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ME 石川県 197-17-822 福留 悠斗 198-17-802 石崎 建 198-17-804 清水 有希 198-17-801 五十嵐 央人

ME 静岡県 185-22-507 長縄 知晃 196-22-859 大橋 陽樹 196-22-802 伊藤  樹 175-22-401 田濃 邦彦 181-22-420 内藤 愉孝

ME 静岡県 199-08-805 名雪 青葉 172-22-506 松澤 俊行 198-26-802 篠原 幹博

MS 静岡県 181-22-420 内藤 愉孝 168-22-207 山本 玄峰 175-22-401 田濃 邦彦 172-22-506 松澤 俊行 165-22-501 田代 雅之

WS 静岡県 288-22-423 大類 亜美里 278-22-210 横井 里乃 288-22-510 長縄 美春

MV 静岡県 166-22-003 鈴木 正文 166-22-202 滝 正晴 165-22-501 田代 雅之 168-22-207 山本 玄峰

ME 神奈川県 190-14-701 結城 克哉 197-14-703 桃井 陽佑 197-14-817 江野 弘太郎 189-14-397 田邉 拓也 196-14-701 横堀 聖人

ME 神奈川県 196-14-701 横堀 聖人 198-14-830 小寺 義伸 189-14-397 田邉 拓也 197-14-817 江野 弘太郎 198-14-818 生田 崚

ME 神奈川県 198-14-833 鈴木 京佑 198-14-818 生田 崚 195-12-002 吉澤 雄大

WE 神奈川県 297-14-701 高橋 利奈 294-14-398 中村 茉菜 297-14-819 清野 幸 298-14-801 佐藤 珠穂 293-14-293 宮川 早穂

WE 神奈川県 298-14-801 佐藤 珠穂 298-14-810 松田 千果 298-14-805 田村 一紗

MS 神奈川県 172-14-416 入江 崇 178-14-122 紺野 俊介 184-03-701 村上 巧 175-14-242 小暮 喜代志 172-14-170 橋本 浩一

MS 神奈川県 171-14-270 西村 和人 172-14-170 橋本 浩一 175-14-242 小暮 喜代志

MJ 神奈川県 199-14-801 田淵ヒカル 100-14-830 根岸 健仁 199-14-813 阿部 遼太郎 100-14-804 用松知樹 100-14-810 碓井 玲

MJ 神奈川県 100-14-804 用松知樹 100-14-810 碓井 玲 100-14-815 楊 泓志

WJ 神奈川県 299-14-802 岩崎佑美 299-13-808 明神 紀子 299-13-813 鈴木 日菜

MV 神奈川県 164-14-182 佐藤 信彦 164-14-014 小泉 辰喜 163-14-028 武藤 拓王 157-14-202 五十嵐 則仁 167-14-357 天野 仁

MV 神奈川県 161-14-008 茅野 耕治 157-14-202 五十嵐 則仁 167-14-357 天野 仁

WV 神奈川県 271-14-382 高津 寿三鈴 272-14-396 片山 保子 257-14-146 高橋 明美

XV 神奈川県 144-14-007 伊藤 清 149-14-169 関野 賢二 247-14-002 今井 栄

ME 大阪府 198-27-801 片岡佑太 197-27-806 吉田薪史 198-26-805 丸山 ゆう

ME 大阪府 198-27-802 桃本一輝 197-27-808 岡村春日 198-27-807 谷川陸吏

ME 大阪府 182-27-134 木村 洋介 194-13-004 瀬尾 峻汰 197-27-701 藤本 拓也

MV 大阪府 159-27-152 井上 仁 166-27-004 稲田 旬哉 164-27-017 大林 俊彦

MV 大阪府 154-27-013 愛場 庸雅 164-27-154 北川 達也 165-27-023 阪本 博

MS 大阪府 163-27-146 横田 実 170-29-701 前川 一彦 168-27-001 永瀬 真一 182-27-134 木村 洋介 165-27-023 阪本 博

