
ゼッケン

No
種目名 チーム名■ 第1区間（5.6km) 第2区間（4.2km) 第3区間（4.5km） 第4区間（8.65km） 第5区間（7.0km) 第6区間（6.8km) 補欠1 補欠2

サトウ フウマ カタギリ ヒヨリ キムラ アキヒト ハナダ イツキ サナダ リョウセイ トミタ リク イシカワ コウタ スズキ メブキ
佐藤 楓馬 片桐 陽和 木村 暁仁 花田 樹 眞田 稜生 富田 陸空 石川 晃大 鈴木 芽吹
ヤジマ リュウセイ トモイ ユウト サトウ リュウガ ウシヤマ ジュンイチ コバヤシ トシキ ニシザワ ヒロム ニシナカヤマ ヒロシ フタミ ヒロキ
矢島 琉聖 友井 悠人 佐藤 龍我 牛山 純一 小林 季生 西澤 洋務 西中山 宏 二見 拓輝
フタミ ヒロキ フタミ ユウキ トウメ ガク ニシナカヤマ ヒロシ ハガワ エイイチ タバタ コウジ シブヤ マナブ ホソイ ショウタ
二見 拓輝 二見 優輝 當銘 岳 西中山 宏 羽川 英一 田畑 幸司 渋谷 学 細井 奨太
コバヤシ フミヤ イマイ ジュンヤ キウチ バンリ シブヤ マナブ ミヤタ ミツロウ ホソイ ショウタ タカハシ ナリヤ カサイ ユウキ
小林 史弥 今井 純也 木内 万璃 渋谷 学 宮田 光朗 細井 奨太 高橋 成也 河西 勇輝
イマイ アユミ カワグチ ノノハ ヨシザワ セナ カサイ ユウキ オグチ ヨウジ ミヤサカ ユウスケ タカハシ ナリヤ オグチ ヒデヤ
今井 亜祐実 川口 ののは 由澤 汐七 河西 勇輝 小口 洋司 宮坂 悠助 高橋 成也 小口 秀哉
ハヤノ ヨシノブ ハラ ケンジロウ ゴザワ タイセイ ヨシカワ ショウゴ イトウ コウスケ イトウ カズヤ
早野 吉信 原 謙二郎 後沢 大成 吉川 昇吾 伊藤 洸介 伊東 和也
コバヤシ ダイスケ ミヤジマ タカアキ マツムラ ケンイチ ハラ タケシ シロタ タカツグ マツヤマ カツトシ
小林 大亮 宮嶋 宇明 松村 健一 原 武司 代田 貴嗣 松山 克敏
コマザワ シンジ ドウケ カズヤ アオキ ヨシヒロ キムラ マサユキ ヤマナシ コウイチロウ ニシナガ ヨシト
駒澤 信二 道家 和也 青木 義大 木村 雅幸 山梨 紘一郎 西永 佳人
ナカムラ コウキ タナカ ケイ ワリタ ユウマ コモリ ユウシ テラシマ コウジロウ コナガヤ ヨシハル シラカワ ユウイチ
中村 孝樹 田中 圭 割田 雄磨 小森 勇志 寺島 晃次郎 小⾧谷 祥治 白川 友一
ヒラタ カズヤ スズキ ヨシノリ アオキ マサシ タキザワ ユウタ コバヤシ レオ イチカワ タケシ
平田 和也 鈴木 良則 青木 雅史 滝澤 祐太 小林 怜生 市川 武
ヤマカワ タクマ コバヤシ ハヤト ハシズメ サツキ ミヤシタ ハルキ ヒグチ マサアキ オクハラ ケンイチ ホソダ ユウイチ シモジマ オサム
山川 拓馬 小林 隼人 ※ 橋爪 颯生 宮下 春貴 樋口 正晃 奥原 謙一 細田 勇一 下島 修
ミヤザワ ナツキ タケウチ トウヤ カミジマ ミチナリ スズキ マサユキ タナカ シュウイチ イトウ タツヤ ホソダ ユウイチ シモジマ オサム
宮澤 夏樹 竹内 柊哉 ※ 上島 通成 鈴木 昌幸 田中 秀一 伊藤 達也 ※ 細田 勇一 下島 修
クロイワ ユウト フルカワ フウマ ナカムラ ユウキ トバ ダイチ カミジョウ コウタ アオキ ハヤテ
黒岩 優斗 古川 楓馬 中村 祐紀 鳥羽 大地 上条 康太 青木 颯
ウチカワ タカシ タカギ カズヒロ オモテ チフミ モモセ シュウイチ コバヤシ マサツグ ヤマモト サオリ
内川 隆 高木 一裕 表 千史 百瀬 州一 小林 正次 山本 早織
タケダ ユウスケ ヤマザキ ユウタロウ フジキ ユウヘイ ヤナギサワ ミズキ マルヤマ コウヘイ カドワキ ワタル クロイワ レオ ユモト ケンイチ
武田 優介 山崎 佑太郎 藤木 悠平 柳澤 瑞樹 丸山 航平 門脇 航 黒岩 怜生 湯本 憲一
オオバ ショウタ タナカ ヒデヨ コバヤシ ユタカ ノザキ テンマ イシカワ カンタ ナカネ ミツヒロ ハギハラ トオル ヤノ ヨウスケ
大峽 翔太 田中 秀也 小林 豊 野崎 天馬 石川 寛大 中根 光洋 萩原 徹 矢野 陽介
セキ カイト ナカムラ シュンゴ マキタ アオト ハヤシ ダイスケ コナカ リュウノスケ モリモト マヒロ
關 凱人 中村 駿吾 牧田 蒼斗 林 大輔 小中 龍之介 森本 真宙
アシベ トウマ マキシマ リョウヤ スズキ シュンペイ マルヤマ タクジ オオバ ハルヒト タキザワ ケント ホソダ ユウイチ シモジマ オサム
芦部 冬馬 牧島 涼也 ※ 鈴木 駿平 丸山 卓治 大場 晴仁 瀧澤 建斗 細田 勇一 下島 修
ツボヌマ リョウ シオハラ ジュン マルヤマ タツキ カナザワ ヒロノリ ヤマモト マサキ フルサワ アキヒロ エヒラ リュウジ モモセ ナガヨシ
坪沼 良 塩原 潤 丸山 辰樹 ※ 金澤 拓則 山本 昌希 古澤 彰大 江平 隆司 百瀬 永吉
スズキ ナオト アオキ マコト タナカ シゲル ヤマシタ ヨシヒサ フルカワ ジュンイチ イトウ リョウ コンドウ ナオキ ハマサキ マサノリ
鈴木 尚登 青木 信 田中 茂 山下 喜久 古川 淳一 伊藤 諒 近藤 直樹 濱崎 政伯
ムラサワ チヒロ コジマ タカシ タキザワ タツヒコ シミズ タクヒロ ミヤモト タイスケ ヤマギシ カズマ オオムラ ハジメ コバヤシ コウイチ
村澤 智啓 小嶋 昴志 滝澤 達彦 清水 拓大 宮本 泰佑 山岸 和真 大村 一 小林 光一

