 
 1247 浅井 卓朗 愛知県 大阪陸協
 1248 稲吉 稔也 愛知県 パトラン西尾
 1249 大石 宗竜 愛知県 電源開発株式会社

 1250 齊藤 輝海 愛知県 岡崎市民病院
 1251 太田 裕 愛知県 
 1252 田中 勇夫 愛知県 
 1253 武藤 隆 愛知県 
 1254 向井 稚登 愛知県 
 1255 吉野 修 愛知県 eA愛知
 1256 根釡 勝美 愛知県 尾張旭RC
 1257 濱野 雅洋 愛知県 
 1258 工藤 宏幸 三重県 
 1259 喜多 俊彦 三重県 SWSRC
 1260 郷地 隆弘 三重県 
 1261 吉田 儀次 滋賀県 
 1262 仲谷 弘志 滋賀県 小野薬品
 1263 山本 正樹 滋賀県 スポーツデポ
 1264 廣田 雄一 滋賀県 
 1265 玉田 明英 大阪府 武庫川SC
 1266 吉川 政治 大阪府 
 1267 沢藤 豊 大阪府 
 1268 橋爪 俊明 大阪府 
 1269 西尾 智広 大阪府 
 1270 榎本 秀樹 大阪府 
 1271 入江 典夫 大阪府 入江運輸倉庫
 1272 大越 大助 大阪府 大阪陸協
 1273 市原 政則 大阪府 
 1274 雨森 明 大阪府 
 1275 加納 秀一 大阪府 
 1276 三木 大輔 兵庫県 
 1277 高田 伸也 兵庫県 
 1278 米原 克律 兵庫県 
 1279 岩崎 憲孝 兵庫県 サボテンAC
 1280 藤田 和憲 兵庫県 カントラ
 1281 数枝 正生 兵庫県 澁谷工業陸上部
 1282 土田 耕司 兵庫県 
 1283 小畑 信行 兵庫県 
 1284 増田 和資 兵庫県 広瀬化学薬品
 1285 中間 智久 奈良県 
 1286 堀内 佐智夫 奈良県 
 1287 金輪 将史 奈良県 
 1288 名谷 一彦 奈良県 王寺ランナーズ
 1289 今城 英夫 岡山県 
 1290 森島 雅穂 広島県 ドドドォー
 1291 売豆紀 雅昭 山口県 日医ジョガーズ
 1292 二川 暢之 徳島県 
 1293 石川 健一 徳島県 
 1294 佐藤 恵介 香川県 
 1295 平松 文典 熊本県 
 1296 佐伯 晃一郎 熊本県 
 1297 村上 健 石川県 チームたけし
 1298 中口 淳 石川県 チームたけし
 1299 倉谷 権哉 石川県 金沢工業大学
 1300 谷橋 康介 石川県 鶴来信用金庫
 1301 横山 弘一 石川県 鶴来信用金庫
 1501 多田 英史 青森県 クラブひよこ
 1502 阿保 潤 青森県 マルマンRC
 1503 沼山 寿憲 青森県 
 1504 広田 満 青森県 青森あすなろ走友
 1505 小野寺 太一 宮城県 株式会社古峰
 1506 星 知裕 宮城県 
 1507 千葉 明博 宮城県 UR都市機構
 1508 鈴木 玲 宮城県 
 1509 雨澤 浩史 宮城県 
 1510 高田 哲也 茨城県 たつみ
 1511 河上 昌夫 栃木県 
 1512 吉田 圭佑 群馬県 
 1513 小又 和徳 埼玉県 蘭奈―Z
 1514 山下 博人 埼玉県 メトロ
 1515 堀越 建生 埼玉県 
 1516 川端 洋 埼玉県 
 1517 金子 至 埼玉県 
 1518 矢川 智人 埼玉県 日本コムシス
 1519 渡辺 重明 埼玉県 
 1520 長谷川 将人 埼玉県 
 1521 新井 与陽 埼玉県 
 1522 古野 暁 埼玉県 TEAM8
 1523 竹岡 諭 千葉県 
 1524 金吉 史哉 千葉県 片チンクラブ
 1525 山本 淳一 千葉県 
 1526 森岡 道明 千葉県 おかピー RC
 1527 寺門 和貴 千葉県 
 1528 川上 真也 千葉県 
 1529 芦立 明 千葉県 
 1530 鈴木 洸次郎 千葉県 
 1531 原 昇平 千葉県 東京工業大学
 1532 上谷 凌平 千葉県 
 1533 山城 保 千葉県 
 1534 森 孝広 千葉県 
 1535 佐藤 貴成 東京都 
 1536 山田 柳一 東京都 泥棒さん
 1537 岡 浩治 東京都 おかピー RC
 1538 作屋 義昌 東京都 
 1539 吉野 龍史 東京都 
 1540 ステリータ マックス 東京都 
 1541 野崎 俊一 東京都 
 1542 浦木 隆丞 東京都 
 1543 秦 壮民 東京都 
 1544 横川 智史 東京都 日本中を走る会
 1545 大塚 秀人 東京都 サトウ電機
 1546 野田 泰永 東京都 
 1547 永井 祐介 東京都 エナジャイズ
 1548 榎本 龍之輔 東京都 
 1549 秦 卓民 東京都 エナジャイズ
 1550 柳下 聖也 東京都 
 1551 佐々木 博規 東京都 
 1552 鳴海 博幸 東京都 
 1553 田子 大輔 東京都 AMBITION
 1554 高橋 新平 東京都 ENERGIZE
 1555 黒田 彬央 東京都 
 1556 佐藤 修一 東京都 よつや通り歯科
 1557 海老澤 孝樹 東京都 プロージット
 1558 冨永 智保 東京都 熊本てれっと
 1559 小俣 壮平 東京都 エナジャイズ
 1560 小野 明 東京都 
 1561 田中 達也 東京都 
 1562 栗原 圭介 東京都 
 1563 戸谷 太彦 東京都 
 1564 中谷 公巳 東京都 アクシス
 1565 五十嵐 靖人 東京都 
 1566 市川 喜亀 東京都 
 1567 光田 国広 東京都 エボーリュ RC
 1568 村田 亮 東京都 百獣の亮
 1569 内田 洋平 東京都 丸の内接骨院
 1570 益子 洋三 東京都 クローバークラブ
 1571 和島 強 東京都 クローバークラ
 1572 柴田 洋平 東京都 修理部
 1573 藤中 宏二 東京都 
 1574 吉田 幸徳 東京都 
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 2140 高野 文典 広島県 三原アスリート
 2141 堀井 洋和 広島県 
 2142 佐竹 誠二郎 徳島県 ウェル亀徳島
 2143 松英 雅俊 徳島県 NJP仮装部
 2144 高畠 豊 徳島県 
 2145 中田 耕次 香川県 
 2501 中川 智徳 北海道 北樹会病院
 2502 下河原 教志 岩手県 
 2503 イワツキ ヒトシ 宮城県 
 2504 渡辺 浩司 福島県 
 2505 安田 寿夫 福島県 ステイヤーズ
 2506 秋山 寛 栃木県 本田技術研究所
 2507 田中 直輝 栃木県 ケーヒン
 2508 横塚 亮 栃木県 
 2509 小島 雄二 群馬県 桐生走ろう会
 2510 新島 隆志 群馬県 
 2511 瑤寺 晃 埼玉県 
 2512 野村 竜平 埼玉県 UDトラックス
 2513 荒木 智格 埼玉県 
 2514 平野 敦史 埼玉県 明治坂戸RC
 2515 小沼 義典 千葉県 浦安ハーフ走会
 2516 井口 明 千葉県 佐倉陸友会
 2517 佐々木 浩史 千葉県 浦安ランナーズ
 2518 張 華成 千葉県 TCMC
 2519 今井 康之 千葉県 六華RC
 2520 堀内 伸治 千葉県 MPC
 2521 佐久間 賢志 千葉県 
 2522 千葉 祥太郎 千葉県 
 2523 中川 聡 千葉県 CR2東日本
 2524 関川 祥吾 千葉県 中央学院大学AC
 2525 関川 政一 千葉県 Nararun
 2526 伏木 光英 東京都 
 2527 梅林 澄人 東京都 
 2528 山田 和生 東京都 和接骨院
 2529 佐藤 好彦 東京都 
 2530 梅崎 宝 東京都 
 2531 天道 善行 東京都 
 2532 浜田 達也 東京都 ランバカRC
 2533 大佐古 一徳 東京都 
 2534 半澤 秀一 東京都 
 2535 阿部 圭佑 東京都 法政大学
 2536 菊池 伸明 東京都 
 2537 岩井 翼 東京都 
 2538 新 謙一 東京都 
 2539 新 勇輝 東京都 明治大学
 2540 内ヶ崎 政徳 東京都 東京陸協
 2541 池上 智浩 東京都 
 2542 松尾 淳平 東京都 
 2543 根本 文明 東京都 大江戸飛脚会
 2544 阿久沢 金由 神奈川県 
 2545 鈴木 浩司 神奈川県 
 2546 荒木 光 神奈川県 
 2547 大宮 敏正 神奈川県 あじさいクラブ
 2548 ミヤリトシン アントン 神奈川県 
 2549 小島 憲和 神奈川県 RUNバカRC
 2550 高橋 よしあき 神奈川県 カワサキ931
 2551 南谷 達郎 神奈川県 
 2552 関山 秀雄 神奈川県 T&R.AC
 2553 武藤 幸紀 神奈川県 藤沢登山同好会
 2554 皆川 泰紀 神奈川県 
 2555 室川 真一 新潟県 
 2556 渡邊 優 新潟県 
 2557 東 信一 富山県 スパイダーズ
 2558 二村 裕治 富山県 
 2559 吉田 一樹 富山県 
 2560 池永 博一 富山県 
 2561 林 武彦 富山県 santen
 2562 岩田 修 富山県 
 2563 廣上 岳雄 富山県 ウルトラ警備隊
 2564 中口 真一 富山県 
 2565 ナガイ トシオ 富山県 
 2566 三浦 聡 富山県 TMC.AC
 2567 遠田 祐司 石川県 
 2568 小平 天 石川県 下駄連
 2569 大橋 和美 福井県 RC福井
 2570 柳 一哉 山梨県 甲府地区消防本部
 2571 後藤 豊 長野県 チームA-FM
 2572 伊藤 恒平 長野県 
 2573 林 充憲 長野県 
 2574 小川 憲太郎 長野県 TEAM音叉
 2575 丑山 直樹 長野県 
 2576 桐澤 明 長野県 てんゆ
 2577 奥嶋 基敦 長野県 オクシー55
 2578 小林 純 長野県 
 2579 室谷 文雄 岐阜県 長良川走ろう会
 2580 浅野 純也 岐阜県 ぬまちゃんず
 2581 奥原 寿隆 岐阜県 秋神ジョイズ
 2582 高野 和幸 岐阜県 
 2583 相宮 真悟 岐阜県 
 2584 古田 浩人 岐阜県 
 2585 山口 恭市 岐阜県 長良川走ろう会
 2586 石野 治 岐阜県 
 2587 吉村 和也 岐阜県 川崎重工
 2588 中嶋 大樹 岐阜県 
 2589 鈴木 穂高 岐阜県 ウイングラン飛
 2590 左合 辰旭 岐阜県 
 2591 南部 博 岐阜県 
 2592 國井 敦志 岐阜県 愛知教育大学
 2593 関根 実 岐阜県 ララ無理
 2594 山田 哲雄 岐阜県 長良川走ろう会
 2595 竹中 裕人 岐阜県 伽舞
 2596 平林 裕貴 岐阜県 中濃消防組合
 2597 永田 秀夫 静岡県 
 2598 井元 工治 静岡県 
 2599 鈴木 康之 静岡県 アストラックス
 2600 渡部 竜大 静岡県 
 2601 窪田 圭英 静岡県 
 2602 笠井 慎一 静岡県 スマイリー
 2603 杉村 久雄 静岡県 エスアスリーツ
 2604 宮本 定治 静岡県 有玉パン
 2605 佐藤 哲也 静岡県 T287E
 2606 山中 政文 静岡県 自販浜松RC
 2607 垣 伸明 静岡県 もう限会
 2608 森田 亮 愛知県 TPEC ー RC
 2609 諸角 泰裕 愛知県 Ducati
 2610 杉浦 定康 愛知県 
 2611 林 数馬 愛知県 
 2612 伊東 努 愛知県 
 2613 伊藤 浩一 愛知県 稲沢走友会
 2614 荻山 秀一 愛知県 
 2615 栗田 裕記 愛知県 CHRYSINA
 2616 永井 義人 愛知県 東海道UM
 2617 杉浦 健太郎 愛知県 RUNバカRC
 2618 桜井 陽祐 愛知県 RUNバカRC
 2619 大浦 修 愛知県 
 2620 速水 広一 愛知県 