WJ 大阪府 200-27-801 高橋茉莉奈 299-27-801 山賀千尋 201-27-802 林 里美

MJ 大阪府 199-27-812 竹重 拓輝 199-27-810 萱尾澄人 199-13-863 宮岡竜也

ME 京都府 197-26-803 岩井 龍之介 192-26-218 松下 睦生 195-26-817 山本 明史 189-26-202 大箱 貴志

ME 京都府 198-23-107 和佐田 祥太朗198-26-825 伊藤 良介 198-08-806 谷野 文史

ME 京都府 192-26-123 田中 宏明 186-26-264 石黒 文康 189-26-211 伴 毅

MJ 京都府 100-26-810 二俣 真 100-26-808 平岡 丈 100-26-815 上田皓一朗

MJ 京都府 199-26-811 岡本 哲史 199-26-823 塚田 一希 100-26-814 吉仲 瑞貴

MJ 京都府 100-26-801 井上 匠梧 100-26-807 長井 翔太郎 100-26-813 向井 悠真

WJ 京都府 200-26-801 重岡 慧実 299-26-814 小久保茉優 200-26-802 慶澤 遥

XV 京都府 143-26-002 近藤  義弘 140-26-054 久保  喜正 148-26-119 古川  勝美

1走 2走 3走 補欠１ 補欠２



クラス都道府県 競技者番号 氏名 競技者番号 氏名 競技者番号 氏名 競技者番号 氏名 競技者番号 氏名

1走 2走 3走 補欠１ 補欠２

ME 愛知県 190-23-209 堀田 遼 196-23-819 佐藤 遼平 195-23-817 南河駿 101-23-022 森清 星也 100-08-804 祖父江 有祐

ME 愛知県 191-26-701 糸賀 翔大 196-13-861 種市 雅也 189-23-103 菅谷 裕志

MS 愛知県 165-23-149 鵜飼 須彦 159-23-100 松橋 徳敏 179-23-146 平沢 正紀 163-23-103 稲葉 英雄 159-23-068 新帯 亮

MJ 愛知県 100-08-804 祖父江 有祐 101-23-022 森清 星也 100-23-801 羽田 拓真

WJ 愛知県 299-13-822 長瀬麻里子 299-13-823 上島じゅ菜 200-23-801 近藤花保

MV 愛知県 159-23-211 角岡 明 159-23-245 宮崎 敦司 163-23-103 稲葉 英雄 165-23-149 鵜飼 須彦 159-23-068 新帯 亮

ME 兵庫県 196-28-002 遠藤 匠真 196-27-811 今松 亮太 196-28-001 稲岡 雄介 166-28-001 井上 健太郎

WE 兵庫県 298-28-803 永山 尚佳 200-28-805 溝渕 賀子 297-28-001 出田 涼子 257-28-001 出田 裕子

MV 兵庫県 166-28-001 井上 健太郎 162-28-002 谷垣 宣孝 160-28-002 板谷日出男 157-28-001 出田 洋

XV 兵庫県 257-28-001 出田 裕子 149-28-001 永田  実 139-28-001 尾上 俊雄

ME 北海道 196-01-121 塩平 真士 193-01-120 泉 修平 181-01-101 櫻本 信一郎 170-01-004 山田 健一

WE 岐阜県・三重県・滋賀県 269-24-002 加納 尚子 298-08-801 佐久間 若菜 290-25-001 江田 黎子

MV 岐阜県・滋賀県・三重県 163-21-030 広江 淳良 169-42-701 大平 晃久 166-25-001 玉木 圭介 153-24-022 谷 秀司

XV 岐阜県・滋賀県 147-21-044 鹿野 勘次 152-25-001 平島 俊次 152-25-002 古津 和夫 153-21-001 橋本 八州馬

ME 東京都 194-13-816 前中 脩人 199-13-801 大石 洋輔 194-13-001 橘 孝祐

ME 東京都 194-13-815 木島 佑輔 193-13-812 桑原 大樹 194-13-814 大西 正倫

ME 東京都 196-13-553 柴沼 健 197-13-822 森田 夏水 198-13-880 池田 匠

WE 東京都 298-13-811 世良 史佳 297-13-821 小林 美咲 299-13-809 阿部 悠 275-13-064 渡辺 円香 274-13-056 水嶋 直子