第５１回天龍梅花駅伝 選手名簿 令和２年２月７日正午現在

20  一般 高嶺走友会Ａ

18  一般 松本市駅伝部

19  一般 アグピー

16  一般 付き合ったら退部の会

17  一般 上伊那駅伝部高校

14  一般 チームNDF

15  一般 須坂上高井駅伝部

12  一般 安曇野市駅伝部A

13  一般 安曇野市駅伝部B

招待 佐久⾧聖高校

1  一般 全諏訪A

6  一般 飯田下伊那B

4  一般 全諏訪D

5  一般 飯田下伊那A

2  一般 全諏訪B

3  一般 全諏訪C

7  一般 飯田下伊那C

10  一般 上伊那駅伝部A

11  一般 上伊那駅伝部B

8  一般 ⾧野市駅伝部A

9  一般 ⾧野市駅伝部B



第５１回天龍梅花駅伝 選手名簿 令和２年２月７日正午現在

タナカ エイジ セキ タカコ コニシ トオル メンジュ マコト ヤマダ ナオキ タカノ マリコ ムカイヤマ ヨウイチロウ ミズグチ ヒトミ
田中 英児 関 孝子 小西 徹 毛受 誠 山田 直紀 高野 真理子 向山 洋一郎 水口 仁都美
マルヤマ カノ タカトウ ハルキ コバヤシ ハナ オオイ ツバサ コダマ イチト マルヤマ モエハ タナカ ダイキ ホッタ マナブ
丸山 夏乃 高藤 陽樹 小林 花咲 大井 飛翔 小玉 いちと 丸山 萌葉 田中 大輝 堀田 学
サトウ サナ ワシノ リュウサ マルヤマ メイ タナカ ダイキ ホッタ マナブ ワシノ ヒョウガ ミヤウチ ハルキ イトウ マチ
佐藤 彩波 鷲野 流冴 丸山 愛衣 田中 大輝 堀田 学 鷲野 彪雅 宮内 晴生 伊東 真千
ニシダ ヤスタカ タケダ ネイト ナリトミ タカユキ カトウ セイリュウ マツモト カンジ ナカジマ モクエン カマクラ ヨウスケ シンハ タケヒロ
西田 康孝 武田 寧斗 ※ 成富 孝行 加藤 誠隆 松本 寛司 中島 木延 鎌倉 洋介 榛葉 雄大
クマガイ コウヨウ シモジマ ユウナ クマガイ シュンタ クマガイ ユキヒサ クマガイ アキオ シモジマ アキヨシ ジツハラ オサム
熊谷 航陽 ※ 下嶋 優菜 ※※ 熊谷 駿汰 熊谷 幸久 熊谷 秋雄 下嶋 昭美 實原 修
シノダ ショウゴ シラカミ ユウナ ナカシマ ヒメノ イシダ エイジ ハンザキ ユキヒロ ジツハラ オサム カナダ ヨシノリ ジツハラ オサム
篠田 省吾 白上 由菜 中島 妃芽乃 石田 栄二 半崎 幸弘 實原 修 金田 佳範 實原 修
フジモト ハヤト シロタ リミ コバヤシ ユラ クマガイ シンノスケ シロタ ミツヒコ ヤマモト ユキヒサ ジツハラ オサム イケド ヒカル
藤本 颯人 代田 りみ 小林 ゆら 熊谷 心之将 代田 光彦 山本 幸久 實原 修 池戸 燿
クラサワ ヒデカズ カワテ ミキ キタハラ リョウヘイ イトウ ヤスタカ タカハシ サトシ カスガ タカヒロ タケムラ ノブヒロ
倉澤 秀和 川手 美紀 北原 涼平 伊藤 康孝 高橋 聡 春日 隆大 武村 信宏
