
■駅伝　男子の部
No. ﾁｰﾑ名 ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ7 ﾒﾝﾊﾞｰ8 特別表彰 エリア
001 Team Hally 原井　拓実 杉谷　大夢 吉河　孝朗 荒山　博樹 C
002 Ｓ高同級生 横山 昭彦 吉田 明弘 有沢 誠文 島 勝宏 同窓生対抗 C
003 FSKマッスルブラザーズ 斎籐 一也 奥村 厚志 高野 勝貴 鶴見 武司 企業対抗 D
004 おこのみ建具　本店 木津 史生 能登 貴志 中居 貴宏 池田 正信 D
005 高陵軍団MC-A 西海 亮寿 達城 誠 奥田 茂雄 木田 顕 同窓生対抗 D
006 富山ランニングクラブ 西野 優希 森内 健生 押上 友也 柴山 和広 スポーツクラブ対抗 D
007 爆笑　サエキジャパン 佐伯 卓哉 北出 智紀 松岡 研吉 谷口 明 D
008 ファースト 能登 尚之 関野 仁司 中島 勝喜 榊森 幸夫 A
009 北陸銀行新庄支店 田中 隆真 泉野 拓児 山田 恭平 澤谷 親彦 企業対抗 B
010 万葉健友会D 越橋 学 松原 操 薮田 勇治 大窪 宏尚 C
011 LIXIL～魂～2017 山本 瑛希 粟島 孝善 遠崎 義弘 土出 浩己 企業対抗 D
012 労山ランナーズ　zero 小林 喜一 田中 悟 中田 幸伸 増山 佳克 スポーツクラブ対抗 A
013 DIVE-Ⅱ 晒谷　明宏 笠原　邦弘 木村　正崇 山崎　明日香 上野　直章 A
014 羽衣成年会 駅伝部 高橋　修司 吉田　充宏 越前　雄介 向井　克成 渋谷　伸和 B
015 クリエイトダイスＡ 田町　誠也 中田　裕次 山田　孝 四十住　洋 上田　益功 企業対抗 D
016 D.S.K駅伝部 野嶽　航介 瀧下　颯斗 松井　貴寛 佐野　光輝 長江　光佳 B
017 宇治モンズ 大沼　響 舟木　佑太 子浦　由大 水越　洸輔 吉野　涼太 同窓生対抗 B
018 協和ファーマケミカル 島 正典 衣川 雅彦 磯部 厚志 野村 裕治 篠崎 桂一 企業対抗 B
019 KYT48withN 扇原 泰伸 澤田 雄平 山田 夏也 中村 甲治 吉澤 寮佳 C
020 TackleWalker 瀧 壮平 米原 史晃 津田 圭介 酒井 源太 高岡 良成 同窓生対抗 D
021 三段腹脂肪燃焼ブラザーズ 中嶋 祐介 明道 洋平 宮前 諭司 草村 誠 森下 真之 A
022 十全化学　Fe 鈴木 敏久 向山 貢 松下 恭輔 磯野 佑介 廣田 大輔 企業対抗 B
023 富岡ランニング倶楽部 西川 宏志 松木 貞幸 甲谷 秀一 本江 孝 善光 和志 C
024 フルネット 藤原 拓平 川辺 隆雄 河村 優志 覚野 翔人 三木 貴史 企業対抗 D
025 ほうれんそう 松浦 洋介 小林 章 長谷川 誠 松嶋 賢二 塩谷 祐幸 企業対抗 A
026 クリエイトダイスＢ 佐伯　美樹博 平田　裕一 堀川　翔太 八尾　和秀 鷲北　壮宏 穂田　実 企業対抗 D
027 ザマシンガンズ 村田　樹彦 片岡　暢人 東　優希 石田　和也 本江　透 中島　正人 C
028 北陸電力高岡支社配電部B 宮本　恭兵 山下　昌宏 須田　尚史 井波　友秀 大場　佑輔 塚﨑　京介 企業対抗 B
029 北國銀行高岡支店A 山村　実 河原　好太郎 南部　聡史 福与　佑樹 安達　宏祐 干場　慎矢 A
030 北國銀行高岡支店B 高橋　知裕 林　裕紀 岸尾　悟志 西田　広和 貫　健一 中田　俊裕 A
031 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾝ 林　武彦 喜多　敏之 伏江　翔平 金子　佳央 杉本　洋平 河口　文彦 南　大輔 島田　　卓也 企業対抗 D
032 十全化学　Ｍｏ 中村 知文 上地 陽也 廣瀬 智史 平林 匡 梶野 薫 中野 智成 企業対抗 B
033 高岡ＹＥＧ　チームＡ 炭元 伸彦 長柄 大介 丸中 耐 山口 康太郎 野口 俊哉 竹澤 栄和 C
034 Team S.K.K 元石 流生 水野 宏紀 佐野 亘 廣瀬 由明 坪坂 創至 藤本 圭 D
035 東亞合成高岡ACBチーム 井口 拓也 中尾 康次 宮本 賢治 弓部 貴宏 末広 憲一 東 勝秀 企業対抗 A
036 東亞合成高岡ACCチーム 深谷 秀貴 白﨑 雅彦 早平 雅俊 山川 翔平 内山 直也 村井 孝史 企業対抗 B
037 氷見市民病院　外科チーム 佐伯 吉彦 一森 悠希 藤井 正文 高木 晶 河上 祐 小畑 貴司 企業対抗 C
038 高岡消防団成美分団 吉田　英喜 関　尚宏 室谷　英夫 橋本　米暁 粟田　実 林　靖浩 鷲北　明絋 企業対抗 D
039 北陸電力高岡支社配電部A 河口　泰大 江本　洋士 島田　俊成 根本　俊彦 坂本　龍介 藤坂　翔太 谷口　拓也 企業対抗 B
040 ＭＪＩ 内記 潤一 尚和 高広 青山 嘉樹 木津 健太 大勝 崇外 有末 征司 秦 将純 企業対抗 D
041 カイリュウジャー 海老江 毅 岩瀬 紀彦 谷川 善彦 堺 淳史 堀川 広起 加藤 敏則 真木 竜大 A
042 十全化学　Ｃｒ 山崎 剛史 清野 篤 高井 佳彦 黒瀬 聡明 中村 慎吾 渋谷 伸和 西條 和哉 企業対抗 B
043 射水建設U-29 土屋　日向 筏井　駿太 木輪　政也 御後　太河 秋山　航輝 下村　勇太 稲谷　健 山西　達也 B
044 射水建設Over30 竹田　雄亮 干場　信洋 石田　浩二 橋本　直貴 関小田　剛 松木　孝典 城光　貢 高瀬　孝範 B
045 富士通エフサス北陸カスタマ 竹内　孝行 山崎　善寛 吉田　和幸 飯川　雅也 角谷　傑 宮崎　泰輔 島野　将太 野口　栄一 企業対抗 D
046 高岡アラートライオン 燕昇司　正夫 燕昇司　信夫 山田　正樹 今川　強 島谷　洋 高橋　明大 蓑　健太郎 苗加　康孝 D
048 電気のことなら開進堂 立野　響 佐々木　智樹 林　大貴 小畑　徹治 竹野　和人 出久地　勇樹 松井　弘樹 前田　清和 企業対抗 B
049 伏木海陸運送Ａ 田中　翔 竹中　一馬 宮口　恭平 城戸　慎吾 細川　晃司 越中　快人 村上　和希 松島　良輝 企業対抗/スポーツクラブ対抗 A
050 伏木海陸運送Ｂ 南部　護 番場　駿 上野　奨平 海老　将卓 大野　凌 松永　陸 待寺　航喜 北田　龍二 企業対抗/スポーツクラブ対抗 A
051 伏木海陸運送Ｃ 村西　徹也 乙野　賢人 杢大　順紀 林　佑弥 漁　大稀 上㹦　勝 須藤　寿浩 中島　大悟 企業対抗/スポーツクラブ対抗 A
052 ふたばランナーズ 桶元　孝一 山本　和夫 和泉　光宏 岡山　有一 野村　誠司 小谷　洋志 澤田　朗宏 柳瀬　英明 D
053 射水青年会議所 青井 忠嗣 須藤 和紀 加門 久征 海老 克昌 金井 芳樹 中瀬 裕喜 本郷 勝士 越後 雅俊 C
054 国吉キャノンボールズ 笹島 稔行 立浪 大樹 長井 隆 岡崎 良将 伊東 智嗣 山口 久志 竹沢 浩一 細川 良平 同窓生対抗 D
055 大日本コンサルタント 椎名 昌士 林 達夫 清野 耕史 田嶋 一介 東 将史 宮平 永一郎 寺本 圭吾 藤井 直也 企業対抗 A
056 高岡市消防団和田分団A 竹内 貴志 小林 健二 上野 浩志 上野 悠月 小林 徹也 米山 信二 殿村 晋昭 宮崎 悠希 企業対抗 B
057 高岡市消防団和田分団B 野田 貴 金井 一夫 松井 正憲 小林 剛正 卯松 久幸 千原 崇 吉岡 康宏 山本 栄一郎 企業対抗 C
058 チャレンジ品質物流 小松 幸司 小城 勝彦 岡本 芳典 廣船 圭亮 近藤 博基 齋藤 大樹 新澤 翔太 吉良 将平 企業対抗 D
059 仁王のま 稲葉 薫 生源 浩之 小泉 貴志 渋谷 翔太 藤井 嘉章 宮井 公一 丸山 政利 宮田 隼 A
060 包装のイセ 伊勢 豪範 萬屋 裕之 林 雅人 酒井 啓伍 中村 成孝 南 康章 舟﨑 隆一 杉本 将隆 企業対抗 B
061 横田せいじ後援会チームA 新田 佑樹 樋口 和久 江守 亨介 船木 康裕 西田 光 唐澤 幸成 山口 太輔 松井 博司 企業対抗 C
062 ランナーズハイ WEST 櫻井 晴城 大崎 強 小神 寛万 大谷 吉弘 桶川 智史 北山 大輔 澤越 聡 仙納 友裕 同窓生対抗 D
063 塩走部Aチーム 頭川 浩平 竹内 勝弥 山上 雅人 松尾 幸輔 小西 勝斗 神田 弘隆 山本 直樹 企業対抗 A
064 塩走部Bチーム 高野 直奏 橋田 慎司 青山 耕司 西野 淳 柳瀬 統吾 竹下 正悟 川邊 強史 企業対抗 A
065 塩走部Cチーム 川口 博治 渋谷 洋一 森川 弘二 清水 保之 西田 直史 下山 達郎 宮下 湧気 企業対抗 A
066 全力志学！ 林田　伸二 林田　望 田中　健 浜　忠昭 企業対抗 D
067 大建A 信貴　弘成 川島　歩 飯田　拓 三澤　健祥 企業対抗 B
068 大建B 河合　厚 櫻井　裕一 菅原　阿久里 山本　修平 企業対抗 B
069 大建C 大浦　辰博 守田　龍人 小曽根　翔士 江成　洸紀 企業対抗 B
070 NASU 中江　啓 荒見　雄治 上野　拓也 瀬川　亮太 D
071 高岡ＪＣ正副ｽﾀｯﾌ 山﨑　真 花田　将司 杉村　俊輔 横田　誠二 久保　五良 A
072 ＳＬＣ駅伝部ﾁｰﾑＡ 坂井　亮太 宮本　慎也 宮本　貴正 泉　信太郎 松浦　祐典 谷口　達彦 企業対抗 B
073 高岡JC魅力発信ｽﾞ 高平　聡 河合　雅文 唐沢　隆弘 高橋　謙友 阿部　晋太郎 高井　浩太 嶋　智弘 増川　暢聡 C
074 ミスタークリナップ 三上　秀樹 宮川　司 溝口　康成 宮野　康成 貴堂　岳史 麦谷　堅司 中野 翔也 企業対抗 B
075 TESS 山口　洋祐 蔵　雅俊 山下　慎悟 金丸　翔平 谷　彰啓 荻布　崇雄 富所　遼 本田　敦夫 企業対抗 A
076 46ERSwithD 今川　清司 青山　昌志 奥村　昌之 谷澤　隆 塩原　勝喜 高見　実 B
101 高岡信用金庫23年度 近藤　智章 嶋内　麻人 岡野　行将 河本　哲郎 企業対抗 D
102 高信２７年度男性職員 位寄　陽祐 串田　遥介 俣本　洋佑 南義　和宏 土屋　裕保 山本 大二郎 田中　友康 企業対抗 D
103 高岡南部 小澤　良介 鈴木　保高 勝見　拓也 中島　孝輔 寺口　裕貴 福田　哲太郎 栃山　晃 企業対抗 A
104 チーム ウッディ 網　貴章 北村　勝也 塩田　宣之 大谷　直之 海江田　翼 朝岡　敬史 池本　友哉 井上　徹 企業対抗 B
105 ヒデキサニーライブ 高田　利秀 杉山　紘大 山田　則之 北村　忠規 大谷　裕矢 吉田　成希 渡辺　裕文 角　英己 企業対抗 B