 2621 広瀬 陵丞 愛知県 
 2622 橋詰 直樹 愛知県 
 2623 佐藤 智之 愛知県 RUNバカRC
 2624 神谷 亮輔 愛知県 宮の会
 2625 角田 淳 愛知県 
 2626 山本 敬洋 愛知県 
 2627 木村 圭 愛知県 
 2628 丹羽 貴史 愛知県 西春日井広域
 2629 稲垣 嘉紀 愛知県 
 2630 中島 良彦 愛知県 アンリースコーチ
 2631 萩原 竜治 愛知県 パトラン西尾
 2632 稲垣 朋弘 愛知県 
 2633 杉浦 健次 愛知県 
 2634 江端 孝則 愛知県 
 2635 山本 拓矢 愛知県 
 2636 加藤 拓実 愛知県 エベレスト
 2637 小野寺 進悟 愛知県 
 2638 高橋 利造 愛知県 川本製作所
 2639 山本 敦巳 愛知県 
 2640 今井 清一郎 愛知県 TMCK
 2641 黒川 康治 愛知県 
 2642 森田 秀和 愛知県 知多青同
 2643 村松 昭彦 愛知県 ゆうゆう
 2644 奥林 宜彦 愛知県 アイシンAW
 2645 川上 知紀 愛知県 トヨタ女性基金
 2646 山本 孝司 愛知県 山本工業
 2647 若松 武史 愛知県 TPEC
 2648 内藤 宏志 愛知県 トヨタ北海道
 2649 小野田 泰士 愛知県 TGS
 2650 真籠 祥太 愛知県 
 2651 板倉 拓哉 愛知県 
 2652 岡田 慎太郎 愛知県 
 2653 時枝 純二 愛知県 緑のランナーズ
 2654 木村 大祐 愛知県 RUNバカRC
 2655 伊藤 信司 愛知県 
 2656 森 和好 愛知県 
 2657 石川 恭太 愛知県 リップル
 2658 谷 和之 愛知県 
 2659 中村 元治 愛知県 
 2660 寺倉 達雄 愛知県 
 2661 飯永 晃一 愛知県 キムラン
 2662 近藤 充彦 愛知県 
 2663 呉 会杰 愛知県 
 2664 中野 靖大 愛知県 
 2665 新井 修 愛知県 
 2666 高川 龍太 愛知県 
 2667 深萱 正剛 愛知県 て、てやんでい
 2668 星野 大輔 愛知県 
 2669 翠 健一郎 愛知県 
 2670 谷口 慶 愛知県 
 2671 大塚 宗廣 愛知県 
 2672 田中 誠己 愛知県 志塾
 2673 三宅 秀夫 愛知県 
 2674 森田 皓貴 愛知県 
 2675 川口 翔 愛知県 名城大学
 2676 中野 和雄 愛知県 
 2677 加藤 拓哉 愛知県 
 2678 小川 拓也 愛知県 
 2679 高橋 大介 愛知県 
 2680 西村 悠希 愛知県 
 2681 山口 淳史 愛知県 菊里クラブ
 2682 江川 進 三重県 桑名市消防本部
 2683 佐藤 誠 三重県 協会けんぽ
 2684 小西 寛昭 滋賀県 能登川走遊会
 2685 辻 利明 滋賀県 
 2686 遠山 貴大 京都府 
 2687 馬場 宏 大阪府 
 2688 粉川 秀次 大阪府 
 2689 細野 恭一 大阪府 山陰ランクラブ
 2690 木崎 寛之 大阪府 コスミック
 2691 浜根 悠輔 大阪府 JR西日本
 2692 阿部 輝正 大阪府 カネカ大阪
 2693 櫻井 恭志 大阪府 
 2694 多田 雅弘 大阪府 
 2695 濱岡 賢二 大阪府 
 2696 山本 雅裕 大阪府 
 2697 上辻 孟 大阪府 
 2698 東 純平 大阪府 大阪大学
 2699 埋金 洋介 大阪府 
 2700 吉賀 新悟 大阪府 
 2701 内海 勉 大阪府 トレラン大阪
 2702 片岡 慎太郎 大阪府 阪大駅伝同好会
 2703 相見 隆男 大阪府 阪大駅伝同好会
 2704 金児 利久 兵庫県 
 2705 村上 昌義 兵庫県 
 2706 荻野 幸一朗 兵庫県 
 2707 島田 将行 兵庫県 MMC
 2708 永友 大士 兵庫県 
 2709 杉山 真也 兵庫県 豊橋技科大OB
 2710 笹川 辰尚 兵庫県 
 2711 小野寺 純 兵庫県 
 2712 藤井 翔 兵庫県 
 2713 畠山 晴樹 奈良県 
 2714 宮脇 智浩 奈良県 奈良市民走ろう会
 2715 野村 信福 愛媛県 愛媛大学
 2716 白石 僚也 愛媛県 
 2717 梶原 務 高知県 梶原刃物製作所
 2718 濱田 健次 福岡県 福岡ニコニコ走ろ
 2719 平嶺 明光 鹿児島県 かめさんくらぶ
 2720 陳 俊翔 海外 所屬團體名稱  橫越野太空團
 2721 NUNES DE OLIVEIRA JOAQUIM 海外 所屬團體名稱  個人
 2722 Chen Chunwei 海外 
 2723 Chen Laiyuan 海外 Achilles
 2724 Fan TeWei 海外 Achilles
 2725 Chien HaoChe 海外 
 2726 Chen TingYun 海外 
 2727 LIU CHINGHUI 海外 yuen zu
 2728 LIAO WEICHENG 海外 
 2729 JIANG JUNXIN 海外 JOG GoodBuddy
 2730 Zhou Rongfei 海外 
 2731 WANG XIN 海外 BEIJING GAS

 ナンバー 氏 名 都道府県 所 属 

 5001 芹澤 由季子 群馬県 セントラル高崎
 5002 岡崎 秀子 東京都 
 5003 佐藤 恵里 東京都 
 5004 後藤 淳子 神奈川県 
 5005 樫村 美香 神奈川県 
 5006 筏井 悦子 富山県 万葉健友会
 5007 竹内 亜希代 富山県 エアーズ