キノシタ ジュンイチ ササキ アトム ハンダ アツオ ヨシカワ イッペイ ミウラ マサル フジワラ ケンゴ スズキ シンジ
木下 純一 佐々木 跡武 半田 篤郎 吉川 一平 三浦 勝 藤原 健吾 鈴木 真二
タケウチ モトヒロ カスガ テツヤ カナイ ケイイチロウ クマガイ カツアキ タケダ エイタ ヤマザキ テツヤ イトウ シンゴ
竹内 元祥 春日 徹也 金井 渓一郎 熊谷 克明 武田 英太 山崎 哲也 伊藤 伸吾
ヒラオ ケンイチ ササキ ナオミ ヒラオ ナツキ コイケ テツシ ナカダイラ ヒデタカ アンドウ タロウ タケムラ ユキコ
平尾 健一 佐々木 直美 平尾 なつ樹 小池 哲志 中平 英貴 安藤 太郎 武村 由紀子
フジキ ヒロユキ ヨシヅ タカヨシ イソガイ タクミ ツツイ タカフミ オリイ マサユキ アキタ マサヒコ フルバヤシ コウジ
藤木 浩之 吉津 貴義 磯貝 巧臣 筒井 崇文 折井 正幸 秋田 雅彦 古林 弘二
ナカジマ シンヤ ハニュウ ナオキ ヨシナリ ヒロトシ ヨシカワ カズヒロ ツツイ マサユキ フルサワ タカヒロ フクシマ チエ
中嶋 慎也 羽生 直輝 吉成 宏敏 吉川 和宏 筒井 政行 古沢 貴博 福島 知恵
シオザワ トシキ キノシタ ヒロシ マキノセ カズシ クリサワ カツトシ オオノ ミキ イワシタ カズヒロ ハタナカ コウイチ フクシマ ケンジ
塩澤 敏樹 木下 寛司 牧之瀬 和志 栗澤 克敏 大野 幹 岩下 和広 畑中 孝一 福島 賢治
サトウ キヨミツ カンベ ミエ フクシマ ハナ ミヤザワ ヨウヘイ ヤマグチ ヒデヤ ミゾロギ トオル シモイ ユウコ
佐藤 清光 神部 美恵 福島 羽七 宮澤 陽平 山口 秀哉 溝呂木 徹 下井 由子
シバ タクマ シバ ユウイチロウ オオツキ シン キタハラ ユウイチ ヒノ リュウジ フクザワ カズキ ウチボリ マサヒロ ネバシ エイイチ
柴 巧磨 柴 勇一郎 大槻 心 北原 裕一 日野 龍二 福澤 一樹 内堀 正大 根橋 英一
チク ソウイチロウ クマガイ ショウゴ ハタ ケイスケ ヤマモト ソウタ サカイ ハジメ スガヌマ コウキ
知久 宗一郎 熊谷 省吾 奏 圭佑 山本 蒼天 酒井 一 菅沼 昂生
イシカワ ハヤテ イチノセ ヨシアキ ツカタイラ ルイ ミヤタ ユウト ツカタイラ テツヤ ナカムラ ケンタロウ クマガイ シゲアキ オクムラ ヒデキ
石川 颯 市瀬 芳明 塚平 琉 ※ 宮田 祐杜 塚平 哲也 中村 賢太郎 熊谷 繁昭 奥村 秀樹
トキ ヒロシ タケオリ シン マツシタ トモキ カラサワ カズヤ ミヤザワ オサム キノシタ コウキ
土岐 浩司 竹折 真 松下 共貴 ※ 唐澤 一弥 宮澤 修 木下 航希
イケダ アツヤ ヒラタ ユウヤ ノノヤマ ナオミ ミヤザワ ヒロカズ コンドウ マユミ マツシタ ノブユキ キノシタ サチ
池田 敦也 ※ 平田 裕也 野々山 直美 宮澤 博一 近藤 真由美 松下 信之 木下 幸