■駅伝　男子の部
No. ﾁｰﾑ名 ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ7 ﾒﾝﾊﾞｰ8 特別表彰 エリア
106 Bankenトミー 押野　浩士 吉江　正喜 荒谷　竜司 宮田　知幸 企業対抗 C
107 HAC富山 横本　賢一 名徳　隆嗣 度山　拓 森口　正二 石黒　淳一 大房　正人 松本　章 企業対抗 A
108 がんばランナーん！ 釣　恭幸 村岸　潤一 高田　喜一 渡辺　祐一 宮田　拓実 長谷川　篤志 宮本　将司 橋本　裕司 企業対抗 D
109 チームまっちゃん 松木　貴広 上堀内　貢 坂下　昌之 奥野　豪 松下　航 松平　拓也 泉屋　秀征 金瀬　雅貴 企業対抗 B

■駅伝　女子の部
No. ﾁｰﾑ名 ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ7 ﾒﾝﾊﾞｰ8 特別表彰 エリア
201 キトキトホタルイカ 近藤　寿苗 吉岡　ひさ子 上田　多喜子 田名田　千尋 菅原　洋美 C
202 カイリュウジャー 棚田 深雪 堺 京子 村井 美和子 浦島 綾子 沼田 由希子 A
203 A-style 山中　貴子 林　泰江 村上　浩恵 小松　千恵 杉本　めぐみ 岡野　しずか B
204 ちーむことすこあごーごー 彼谷 朋美 黒田 純子 黒越 由美子 奥村 良江 明和 克子 福島 恵美 同窓生対抗 B
205 team soft.37 島田 雪乃 宮前 佳世 磯部 美和子 宮田 まり子 河端 千佳子 山田 孝子 C
206 チームタラレバ 琴坂 麻由 高岡 芙祐香 皆元 洋美 北島 千里 見角 沙栄香 長越 友紀 土田 遥香 D
207 芸文女子―ず 室　智子 久湊　尚子 山田　千亜紀 宮田　留美 箱江　佐和子 三宮　千佳 酢谷　智恵美 山下　美紗子 C
208 たまきちっこ 永井　千衣子 柴田　由紀 伊藤　知花 福島　聡美 上田　千尋 中野　紗織 林　さゆり 米澤　未来 企業対抗 B
209 teamみどりの 舟竹 純代 庄司 里美 佐々木 由佳 堀 陽子 中林 美幸 塚原 愛 吉田 真理佳 林 由紀子 A
210 らくランチャレンジン 二上 洋美 亀谷 真由美 武部 久美 佐野 洋子 関口 文恵 キース 麻里子 福尾 委希子 酒井 美智代 B
211 砺波厚生ｾﾝﾀｰ女子会 桃井　成子 井村　夕紀子 向井　友里 高林　小百合 C
212 目指せNO.1 開　和美 谷内　明日実 新家　望美 恒田　弓子 清水　裕香子 寺畑　久実子 足立　望緒 松田　奈々 企業対抗 D
213 新人ﾁｰﾑ 本多　葉月 惣元　恵 橋本　愛加 高橋　璃子 多賀　貴美佳 仲澤　杏奈 新村　瑛里子 佐藤　梓 企業対抗 D
251 チーム整志会スピリット 卒田　小百合 斉藤　優子 浦野　司 俵　徳子 竹森　佑里乃 原野　梢 川田　梨加 鷲北　麻衣 企業対抗 C