 5008 松森 愛 富山県 HSC高岡
 5009 安田 由布子 石川県 
 5010 榎木 祥子 石川県 岡部病院
 5011 若林 治子 石川県 ジュピター RC
 5012 遠塚谷 典子 石川県 
 5013 草島 貴子 石川県 
 5014 東本 恵 石川県 
 5015 向瀬 みどり 石川県 赤とんぼ
 5016 西野 雅代 石川県 H・Sクラブ
 5017 宮下 亜紀 石川県 尾口体協CAC
 5018 砂村 憲子 福井県 
 5019 櫻川 みゆき 福井県 
 5020 伊藤 雅美 福井県 クレージー福井
 5021 福島 利恵 長野県 福島はり灸院
 5022 竹村 玲子 大阪府 
 5023 米井 陽子 大阪府 
 5024 中垣 愛子 大阪府 
 5025 水戸 千佳子 兵庫県 
 5026 高岡 好惠 広島県 ドドドォー
 5501 嶋田 朋子 茨城県 STRIDES
 5502 蓮見 仁美 茨城県 たつみ
 5503 関根 潤子 栃木県 小山向野JC
 5504 松崎 ゆき子 群馬県 
 5505 石原 佳奈 埼玉県 
 5506 塚田 京子 埼玉県 
 5507 齋藤 佐知栄 千葉県 チームつる
 5508 鈴木 智子 東京都 
 5509 新恵 麻由美 東京都 
 5510 飯村 由里子 東京都 STRIDES
 5511 五十嵐 真理子 東京都 
 5512 仙波 澄 東京都 
 5513 小宮 和子 東京都 
 5514 海野 美千代 神奈川県 
 5515 安田 叶恵 神奈川県 横浜MMR
 5516 木高 真紀子 神奈川県 
 5517 清野 きぬ 神奈川県 
 5518 飯塚 友紀子 神奈川県 
 5519 中園 真理亜 神奈川県 
 5520 鈴木 和美 新潟県 土夢
 5521 浦田 夏枝 富山県 
 5522 湊 美子 富山県 
 5523 渡辺 久美子 富山県 
 5524 玉川 奈津美 富山県 
 5525 矢澤 鈴代 石川県 おひろ会
 5526 福田 えりか 石川県 
 5527 北川 裕美子 石川県 チーム立花
 5528 山下 加奈子 石川県 物見山クラブ
 5529 中田 愛 石川県 ハクサンクラブ
 5530 堀田 麻里 長野県 
 5531 松尾 美枝 愛知県 中馬塾
 5532 反田 加代子 滋賀県 ビワシーブス
 5533 藤居 初美 滋賀県 
 5534 大橋 晴子 京都府 
 5535 梶 総子 大阪府 
 5536 高木 由美子 大阪府 
 5537 河原 愛美 大阪府 
 5538 松岡 朋枝 大阪府 ブルーミング
 5539 北岡 知子 兵庫県 JJ
 5540 山中 照子 兵庫県 やんちゃ村
 5541 伊藤 あゆみ 和歌山県 
 5542 川西 仁子 徳島県 
 5543 杉山 美千代 徳島県 
 5544 齋藤 則子 徳島県 
 5545 前田 俊子 徳島県 
 5546 折部 知子 徳島県 
 5547 水野 明美 高知県 まるRC
 5548 Chan Kam Heung Tracy 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 5549 辛 洁 海外 所屬團體名稱  ZUICOOL
 5550 Chan Charis WingNgaut 海外 
 6001 山本 英美 富山県 
 6002 村山 絵美 富山県 らーめん部
 6003 大野 愛美 富山県 
 6004 出倉 真由美 福井県 東尋坊鉄人会
 6005 田中 祥子 長野県 
 6006 大山 富士子 岐阜県 
 6007 田舍中 みどり 岐阜県 ヒダセキユ
 6008 山中 美貴子 岐阜県 山中薬局RRC
 6009 牧 令子 愛知県 RRC
 6010 安藤 秀子 愛知県 
 6011 大原 京子 愛知県 
 6012 川添 由紀子 愛知県 
 6013 杉山 真理子 愛知県 
 6014 西條 宣子 愛知県 チームはな
 6015 秋田 由美子 愛知県 
 6016 上田 寿子 兵庫県 
 6017 酒井 幸子 兵庫県 
 6018 木内 千暁 兵庫県 チーム木内
 6019 三家本 美登里 山口県 
 6501 中村 清恵 北海道 
 6502 竹森 晴美 群馬県 
 6503 青木 萌々子 千葉県 
 6504 丸山 有紀 長野県 
 6505 小木曽 小百合 岐阜県 下呂温泉病院
 6506 後藤 友子 岐阜県 長良川走ろう会
 6507 髙木 幸江 岐阜県 ゼクロスF羽島
 6508 薮崎 美紀 静岡県 
 6509 窪田 理沙 静岡県 
 6510 吉川 ひとみ 愛知県 
 6511 池田 美穂 愛知県 
 6512 一柳 美ゆき 愛知県 
 6513 早川 夏未 愛知県 
 6514 空閑 奈美江 愛知県 TGS
 6515 中嶋 園美 愛知県 
 6516 中村 麻季子 愛知県 FINDOUT
 6517 今井 美月 愛知県 
 6518 田中 紗矢香 愛知県 
 6519 澤田 真理 愛知県 
 6520 櫻井 友子 大阪府 大阪大学
 6521 四方 香帆 兵庫県 大阪大学
 6522 藤井 智子 兵庫県 
 6523 清水 菜生 奈良県 阪大駅伝同好会
 6524 市川 光代 奈良県 
 6525 今冨 美穂 大分県 
 6526 YEH SHUFEN 海外 TSMC
 6527 Yeh ChingChing 海外 Achilles

 1575 中野 善人 東京都 MH.TRC
 1576 太田 篤 東京都 
 1577 生嶋 健太 東京都 
 1578 吉野 利次郎 東京都 
 1579 宇佐美 友也 東京都 
 1580 名雪 昌志 東京都 iUMC
 1581 渡部 広太 東京都 
 1582 加治屋 雄樹 東京都 
 1583 厚木 進 東京都 カーディフ生命
 1584 小宮 充浩 東京都 
 1585 石原 壮 東京都 住友商事
 1586 平 康二 神奈川県 洋子&清花&花織
 1587 福本 信吾 神奈川県 
 1588 金子 翔 神奈川県 
 1589 佐々部 一宏 神奈川県 
 1590 荒井 翔次 神奈川県 
 1591 森 健治郎 神奈川県 
 1592 吉田 雅弘 神奈川県 横浜市陸協
 1593 森谷 匡雄 神奈川県 
 1594 関野 暢宏 神奈川県 
 1595 江川 祐一郎 神奈川県 
 1596 山田 達二 神奈川県 
 1597 柳 俊一郎 神奈川県 
 1598 森 省吾 神奈川県 
 1599 榊原 勇一 神奈川県 恩田川走遊会
 1600 小川 一 神奈川県 
 1601 小池 光洋 神奈川県 
 1602 山口 勇貴 神奈川県 
 1603 白井 佑司 神奈川県 HDRC
 1604 山本 隆志 神奈川県 湘南ラッコRS
 1605 加藤 洋輔 神奈川県 
 1606 吉田 繁晴 神奈川県 
 1607 花里 和光 神奈川県 横浜MMR
 1608 高橋 幸男 神奈川県 MMC
 1609 高尾 雅之 神奈川県 
 1610 櫻井 新太郎 新潟県 
 1611 福田 直樹 新潟県 土夢
 1612 五十嵐 仁 新潟県 
 1613 大塚 日出男 新潟県 普門会館
 1614 三納 圭之輔 富山県 ほんわかぱっぱ
 1615 杉本 一行 富山県 HSC高岡
 1616 野口 吉紀 富山県 
 1617 山岸 雅秀 富山県 
 1618 白井 大祐 富山県 
 1619 佐野 義治 富山県 
 1620 齊藤 祐一 富山県 
 1621 部坂 太士 富山県 亀田ジム
 1622 吉田 悠朔 富山県 富士通株式会社
 1623 岡本 清雅 富山県 
 1624 秋田 勝哉 富山県 
 1625 高橋 洋 富山県 
 1626 松岡 祐亮 富山県 
 1627 金子 一毅 富山県 
 1628 岩城 泰丈 富山県 
 1629 小林 伸豪 富山県 REBEL
 1630 平野 潤弥 石川県 パパとママ
 1631 村崎 良太 石川県 NTN
 1632 戸田 真一朗 石川県 
 1633 橋本 勝太郎 石川県 北陸セイケン
 1634 宝榮 孝泰 石川県 
 1635 敷山 務 石川県 
 1636 加瀬 弘一郎 石川県 おひろ会
 1637 原 崇史 石川県 
 1638 大井 正紀 石川県 大松水産
 1639 古澤 隆志 石川県 田中昭文堂印刷
 1640 川上 英彦 石川県 
 1641 舘坂 秀明 石川県 チーム金港堂
 1642 海田 学 石川県 
 1643 西川 晋平 石川県 ニシカワデンキ
 1644 堀 敦彦 石川県 
 1645 城戸 秀憲 石川県 
 1646 下 優太郎 石川県 金沢大学
 1647 竹山 修司 石川県 竹山紙器
 1648 梅田 俊弘 石川県 
 1649 内田 佑介 石川県 トーアエイヨー
 1650 長谷川 泰久 石川県 
 1651 新倉 晋 石川県 
 1652 谷口 貴仁 石川県 
 1653 古舘 宏行 石川県 トーアエイヨー
 1654 山本 駿 石川県 障害保健福祉課
 1655 松居 繁夫 石川県 
 1656 石野 淳一 石川県 
 1657 森田 亮平 石川県 GRC
 1658 坂本 雅俊 石川県 DIO
 1659 塚田 幸次 石川県 
 1660 星野 良輔 石川県 
 1661 森谷 淳 石川県 
 1662 時田 潤二 石川県 DS会
 1663 浦岡 良教 石川県 
 1664 森田 美知太郎 石川県 チームEIZO
 1665 鈴木 浩臣 石川県 スタイリッシュ
 1666 中橋 公輔 石川県 
 1667 山下 正信 石川県 
 1668 丸山 秀行 石川県 ブリヂストン
 1669 角 知哉 石川県 
 1670 越後 直丈 石川県 ダイナミック
 1671 水野 英夫 石川県 
 1672 三浦 克欣 石川県 中能登トレイル
 1673 池端 秀浩 石川県 中条走四浪会
 1674 相河 義和 石川県 チーム条南
 1675 北村 直之 石川県 
 1676 松井 浩志 石川県 中条走四浪会
 1677 宮崎 暁史 石川県 タカラスタ
 1678 吉岡 隆 石川県 
 1679 堂前 享保 石川県 
 1680 桑野 将樹 石川県 
 1681 秋田 大成 石川県 チームツイ廃
 1682 坂本 修 石川県 
 1683 北本 信徳 石川県 金沢村田製作所
 1684 大西 健仁 石川県 H.Sクラブ
 1685 高橋 遼平 石川県 北陸電力（株）
 1686 正藤 勇介 石川県 コマツ
 1687 上保 智人 石川県 GRC
 1688 山下 元春 石川県 A
 1689 大慈弥 三郎 石川県 
 1690 山田 明典 石川県 
 1691 中川 徹 石川県 
 1692 立花 浩一 石川県 
 1693 吉本 貴一 石川県 
 1694 三好 輝政 石川県 チームRXL+
 1695 沢田 允 石川県 
 1696 澤井 隆 石川県 
 1697 柴山 幸博 石川県 大分UMC
 1698 藤井 諭 石川県 
 1699 渡邉 大輔 石川県 
 1700 柳樂 大貴 石川県 