39  一般 やすおかA

40  一般 やすおかＢ

37  一般 下農⾧姫駅伝同好会

38  一般 川路AC

35  一般 ハシレンジャー イエロー

36  一般 RAN×3

33  一般 ハシレンジャー レッド

34  一般 ハシレンジャー ブラック

31  一般 CLAMP Dチーム

32  一般 ハシレンジャー ピンクＲ

28  一般

29  一般 CLAMP Bチーム

30  一般 CLAMP Cチーム

CLAMP Aチーム

26  一般 下條B

27  一般 下條C

24  一般 白馬村駅伝部

25  一般 下條A

22  一般 飯山栄チームAce

23  一般 飯山栄チームDream

21  一般 高嶺走友会B
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タカシマ タケト クラチ タクト サカイ カズキ ナカムラ スッミカズ オオイシ トシヒロ サクラダ ケンゴ カワグチ タカシ カミヤ タイヘイ
高島 健人 倉地 拓人 酒井 和樹 中村 純和 大石 俊広 櫻田 賢悟 川口 貴史 神谷 泰平
フクムラ ノゾム フカツ ノリト ハタケヤマ ノリオ ナカジマ ヤスハル シマダ コウヨウ キタザワ ユウキ
福村 望 深津 教人 畠山 法夫 中嶋 康晴 シマダ 康陽 北澤 勇樹
ミツザワ タツヨシ コバヤシ ヨシアキ シバタ ハルム マツムラ ヒロフミ ゴウヅ トシミツ ミツザワ タカヒサ モリワキ ヒデキ クロカワ ナオキ
満澤 辰祥 小林 芳明 柴田 晴夢 松村 博文 郷津 敏充 満澤 崇央 森脇 秀樹 黒川 直樹
ヨネヤマ ユウジ シバ マサゴ フクシマ イチロウ タナカ マサキ マツシタ ヒロシ ヤザワ マコト モモセ ムネマサ アリカワ ヒロユキ
米山 裕二 柴 真砂 福島 一郎 田中 雅樹 松下 弘 矢澤 誠 百瀬 宗政 蟻川 博之
アサダ タツオ オオツカ タダシ カワゾエ ヤスノリ ミヤシタ カズユキ ヒラサワ ユウスケ タナカ ショウジ クスノキ ミノル ヒダカ ヒロシ
浅田 達夫 大塚 忠志 川添 康則 宮下 一幸 平澤 雄輔 田中 正二 楠 実 日高 洋志
クマハラ ヨシテル キノシタ トモオ コバヤシ ミドリ タカベ モトキ コバヤシ ヨウスケ コウザキ ミノル クスノキ ミノル ヒダカ ヒロシ
熊原 義輝 木下 智雄 小林 美登里 高部 本規 小林 洋介 神崎 実 楠 実 日高 洋志
クラハシ ヨシナル ツチヤ シンタロウ コシイシ サトル ヨコヤマ シンヤ オオウチ ナオキ ミヤザキ ユタカ サカタ タケシ ハナムラ ケンジ
倉橋 慶成 槌屋 慎太郎 越石 暁 横山 晋哉 大内 直樹 宮崎 豊 阪田 武 花村 憲二
ヒラバヤシ リュウイチ タカトウ ヤスヒロ ワキヤ ワタル カイヌマ ヒロシ タケウチ ヒロカズ コバヤシ ヨシフミ ソヤ フカシ タナカ ジュン