■駅伝　男女混成の部
No. ﾁｰﾑ名 ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ7 ﾒﾝﾊﾞｰ8 特別表彰 エリア
301 リラートスポーツ 稲葉　純子 小池　優美 堺　麻衣子 堺　哲也 C
302 おこのみ建具　支店 石山 徹 高桑 佑太 平林 佐那 姿 浩平 C
303 KAKO 釣谷 浩志 澤江 力夫 旭 悠一 小森 志津子 企業対抗 D
304 金曜日のランナーA 高田 勝哉 山中 政良 長谷川 涼太 肥田 楓 A
305 金曜日のランナー🅱 清水 貴浩 米島 篤 山谷 正和 畠山 早織 B
306 高陵軍団MC-B 大井 孝弘 今村 容子 谷口 高志 大井 晴翔 同窓生対抗 C
307 ごっぴー倶楽部 宙組 中川 誠 藤澤 裕之 野尻 高央 五艘 絹恵 D
308 ごっぴー倶楽部 花組 常田 信行 足立 幸男 飯島 美穂 林 英吏子 A
309 志貴野２８ 明地 剛 明地 和子 北村 句美子 吉田 元子 同窓生対抗 B
310 射北ラッキーズ⭐︎ 棚田 将仁 江藤 正和 竹橋 信明 守屋 済美 同窓生対抗 C
311 TＥAM ASA 浅 康二 井上 泰平 鳥内 雅弘 藤坂 杏子 D
312 T.T TEAM JOG 西川 綾 山道 康恵 岡村 未来 高沢 賢介 A
313 ニシジマまらそん部 黒越 久夫 黒瀬 友紀 青山 佳代子 吉本 知沙江 企業対抗 B
314 のむら藤園苑 加藤 正 前田 一明 市橋 有希子 門嶋 義二 C
315 氷見市民病院F2 道具 祐耶 新谷 俊祐 古沢 朋果 内田 佑介 企業対抗 D
316 氷見市民病院チームF1 水野 宅郎 寺門 規 古舘 宏行 岩河 ちひろ 企業対抗 A
317 万葉健友会A 坂口 瑛 今 正憲 村本 健太郎 浅井 俊平 B
318 万葉健友会B 中村 勝美 南部 修作 今村 吉延 嶋 明夫 C
319 万葉健友会C 藤牧 奈津美 稲垣 均 嶋 晃司 江嵜 末廣 D
320 山アリ砂アリつっちーアリ 砂田 実 土田 裕次 砂田 友可 中山 真紀 A
321 RISING SUN 種部 紀久 常本 英里 常本 泰平 中元 一磨 B
322 ラットレースRC 金山 祐太 澤田 大輔 阿保 政幸 わたなべ ひさよ スポーツクラブ対抗 C
323 AZUSA 川田　千沙 田尻　浩嗣 加納　桃子 河原　辰紀 森田　豊人 企業対抗 D
324 ホクセイ陸上部 冨田　昇太郎 前田　祐大 川島　直子 川崎　一匡 山下　華奈 川崎　一匡 企業対抗 A
325 朝活＠富山マラソン部Ａ 高瀬 直樹 堀江 肇 入江 真理 中村 明美 宮崎 洋子 D
326 朝活＠富山マラソン部B 坂田 有梨 駒津 英紀 岡田 晃範 山下 ひとみ 藤田 智子 A
327 かめさんず 川西 弘純 村井 宗倫 西野 賢 横田 正和 中川 彩子 B
328 ギリギリ心拍数 平林 徹 能登 良也 中野 健治 藤田 亮 高田 淳子 C
329 健康パーク 上田 紀代美 三浦 航兵 岡本 和美 櫻井 芳夫 江野本 加壽雄 D
330 十全化学　Ｎｉ 中野 浩信 佐々木 昂亮 酒井 志光 堀田 典男 藤村 江以 企業対抗 A
331 関口製作所 谷内 俊也 濱谷 大輔 東野 幸恵 飴 隆博 石川 めぐみ 企業対抗 B
332 team M 津田 昌宏 津田 真由美 森 裕子 佐伯 美穂子 守山 公将 C
333 ち～むRUN坊補欠組 才木 祐治 才木 みのり 源明 誠 源明 励子 生駒 修一 長谷川　純一 D
334 のろまな、ちぃむカエル 荒見 敬一 竹内 太一 山本 成子 石井 隆子 村井 勝栄 A
335 氷見市民病院Aq 佐波瀬 偉人 大窪 美貴 東軒 みさ子 黒木 健吾 久保 晴樹 企業対抗 B
336 加齢なる一族 冨永　寿恵 島田　慶勇 新保　祐樹 高安　智之 冨永　和樹 島田　星七 C
337 TeamBCG 鎌谷　哲也 寺井　直人 中野　浩之 栗山　裕樹 堀川　優子 菊本　壮宏 A
338 氷見medical team D 福田　昭宏 齋藤　淳史 清澤　旬 山田　真也 古村　芳樹 武島　健人 C
339 5west 猪俣　智江 山田　愛莉 山本　大輔 大坪　浩二 南　太一 上坂　緒里恵 A
340 北陸電力高岡支社営業部B 潟渕　武信 清水　英人 中山　俊之 井波　光貴 西川　日奈子 草島　靖博 企業対抗 B
341 陸前高田の会 高橋　健一 井澤　宏一 岩倉　正明 湊　千洋 野上　典子 大島　雄亮 C
342 ワシメタル 魚倉　睦 一ノ瀬　富美子 上野　昌司 山田　義之 松長　秀樹 小笠原　淳 企業対抗 D
343 アラウンド４５ 益田 康二 八尋 健一 堀田 貴宏 長勢 普幸 水橋 勝美 氷見 舞 C
344 大沢野陸上クラブ 柳瀬 良則 東 優介 尾島 大介 四方田 知浩 柳沢 美希 中山 千恵 スポーツクラブ対抗 D
345 三協住宅仲良し組 中森 伸児 黒崎 聡 杉本 将寿 畑中 良夫 佐野 尚美 川尻 恵理子 A
346 定塚マ楽ソン部黄組 高橋 徹 小橋 一男 長久 洋樹 中川 ユキ子 尾﨑 葉子 才川 晃子 B
347 高岡市医師会 白崎 文朗 林 智彦 守田 万寿夫 山本 敏統 竹森 一敏 宮腰 希望 企業対抗 C
348 高岡ＹＥＧ　チームＳ 安川 和秀 石井 大地 升方 芳美 今村 康弘 斉藤 耕一郎 高岡 好雄 D
349 team D 髙木 政行 島崎 忠美 稲葉 朋美 谷口 直久 大林 周平 武田 友寿 企業対抗/同窓生対抗 A
350 TEAM夜桜 菓子谷 弥虹 炭元 佑介 土屋 慶輔 手操 昂志 綿谷 俊生 佐伯 渉美 B
351 T.M.Running 石川 貴範 藤井 一洋 窪田 江美子 津田 広嗣 堀江 直久 和田 典之 C
352 TBKチーム小矢部 櫻木 公彦 藤平 俊樹 高田 佳奈子 飯島 彰洋 廣田 祐希 長﨑 弘征 企業対抗 D
353 TBKチーム本ぶ～ 望月 昌夫 鹿山 慶洋 重松 健太郎 齋藤 純 松本 大輔 高橋 靖 企業対抗 A
354 テルマエイロハ37 作道 光介 作道 卓 島 雄介 島 伸江 宮下 雅登 島 創志 B
355 とっとこ会マラソン部 人母 聡 福田 哲也 徳保 秀明 岩崎 充代 大井 良輝 大井 敬弘 C
356 バーテンダー協会高岡支部 山崎 雅史 高畑 武信 宮下 直之 田島 一彦 般若 洋平 田中 沙英理 D
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357 みそ～ズ 浦上 隆徳 江尻 一博 棚元 慶介 宮原 優太 武内 伸仁 村井 麻結子 A
358 みのりランナーズ 真岸 圭佑 鈴木 秀明 山岸 聡美 柿谷 大星 村中 陽相 喜多 貴彦 B
359 明治安田生命Aチーム 中井 健一 庄司 朋子 市村 美樹 大西 良明 田久保 僚太 吉田 崇 企業対抗 C
360 明治安田生命Cチーム 老田 典子 佛坂 智志 寺部 昌宏 上妻 聖一 武田 慎吾 本田 雅樹 企業対抗 D
361 明園の愉快な仲間ワン 五十里　安弘 高田　智美 浦島　健一 高田　あかね 細川　修宏 永井　永貢子 渋谷　忠孝 C
362 明園の愉快な仲間ツー 渋谷　章宏 和泉　香織 早川　宏 田川　アキラ 和泉　効志 早川　真理 宝田　和夫 C
363 ATEC高岡工場チームA 野口　和馬 小津　亜弓 宮北　武則 平井　愛斗 堤谷　弥咲 森　優加里 古賀　裕基 企業対抗 C
364 せいごろう 竹田　清司 長田　由美子 亀田　佳織 竹橋　央真 宮林　尚英 小杉　允彦 福田　舞良 A
365 TEAMマッシュ 吉村　侑祐 中村　拓矢 三井　康平 鈴木　誠 伊藤　朱里 小島　名緒 井口　貴博 同窓生対抗 C
366 北陸電力高岡支社営業部A 森田　雅伸 牧野　正広 古澤　友克 永栄　賢彰 高田　まゆみ 原﨑　翔平 北　浩介 企業対抗 B
367 東亞合成高岡ACAチーム 二塚 大智 西井 健二 松田 祐里 荒木 則光 栗栖 雅博 末広 正美 松永 泰寛 企業対抗 A
368 氷見市民病院TZ 中川 直樹 滝尻 茂晴 西 陽平 本江 由香 山田 みどり 中嶋 将太 向井 舞 企業対抗 B
369 定塚マ楽ソン部緑組 横田 浩司 和泉 効志 野嶽 洋平 島澤 隆 高橋 ゆかり 上田 智恵 畑 佳奈 C
370 定塚マ楽ソン部鷹司組 松井 孝裕 村本 隆 田名田 剛史 中条 満 嶋 達也 村本 珠水 石川 亜樹 D
371 百万石うどん大門店　Ａ 伊藤 雄一郎 村本 克郎 村本 聖子 玉井 克尚 油谷 規代 若林 伯宏 金森 一郎 A
372 百万石うどん大門店　B 伊藤 順子 杉田 和樹 釣谷 聡 中村 清人 中村 保子 山下 妙子 伊藤 舞 B
373 高岡市議会自民同志会 薮中 一夫 永森 茂 横田 誠二 福井 直樹 中川 加津代 水口 清志 曽田 康司 企業対抗 C
374 かたーれらんにんぐ部 松本 弘司 端崎 紀世志 広島 純 佐々木 和人 宮本 隆 高橋 ひとみ 岡田 春奈 D
375 チームＢＢＴ 小西 駿介 喜多 悠河 福井 小夏 東 惇 森 一剛 米澤 友香 追谷 奏子 企業対抗 A
376 安心安全高岡ガス 杉本　航 菅野　克志 滝口　浩史 高橋　晴彦 林　久美子 塩津　瞳 大門　裕明 松本　雅輝 企業対抗 A
377 安定供給高岡ガス 片山　祐輝 山谷　和昭 本間　将也 大西　志郎 森井　貴俊 岡田　彩果 片岡　要 土合　翔 企業対抗 A
378 ATEC高岡工場チームB 古田　善宏 都筑　晃 小栗　陽香 上田　祐希 大川　寛代 吉村　真一 吉村　史子 高瀬　雅己 企業対抗 C
379 オダケホーム 金森　工城 山崎　暢浩 能町　麻菜美 眞島　悠 竹中　理絵 出向井　実紗 黒川　朋香 山口　雅人 企業対抗 B
380 ざ・ぶんっ★Tｼｬﾂ隊 堀井　瑠美子 四津井　千夏 佐藤　智子 大谷　彰郎 角玄　大輔 石川　喜基 櫻井　康行 新　博樹 A
381 ジブリーズ♪ 桃井　大貴 示野　裕嗣 高澤　秀幸 鈴木　明日香 土井　早希子 高野　夏実 石丸　佳奈 澤井　理恵 企業対抗 D
382 定塚Jump 中島　由香子 鍋本　佳輝 荒井　智子 筏井　大昌 筏井　祐子 嶋　健策 平野　恭子 松井　央子 スポーツクラブ対抗 D
383 zeon lab 伊藤　学 中野　航 下出　真菜 西岡　寛哉 眞島　啓 猪股　貴道 摺出寺　浩成 相松　将 A
384 大門おめで隊 山﨑　誠 山﨑　志津子 恒枝　伊都子 松井　律子 斎藤　智子 稲垣　真理子 中宮　大輔 中宮　美保 C
385 タナベ自動車 大森　彩友美 宮後　晴郁 向谷内　貴子 田辺　由起子 中橋　大輔 北浜　裕貴 泉　達也 田辺　広直 企業対抗 A
386 TEAM てむじん 高塚　祐輔 中川　伸哉 野崎　陽介 開　康貴 吉田　一哉 京井　健二 山田　祐人 大橋　るり D
387 チーム志貴野ねがいみち 本江　暁子 可徳　美貴 鳥山　三伸 鎌田　まり 森田　珠理 米納　紀子 米納　宏行 大場　公美子 D
388 チームD 廣田　陽亮 石井　健太郎 柏嶋　勇樹 荒木　忠晃 宮田　裕子 川東　由理恵 池田　香織 西部　薫 C
389 釣谷ダイエット 竹中　英明 山口　正広 渡辺　一司 釣　慎輔 釣谷　准平 今村　秀一郎 今村　瑠璃子 小幡　朋子 D
390 電気と設備は北陸電工 林田　浩一 江渕　誠 辻　美智代 矢野　竜太 谷口　喜代太 中山　勝仁 大道　匠 水原　重光 企業対抗 A
391 どてごろよもあち 土肥　充祐 寺拝　晃平 長谷川　あやの 六町　幸平 四柳　瑶子 定田　桃子 釣　亜由美 上田　千晃 A
392 ナカムラボンベーズ 岩本　光 中村　長治 中村　理恵 大井　剛 村井　仁 山本　陽介 西村　匡人 柿沢　智之 企業対抗 B
393 走ランまいけ！ 青木　功介 並川　梨乃 小田　博司 樋口　俊夫 杉本　圭優 村元　浩 矢後　智子 山﨑　誠 C
394 浜の湯 濱口　彰宏 浦本　勝仁 中道　竜二 井加田　勝洋 橘　りな 林　みなこ 吉田　ゆきや 山林　ゆい 企業対抗 D
395 北陸電力高岡支社営業部C 小柴　麻貴子 佐野　翔平 宮下　幸也 伊藤　圭佑 守田　圭佑 石森　亜由美 米谷　凌太 山室　吏沙 企業対抗 B
396 北陸電力リビングサービス高岡営業所 佐藤　吉彦 石田　準一 清水　誠　 善光　謙次 柳川　祐吉 条谷　哲弥 大森　勇也 平口　浩美 企業対抗 C
397 MEIHO running team A 中嶋　祐貴 松田　麻里子 坪田　昇太 木原　大樹 山森　大樹 福田　剛平 中川　一也 本田　敦也 企業対抗 B
398 MEIHO running team B 橋本　篤人 馬渡　紗季 東海　永幸 鏡　明博 中野　俊郎 黒田　光宥 勝山　航太 荒井　円来 企業対抗 B
399 森田建設 森田　慎太郎 森田　律 今村　哲 宮本　隆人 山下　鉄雄 作道　太 村上　花 村上　智哉 企業対抗 A
400 LIXIL 入野　博之 浜井　昭二 山田　一貴 水口　和之 高木　亮一 松井　和哉 今地　直美 久保　めぐみ A
401 Fレジェンド 岩倉 良宏 布井 英晴 小田 吉伸 横井 貴宏 神田 武幸 今川 裕司 中原 洋子 部坂 太士 B
402 ガムシャランナー 江上 かおり 近江 侑希 黒川 慎太郎 竹内 達也 安達 理恵 増山 瑛与 服部 慎也 中田 和宏 C
403 呉西郵便局長山岳部 山田 正樹 山田 陽子 正橋 健 正橋 美香 中山 浩一 中山 智子 吉倉 秀樹 吉倉 珠里子 D
404 コムテックス 後藤 敏郎 濱出 智 前田 瑞恵 米林 智也 瀧田 翔 長田 康平 斉勝 祐香 高島 萌 企業対抗 A
405 三協パフュー部 林 貴規 吉田 正 齋藤 充孝 角谷 千映 柴田 稔 三田 由紀子 吉野 寿美枝 堀田 陽介 企業対抗 B
406 Thundervolt 出嶋 秀章 稲林 達也 渡辺 拓実 小山 弘 金山 勝紀 高地 康浩 西田 さつき 平井 裕香 C
407 杉木RC 甚吾 光治 澤田 勝 大島 貴将 橘 里志 武田 秀雄 老 綾子 大島 亜紀子 老 裕一 D
408 杉木HBS 桜井 直之 老 哲也 綱島 達也 宮埜 涼 端保 豊 富樫 美穂 老 幸子 大島 恵美子 A
409 富山第一銀行高岡ブロック 森田 莉帆 石黒 寛人 関 彩乃 土田 真莉 立野 洸生 田子 貴道 東海 亘 金子 悠 企業対抗 B
410 チームrun坊 長谷川 綵 上石 貴徳 平野 京子 竹下 隆子 川合 かおり 竹内 久美子 林 智恵子 岩井 恵 C
411 日本曹達陸上部 河原 洋行 西田 和義 宮崎 秀和 高口 秀樹 河合 毅 櫻井 宗 二上 拓也 宮間 良美 企業対抗 D
412 ファイブビギナース 石黒 裕美 入江 貴子 澤田 勉 今村 佳恵 島尻 悦子 古澤 博之 中田 多希子 西田 充生 A
413 FATTIES 鉾 孝幸 金道 美佐子 山田 淳一 野原 安奈 箭原 智 石黒 裕樹 西田 剛 三辺 吉晃 B
414 包装のイセ　高岡営業所 米島 秀弘 余川 剛志 金森 克文 氏家 大揮 黒川 昌志 田中 秀樹 坪谷 千尋 山田 理沙 企業対抗 C
415 明治安田生命Bチーム 若月 浩二 山本 昌司 武田 和也 藤澤 一博 時丸 楓 竹内 将人 細田 貴宏 飛騨 恵 企業対抗 D
416 横田せいじ後援会チームＢ 大野 公亮 増本 幸俊 土井 佳太 馬場 弘枝 大井 正成 安川 浩爾 萩原 正毅 炭谷 勇 企業対抗 A
417 ほんまちレーシングチーム 小椋 大輔 松本 光司 大島 瑠美子 阿部 真弓 田部 克博 C
418 塩走部Dチーム 岩田 舞希 清水 貴永 東城 信吾 上楽 正志 中澤 太一 村上 滉一 増山 蘭 企業対抗 A
419 ランナーズハイクラブ 杉崎 広学 野畠 正行 下出 俊夫 源 泰爾 上田 晃子 早川 倫子 渡辺 涼子 C
420 ﾁｰﾑ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 室　奈緒美 石村　愛 山上　正人 山上　鮎美 開発　恭代 C
421 TeamHallyB 横山　千晶 西本　鉄馬 林　良行 原　聡 畔田　匠基 D
422 ＳＬＣ駅伝部ﾁｰﾑＥ 寺谷　康之 杉本　亮祐 柴田　久美 寺林　友則 矢野　良太郎 加藤　嘉一 企業対抗 D
423 ｹｲｺとｱｷﾗ 神部　陽平 島田　啓子 田中　潤 市川　実生 井原　大輔 中村　貴子 A
424 高岡向陵高校教員ﾁｰﾑ 荒井　公浩 浦上　真由美 藤川　武命 長野　大 平田　誠司 磯部　翔 企業対抗 B
425 Team高岡 笹原　啓 竹村　春絵 山岡　一成 中野　良子 塚原　真夕 米田　城啓 同窓生対抗 C
426 とっぴｰ 太田　亮哲 穴田　江里 木村　星礼那 古井　裕人 杢野　晴大 大倉　靖裕 D
427 花16会 山田　清香 姫野　将義 木本　紗和子 木田　博之 角玄　大輔 川田　英恵 花田　将司 A
428 ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰｽﾞ 飯塚　力人 二井　佳祐 二井　加奈子 安島　あかり 中島　夕貴 丸田　颯人 村上　千夏 村上　裕也 B
429 ｴｲ･ﾃｯｸ 長井　知弥 佐野　翔 川端　明徳 嶋　綾香 西川　萌 藤井　奎臣 谷内田　一樹 山口　諒 企業対抗 C
430 ﾁｰﾑ･ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ 田村　清 渡辺　和郎 池田　圭吾 吉谷　幸展 川渕　太一 梶谷　昌吾 鎌田　万太郎 長谷川　美貴子 企業対抗 D
431 ﾁｰﾑかたかご 浜谷　和人 西野　瑛里 高岡　佐吏 大橋　美佐 門嶋　成美 大野　海 沖　昌幸 山　鉄也 企業対抗 A
432 TMT 池田　和人 柴田　美姫 田中　日奈子 北岡　さなえ 麻生　美佐子 東海　敏子 竹内　里佳 河上　秀子 B
433 ﾁｰﾑTOSIHIRO 山本　大貴 萩原　まさ実 畑山　正美 澤井　真里香 田村　由衣 宮前　健二 C
434 高岡西ロータリークラブ 島　竜彦 沖　昌幸 網　武志 広上　利晴 安川　甚一 畑　藍子 三屋　尚之 金田　豊和 企業対抗 D
452 北陸銀行　高岡A 松本　章 日影　繁夫 若林　利行 道端　義貴 小澤　祐介 田中　周作 吉川　愛里 松田　善高 企業対抗 A
453 北陸銀行　高岡B 中谷　翔 鏡　かれら 高田　知来 椿　匡史 浅野　早耶 桜川　史織 西塚　日陽 七軒　彩香 企業対抗 A