 1701 村本 暢之 石川県 金沢香林坊RC
 1702 清水 健一郎 石川県 トンデモクラブ
 1703 天池 信二 石川県 金沢村田製作所
 1704 山﨑 淳士 福井県 SALUD
 1705 山田 康夫 福井県 
 1706 江原 和馬 福井県 
 1707 川上 智 福井県 
 1708 建部 有佑 福井県 
 1709 鈴木 清和 福井県 
 1710 森川 真俊 福井県 若越ひかりの村
 1711 高橋 勝彦 福井県 光生アルミニウム
 1712 豊田 清士 長野県 ●豊田農園●
 1713 穐澤 正仁 長野県 
 1714 雨宮 由典 長野県 
 1715 與那原 眞 岐阜県 岐阜グリコ
 1716 北島 陽介 静岡県 
 1717 和田 敦志 静岡県 
 1718 鈴木 祐太郎 静岡県 エナジャイズ
 1719 谷 政幸 静岡県 
 1720 勝田 康補 愛知県 セル開
 1721 藤本 博志 愛知県 
 1722 芳賀 功一 愛知県 チーム逃走者たち
 1723 久田 光政 愛知県 愛知ボラセン
 1724 藤井 亨 愛知県 
 1725 松尾 幸一 愛知県 
 1726 小笠原 健二 愛知県 中馬塾
 1727 吉川 稔満 愛知県 
 1728 稲垣 勤 愛知県 個人
 1729 内藤 雅文 愛知県 
 1730 刀根 靖 愛知県 丸八RC
 1731 藤原 直樹 愛知県 
 1732 竹内 友希 愛知県 ぴろき走行会
 1733 坂本 英二 愛知県 
 1734 加納 正勝 三重県 シティ四日市
 1735 野田 哲矢 三重県 
 1736 岡本 崇 三重県 松阪あすび～と
 1737 川口 勝己 滋賀県 キリンOB
 1738 奥嶋 一輝 滋賀県 
 1739 柴田 智仁 滋賀県 
 1740 石川 明弘 滋賀県 片チンクラブ
 1741 黒川 治郎 滋賀県 
 1742 藤原 能孝 京都府 
 1743 谷 浩司 京都府 
 1744 桒原 宏臣 京都府 
 1745 辻井 喜勝 京都府 
 1746 安達 康貴 大阪府 センセイラン
 1747 中本 太郎 大阪府 
 1748 山本 光男 大阪府 
 1749 川江 宇一郎 大阪府 
 1750 徳岡 亮 大阪府 
 1751 梶 寿成 大阪府 
 1752 田中 充 大阪府 片チンクラブ
 1753 村田 和彦 大阪府 
 1754 石井 恒也 大阪府 山本香料株式会社
 1755 米田 直 大阪府 
 1756 田村 好弘 大阪府 
 1757 花田 一紀 大阪府 杉岡ランニング会
 1758 高野 透 大阪府 
 1759 松浦 洋佑 大阪府 大阪ガス株式会社
 1760 西田 正幸 大阪府 
 1761 荒木 優 大阪府 大阪陸協
 1762 川口 浩範 大阪府 
 1763 黒木 勝也 兵庫県 
 1764 岩間 友伸 兵庫県 
 1765 中川 雄太 兵庫県 
 1766 中嶋 幸樹 兵庫県 イオンリテール
 1767 作岡 信秀 兵庫県 東海マラニック
 1768 竹上 歩 兵庫県 
 1769 加藤 康男 兵庫県 よかにせPRC
 1770 野口 仁 兵庫県 
 1771 中川 智貴 兵庫県 奥山化工業
 1772 三隅 文彦 兵庫県 日建技術コンサル
 1773 内田 敬三 兵庫県 東海マラニック
 1774 柳田 浩志 奈良県 安井塾
 1775 竹ﾉ内 祐一 奈良県 
 1776 冨永 聡 奈良県 
 1777 三上 英範 奈良県 森林管理事務所
 1778 松田 奨平 和歌山県 チーム鯛焼き
 1779 仲西 宏 島根県 安来市陸協
 1780 藤田 尚也 岡山県 
 1781 瀧浦 光樹 岡山県 
 1782 堂免 利行 岡山県 
 1783 竹本 善則 岡山県 福山列車区
 1784 難波 達弘 岡山県 BlueDog
 1785 藤井 暁 岡山県 高梁マラソン部
 1786 杉山 昭彦 徳島県 
 1787 藤原 龍史 香川県 
 1788 平田 貴之 香川県 
 1789 長井 悠輔 愛媛県 
 1790 上甲 奉文 愛媛県 宇和島陸協会」¥
 1791 白石 淳一 高知県 
 1792 児嶋 拓也 福岡県 大賀薬局
 1793 伊原 直 福岡県 福岡リハ病院
 1794 片岡 寛之 福岡県 北九州FRC
 1795 西本 智也 福岡県 北九州ランステ
 1796 清水 修 長崎県 壱岐カメクラブ
 1797 下辺 寛弥 長崎県 ありかわ調剤薬局
 1798 内村 修二 宮崎県 
 1799 星野 元興 鹿児島県 大嵓寺
 1800 徳永 健一 鹿児島県 神拳勝舞×7
 1801 田添 祐一 鹿児島県 島の走る税理士
 1802 新垣 保 沖縄県 
 1803 Lo Chi Sum 海外 所屬團體名稱  Hkprc
 1804 Li Ching Nam 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1805 CHURN CHAU LEUNG ANDY 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1806 陳 偉山 海外 所屬團體名稱  Hkprc
 1807 周 偉昌 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1808 夏 廣傑 海外 所屬團體名稱  無
 1809 吳 金亮 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1810 陳 為吉 海外 所屬團體名稱  江湖跑堂
 1811 Wu Lei 海外 LOST IN TRAILS
 1812 SUN TAO 海外 
 1813 吉岡 鉄平 石川県 
 2001 伊藤 満 岩手県 アンバー RC
 2002 阿部 洋 岩手県 七時雨TRC
 2003 中島 泰三 茨城県 
 2004 村上 和彦 栃木県 
 2005 岩島 義規 栃木県 
 2006 藤原 孝行 埼玉県 ウルトラ～ず
 2007 遊馬 健二 埼玉県 
 2008 譜久島 仁 埼玉県 
 2009 池澤 亮 埼玉県 
 2010 岡田 正 埼玉県 
 2011 酒井 宏満 埼玉県 
 2012 椎場 裕 千葉県 雛見沢分校遊戯部
 2013 屋良 優 千葉県 