平林 竜一 高頭 康博 脇谷 渉 海沼 博 竹内 広和 小林 吉文 征矢 深志 田中 純
カツノ ユウスケ カツマタ ソウキ ハギハラ タツヤ クボシキ マサヒコ シミズ ケンタロウ ニシオ アキヒロ ヨシムラ カズヒコ
勝野 裕介 勝又 颯生 萩原 達也 久保敷 政彦 清水 健太郎 西尾 章広 吉村 和彦
カタギリ ヒロキ アルガ ミツユキ クニヨシ ノブヒロ イノウエ タケアキ クニヨシ ケンイチ アイザワ マヤ クニヨシ レオト
片桐 弘樹 有賀 光行 國吉 信弘 井上 武明 國吉 健一 鮎澤 茉耶 國吉 玲音
ミヤタ ユウスケ イノグチ タカシ コバヤシ イチゾウ コマタ ヒロフミ カマナカ リュウキ ネバシ タカユキ
宮田 祐輔 井ノ口 隆 小林 一三 小又 啓史 鎌仲 竜樹 根橋 孝行
チノ タカユキ カネコ マサヒロ チノ ミツノリ ミヤサカ ユウダイ フジモリ カズキ ヤバナ ユキヒロ オカダ ヒサシ
茅野 貴之 金子 正裕 茅野 光徳 宮坂 雄大 藤森 和樹 矢花 之宏 岡田 永史
コバヤシ マコト オザキ ナツミ ウルノ コウスケ ノブオカ ヒデヒコ モンマ タクミ マツシマ センタロウ
小林 誠 尾崎 夏実 宇留野 滉介 信岡 英彦 門馬 拓未 松島 千太郎
ハマダ アオイ シュ サクラコ ミウラ ハルカ タカハシ タクミ ハノ ルカ クリヤマ シンセイ
浜田 葵 朱 櫻華 三浦 遥果 高橋 巧 羽野 瑠花 栗山 新世
セキ ヒロキ セキ マサノリ セキ ヒロタカ ミズノ ユウジ セキ カズアキ セキ カツノリ セキ ヒカリ
関 浩輝 関 祐則 関 浩太嘉 水野 祐司 関 和陽 関 克浩 関 聖香理
マスヤマ マサヒロ ハナオカ ゴウジ ミナミ マナブ カスガ シゲキ ヤマグチ テツジ クマガイ ヒロシ アオキ ユウキ ムラマツ マズミ
増山 正博 花岡 剛志 三並 学 春日 茂樹 山口 哲司 熊谷 弘 青木 裕樹 村松 和省
ユザワ クニヒコ マガタ タツヤ シノダ コウジ オキムラ ケンシ クボタ ワタル シノダ ヨウコ カタギリ タツヤ クマガイ ヒデアキ
湯澤 国彦 勾田 達也 篠田 孝二 沖村 賢司 久保田 渉 篠田 庸子 片桐 竜也 熊谷 英明
サトウ エイスケ ナカジマ ツネヒロ ダイチョウ ノリヒロ タチオカ マサアキ ムラマツ トオル ホカリ ユウ
佐藤 栄亮 中嶋 経宏 大⾧ 規浩 立岡 正明 村松 徹 帆苅 優
ハッタ ヨウスケ ミヤザワ ヒトシ ハラ マサトシ シカノ エリコ ヤナギサワ ワタル フルハタ タロウ ナカツ アツヨシ アコウ コウジ
服田 洋介 宮澤 仁志 原 将俊 鹿野 恵利子 栁澤 亘 古幡 太郎 中津 敦善 赤穂 好児
カナザワ シロウ チノ ツヨシ ナカムラ ユウヤ ノタケ シュンキ ノタケ カツヤ アカヌマ コウスケ クボタ タツヒロ マルヤマ タクミ
金澤 史朗 知野 剛 中村 友哉 野竹 俊希 野竹 克也 赤沼 康輔 窪田 辰広 丸山 拓見