■駅伝　男女混成の部
No. ﾁｰﾑ名 ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ7 ﾒﾝﾊﾞｰ8 特別表彰 エリア
454 ほくぎん砺波A 梅野　輝 吉国　一雄 綿谷　加奈絵 千龍　茜 山下　恵里奈 森田　千里 吉田　真理 松嶋　真樹 企業対抗 A
455 ほくぎん砺波B 向　和重 吉田　智之 西尾　拓 松井　阿佳里 奥野　平基 原田　有紗 林　優花 川邉　真 企業対抗 A
456 北銀伏木走れ自分ら。 鈴木　幸治 東　英介 松井　良憲 中山　満 佐野　雅史 小坂　あかね 鉢蠟　萌子 的場　彩 企業対抗 A
457 チーム整志会スマイル 平井　有香 田中　希世実 北條　遥奈 新堂　彩華 荒木　佑介 谷敷　正樹 竹脇　敬直 企業対抗 C
458 チーム整志会スペシャル 松原　知世 平澤　直美 甲谷　智子 梅次　里菜 谷村　健 西川　誠 中島　健太郎 企業対抗 C
459 夢応援！富山銀行 杉本　健太朗 清水　恒輔 荒井　俊哉 八十島　麻衣 斉勝　あかね 北野　祐里 山下　麻理奈 南　華奈恵 企業対抗 C
460 もっと夢！富山銀行 赤井　俊彦 萩野　歩 藤井　健 水野　香純 池端　悠花 堀田　実来 野崎　真友美 奥井　彩加 企業対抗 C
461 もっと富山！富山銀行 出口　賢斗 中﨑　周人 村井　美香 安田　悠乃 津田　昌紀 本田　智也 加納　勝 鶴　良太 企業対抗 C
462 さわやかSUNNY 山本　寅泰 若狭　美希 荒谷　優佳 濵井　莉穂 廣上　俊彦 寺　泰誠 中山　菜々 篠島　喬大 企業対抗 B
463 チーム☆HORII 藤沢　健 有江　和幸 小林　雅信 杉田　正幸 釣　翔太 角　奈美 畑中　陽子 杉野　由佳 企業対抗 B
464 南陽高岡チーム 折田　純哉 伏江　弘幸 斉藤　勝美 磯部　剛 火爪　健太 城宝　理恵 舟竹　雄一 北川　博久 企業対抗 B
465 南陽富山チーム 嶋　総一郎 山本　貴裕 久世　健介 松尾　兼輔 森永　茉莉 青見　沙也果 井本　茂樹 下山　大輔 企業対抗 B
466 チーム光陽 米納　克彦 横川　達也 樺　秀和 酒井　伸吾 西永　崇 石橋　智昭 丸山　華穂 秋田　琴美 企業対抗 B
467 HBTD YAM 安井　聡志 堀岡　滋 曽田　将史 高島　敏弘 藤島　義信 岩上　大輔 水越　勇人 伊藤　萌衣 企業対抗 B
468 光陽電設 中田　康洋 中島　賢 針山　聡史 澤田　真也 藤内　康友 中条　友香 中野　秀紀 角田　俊 企業対抗 B
470 チーム高信2年目 十二　政輝 岡田　健太郎 能松　弘樹 角崎　純平 布村　美穂 長尾　巴瑠香 柳瀬　有理 杉江　優香 企業対抗 D
471 カウベルファミリー 東海　繁 平田　洋 竹村　晃一 水牧　朝子 山崎　隆之 長田　浩一 宮川　拓也 大浦　恵美 企業対抗 D
472 たかしん∞8 志浦　直毅 馬場　陽大 松原　誉 糸　泰裕 岡田　真歩 内田　萌生 臼山　浩代 谷口　茉結 企業対抗 D
473 たかしん少女マンガ部 森川　達貴 川崎　航 佐野　孝明 沢田　健太 澤辺　優香 宮林　果奈 竹内　佑季 呉座谷　万莉 企業対抗 D