 2014 川端 元基 千葉県 東京都信金協会
 2015 瀧井 創 千葉県 ウルトラーず
 2016 藤原 法生 東京都 
 2017 中島 勉 東京都 農中
 2018 小林 常治 東京都 アドック
 2019 カーペンター ジェイソン 東京都 
 2020 遠藤 広之 東京都 パナソニック環
 2021 末田 哲哉 東京都 元標保存会
 2022 川北 晃裕 東京都 ニューホープ成増
 2023 八木野 学 神奈川県 パナソニック環
 2024 賀陽 和彦 神奈川県 
 2025 山川 敏秀 神奈川県 
 2026 小林 大起 神奈川県 キャタピラー
 2027 平岡 治 神奈川県 ラン&ラン
 2028 中村 昭雄 神奈川県 川崎市陸協
 2029 船木 伸一 神奈川県 カナスリート
 2030 渡辺 隆敏 神奈川県 横浜瀬谷走友会
 2031 永井 真敏 神奈川県 ランアンドラン
 2032 中野 貴志 神奈川県 AGC
 2033 藤本 徹 新潟県 ツインくる　東北
 2034 安澤 泰永 新潟県 新潟トキらん
 2035 田口 幸史 富山県 三協アルミ
 2036 荻野 靖宗 富山県 生地小学校
 2037 米澤 誠 富山県 北斗&TRY
 2038 吉田 庄吾 富山県 開進堂楽器
 2039 鎌田 郁男 富山県 ふくみつsc
 2040 河原 稔 富山県 エアーズ
 2041 山下 長雄 富山県 人類基盤史研究所
 2042 鈴木 章円 富山県 らーめん部
 2043 山藤 由起夫 富山県 
 2044 広瀬 勇 富山県 富山市消防局
 2045 横 信一 石川県 
 2046 新谷 忠一 石川県 根上工業駅伝部
 2047 竹内 幸生 石川県 九谷物産株式会社
 2048 西田 立 石川県 九谷物産株式会社
 2049 梨木 政勝 福井県 チーム一期一会
 2050 松崎 哲平 福井県 
 2051 大谷 信夫 福井県 
 2052 山本 一浩 福井県 adv.jp
 2053 古澤 寛之 岐阜県 
 2054 淺野 善信 岐阜県 ゼクロスF羽島
 2055 西松 敏昭 岐阜県 
 2056 河野 義人 岐阜県 チームコパン
 2057 遠藤 賢児 岐阜県 山崎軍団
 2058 上野 礼人 岐阜県 
 2059 石田 学 岐阜県 
 2060 玉田 まこと 岐阜県 ゆうまっち
 2061 石橋 恵一 岐阜県 
 2062 中嶋 茂雄 岐阜県 カレー王子
 2063 渡辺 寿己 岐阜県 KENショックス
 2064 深浦 章 岐阜県 長良川走ろう会
 2065 後藤 健治 岐阜県 八幡小学校
 2066 河合 誠樹 岐阜県 
 2067 臼田 勲 岐阜県 臼田設計室
 2068 菅沼 義明 岐阜県 チーム若旦那
 2069 佐々木 一弘 岐阜県 オークヴィレッジ
 2070 瀧川 清人 岐阜県 中部電力
 2071 田中 謙太郎 岐阜県 新友陸上
 2072 橋本 達也 岐阜県 スヌーピー大学
 2073 三品 一春 岐阜県 長良川走ろう会
 2074 石原 拓哉 岐阜県 
 2075 中村 亨 岐阜県 
 2076 永冶 敏司 岐阜県 
 2077 長谷川 満 岐阜県 土岐紅陵高校RC
 2078 白木 光成 岐阜県 白川村役場
 2079 成畑 晃希 岐阜県 
 2080 手塚 洋平 岐阜県 洋梨クラブ
 2081 杉下 厚 岐阜県 日本レヂボン
 2082 西村 光弘 岐阜県 
 2083 林 信明 岐阜県 チームノブ
 2084 野原 隆広 岐阜県 イビデン樹脂
 2085 滝川 洋司 愛知県 
 2086 志田 聖悟 愛知県 
 2087 山田 将司 愛知県 
 2088 滝口 成生 愛知県 POPCORN
 2089 古橋 秀成 愛知県 ふるはし動物病院
 2090 宮崎 剛史 愛知県 カバーオール
 2091 野村 和孝 愛知県 TKR
 2092 石川 慎一朗 愛知県 リスパック
 2093 小池 康 愛知県 
 2094 竹内 正樹 愛知県 
 2095 小川 智紀 愛知県 
 2096 白井 敏之 愛知県 キムラン!
 2097 山下 英樹 愛知県 
 2098 木野 富康 愛知県 
 2099 小嶋 峰雄 愛知県 1輸空
 2100 片岡 実 愛知県 
 2101 柴田 英樹 愛知県 尾張旭RC
 2102 田中 克拓 愛知県 いっしき陸上クラ
 2103 細江 大祐 愛知県 
 2104 高木 慶太 愛知県 
 2105 近藤 俊樹 愛知県 
 2106 稲熊 直樹 愛知県 カシワヤ
 2107 高橋 良尚 愛知県 キムラン
 2108 若子 隆彦 愛知県 
 2109 大原 啓示 愛知県 メイツ走遊会
 2110 山中 英治 愛知県 NITTO
 2111 小谷 優介 愛知県 SANAGE
 2112 佐藤 直季 愛知県 
 2113 小島 弘嗣 愛知県 
 2114 真島 一成 愛知県 
 2115 片山 隆 愛知県 キムラン!
 2116 中川 淳 愛知県 
 2117 紀伊 保 愛知県 矢作建設工業
 2118 近藤 洋右 愛知県 アシスト
 2119 山内 庄一 愛知県 
 2120 進藤 一 愛知県 
 2121 菊池 竹美 愛知県 桶狭間大池迷走会
 2122 高橋 則夫 愛知県 
 2123 野村 建太郎 愛知県 
 2124 東城 正佳 愛知県 
 2125 大西 勝 愛知県 
 2126 加藤 大策 三重県 
 2127 加藤 保雄 三重県 桑名走友会
 2128 野口 正人 三重県 
 2129 伊藤 太士 三重県 FunkyS
 2130 船入 公孝 三重県 チームふなピー
 2131 栄迫 功 滋賀県 OSP滋賀工場
 2132 中川 英樹 滋賀県 クラブR2西日本
 2133 岩崎 力 京都府 
 2134 前川 正美 大阪府 いのしょう
 2135 宮下 賢哉 大阪府 
 2136 金本 知和 大阪府 
 2137 西川 栄一 兵庫県 
 2138 中川 保 奈良県 はしりくんRC
 2139 東 哲広 奈良県 
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 2140 高野 文典 広島県 三原アスリート
 2141 堀井 洋和 広島県 
 2142 佐竹 誠二郎 徳島県 ウェル亀徳島
 2143 松英 雅俊 徳島県 NJP仮装部
 2144 高畠 豊 徳島県 
 2145 中田 耕次 香川県 
 2501 中川 智徳 北海道 北樹会病院
 2502 下河原 教志 岩手県 
 2503 イワツキ ヒトシ 宮城県 
 2504 渡辺 浩司 福島県 
 2505 安田 寿夫 福島県 ステイヤーズ
 2506 秋山 寛 栃木県 本田技術研究所
 2507 田中 直輝 栃木県 ケーヒン
 2508 横塚 亮 栃木県 
 2509 小島 雄二 群馬県 桐生走ろう会
 2510 新島 隆志 群馬県 
 2511 瑤寺 晃 埼玉県 
 2512 野村 竜平 埼玉県 UDトラックス
 2513 荒木 智格 埼玉県 
 2514 平野 敦史 埼玉県 明治坂戸RC
 2515 小沼 義典 千葉県 浦安ハーフ走会
 2516 井口 明 千葉県 佐倉陸友会
 2517 佐々木 浩史 千葉県 浦安ランナーズ
 2518 張 華成 千葉県 TCMC
 2519 今井 康之 千葉県 六華RC
 2520 堀内 伸治 千葉県 MPC
 2521 佐久間 賢志 千葉県 
 2522 千葉 祥太郎 千葉県 
 2523 中川 聡 千葉県 CR2東日本
 2524 関川 祥吾 千葉県 中央学院大学AC
 2525 関川 政一 千葉県 Nararun
 2526 伏木 光英 東京都 
 2527 梅林 澄人 東京都 
 2528 山田 和生 東京都 和接骨院
 2529 佐藤 好彦 東京都 
 2530 梅崎 宝 東京都 
 2531 天道 善行 東京都 
 2532 浜田 達也 東京都 ランバカRC
 2533 大佐古 一徳 東京都 
 2534 半澤 秀一 東京都 
 2535 阿部 圭佑 東京都 法政大学
 2536 菊池 伸明 東京都 
 2537 岩井 翼 東京都 
 2538 新 謙一 東京都 
 2539 新 勇輝 東京都 明治大学
 2540 内ヶ崎 政徳 東京都 東京陸協
 2541 池上 智浩 東京都 
 2542 松尾 淳平 東京都 
 2543 根本 文明 東京都 大江戸飛脚会
 2544 阿久沢 金由 神奈川県 
 2545 鈴木 浩司 神奈川県 
 2546 荒木 光 神奈川県 
 2547 大宮 敏正 神奈川県 あじさいクラブ
 2548 ミヤリトシン アントン 神奈川県 
 2549 小島 憲和 神奈川県 RUNバカRC
 2550 高橋 よしあき 神奈川県 カワサキ931
 2551 南谷 達郎 神奈川県 
 2552 関山 秀雄 神奈川県 T&R.AC
 2553 武藤 幸紀 神奈川県 藤沢登山同好会
 2554 皆川 泰紀 神奈川県 
 2555 室川 真一 新潟県 
 2556 渡邊 優 新潟県 
 2557 東 信一 富山県 スパイダーズ
 2558 二村 裕治 富山県 
 2559 吉田 一樹 富山県 
 2560 池永 博一 富山県 
 2561 林 武彦 富山県 santen
 2562 岩田 修 富山県 
 2563 廣上 岳雄 富山県 ウルトラ警備隊
 2564 中口 真一 富山県 
 2565 ナガイ トシオ 富山県 
 2566 三浦 聡 富山県 TMC.AC
 2567 遠田 祐司 石川県 
 2568 小平 天 石川県 下駄連
 2569 大橋 和美 福井県 RC福井
 2570 柳 一哉 山梨県 甲府地区消防本部
 2571 後藤 豊 長野県 チームA-FM
 2572 伊藤 恒平 長野県 
 2573 林 充憲 長野県 
 2574 小川 憲太郎 長野県 TEAM音叉
 2575 丑山 直樹 長野県 
 2576 桐澤 明 長野県 てんゆ
 2577 奥嶋 基敦 長野県 オクシー55
 2578 小林 純 長野県 
 2579 室谷 文雄 岐阜県 長良川走ろう会
 2580 浅野 純也 岐阜県 ぬまちゃんず
 2581 奥原 寿隆 岐阜県 秋神ジョイズ
 2582 高野 和幸 岐阜県 
 2583 相宮 真悟 岐阜県 
 2584 古田 浩人 岐阜県 
 2585 山口 恭市 岐阜県 長良川走ろう会
 2586 石野 治 岐阜県 
 2587 吉村 和也 岐阜県 川崎重工
 2588 中嶋 大樹 岐阜県 
 2589 鈴木 穂高 岐阜県 ウイングラン飛
 2590 左合 辰旭 岐阜県 
 2591 南部 博 岐阜県 
 2592 國井 敦志 岐阜県 愛知教育大学
 2593 関根 実 岐阜県 ララ無理
 2594 山田 哲雄 岐阜県 長良川走ろう会
 2595 竹中 裕人 岐阜県 伽舞
 2596 平林 裕貴 岐阜県 中濃消防組合
 2597 永田 秀夫 静岡県 
 2598 井元 工治 静岡県 
 2599 鈴木 康之 静岡県 アストラックス
 2600 渡部 竜大 静岡県 
 2601 窪田 圭英 静岡県 
 2602 笠井 慎一 静岡県 スマイリー
 2603 杉村 久雄 静岡県 エスアスリーツ
 2604 宮本 定治 静岡県 有玉パン
 2605 佐藤 哲也 静岡県 T287E
 2606 山中 政文 静岡県 自販浜松RC
 2607 垣 伸明 静岡県 もう限会
 2608 森田 亮 愛知県 TPEC ー RC
 2609 諸角 泰裕 愛知県 Ducati
 2610 杉浦 定康 愛知県 
 2611 林 数馬 愛知県 
 2612 伊東 努 愛知県 
 2613 伊藤 浩一 愛知県 稲沢走友会
 2614 荻山 秀一 愛知県 
 2615 栗田 裕記 愛知県 CHRYSINA
 2616 永井 義人 愛知県 東海道UM
 2617 杉浦 健太郎 愛知県 RUNバカRC
 2618 桜井 陽祐 愛知県 RUNバカRC
 2619 大浦 修 愛知県 
 2620 速水 広一 愛知県 