59  一般 チーム走星

60  一般 箕輪町役場RT

57  一般 ＩＩＤＡＷＡＶＥ２

58  一般 はるさまきらら

55  一般 のりもんGO～熱盛～３

56  一般 ＩＩＤＡＷＡＶＥ１

53  一般 信大医陸1

54  一般 信大医陸2

51  一般 チーム宮木B

52  一般 諏訪市役所陸上部

49  一般 飯田市役所陸上部

50  一般 チーム宮木A

47  一般 松本市役所屋上RCミドリガメ

48  一般 松本市役所屋上RCゾウガメ

45  一般 Team-E

46  一般 Team-E2

43  一般 飯島町

44  一般 HAPPYーRC

41  一般 中部電力A

42  一般 中部電力B
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コハラ アキフミ ホリウチ マサル クドウ ヒロミ コイケ タカヒコ トミナガ シュンスケ ナカジョウ ヒロト タキザワ エミ ノミゾ ユウタ
小原 章史 堀内 秀 工藤 裕美 小池 貴彦 富永 俊輔 中城 浩人 滝澤 恵美 野溝 優太
イケガミ ユウジ タケムラ マリカ ミヤシタ トシユキ マツザキ モトヒロ ササキ アキフミ ツチヤ ユウキ タキザワ エミ ノミゾ ユウタ
池上 祐司 竹村 麻里佳 宮下 俊之 松崎 基大 佐々木 顕史 土屋 祐紀 滝澤 恵美 野溝 優太
ヤマグチ タツヤ シモサワ タケシ ニシムラ アキノリ キタハラ タクヤ イケガミ ヒデタカ デグチ ダイゴ タキザワ エミ ノミゾ ユウタ
山口 達也 下澤 猛 西村 明典 北原 拓也 池上 英孝 出口 大悟 滝澤 恵美 野溝 優太
セキノ タカアキ ミヤジマ シュン クマイ リョウタ タカハシ マサシ セキグチ タクシ マルヤマ ヨシヒロ ムラマツ ケンイチ ミドウジマ ヒロユキ
関野 孝明 宮島 俊 熊井 亮太 高橋 雅 関口 拓志 丸山 義廣 村松 賢一 御堂島 博征
サルタ ナオミ オギソ ヨウコ ヤマギシ サトル シバ ユウスケ マルタ コウヤ ミズサワ ナオト ムラマツ ケンイチ ミドウジマ ヒロユキ
猿田 直巳 小木曽 陽子 山岸 暁 柴 裕介 丸田 功也 水沢 直人 村松 賢一 御堂島 博征
カミクボ ヨシノリ ハヤシ ヒロシ マキウチ マサキ オノザワ ユウスケ オガサワラ カズヨシ ハシモト ユウスケ ムラマツ ケンイチ ミドウジマ ヒロユキ
上久保 義則 林 弘志 牧内 正樹 小野沢 雄介 小笠原 和吉 橋本 悠介 村松 賢一 御堂島 博征
クノ ゲンキ タナベ トモキ モリヤ セイイチ イハラ カズマ サノ タツヒロ カワカミ マナブ ムラマツ ケンイチ ミドウジマ ヒロユキ
久野 元希 田邉 友樹 守矢 清一 井原 一馬 佐野 龍弘 川上 学 村松 賢一 御堂島 博征
タカギ ショウヘイ マスザワ ユウタ タカセ ヨウヘイ ハタコシ ナオヤ ムラシゲ ケイキ サトウ チトシ ムラマツ ケンイチ ミドウジマ ヒロユキ
高木 翔平 増澤 雄大 高瀬 陽平 波多腰 直也 村重 慧輝 佐藤 知闘祉 村松 賢一 御堂島 博征