WE 東京都 299-13-814 冨山 詩央里 296-13-829 金子 詩乃 298-13-803 保木 祥声

WS 東京都 274-13-056 水嶋 直子 275-13-064 渡辺 円香 261-13-040 宇野 明子 259-13-042 鈴木 清美

MJ 東京都 103-13-001 寺嶋 謙一郎 199-13-851 本庄 祐一 199-13-833 田中 琉偉

MJ 東京都 100-13-803 藤澤 達也 104-13-016 德地 一真 104-13-010 宮川 優斗

WJ 東京都 299-13-827 榎戸 麻衣 200-13-813 住谷 遥夏 200-13-820 中川 和音

WJ 東京都 299-13-826 坂根 歩実 299-13-806 中村 咲野 200-13-809 仲田 有沙

MV 東京都 166-13-001 青木 俊之 163-13-090 杉本 光正 169-13-018 藤生 考志 149-13-573 上田 俊雄 130-13-297 高橋 厚

MV 東京都 160-13-558 池田 博 157-13-041 鈴木 規弘 144-13-130 児玉 拓

XV 東京都 149-13-573 上田 俊雄 153-13-082 天明 英之 155-13-051 荒井 正敏 130-13-297 高橋 厚 144-13-130 児玉 拓

ME 滋賀県 198-26-808 古池 将樹 198-26-810 徳地 研人 100-08-808 平岩 伊武季 176-25-003 石井泰朗 166-25-001 玉木 圭介

ME 滋賀県 194-25-701 竹内 孝 191-25-002 坂口 祐生 286-25-001 菅 麻里絵 176-25-003 石井泰朗 166-25-001 玉木 圭介

MS 滋賀県 176-25-003 石井泰朗 173-25-001 市橋 卓 172-25-001 木俣 順 166-25-001 玉木 圭介 152-25-001 平島 俊次

ME 千葉県 195-12-001 平山 遼太 196-12-001 宮本 樹 198-12-811 宮嶋 哲矢

ME 千葉県 194-12-701 中野 航友 198-12-805 本多 一成 198-12-808 森山 凌佑

WE 千葉県 290-12-003 柳川 梓 292-12-002 稲毛 日菜子 296-12-804 香取 菜穂

WE 千葉県 298-12-001 小林 璃衣紗 298-13-810 香取 瑞穂 294-12-001 針生 佳奈

MS 千葉県 160-12-003 齋藤 和助 174-12-005 今泉 知也 185-12-001 神山 康

WS 千葉県 263-12-001 宮本 知江子 285-12-001 神山 綾 288-12-001 津田 春菜
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MJ 千葉県 198-13-850 朝間 玲羽 199-12-802 伊地知 淳 199-13-816 伊藤 元春