 2621 広瀬 陵丞 愛知県 
 2622 橋詰 直樹 愛知県 
 2623 佐藤 智之 愛知県 RUNバカRC
 2624 神谷 亮輔 愛知県 宮の会
 2625 角田 淳 愛知県 
 2626 山本 敬洋 愛知県 
 2627 木村 圭 愛知県 
 2628 丹羽 貴史 愛知県 西春日井広域
 2629 稲垣 嘉紀 愛知県 
 2630 中島 良彦 愛知県 アンリースコーチ
 2631 萩原 竜治 愛知県 パトラン西尾
 2632 稲垣 朋弘 愛知県 
 2633 杉浦 健次 愛知県 
 2634 江端 孝則 愛知県 
 2635 山本 拓矢 愛知県 
 2636 加藤 拓実 愛知県 エベレスト
 2637 小野寺 進悟 愛知県 
 2638 高橋 利造 愛知県 川本製作所
 2639 山本 敦巳 愛知県 
 2640 今井 清一郎 愛知県 TMCK
 2641 黒川 康治 愛知県 
 2642 森田 秀和 愛知県 知多青同
 2643 村松 昭彦 愛知県 ゆうゆう
 2644 奥林 宜彦 愛知県 アイシンAW
 2645 川上 知紀 愛知県 トヨタ女性基金
 2646 山本 孝司 愛知県 山本工業
 2647 若松 武史 愛知県 TPEC
 2648 内藤 宏志 愛知県 トヨタ北海道
 2649 小野田 泰士 愛知県 TGS
 2650 真籠 祥太 愛知県 
 2651 板倉 拓哉 愛知県 
 2652 岡田 慎太郎 愛知県 
 2653 時枝 純二 愛知県 緑のランナーズ
 2654 木村 大祐 愛知県 RUNバカRC
 2655 伊藤 信司 愛知県 
 2656 森 和好 愛知県 
 2657 石川 恭太 愛知県 リップル
 2658 谷 和之 愛知県 
 2659 中村 元治 愛知県 
 2660 寺倉 達雄 愛知県 
 2661 飯永 晃一 愛知県 キムラン
 2662 近藤 充彦 愛知県 
 2663 呉 会杰 愛知県 
 2664 中野 靖大 愛知県 
 2665 新井 修 愛知県 
 2666 高川 龍太 愛知県 
 2667 深萱 正剛 愛知県 て、てやんでい
 2668 星野 大輔 愛知県 
 2669 翠 健一郎 愛知県 
 2670 谷口 慶 愛知県 
 2671 大塚 宗廣 愛知県 
 2672 田中 誠己 愛知県 志塾
 2673 三宅 秀夫 愛知県 
 2674 森田 皓貴 愛知県 
 2675 川口 翔 愛知県 名城大学
 2676 中野 和雄 愛知県 
 2677 加藤 拓哉 愛知県 
 2678 小川 拓也 愛知県 
 2679 高橋 大介 愛知県 
 2680 西村 悠希 愛知県 
 2681 山口 淳史 愛知県 菊里クラブ
 2682 江川 進 三重県 桑名市消防本部
 2683 佐藤 誠 三重県 協会けんぽ
 2684 小西 寛昭 滋賀県 能登川走遊会
 2685 辻 利明 滋賀県 
 2686 遠山 貴大 京都府 
 2687 馬場 宏 大阪府 
 2688 粉川 秀次 大阪府 
 2689 細野 恭一 大阪府 山陰ランクラブ
 2690 木崎 寛之 大阪府 コスミック
 2691 浜根 悠輔 大阪府 JR西日本
 2692 阿部 輝正 大阪府 カネカ大阪
 2693 櫻井 恭志 大阪府 
 2694 多田 雅弘 大阪府 
 2695 濱岡 賢二 大阪府 
 2696 山本 雅裕 大阪府 
 2697 上辻 孟 大阪府 
 2698 東 純平 大阪府 大阪大学
 2699 埋金 洋介 大阪府 
 2700 吉賀 新悟 大阪府 
 2701 内海 勉 大阪府 トレラン大阪
 2702 片岡 慎太郎 大阪府 阪大駅伝同好会
 2703 相見 隆男 大阪府 阪大駅伝同好会
 2704 金児 利久 兵庫県 
 2705 村上 昌義 兵庫県 
 2706 荻野 幸一朗 兵庫県 
 2707 島田 将行 兵庫県 MMC
 2708 永友 大士 兵庫県 
 2709 杉山 真也 兵庫県 豊橋技科大OB
 2710 笹川 辰尚 兵庫県 
 2711 小野寺 純 兵庫県 
 2712 藤井 翔 兵庫県 
 2713 畠山 晴樹 奈良県 
 2714 宮脇 智浩 奈良県 奈良市民走ろう会
 2715 野村 信福 愛媛県 愛媛大学
 2716 白石 僚也 愛媛県 
 2717 梶原 務 高知県 梶原刃物製作所
 2718 濱田 健次 福岡県 福岡ニコニコ走ろ
 2719 平嶺 明光 鹿児島県 かめさんくらぶ
 2720 陳 俊翔 海外 所屬團體名稱  橫越野太空團
 2721 NUNES DE OLIVEIRA JOAQUIM 海外 所屬團體名稱  個人
 2722 Chen Chunwei 海外 
 2723 Chen Laiyuan 海外 Achilles
 2724 Fan TeWei 海外 Achilles
 2725 Chien HaoChe 海外 
 2726 Chen TingYun 海外 
 2727 LIU CHINGHUI 海外 yuen zu
 2728 LIAO WEICHENG 海外 
 2729 JIANG JUNXIN 海外 JOG GoodBuddy
 2730 Zhou Rongfei 海外 
 2731 WANG XIN 海外 BEIJING GAS

 ナンバー 氏 名 都道府県 所 属 

 5001 芹澤 由季子 群馬県 セントラル高崎
 5002 岡崎 秀子 東京都 
 5003 佐藤 恵里 東京都 
 5004 後藤 淳子 神奈川県 
 5005 樫村 美香 神奈川県 
 5006 筏井 悦子 富山県 万葉健友会
 5007 竹内 亜希代 富山県 エアーズ

 5008 松森 愛 富山県 HSC高岡
 5009 安田 由布子 石川県 
 5010 榎木 祥子 石川県 岡部病院
 5011 若林 治子 石川県 ジュピター RC
 5012 遠塚谷 典子 石川県 
 5013 草島 貴子 石川県 
 5014 東本 恵 石川県 
 5015 向瀬 みどり 石川県 赤とんぼ
 5016 西野 雅代 石川県 H・Sクラブ
 5017 宮下 亜紀 石川県 尾口体協CAC
 5018 砂村 憲子 福井県 
 5019 櫻川 みゆき 福井県 
 5020 伊藤 雅美 福井県 クレージー福井
 5021 福島 利恵 長野県 福島はり灸院
 5022 竹村 玲子 大阪府 
 5023 米井 陽子 大阪府 
 5024 中垣 愛子 大阪府 
 5025 水戸 千佳子 兵庫県 
 5026 高岡 好惠 広島県 ドドドォー
 5501 嶋田 朋子 茨城県 STRIDES
 5502 蓮見 仁美 茨城県 たつみ
 5503 関根 潤子 栃木県 小山向野JC
 5504 松崎 ゆき子 群馬県 
 5505 石原 佳奈 埼玉県 
 5506 塚田 京子 埼玉県 
 5507 齋藤 佐知栄 千葉県 チームつる
 5508 鈴木 智子 東京都 
 5509 新恵 麻由美 東京都 
 5510 飯村 由里子 東京都 STRIDES
 5511 五十嵐 真理子 東京都 
 5512 仙波 澄 東京都 
 5513 小宮 和子 東京都 
 5514 海野 美千代 神奈川県 
 5515 安田 叶恵 神奈川県 横浜MMR
 5516 木高 真紀子 神奈川県 
 5517 清野 きぬ 神奈川県 
 5518 飯塚 友紀子 神奈川県 
 5519 中園 真理亜 神奈川県 
 5520 鈴木 和美 新潟県 土夢
 5521 浦田 夏枝 富山県 
 5522 湊 美子 富山県 
 5523 渡辺 久美子 富山県 
 5524 玉川 奈津美 富山県 
 5525 矢澤 鈴代 石川県 おひろ会
 5526 福田 えりか 石川県 
 5527 北川 裕美子 石川県 チーム立花
 5528 山下 加奈子 石川県 物見山クラブ
 5529 中田 愛 石川県 ハクサンクラブ
 5530 堀田 麻里 長野県 
 5531 松尾 美枝 愛知県 中馬塾
 5532 反田 加代子 滋賀県 ビワシーブス
 5533 藤居 初美 滋賀県 
 5534 大橋 晴子 京都府 
 5535 梶 総子 大阪府 
 5536 高木 由美子 大阪府 
 5537 河原 愛美 大阪府 
 5538 松岡 朋枝 大阪府 ブルーミング
 5539 北岡 知子 兵庫県 JJ
 5540 山中 照子 兵庫県 やんちゃ村
 5541 伊藤 あゆみ 和歌山県 
 5542 川西 仁子 徳島県 
 5543 杉山 美千代 徳島県 
 5544 齋藤 則子 徳島県 
 5545 前田 俊子 徳島県 
 5546 折部 知子 徳島県 
 5547 水野 明美 高知県 まるRC
 5548 Chan Kam Heung Tracy 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 5549 辛 洁 海外 所屬團體名稱  ZUICOOL
 5550 Chan Charis WingNgaut 海外 
 6001 山本 英美 富山県 
 6002 村山 絵美 富山県 らーめん部
 6003 大野 愛美 富山県 
 6004 出倉 真由美 福井県 東尋坊鉄人会
 6005 田中 祥子 長野県 
 6006 大山 富士子 岐阜県 
 6007 田舍中 みどり 岐阜県 ヒダセキユ
 6008 山中 美貴子 岐阜県 山中薬局RRC
 6009 牧 令子 愛知県 RRC
 6010 安藤 秀子 愛知県 
 6011 大原 京子 愛知県 
 6012 川添 由紀子 愛知県 
 6013 杉山 真理子 愛知県 
 6014 西條 宣子 愛知県 チームはな
 6015 秋田 由美子 愛知県 
 6016 上田 寿子 兵庫県 
 6017 酒井 幸子 兵庫県 
 6018 木内 千暁 兵庫県 チーム木内
 6019 三家本 美登里 山口県 
 6501 中村 清恵 北海道 
 6502 竹森 晴美 群馬県 
 6503 青木 萌々子 千葉県 
 6504 丸山 有紀 長野県 
 6505 小木曽 小百合 岐阜県 下呂温泉病院
 6506 後藤 友子 岐阜県 長良川走ろう会
 6507 髙木 幸江 岐阜県 ゼクロスF羽島
 6508 薮崎 美紀 静岡県 
 6509 窪田 理沙 静岡県 
 6510 吉川 ひとみ 愛知県 
 6511 池田 美穂 愛知県 
 6512 一柳 美ゆき 愛知県 
 6513 早川 夏未 愛知県 
 6514 空閑 奈美江 愛知県 TGS
 6515 中嶋 園美 愛知県 
 6516 中村 麻季子 愛知県 FINDOUT
 6517 今井 美月 愛知県 
 6518 田中 紗矢香 愛知県 
 6519 澤田 真理 愛知県 
 6520 櫻井 友子 大阪府 大阪大学
 6521 四方 香帆 兵庫県 大阪大学
 6522 藤井 智子 兵庫県 
 6523 清水 菜生 奈良県 阪大駅伝同好会
 6524 市川 光代 奈良県 
 6525 今冨 美穂 大分県 
 6526 YEH SHUFEN 海外 TSMC
 6527 Yeh ChingChing 海外 Achilles