オクハラ エイジ シミズ ヒロミチ キノシタ ヤスヒロ コンドウ タクト フクヨ ユウト キノシタ リク ノナカ アキヒロ マツザワ フウキ
奥原 栄治 清水 博通 木下 靖裕 近藤 拓人 福与 湧斗 木下 陸久 野中 明広 松沢 風稀
ウエダ カズヤ ミズカミ リョウタ タカハシ ワタル マキハラ アツシ ヤマモト タクロウ マツザワ タイチ キタハラ ケンシ ヒグチ ショウタ
上田 和矢 水上 椋太 高橋 航 牧原 充 山本 拓郎 松澤 太一 北原 拳志 樋口 翔太
ウザキ ケンイチ マキノ ヨシヒコ イマムラ ヨシアキ クズオカ ヨウスケ マツシタ セイジ サカイ ヒロフミ ナガワ ヨシト
卯崎 健一 牧野 義彦 今村 與志昭 葛岡 洋輔 松下 清二 酒井 弘文 奈川 喜人
イグチ サトシ シモダ テツヤ イチノセ カズヒコ ハヤシ ヒデノブ ノリクラ ケンジ シノダ サトル アラキ カズヒコ
井口 悟志 下田 哲也 市瀬 和彦 林 英宜 糊倉 健次 篠田 悟 荒木 和彦
モロズミ アツヤ クボタ マサノリ テラダイラ ケンタ ナカハラ タケヒコ マツザワ ヨシノリ コダイラ トシヒコ チャンミン ドウック ズオンミン フー
両角 厚哉 窪田 雅則 寺平 健太 中原 岳彦 松沢 好哲 小平 利彦 チャンミン ドウック ズオンミン フー
ヤマサキ マサキ キタザワ タツミ トモノ ミツヒコ ナカムラ カズヒサ アキヤマ ダイスケ オオタ コウタロウ ニシザワ トシノリ イイガハマ ヤスジ
山崎 征樹 北沢 辰美 伴野 光彦 中村 和央 秋山 大輔 大田 幸太郎 西沢 敏矩 飯ケ浜 安司
モリヤ ナオキ ツチヤ タク ミネムラ トシキ コヤマ ジュンペイ ハセガワ シンゴ カラサワ ノリオ イワサキ モエコ タカハシ トモツグ
守屋 直紀 土屋 拓 峰村 俊輝 小山 隼平 ⾧谷川 真悟 唐澤 則夫 岩崎 萌子 高橋 智嗣
ヤスモト カズキ コダイラ トモエ フカサワ マイ タナカ カズヨシ マツモト リョウ ヨシカワ アツシ カンノウ ヒトキ キタハラ ケン
安本 和樹 小平 友恵 深澤 舞 田中 和義 松本 陵 吉川 敦 神農 人旗 北原 健
イシグロ ヨウヘイ マツオ オサム カワシマ コウイチ クリバヤシ タカノリ コジマ シンヤ サトウ ヤスハル シマザキ マコト
石黒 洋平 松尾 修 川嶋 浩一 栗林 孝典 小島 慎也 佐藤 康晴 島﨑 誠
キシダ シンヤ トクタケ トラオ オシカネ ヒロキ クロイワ シンヤ ミヤザキ ヤスシ オオノ ゲンキ オギワラ タケル タナカ カツヤ
岸田 伸也 徳竹 虎男 押鐘 宏貴 黒岩 新弥 宮崎 康 大野 元輝 荻原 健 田中 克弥
ナガセ ヨウスケ マエヤマ ヒロノブ ハタグチ ユウキ イトウ ユウジ ナカシマ テルユキ ムギシマ ユウヤ ムギシマ ノリカズ アライ ミホ
⾧瀬 陽亮 前山 浩信 畑口 祐輝 伊藤 優司 中嶋 晃幸 麦島 雄也 麦島 則和 新井 美穂
コイケ トシユキ フクザワ シホ タナカ ユカ キタハラ エイイチ イイジマ ナオヤ タナカ ミノル コイデ トシミ シモダイラ サユリ
小池 寿幸 福沢 志穂 田中 由佳 北原 英一 飯島 直也 田中 稔 小出 俊美 下平 小百合