■駅伝　中高生の部
No. ﾁｰﾑ名 ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ7 ﾒﾝﾊﾞｰ8 特別表彰 エリア
501 ＴＫＳスポーツ部 窪　英哉 中田　一輝 梶　圭太 宗田　有理歩 D
502 チーム高岡ＲＥＤＳ４期生 堤 裕貴 宮川 虎太朗 鎌田 剛瑠 樋口 拓海 B
503 高岡REDS3 野嶽 なごみ 扇澤 麻由 竹中 博駿 中村 光 関 瑛太 木村 昂生 C
504 だいもんさん 松井　紳 番留　諒 山本　裕貴 古野　優也 坂井　俊介 D
505 高岡向陵高校A 尾田　一翔 宮木　快盛 長尾　大輝 東山　静也 池田　聖 中尾　啓哉　 A
506 高岡向陵高校B 西川　颯真 稲垣　悠斗 川崎　祥平 高下　陽向 津田　卓志 松川　和真 A



■個人ラン　男子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

5001 安藤　欣司 5041 ＴＲＣ 芝原 一繁 5081 ＡＣトヤマ 宮前 仁
5002 浦田　晴弘 5042 嶋田 裕也 5082 飛騨山岳会 向田 真一
5003 江崎　博紀 5043 庄司 友紀 5083 室澤 佑祐
5004 織田　幸治 5044 杉本 伸夫 5084 大江苑 盛田 順平
5005 のりさん 梶　義典 5045 ととまる！ 杉山 知義 5085 慶士見守り隊 安井 和行
5006 川田　拓也 5046 日本酒で乾杯！ 鈴木 成雄 5086 ＡＣトヤマ 山崎 智久
5007 川畑　遼 5047 沙 邦宏 5087 山崎 則弘
5008 黒田　光 5048 八尾総合病院 大利 朋之 5088 富山大学職員 山中 勝也
5009 児島　祐 5049 高井 健太 5089 山本 将夫
5010 島次　健介 5050 高木 玄太 5090 山本 真和
5011 嶋田　清光 5051 高田 歩 5091 山本 正義
5012 清水　貢 5052 日本曹達高岡 高畠 幸司 5092 横倉 正岐
5013 シャルダーズ　ブラッド 5053 高柳 雅郎 5093 吉田 孝志
5014 先名　健祐 5054 富山県天文学会 田子 十兵衛 5094 島田　知典
5015 高橋　宏明 5055 谷口 繁 5095 醍醐　陸史
5016 田保　誠二 5056 出井 修 5096 渡辺　和英
5017 畠山　督道 5057 寺島 嘉宏
5018 水谷　徹平 5058 土井 弥
5019 南　孝之 5059 みしまの 轟 信治
5020 荒井 誠 5060 豊本 亮太
5021 荒井 正樹 5061 水橋 直江 浩之
5022 伊勢 英明 5062 中上 龍雄
5023 いみずスポーツ 磯井 宏文 5063 中川 啓
5024 伊藤 準 5064 中川 泰之
5025 飯原 周一郎 5065 らんだむらん 野村 文男
5026 ゆるラン 岩崎 和宏 5066 濱谷 直樹
5027 上田 浩之 5067 平野 良
5028 上原自動車 上原 光二 5068 アシスタント６ 深澤 大地
5029 浦風 暁雅 5069 いたち川ＲＣ 藤井 誠一
5030 榮野 榮野 和彦 5070 本田 美晴
5031 越前 敦文 5071 本殿 広和
5032 厚生連外科 大島 正寛 5072 フジタ 政橋 貢
5033 柿谷 雅道 5073 松野 正佳
5034 金村 健太 5074 水谷 雄生
5035 小間 湧也 5075 アルビス 溝口 要
5036 新新薬品工業 米谷 賢太 5076 溝田 靖浩
5037 酒井 紀彦 5077 道野 正廣
5038 ＤＡＩＴＯ 沢田 哲也 5078 宮越 一郎
5039 グリーンＰ 篠原 啓志 5079 Ｍ．Ｒ．Ｃ 宮島 健次
5040 福野狂走組 柴田 太志 5080 宮田 義人

■個人ラン　女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者

5501 アナクラユカ 穴倉　由香
5502 安藤　五月
5503 岩坪　敏子
5504 小西　雅子
5505 酒井　雅子
5506 嶋田　静子
5507 高畑　真美
5508 長谷　亜津子
5509 林　志のぶ
5510 松田　久子
5511 柳橋　佳奈
5512 山田　裕子
5513 市根井 裕美
5514 伊藤 一美
5515 伊東 夏紀
5516 込尾 麻美
5517 酒井 明美
5518 島崎 雅子
5519 鈴木 理香
5520 まっさんラン 高松 正枝
5521 ゆるラン富山 高見 かおり
5522 塚越 恵子
5523 深沢 由起
5524 藤沢 律子
5525 森 裕梨子
5526 毛利田 朋美
5527 横井 恵久子
5528 吉田 亜香里
5529 吉田 真貴子
5530 奥田　貴子
5531 宮下　彰子