 1575 中野 善人 東京都 MH.TRC
 1576 太田 篤 東京都 
 1577 生嶋 健太 東京都 
 1578 吉野 利次郎 東京都 
 1579 宇佐美 友也 東京都 
 1580 名雪 昌志 東京都 iUMC
 1581 渡部 広太 東京都 
 1582 加治屋 雄樹 東京都 
 1583 厚木 進 東京都 カーディフ生命
 1584 小宮 充浩 東京都 
 1585 石原 壮 東京都 住友商事
 1586 平 康二 神奈川県 洋子&清花&花織
 1587 福本 信吾 神奈川県 
 1588 金子 翔 神奈川県 
 1589 佐々部 一宏 神奈川県 
 1590 荒井 翔次 神奈川県 
 1591 森 健治郎 神奈川県 
 1592 吉田 雅弘 神奈川県 横浜市陸協
 1593 森谷 匡雄 神奈川県 
 1594 関野 暢宏 神奈川県 
 1595 江川 祐一郎 神奈川県 
 1596 山田 達二 神奈川県 
 1597 柳 俊一郎 神奈川県 
 1598 森 省吾 神奈川県 
 1599 榊原 勇一 神奈川県 恩田川走遊会
 1600 小川 一 神奈川県 
 1601 小池 光洋 神奈川県 
 1602 山口 勇貴 神奈川県 
 1603 白井 佑司 神奈川県 HDRC
 1604 山本 隆志 神奈川県 湘南ラッコRS
 1605 加藤 洋輔 神奈川県 
 1606 吉田 繁晴 神奈川県 
 1607 花里 和光 神奈川県 横浜MMR
 1608 高橋 幸男 神奈川県 MMC
 1609 高尾 雅之 神奈川県 
 1610 櫻井 新太郎 新潟県 
 1611 福田 直樹 新潟県 土夢
 1612 五十嵐 仁 新潟県 
 1613 大塚 日出男 新潟県 普門会館
 1614 三納 圭之輔 富山県 ほんわかぱっぱ
 1615 杉本 一行 富山県 HSC高岡
 1616 野口 吉紀 富山県 
 1617 山岸 雅秀 富山県 
 1618 白井 大祐 富山県 
 1619 佐野 義治 富山県 
 1620 齊藤 祐一 富山県 
 1621 部坂 太士 富山県 亀田ジム
 1622 吉田 悠朔 富山県 富士通株式会社
 1623 岡本 清雅 富山県 
 1624 秋田 勝哉 富山県 
 1625 高橋 洋 富山県 
 1626 松岡 祐亮 富山県 
 1627 金子 一毅 富山県 
 1628 岩城 泰丈 富山県 
 1629 小林 伸豪 富山県 REBEL
 1630 平野 潤弥 石川県 パパとママ
 1631 村崎 良太 石川県 NTN
 1632 戸田 真一朗 石川県 
 1633 橋本 勝太郎 石川県 北陸セイケン
 1634 宝榮 孝泰 石川県 
 1635 敷山 務 石川県 
 1636 加瀬 弘一郎 石川県 おひろ会
 1637 原 崇史 石川県 
 1638 大井 正紀 石川県 大松水産
 1639 古澤 隆志 石川県 田中昭文堂印刷
 1640 川上 英彦 石川県 
 1641 舘坂 秀明 石川県 チーム金港堂
 1642 海田 学 石川県 
 1643 西川 晋平 石川県 ニシカワデンキ
 1644 堀 敦彦 石川県 
 1645 城戸 秀憲 石川県 
 1646 下 優太郎 石川県 金沢大学
 1647 竹山 修司 石川県 竹山紙器
 1648 梅田 俊弘 石川県 
 1649 内田 佑介 石川県 トーアエイヨー
 1650 長谷川 泰久 石川県 
 1651 新倉 晋 石川県 
 1652 谷口 貴仁 石川県 
 1653 古舘 宏行 石川県 トーアエイヨー
 1654 山本 駿 石川県 障害保健福祉課
 1655 松居 繁夫 石川県 
 1656 石野 淳一 石川県 
 1657 森田 亮平 石川県 GRC
 1658 坂本 雅俊 石川県 DIO
 1659 塚田 幸次 石川県 
 1660 星野 良輔 石川県 
 1661 森谷 淳 石川県 
 1662 時田 潤二 石川県 DS会
 1663 浦岡 良教 石川県 
 1664 森田 美知太郎 石川県 チームEIZO
 1665 鈴木 浩臣 石川県 スタイリッシュ
 1666 中橋 公輔 石川県 
 1667 山下 正信 石川県 
 1668 丸山 秀行 石川県 ブリヂストン
 1669 角 知哉 石川県 
 1670 越後 直丈 石川県 ダイナミック
 1671 水野 英夫 石川県 
 1672 三浦 克欣 石川県 中能登トレイル
 1673 池端 秀浩 石川県 中条走四浪会
 1674 相河 義和 石川県 チーム条南
 1675 北村 直之 石川県 
 1676 松井 浩志 石川県 中条走四浪会
 1677 宮崎 暁史 石川県 タカラスタ
 1678 吉岡 隆 石川県 
 1679 堂前 享保 石川県 
 1680 桑野 将樹 石川県 
 1681 秋田 大成 石川県 チームツイ廃
 1682 坂本 修 石川県 
 1683 北本 信徳 石川県 金沢村田製作所
 1684 大西 健仁 石川県 H.Sクラブ
 1685 高橋 遼平 石川県 北陸電力（株）
 1686 正藤 勇介 石川県 コマツ
 1687 上保 智人 石川県 GRC
 1688 山下 元春 石川県 A
 1689 大慈弥 三郎 石川県 
 1690 山田 明典 石川県 
 1691 中川 徹 石川県 
 1692 立花 浩一 石川県 
 1693 吉本 貴一 石川県 
 1694 三好 輝政 石川県 チームRXL+
 1695 沢田 允 石川県 
 1696 澤井 隆 石川県 
 1697 柴山 幸博 石川県 大分UMC
 1698 藤井 諭 石川県 
 1699 渡邉 大輔 石川県 
 1700 柳樂 大貴 石川県 

 1701 村本 暢之 石川県 金沢香林坊RC
 1702 清水 健一郎 石川県 トンデモクラブ
 1703 天池 信二 石川県 金沢村田製作所
 1704 山﨑 淳士 福井県 SALUD
 1705 山田 康夫 福井県 
 1706 江原 和馬 福井県 
 1707 川上 智 福井県 
 1708 建部 有佑 福井県 
 1709 鈴木 清和 福井県 
 1710 森川 真俊 福井県 若越ひかりの村
 1711 高橋 勝彦 福井県 光生アルミニウム
 1712 豊田 清士 長野県 ●豊田農園●
 1713 穐澤 正仁 長野県 
 1714 雨宮 由典 長野県 
 1715 與那原 眞 岐阜県 岐阜グリコ
 1716 北島 陽介 静岡県 
 1717 和田 敦志 静岡県 
 1718 鈴木 祐太郎 静岡県 エナジャイズ
 1719 谷 政幸 静岡県 
 1720 勝田 康補 愛知県 セル開
 1721 藤本 博志 愛知県 
 1722 芳賀 功一 愛知県 チーム逃走者たち
 1723 久田 光政 愛知県 愛知ボラセン
 1724 藤井 亨 愛知県 
 1725 松尾 幸一 愛知県 
 1726 小笠原 健二 愛知県 中馬塾
 1727 吉川 稔満 愛知県 
 1728 稲垣 勤 愛知県 個人
 1729 内藤 雅文 愛知県 
 1730 刀根 靖 愛知県 丸八RC
 1731 藤原 直樹 愛知県 
 1732 竹内 友希 愛知県 ぴろき走行会
 1733 坂本 英二 愛知県 
 1734 加納 正勝 三重県 シティ四日市
 1735 野田 哲矢 三重県 
 1736 岡本 崇 三重県 松阪あすび～と
 1737 川口 勝己 滋賀県 キリンOB
 1738 奥嶋 一輝 滋賀県 
 1739 柴田 智仁 滋賀県 
 1740 石川 明弘 滋賀県 片チンクラブ
 1741 黒川 治郎 滋賀県 
 1742 藤原 能孝 京都府 
 1743 谷 浩司 京都府 
 1744 桒原 宏臣 京都府 
 1745 辻井 喜勝 京都府 
 1746 安達 康貴 大阪府 センセイラン
 1747 中本 太郎 大阪府 
 1748 山本 光男 大阪府 
 1749 川江 宇一郎 大阪府 
 1750 徳岡 亮 大阪府 
 1751 梶 寿成 大阪府 
 1752 田中 充 大阪府 片チンクラブ
 1753 村田 和彦 大阪府 
 1754 石井 恒也 大阪府 山本香料株式会社
 1755 米田 直 大阪府 
 1756 田村 好弘 大阪府 
 1757 花田 一紀 大阪府 杉岡ランニング会
 1758 高野 透 大阪府 
 1759 松浦 洋佑 大阪府 大阪ガス株式会社
 1760 西田 正幸 大阪府 
 1761 荒木 優 大阪府 大阪陸協
 1762 川口 浩範 大阪府 
 1763 黒木 勝也 兵庫県 
 1764 岩間 友伸 兵庫県 
 1765 中川 雄太 兵庫県 
 1766 中嶋 幸樹 兵庫県 イオンリテール
 1767 作岡 信秀 兵庫県 東海マラニック
 1768 竹上 歩 兵庫県 
 1769 加藤 康男 兵庫県 よかにせPRC
 1770 野口 仁 兵庫県 
 1771 中川 智貴 兵庫県 奥山化工業
 1772 三隅 文彦 兵庫県 日建技術コンサル
 1773 内田 敬三 兵庫県 東海マラニック
 1774 柳田 浩志 奈良県 安井塾
 1775 竹ﾉ内 祐一 奈良県 
 1776 冨永 聡 奈良県 
 1777 三上 英範 奈良県 森林管理事務所
 1778 松田 奨平 和歌山県 チーム鯛焼き
 1779 仲西 宏 島根県 安来市陸協
 1780 藤田 尚也 岡山県 
 1781 瀧浦 光樹 岡山県 
 1782 堂免 利行 岡山県 
 1783 竹本 善則 岡山県 福山列車区
 1784 難波 達弘 岡山県 BlueDog
 1785 藤井 暁 岡山県 高梁マラソン部
 1786 杉山 昭彦 徳島県 
 1787 藤原 龍史 香川県 
 1788 平田 貴之 香川県 
 1789 長井 悠輔 愛媛県 
 1790 上甲 奉文 愛媛県 宇和島陸協会」¥
 1791 白石 淳一 高知県 
 1792 児嶋 拓也 福岡県 大賀薬局
 1793 伊原 直 福岡県 福岡リハ病院
 1794 片岡 寛之 福岡県 北九州FRC
 1795 西本 智也 福岡県 北九州ランステ
 1796 清水 修 長崎県 壱岐カメクラブ
 1797 下辺 寛弥 長崎県 ありかわ調剤薬局
 1798 内村 修二 宮崎県 
 1799 星野 元興 鹿児島県 大嵓寺
 1800 徳永 健一 鹿児島県 神拳勝舞×7
 1801 田添 祐一 鹿児島県 島の走る税理士
 1802 新垣 保 沖縄県 
 1803 Lo Chi Sum 海外 所屬團體名稱  Hkprc
 1804 Li Ching Nam 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1805 CHURN CHAU LEUNG ANDY 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1806 陳 偉山 海外 所屬團體名稱  Hkprc
 1807 周 偉昌 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1808 夏 廣傑 海外 所屬團體名稱  無
 1809 吳 金亮 海外 所屬團體名稱  悠跑舍
 1810 陳 為吉 海外 所屬團體名稱  江湖跑堂
 1811 Wu Lei 海外 LOST IN TRAILS
 1812 SUN TAO 海外 
 1813 吉岡 鉄平 石川県 
 2001 伊藤 満 岩手県 アンバー RC
 2002 阿部 洋 岩手県 七時雨TRC
 2003 中島 泰三 茨城県 
 2004 村上 和彦 栃木県 
 2005 岩島 義規 栃木県 
 2006 藤原 孝行 埼玉県 ウルトラ～ず
 2007 遊馬 健二 埼玉県 
 2008 譜久島 仁 埼玉県 
 2009 池澤 亮 埼玉県 
 2010 岡田 正 埼玉県 
 2011 酒井 宏満 埼玉県 
 2012 椎場 裕 千葉県 雛見沢分校遊戯部
 2013 屋良 優 千葉県 