MJ 千葉県 199-12-806 吉田 玄 199-12-807 森川 輔 100-12-801 大西 諒哉

WJ 千葉県 299-12-802 猪股 紗如 200-12-801 崎原 美咲紀 200-12-802 矢倉 美励

MV 千葉県 158-12-002 小山 清 159-12-001 早野 哲朗 161-12-001 小林 岳人

MV 千葉県 158-12-001 田中 徹 163-12-004 宮本 幸治 167-12-001 錦戸 靖幸

XV 千葉県 143-12-001 鈴木 榮一 150-12-001 大塚 校市 151-12-003 鈴木 正夫

ME 広島県 196-13-838 出原 優一 198-23-809 住吉 将英 195-11-701 和田 康次郎 197-26-702 沖中 陽幸

ME 広島県 100-28-802 浴本 悠貴 197-26-702 沖中 陽幸 197-34-809 清水 慎太郎

WE 広島県 299-23-803 須本 みずほ 296-13-828 西谷 彩奈 296-26-815 山根 萌加

MJ 広島県 100-34-804 井口 大雅 100-34-801 平山 裕也 100-34-802 牧島 滉平

MV 広島県 164-34-045 山本 賀彦 164-34-701 清水 尊司 169-34-701 小比賀 健司

XJ 広島県・岡山県 207-33-001 石井 柚花 208-34-701 清水 柚希 111-34-701 清水 渓杜 106-33-701 小比賀 草太

MS 岩手県・北海道 156-03-001 鈴木 宏 171-03-002 中里 勝彦 170-01-004 山田 健一

XV 岩手県 149-03-195 三澤 儀男 147-03-194 菅原 健一 146-03-281 高橋 千代司

ME 茨城県 183-08-273 八神 遥介 100-08-825 永山 遼真 198-08-834 根本 啓介 175-08-114 蛭田 晃仁 161-08-019 藤井 範久

ME 茨城県 181-08-008 寺垣内 航 199-08-811 竹下 晴山 197-08-823 菅沼 友仁

MS 茨城県 175-08-114 蛭田 晃仁 159-08-032 黒羽 和之 161-08-019 藤井 範久 183-08-273 八神 遥介 181-08-008 寺垣内 航

WJ 茨城県 200-13-834 坂巻 朱里 299-08-806 佐藤 隆奈 200-08-803 佐々木 花衣

ME 埼玉県 195-11-002 川名 竣介 194-11-004 猪俣 祐貴 197-11-005 清水 俊祐 167-11-067 新 隆徳 176-11-203 木村 耕平

ME 埼玉県 194-11-001 小泉 知貴 194-11-005 友田 雅大 100-13-829 立松 空

WE 埼玉県 297-43-701 小竹 佳穂 281-11-136 皆川 美紀子 259-11-107 高野 由紀 299-13-807 佐藤 加奈

WE 埼玉県 296-13-818 村山 友梨 298-13-831 藤平 歩 298-13-836 片岡 茅悠

MS 埼玉県 176-11-171 水嶋 孝久 177-11-317 源後 知行 167-11-067 新 隆徳 176-11-203 木村 耕平

MS 埼玉県 171-11-002 森田 拓之 167-11-023 小島 由幸 174-23-154 須藤 馨

WS 埼玉県 260-11-035 渡辺 加与美 276-11-160 須藤 友絵 268-11-038 清水 容子 259-11-107 高野 由紀

MV 埼玉県 163-11-098 福田 雅秀 160-11-124 福原 正三 165-11-001 清水 伸好 167-11-023 小島 由幸

XV 埼玉県 150-11-031 海老沢 正 147-11-272 橘 直隆 151-11-258 小林 二郎 139-11-111 小笠原 揚太郎145-11-003 山口 征矢

ME 山梨県 100-13-834 入江 龍成 195-13-820 加藤 岬 191-19-018 尾崎 弘和

ME 山梨県 174-09-042 石澤 俊崇 181-20-060 高橋 範 192-13-807 藤村 陸

ME 長野県 194-20-068 田中 悠 193-20-070 佐藤 雄太郎 198-08-803 小牧 弘季

ME 長野県 161-20-015 木村 佳司 159-20-058 町井 稔 193-20-052 木村 友佳

ME 三重県 195-26-828 森河 俊成 198-28-803 高野 陽平 104-24-049 牧戸 悠生

XV 三重県 148-24-015 宮林 修 151-24-017 小八重 善裕 154-24-018 伊藤 哲夫 153-24-022 谷 秀司

MV 和歌山県 152-30-001 斎藤 久雄 162-27-132 野澤 建央 161-30-001 楠見 耕介

XV 徳島県 255-36-011 松本 和美 153-36-018 板東 光彦 151-36-020 織田 稔

WV 福岡県 271-40-017 半田 博子 260-40-021 佐久間 千恵子265-40-026 高取 千佳 273-33-001 小比賀 少子