■キッズラン　6年生男子の部 ■キッズラン　6年生女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

1601 大野　快伸 1651 秋田　音響
1602 金子　楓 1652 定塚Jump 荒井　美己都
1603 酒井　龍輝 1653 定塚Jump 筏井　菜生
1604 ACトヤマJｒ 志田　岬大 1654 定塚Jump 内嶋　愛
1605 高辻　芽吹 1655 定塚Jump 小山　華夢
1606 宅美　柊志 1656 佐々木　心暖
1607 手塚　悠斗 1657 定塚Jump 嶋　心菜
1608 野村　晃生 1658 ヒマリチーム 杉江　日茉吏
1609 森　圭太 1659 中崎　瞳
1610 余川　朝陽 1660 中山　愛心
1611 城山ＡＣ 新野 琉壱 1661 西尾　会音
1612 城山ＡＣ 小池 凌太 1662 RUI 二口　類
1613 ＡＣトヤマ 櫻谷 圭唯 1663 風呂　美祐羽
1614 沢田 一之介 1664 松本　妃奈
1615 城山ＡＣ 白井 新大 1665 水谷　彩奈
1616 須藤 拓海 1666 室崎　珠奈
1617 城山ＡＣ 西川 琢朗 1667 山澤　麻莉
1618 ＡＣトヤマＪｒ 氷見 陸太朗 1668 カンコー学生服 石井 寧桜
1619 ＡＣトヤマ 前田 隼汰 1669 垣田 奏
1620 チームマツダ 松田 健吾 1670 金山小学校 角波 詩緒莉
1621 Ａ．Ｃ．トヤマ 水井 航海 1671 城山ＡＣ 川上 優香
1622 新保小学校 溝口 拓実 1672 伏木小学校 川尻 優希
1623 城山ＡＣ 宮本 祥吾 1673 田上小 正元 朋花
1624 ＡＣトヤマ 山崎 真直 1674 瑞穂ＡＣ 立中 詩乃

1675 Ａ．Ｃ．トヤマ 中村 仁咲
1676 西住 萌
1677 婦中ジュニア 村井 青空
1678 婦中ｼﾞｭﾆｱAC 濱　ひより
1679 吉野　結衣

■キッズラン　5年生男子の部 ■キッズラン　5年生女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

1501 東　亮汰 1551 明野　恵
1502 卯松　健 1552 石附　志野美
1503 桶川　空雅 1553 伊藤　愛空
1504 表　流生 1554 稲葉　珠生
1505 よしき! 梶　義季 1555 kagoi 籠居　優利菜
1506 加須栄　里玖 1556 河端　真音
1507 鎌田　望琥人 1557 高林　茉奈
1508 ＡC.TOYAMA .Jr 熊代　旭陽 1558 定塚Jump 鍋本　光里
1509 坂森　亮祐 1559 定塚Jump 平野　彩佳
1510 チーム ごんべい舎 佐々木　蓮 1560 藤井　美玖
1511 炭元　絃伸 1561 藤田　颯生
1512 根上　愁琉 1562 山﨑　陽葵
1513 ほそろぎマラソン 範本　文彬 1563 山﨑　悠璃
1514 畠山　卓弥 1564 山田　菜央
1515 三屋　優太郎 1565 婦中ジュニア 伊藤 明香里
1516 吉久　徠翔 1566 砺波東部小学校 上野 真由
1517 はしろっと 大野 拓馬 1567 金塚 万莉奈
1518 ＭＹＨＲＪＭ 大場 虎之介 1568 ふちゅうＪｒ 嶋岡 月梛
1519 岡田 侑大 1569 ＡＣトヤマ 砂道 彩花
1520 城山ＡＣ 川上 宇宙 1570 定塚小学校 高橋 里歩
1521 小杉小学校 黒瀬 創太 1571 福岡小学校 土田 桃華
1522 川岡ばくそく 小島 颯晟 1572 定塚小学校 中川 はる香
1523 川岡ばくそく 小島 瑠晟 1573 婦中ジュニア 七澤 友南
1524 杉山 悠斗 1574 婦中ＪｒＡＣ 原 舞子
1525 高城 凌芽 1575 宮村 柚希
1526 城山ＡＣ 多嶋 樹央 1576 東五位小　5年 蒲田　彩乃
1527 はしろっとＡＣ 田中 大夢 1577 竹田　ほたる
1528 定塚 中尾 将成
1529 西田地方小 星 雅貴
1530 婦中フラット 堀田 礼人
1531 新井中央小 宮腰 陽
1532 はしろっとＡＣ 吉岡 史貴
1533 婦中ジュニア 四津谷 貴裕
1534 堀田　京祐
1535 紙谷　泰成



■キッズラン　4年生男子の部 ■キッズラン　4年生女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

1401 浦田　駿平 1451 秋田　真鈴
1402 大島　民生 1452 開田　茉彩
1403 大平　真輝 1453 北岡　澪
1404 瀧根　健登 1454 才木　環奈
1405 永原　章久 1455 佐伯　恋羽
1406 広崎　拓真 1456 坂本　琴海
1407 本田　颯真 1457 佐野　瑞歩
1408 水谷　悠平 1458 高瀬　明希
1409 元尾　心洸 1459 長田　なごみ
1410 FC 南星 山口　大空 1460 林　奈央
1411 山崎　裕臣 1461 林　茉央
1412 山澤　航太 1462 牧　若葉
1413 山田　悠貴 1463 水口　和奏
1414 おこのみＲＣ 石山 徹平 1464 宮腰　陽凪
1415 入善小学校 上原 翔太 1465 浅井 菜々美
1416 太田 晄 1466 岡田 玲那
1417 大照 信慈 1467 エーシートヤマ 奥田 真菜
1418 光陽小 大庭 将希 1468 野村小学校 奥村 絆那
1419 新井中央小学校 岡田 大翔 1469 数井 七星
1420 野村小学校 仙納 圭裕 1470 南加積小学校 酒井 絵麻
1421 チームＭＡＮＯ 高森 はる 1471 ふくのジュニア 三角 仁美
1422 瑞穂ＡＣ 立中 大晴 1472 島田家 島田 結生
1423 塚越 党志朗 1473 パイナップル 高 日和
1424 土肥 瑛太 1474 竹内 伶
1425 永田 一真 1475 ＳＰホープ富山 田所 柚優
1426 Ａ．Ｃ．トヤマ 中村 駿利 1476 東五位小学校 廣岡 柚希
1427 ＡＣトヤマＪｒ 氷見 練之介 1477 増田 菜花
1428 Ａ．Ｃ．トヤマ 水井 晃海 1478 藤ノ木小学校 松森 亜珠
1429 新保小学校 溝口 倖生 1479 速星小学校 宮島 琉夏
1430 村田 悠輔 1480 婦中ジュニア 村井 暖空
1431 山下 琉神 1481 山崎 真鈴
1432 木津小学校 湯浅 友尋 1482 大石　釉布
1433 齋藤　佳汰 1483 下関小学校 藤牧　沙綾
1434 中川　太智
1435 林　勝基

■キッズラン　3年生男子の部 ■キッズラン　3年生女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

1301 石附　鉄正 1351 東　詩月
1302 井上　叡心 1352 折戸　奏
1303 浦田　康生 1353 川上　真葉
1304 浦田　悠生 1354 古仙　瑞妃
1305 大越　翔 1355 子林　稚奈
1306 大野　奏斗 1356 堺　莉杏那
1307 表　航世 1357 チーム ごんべい舎 佐々木　優
1308 FC南星 籠居　弘夢 1358 ACトヤマJｒ 志田　采世
1309 甲　大我 1359 守護　愛來
1310 ライトランナーズ 釜谷　光 1360 高辻　新菜
1311 北村　光 1361 高橋　百香
1312 紺谷　幸一 1362 立野　空侑
1313 佐伯　颯斗 1363 城山AC 春木　希海
1314 渋谷　龍之介 1364 二上　悠来
1315 FC南星 杉村　來希 1365 山本　愛華
1316 ゆうすけ 沙　悠祐 1366 山本　良々笑
1317 中崎　翔健 1367 ラン！ラン！ラン！ 吉岡　蘭
1318 中山　恵太 1368 吉田　陽
1319 春多　宥杜 1369 若狭　芙羽
1320 藤井　大毅 1370 ＡＣトヤマ 越後 明奈
1321 藤井　宙大 1371 高城 咲夢
1322 松本　結羽 1372 津幡ＪｒＡＣ 橋村 虹泉
1323 FC南星 山口　光太 1373 婦中ＪｒＡＣ 原 凜子
1324 山﨑　琉翔 1374 房 くるみ
1325 山田　穂高 1375 間野 心結
1326 山元　力斗 1376 宮崎 倖芽
1327 渡辺　達治 1377 渡辺 絢音
1328 高岡市野村小 筏井 誠也 1388 山本ＡＣ 山本 希恵
1329 婦中ジュニア 伊藤 大陽
1330 白木 颯大
1331 春江小学校 末吉 利基
1332 能町小学校 野口 達矢
1333 エーシートヤマ 廣世 凌真
1334 舟竹 歩生
1335 チームマツダ 松田 脩希
1336 ＦＣ南星 柳浦 大輝
1337 太閤山小学校 山本 健五
1338 吉田 颯之介
1339 永井　文悠
1340 吉野　慶太
1341 チームリン 飯室 陸