 2014 川端 元基 千葉県 東京都信金協会
 2015 瀧井 創 千葉県 ウルトラーず
 2016 藤原 法生 東京都 
 2017 中島 勉 東京都 農中
 2018 小林 常治 東京都 アドック
 2019 カーペンター ジェイソン 東京都 
 2020 遠藤 広之 東京都 パナソニック環
 2021 末田 哲哉 東京都 元標保存会
 2022 川北 晃裕 東京都 ニューホープ成増
 2023 八木野 学 神奈川県 パナソニック環
 2024 賀陽 和彦 神奈川県 
 2025 山川 敏秀 神奈川県 
 2026 小林 大起 神奈川県 キャタピラー
 2027 平岡 治 神奈川県 ラン&ラン
 2028 中村 昭雄 神奈川県 川崎市陸協
 2029 船木 伸一 神奈川県 カナスリート
 2030 渡辺 隆敏 神奈川県 横浜瀬谷走友会
 2031 永井 真敏 神奈川県 ランアンドラン
 2032 中野 貴志 神奈川県 AGC
 2033 藤本 徹 新潟県 ツインくる　東北
 2034 安澤 泰永 新潟県 新潟トキらん
 2035 田口 幸史 富山県 三協アルミ
 2036 荻野 靖宗 富山県 生地小学校
 2037 米澤 誠 富山県 北斗&TRY
 2038 吉田 庄吾 富山県 開進堂楽器
 2039 鎌田 郁男 富山県 ふくみつsc
 2040 河原 稔 富山県 エアーズ
 2041 山下 長雄 富山県 人類基盤史研究所
 2042 鈴木 章円 富山県 らーめん部
 2043 山藤 由起夫 富山県 
 2044 広瀬 勇 富山県 富山市消防局
 2045 横 信一 石川県 
 2046 新谷 忠一 石川県 根上工業駅伝部
 2047 竹内 幸生 石川県 九谷物産株式会社
 2048 西田 立 石川県 九谷物産株式会社
 2049 梨木 政勝 福井県 チーム一期一会
 2050 松崎 哲平 福井県 
 2051 大谷 信夫 福井県 
 2052 山本 一浩 福井県 adv.jp
 2053 古澤 寛之 岐阜県 
 2054 淺野 善信 岐阜県 ゼクロスF羽島
 2055 西松 敏昭 岐阜県 
 2056 河野 義人 岐阜県 チームコパン
 2057 遠藤 賢児 岐阜県 山崎軍団
 2058 上野 礼人 岐阜県 
 2059 石田 学 岐阜県 
 2060 玉田 まこと 岐阜県 ゆうまっち
 2061 石橋 恵一 岐阜県 
 2062 中嶋 茂雄 岐阜県 カレー王子
 2063 渡辺 寿己 岐阜県 KENショックス
 2064 深浦 章 岐阜県 長良川走ろう会
 2065 後藤 健治 岐阜県 八幡小学校
 2066 河合 誠樹 岐阜県 
 2067 臼田 勲 岐阜県 臼田設計室
 2068 菅沼 義明 岐阜県 チーム若旦那
 2069 佐々木 一弘 岐阜県 オークヴィレッジ
 2070 瀧川 清人 岐阜県 中部電力
 2071 田中 謙太郎 岐阜県 新友陸上
 2072 橋本 達也 岐阜県 スヌーピー大学
 2073 三品 一春 岐阜県 長良川走ろう会
 2074 石原 拓哉 岐阜県 
 2075 中村 亨 岐阜県 
 2076 永冶 敏司 岐阜県 
 2077 長谷川 満 岐阜県 土岐紅陵高校RC
 2078 白木 光成 岐阜県 白川村役場
 2079 成畑 晃希 岐阜県 
 2080 手塚 洋平 岐阜県 洋梨クラブ
 2081 杉下 厚 岐阜県 日本レヂボン
 2082 西村 光弘 岐阜県 
 2083 林 信明 岐阜県 チームノブ
 2084 野原 隆広 岐阜県 イビデン樹脂
 2085 滝川 洋司 愛知県 
 2086 志田 聖悟 愛知県 
 2087 山田 将司 愛知県 
 2088 滝口 成生 愛知県 POPCORN
 2089 古橋 秀成 愛知県 ふるはし動物病院
 2090 宮崎 剛史 愛知県 カバーオール
 2091 野村 和孝 愛知県 TKR
 2092 石川 慎一朗 愛知県 リスパック
 2093 小池 康 愛知県 
 2094 竹内 正樹 愛知県 
 2095 小川 智紀 愛知県 
 2096 白井 敏之 愛知県 キムラン!
 2097 山下 英樹 愛知県 
 2098 木野 富康 愛知県 
 2099 小嶋 峰雄 愛知県 1輸空
 2100 片岡 実 愛知県 
 2101 柴田 英樹 愛知県 尾張旭RC
 2102 田中 克拓 愛知県 いっしき陸上クラ
 2103 細江 大祐 愛知県 
 2104 高木 慶太 愛知県 
 2105 近藤 俊樹 愛知県 
 2106 稲熊 直樹 愛知県 カシワヤ
 2107 高橋 良尚 愛知県 キムラン
 2108 若子 隆彦 愛知県 
 2109 大原 啓示 愛知県 メイツ走遊会
 2110 山中 英治 愛知県 NITTO
 2111 小谷 優介 愛知県 SANAGE
 2112 佐藤 直季 愛知県 
 2113 小島 弘嗣 愛知県 
 2114 真島 一成 愛知県 
 2115 片山 隆 愛知県 キムラン!
 2116 中川 淳 愛知県 
 2117 紀伊 保 愛知県 矢作建設工業
 2118 近藤 洋右 愛知県 アシスト
 2119 山内 庄一 愛知県 
 2120 進藤 一 愛知県 
 2121 菊池 竹美 愛知県 桶狭間大池迷走会
 2122 高橋 則夫 愛知県 
 2123 野村 建太郎 愛知県 
 2124 東城 正佳 愛知県 
 2125 大西 勝 愛知県 
 2126 加藤 大策 三重県 
 2127 加藤 保雄 三重県 桑名走友会
 2128 野口 正人 三重県 
 2129 伊藤 太士 三重県 FunkyS
 2130 船入 公孝 三重県 チームふなピー
 2131 栄迫 功 滋賀県 OSP滋賀工場
 2132 中川 英樹 滋賀県 クラブR2西日本
 2133 岩崎 力 京都府 
 2134 前川 正美 大阪府 いのしょう
 2135 宮下 賢哉 大阪府 
 2136 金本 知和 大阪府 
 2137 西川 栄一 兵庫県 
 2138 中川 保 奈良県 はしりくんRC
 2139 東 哲広 奈良県 



（レイトエントリー）

1302
1303
1304
1305
1814
1815
1816
2146
2147

小林 直樹
平岡 邦雄
山村 勇樹
三枝 俊之
村尾 直哉
小山 翔
望野 浩之
古幡 康幸
井口 英司

秋田県
石川県
石川県
石川県
大阪府
東京都
東京都
東京都
富山県

ＣＣさくらＲＣ
バリ料理ルクルク
スギヨＲ＆Ｂ
プリンスロード
アトレティカ

三多摩

5027
5551
5552

丸杉 博子
篠畑 未来
小池田 菜美

富山県
青森県
石川県 ジュピター
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