■キッズラン　2年生男子の部 ■キッズラン　2年生女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

1201 安藤　友以 1251 パパだいすき♡ 織田　悠那
1202 石灰　大晟 1252 塩田　咲彩
1203 いたも 板本　悠希 1253 藤重　いのり
1204 江嵜　大雅 1254 宮田　麻葵
1205 いずみ2009 大橋　新 1255 米澤　一華
1206 岡田　音桜 1256 六渡　莉咲
1207 北林　圭人 1257 市根井 奏音
1208 木下　修太郎 1258 砺波東部小学校 上野 夏生
1209 久保　蒼祐 1259 中 彩乃
1210 窪田　康介 1260 藤ノ木小学校 松森 一二珠
1211 才木　健瑠 1261 宮村 和香
1212 庄南小学校 尚和　哲広 1262 パイナップル 高 すみれ
1213 神代　晃輔 1263 金刺　詩歩
1214 畠山　和也 1264 田名田　葵生
1215 林　奏空 1265 堀　清華
1216 原　悠人 1266 葭田　絢香
1217 いずみ2009 平野　陽斗 1267 吉村　碧桜
1218 藤林　成豪
1219 松田　晴聖
1220 いずみ2009 三屋　善次郎
1221 いずみ2009 山田　航太郎
1222 いずみ2009 渡辺　太朗
1223 浅井 凛玖
1224 木津小学校 家城 稜太
1225 城山ＡＣ 小池 晴斗
1226 ＡＣトヤマ 櫻谷 優
1227 速星小学校 嶋岡 珀
1228 大利家 大利 歩夢
1229 砺波東部小学校 野田 創太郎
1230 ＨＹ 畠山 悠生
1231 松井 秀蕗
1232 比美乃江小学校 宮本 顕太朗
1233 比美乃江小学校 宮本 晃太朗
1234 婦中ジュニア 村井 慶旬
1235 木津小学校 湯浅 順太
1236 齊藤　秀哉
1237 室　未来

■キッズラン　1年生男子の部 ■キッズラン　1年生女子の部
No. ﾁｰﾑ名 走者 No. ﾁｰﾑ名 走者

1101 古仙　眞之助 1151 石附　幸美
1102 塚原　尚都 1152 二宮　由衣
1103 中野　莉玖 1153 山元　千晴
1104 新井中央小学校 岡田 悠翔 1154 飯室 優奈
1105 沙 虎汰郎 1155 チームＭＡＮＯ 高森 なつ
1106 松長　佑 1156 舟竹 心彩

1157 舟竹 心花
1158 保科 真奈実
1159 柳浦 杏優



No. ﾁｰﾑ名 子 親 No. ﾁｰﾑ名 子 親
2501 明野　和史 明野　淳子 2601 aizumi's 四十住　瑠南 四十住　和秀

2502 ショウターズ 飴井　翔大 飴井　賢治 2602 エースカナ 石原　加菜 石原　次郎
2503 チーム金山 金山　壮太 金山　誠一 2603 大坪　夏凛 大坪　千寿
2504 黒氏　航陽 黒氏　寛久 2604 HelloKitty 沖　悠花 沖　昌幸
2505 後藤　佑太 後藤　博 2605 パーシモンズ 柿原　にこ 柿原　琴美
2506 十二　琉生 十二　一男 2606 桐澤　璃月 桐澤　恵美
2507 あすかチーム 杉江　明日佳 杉江　由佳 2607 小西　彩瑛 小西　麻衣
2508 ローグ Ⅱ 立浪　正太郎 立浪　大樹 2608 砂田　柚咲 砂田　亜由美

2509 PEPE＆HITO 田原　一斗翔 田原　一平 2609 みか 道下　美結 道下　佳代
2510 アッキーナ 中井　謙有 中井　尚子 2610 村中　菫 村中　隆幸
2511 中山　倖太 中山　綱記 2611 森　瑠美 森　恭子
2512 南部　太孜 南部　浩史 2612 山口　菜々子 山口　達郎
2513 古山 古山　慶一 古山　愛香音 2613 ＭＴＴＲ 荒川 璃子 荒川　衛
2514 ドラゴン 松原　琉生 松原　隆幸 2614 カンコー学生服 石井 佐梛 石井　雅秀
2515 水田　悠晴 水田　裕士 2615 ＤＡＩＴＯ 沢田 小町 沢田　哲也
2516 リョウタロウズ 森田　涼太郎 森田　諭志 2616 なかなか 中島 来菜 中島　悟
2518 大谷 慶太 大谷　慎一 2617 ひいじゅー 広野 陽彩 広野　順
2519 越川 泰智 越川　智弘 2618 チーム松 松本 咲智 松本　光市
2520 武隈 剣 武隈　英太郎 2619 丸山 琴子 丸山　裕一
2521 カイリュウジャー 棚田 武蔵 棚田　将仁 2620 見神 環菜 見神　紀子
2522 チームこうた 中野 孔太 中野　浩信 2621 メイメイズ 吉本 万里子 吉本　恭子
2523 ホシナズ 保科 楽人 保科　守彦 2622 ﾒﾒｺちゃん 上野　媛翔 上野　智代
2524 チームそうたろう 本間 颯太朗 本間　浩司 2623 守山　色葉 守山　卓也
2525 トレラン親子⭕山 丸山 遥士 丸山　仁 2624 山田　花笑 山田　徹
2526 明堂 颯稀 明堂　靖弘
2527 田名田　琥太郎 田名田　勝吉

2528 林　迅哉 林　尚英

No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ No. ﾁｰﾑ名 子 親
2301 東　蓮稀 東　寛文 A 2401 安井　彩恵 安井　聡志
2302 岩井　克樹 岩井　貴宏 A 2402 中谷　心咲 中谷　友子
2303 上田　勝久 上田　晃子 A 2403 宮間　愛 宮間　章嘉
2304 大場　伊織 大場　永雅 A 2404 木田　優希 木田　博之
2305 海江田軍団 海江田　希空 海江田　翼 A 2405 佐々木　映瑠 佐々木　宏美

2306 S・K 黒梅　脩平 黒梅　康弘 A 2406 三輪　くるみ 三輪　哲也
2307 紺野　瑞貴 紺野　多紀子 A 2407 佐伯　苺花 佐伯　智子
2308 チームゆう 澤井　俊 澤井　真由美 A 2408 チームASAHI 髙木　星空 髙木　良史
2309 チーム嶋田 嶋田　航大 嶋田　智 A 2409 木村　葵衣 木村　優
2310 新家　碧斗 新家　誠 A 2410 高原　心春 高原　賢一
2311 鈴木　義富 鈴木　恵美 A 2411 坂本　澪厘 坂本　拓視
2312 N☆R 田島　陸也 田島　直樹 A 2412 どんぐりーず 戸瀬　恵都 戸瀬　暖
2313 にしおやこ 西尾　和音 西尾　直浩 A 2413 仙納　優羽 仙納　健次
2314 はせひよ 長谷川　昴 長谷川　尚子 A 2414 チーム　みずき 有元 瑞希 有元　智子
2315 林家 林　大耀 林　沙織 A 2415 上田家 上田 心音 上田　進
2316 チーム祥真 広川　祥真 広川　崇志 A 2416 天然親子 上原 沙弥夏 上原　光二
2317 三浦　哲平 三浦　正博 A 2417 野村小学校 奥村 粋 奥村　慎一郎

2319 チームAT-AT 山崎　暁斗 山崎　真 B 2418 チーム佐伯 佐伯 雫 佐伯　亘
2320 ストーム 吉田　章吾 吉田　朝美 B 2419 遼花 関 藍花 関　康子
2321 チームけいこ 朝倉 久稀 朝倉　登喜夫 B 2420 てらしま 寺島 成美 寺島　隆浩
2322 上野 和覇 上野　麻奈美 B 2421 ぐでかわ 二川 祥季 二川　香里
2323 大窪 拓翔 大窪　宏尚 B 2422 朴木 七海 朴木　康弘
2324 尾山 優太 尾山　智博 B 2423 小谷屋根ランナーズ 松澤 美里 松澤　朋典
2325 金田 成生 金田　学 B 2424 Ｍ＆Ｍ 山本 芽依 山本　真和
2326 河合 勇真 河合　毅 B 2425 尾間　夢実 尾間　夕里子

2327 佐賀 遥斗 佐賀　真也 B 2426 るりるり 横川　凜子 横川　美咲
2328 白崎光毅 白崎 光毅 白崎　文朗 B 2427 四津井　綾 四津井　隆文

2329 チームｘ 関本 悠生 関本　尚彦 B
2330 ひろゆい 筒井 結太 筒井　宏睦 B
2331 姫野 理央 姫野　大 B
2332 まついち将軍 二川 篤輝 二川　英樹 B
2333 松岡 凛空 松岡　成佳 B
2334 ＫＰＣ２１ 宮下 翔伍 宮下　純 B
2335 珂成と努 高橋　珂成 高橋　努 B

■親子ラン　3年生男子の部 ■親子ラン　3年生女子の部

■親子ラン　2年生女子の部■親子ラン　2年生男子の部



No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ No. ﾁｰﾑ名 子 親
2101 ユウターズ 飴井　悠大 飴井　和代 A 2201 teamすみっこ 上野　夏鈴 上野　まり
2102 金子　斐音 金子　慎介 A 2202 クリオネ 小野　綾音 小野　友香
2103 川上　滉介 川上　貴広 A 2203 折戸　響 折戸　真澄
2104 久保　駿太 久保　雅春 A 2204 甲　栞和 甲　浩司
2105 御後　颯太郎 御後　祐二 A 2205 桐澤　羽乃 桐澤　伸治
2106 小玉　龍心 小玉　洋 A 2206 藤井　栞奈 藤井　和弥
2107 小西　泰馳 小西　紀之 A 2207 細川　朋華 細川　征津子

2108 坂田ランニング倶楽部 坂田　稟太朗 坂田　大輔 A 2208 松井　つかさ 松井　由佳
2109 立浪　慎一郎 立浪　梨渚 A 2209 森田　瑞咲 森田　優平
2110 冨永　蓮生 冨永　誠 A 2210 ユイズ 森田　結 森田　理沙
2111 中橋　郁仁 中橋　聖司 A 2211 扇原 彩羽 扇原　泰伸
2112 GRIZZLY 牧　隆人 牧　拓生 A 2212 すずなとお父さん 川路 紗菜 川路　康允
2113 リザードン 増井　真大 増井　清文 A 2213 島田家 島田 愛生 島田　健一
2114 水持　友羽 水持　友彰 A 2214 瀬川 真実子 瀬川　勇人
2115 元尾　太翼 元尾　満 A 2215 金曜日ランナー 高田 萌生 高田　勝哉
2116 山口　大介 山口　素乃子 A 2216 只野 日葵 只野　麻友美

2117 山崎　裕史 山崎　裕洋 A 2217 カイリュウジャー 棚田 芽花 棚田　深雪
2118 山田　渉太 山田　之弘 B 2218 塚越 千寿帆 塚越　恵子
2119 しゅう&ママ 吉岡　鷲 吉岡　容子 B 2219 永田 優月 永田　拓也
2120 荒井 颯大 荒井　正樹 B 2220 ちーむ花まる 花崎 結愛 花崎　義也
2121 入倉 翔杜 入倉　浩一 B 2221 増田 一花 増田　直敬
2122 大島 颯太 大島　正寛 B 2222 大垣　まこ 大垣　有紀
2123 大庭 直翔 大庭　武 B
2124 チームリュウ 越野 リュウ 越野　カオリ B
2125 小林 蒼真 小林　健二 B
2126 寺島 栄希 寺島　嘉宏 B
2127 富山 瑛斗 富山　剛 B
2128 大ちゃんず 中川 大暉 中川　浩幸 B
2129 中村 颯佑 中村　秀恒 B
2130 藤原 暖人 藤原　恵介 B
2131 松浦 結優 松浦　洋介 B
2132 間野 祐心 間野　隆了 B
2133 薮田 隼人 薮田　勇治 B
2134 境　大輝 martinez　omar B

No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ

2701 秋田　昊南 秋田　優子 A 2727 沼田　敦斗 沼田　広和 A 2752 河合 琉寿 河合　浩明 B
2702 明野　優司 明野　淳子 A 2728 野田　皐央 野田　里夏 A 2753 無 須藤 伊織 須藤　裕美 B
2703 アナクラユカ 穴倉　敬 穴倉　由香 A 2729 萩原　和希 萩原　孝之 A 2754 チームｂ 関本 達起 関本　美由紀 B
2704 岩本　一馬 岩本　泰浩 A 2730 福田　惺 福田　淳 A 2755 大利家 大利 拓夢 大利　朋之 B
2705 魚津　駿 魚津　和代 A 2731 福田　晄 福田　美穂 A 2756 パイナップル 高 晃 高　淑子 B
2706 大橋　司 大橋　浩代 A 2732 二上　天惺 二上　信康 A 2757 いちょう組 土肥 建太朗 土肥　正芳 B
2707 菓子　晴仁 菓子　景子 A 2733 れん&パパ 二口　蓮 二口　宏正 A 2758 中 健二 中　陽介 B
2709 川崎　陽梛太 川崎　里江 A 2734 チーム・キューレンジャー 細江　悠太郎 細江　直子 A 2759 林家 林 佳樹 林　奈緒子 B
2710 草村　匠 草村　亮子 A 2735 松浦　麟太朗 松浦　三朗 A 2760 林家次男坊 林 龍之介 林　奈緒子 B
2711 はるくんとおとうさん 小原　遥真 小原　彰浩 A 2736 松田　賢和 松田　和華那 A 2761 松森 慈人 松森　健 B
2712 酒井　蒼太郎 酒井　優二 A 2737 水田　悠真 水田　智美 A 2762 トレラン親子⭕山 丸山 太陽 丸山　智春 B
2713 みつ 榮　みつよし 榮　健二 A 2738 KONBAIN 溝口　竜輝 溝口　覚 B 2763 はる 領毛 遙 領毛　沙野花 B
2714 チーム ごんべい舎 佐々木　将 佐々木　大輔 A 2739 くさくさ爆走会 宮田　幸太朗 宮田　美幸 B 2764 大石　紘宇 大石　和也 B
2715 澤田家 澤田　大地 澤田　英樹 A 2740 明道　朔也 明道　基子 B 2765 ゆうひ 黒川　侑暉 黒川　文乃 B
2716 塩田　結誠 塩田　隆幸 A 2741 村田　啓輔 村田　絢子 B 2766 境　礼央 境　香保里 B
2717 渋谷　怜之介 渋谷　幸司 A 2742 ぱーまややぎ2号店 屋木　正風 屋木　昌美 B 2767 笹山　凌聖 笹山　貴代 B
2718 髙田　瑛斗 髙田　祐輔 A 2743 柳田　海 柳田　一之 B 2768 佐藤　悠月 佐藤　則子 B
2719 金田　悠真 高野　真優里 A 2744 山口　孝太郎 山口　達郎 B 2769 澤田　利周 澤田　利匡 B
2720 高原　幸太郎 高原　真奈美 A 2745 山崎　千寛 山崎　慶子 B 2770 田名田　和生 田名田　剛史 B
2721 高松　史弥 高松　裕史 A 2746 マサ＆マコ 山崎　雅治 山崎　誠 B 2771 せいきち&ゆじろ 中原　清吉 中原　悠二郎 B
2722 橘　成住 橘　健一 A 2747 吉田　廉太郎 吉田　允美 B 2772 孫田　瑛一朗 孫田　顕範 B
2723 田辺　優真 田辺　聡子 A 2748 吉久　吏翔 吉久　学美 B 2773 守山　生吹 守山　華奈美 B
2724 寺沢　友亮 寺沢　多英 A 2749 市根井 蹴人 市根井　裕美 B 2774 濵田　健士郎 濱田　恵理子 B
2725 土居　涼太 土居　祐樹 A 2750 大島 咲哉 大島　正寛 B 2775 濵田　晴介 濱田　政文 B
2726 中山　優吾 中山　桂子 A 2751 チームこたろう 大塚 琥太朗 大塚　哲平 B 2776 網　航太郎 網　武志 B

No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ No. ﾁｰﾑ名 子 親 グループ

2801 岩田　夏帆 岩田　ゆかり A 2817 三屋　華 三屋　晶子 A 2833 あーちゃん 三角 彩乃 三角　和宏 B
2802 上谷　早亜弥 上谷　麻里 A 2818 三輪　和泉 三輪　洋美 A 2834 杉山 奏帆 杉山　孝弘 B
2803 表　ゆりか 表　勝幸 A 2819 本澤　幸歩 本澤　祐一 A 2835 大利家 大利 夢乃 大利　朋之 B
2804 金子　佳央 金子　知佳 A 2820 ぱーまややぎ1号店 屋木　千風 屋木　和夫 A 2836 ナチコ 高畑 奈央 高畑　優子 B
2805 川端　美晴 川端　和彦 A 2821 八嶋　結 八嶋　創 A 2837 竹林農機具店 竹林 芽以奈 竹林　弘一 B
2806 木村　唯楓 木村　真澄 A 2822 柳田　そら 柳田　みずえ A 2838 てらしま 寺島 愛結 寺島　隆浩 B
2807 ワンワンズ 酒井　智衣 酒井　陽子 A 2823 吉川　佳歩 吉川　香里 A 2839 姫野 栞央 姫野　佳奈 B
2808 坂田ランニング倶楽部 坂田　初音 坂田　さくら A 2824 渡辺　薫子 渡辺　絵里奈 A 2840 放生 夏芽 放生　亜紀子 B
2809 外川　希子 外川　真利子 A 2825 阿久津 結羽 阿久津　翼 B 2841 本殿 紗奈子 本殿　広和 B
2810 sakura 大門　さくら 大門　秀司 A 2826 入倉 紬 入倉　幸子 B 2842 Ｍ．Ｒ．Ｃ 宮島 美蘭 宮島　梨恵 B
2811 髙倉　佳奈 髙倉　有里 A 2827 上田 朱莉 上田　陽 B 2843 宮村 碧彩 宮村　由美 B
2812 高松　すず 高松　愛 A 2828 上野 未織 上野　康次 B 2844 ファイン走遊会 薮田 真桜 薮田　無我 B
2813 立野　海侑 立野　ひろみ A 2829 越後 心羽 越後　浩二 B 2845 尾間　海那 尾間　利恵 B
2814 チームソラ 富田　そら 富田　裕一 A 2830 チームはな 大塚 葉奈 大塚　歌奈子 B 2846 ｴﾝｼﾞ 黒川　円寿 黒川　幸一郎 B
2815 yuchi 中瀬　由梨 中瀬　知佳 A 2831 大庭 愛実 大庭　まりの B 2847 佐藤　悠空 佐藤　淳司 B
2816 丸　あかね 丸　ゆかり A 2832 金森 月花 金森　仁美 B 2848 宮下　真織 宮下　真美 B

■親子ラン　未就学児男子の部

■親子ラン　未就学児女子の部

■親子ラン　1年生男子の部 ■親子ラン　1年生女子の部