79  一般 チーム鈴ランＡ

80  一般 チーム鈴ランB

77  一般 中部地整LANDSLIDE

78  一般 中野土建駅伝部

75  一般 伊那建A

76  一般 伊那建B

73  一般 窪田建設

74  一般 ブーメラン２

71  一般 チームアップルロードA

72  一般 チームアップルロードＺ

69  一般 吉川建設

70  一般 阿南消防署

67  一般 飯田建駅伝部Ｙ

68  一般 飯田建駅伝部Ｐ

65  一般 飯田建駅伝部Ｂ

66  一般 飯田建駅伝部Ｇ

63  一般 駒ヶ根市3

64  一般 飯田建駅伝部Ｒ

61  一般 駒ヶ根市1

62  一般 駒ヶ根市2



第５１回天龍梅花駅伝 選手名簿 令和２年２月７日正午現在

カセザワ タクミ マツオカ アサミ ハツセ ケンタ キノシタ ヒロタカ ハラ トモヒロ ツチヤ ジュンゴ イチカワ シュンペイ
加瀬澤 拓 松岡 麻美 初瀬 健太 木下 弘隆 原 知弘 土屋 淳吾 市川 峻平
コマイ ハナコ マツカワ ユウヤ キマタ ゲント ノタケ リュウタロウ タカギ ケンロウ テルキナ トモナリ シマツ アツシ
駒井 花子 松川 友哉 木股 玄登 野竹 龍太郎 高木 健郎 照喜名 朝成 島津 厚史
ウシマル アキヒデ イシザワ カズヨシ キドオカ カズタカ オノ クニオ ミヤザワ タケヒロ タケイ タケオ キムラ キミオ クドウ タダヨシ
丑丸 明英 石澤 一芳 木戸岡 和孝 小野 邦生 宮澤 武弘 武居 竹生 木村 公男 工藤 忠好
ハヤシ ヒデアキ モリヤ イクオ ヨシムラ トオル ナヅカ タツオ ミヤイリ トモヒコ アキヤマ ノボル ミヤザワ テルヒサ オタギリ スミオ
林 秀昭 守屋 郁男 吉村 徹 名塚 達夫 宮入 智彦 秋山 昇 宮澤 輝久 小田切 澄男
コバヤシ アツシ ナカジマ ハナコ モリヤマ ケイコ ナカザワ サトル タゴ シノブ カツノ ヨシヒロ ヤマグチ トモキ ナカムラ マサタカ
小林 宏志 中島 華子 森山 恵子 中沢 悟 田子 忍 勝野 由拡 山口 智己 中村 昌貴
タケウチ コウタ イイモリ シンヤ テラシマ トオル ホソカワ シゲキ キッカワ タダトシ アダチ オサム
竹内 公太 飯森 慎也 寺島 徹 細川 盛樹 吉川 忠敏 足立 修
オザワ ヨシノリ ミヤサカ イサオ タケダ カズアキ シンドウ カオル ナカムラ アキト タツヤ マサユキ オリイ カツヒサ タグチ トシユキ
小澤 嘉敬 宮坂 勲 武田 和朗 進藤 薫 中村 亮人 達家 将之 折井 克壽 田口 利行
イマゼキ シンゴ タツノクチ タケシ マツシマ シゲオ トオヤマ ナオキ イケダ ヒロシ イワサキ トオル タツノクチ タケシ キムラ アキヒロ
今関 眞吾 龍口 健 松島 茂男 遠山 直樹 池田 寛 岩崎 徹 龍口 健 木村 彰宏
オノ ユウキ タカダ ヨシアキ トキ アキヒロ タケオリ ナオ ササキ ケンゴ ワキザカ ケンジ オグロ アカリ
小野 友樹 高田 良明 土岐 晃大 竹折 尚 佐々木 健吾 脇坂 憲治 小黒 あかり
ウグス ヒロオミ クラタニ シンイチ ホリウチ フミオ スノハラ ナツミ ハラ シゲトシ キヨサワ ヨシユキ キノシタ シュウ ミヤジマ ジュイチ
鶯巣 宏臣 藏谷 伸一 堀内 文雄 春原 なつみ 原 滋俊 清澤 由幸 木下 修 美谷島 寿一
マツシタ ケンタ ヒラタ アイキ ヨシオカ サトキ タカシマ テツロウ カシマ ケンジ ハヤシ ツネヒロ
松下 健太 平田 愛樹 吉岡 利貴 高島 哲郎 鹿島 賢司 林 恒宏
オオタケ ヨシキ オギワラ テツヤ イワモト タカシ ヨネヤマ サトコ アシベ クニハル マワタリ ユミコ キノシタ トシヒデ カケガワ ヒロコ
大竹 慶樹 荻原 哲也 岩本 隆志 米山 智子 芦部 邦晴 馬渡 由美子 木下 寿秀 掛川 博子
アオキ カネミチ ハセガワ トモヒロ ヤマザキ ナオト ムカイヤマ ヨウイチロウ クリバヤシ カズヒコ タシタ マサシ ナツメ アキホ ナカヤマ ゼンコウ
青木 謙通 ⾧谷川 朋弘 山﨑 直人 向山 洋一郎 栗林 一彦 田下 昌志 夏目 明歩 中山 善公
カワト カズト イチオカ エリコ ミヤウチ チホ シバノ シゲキ マエダ ヒデキ ミズクチ ヒトミ イノウエ カズユキ シノダ ナツキ
川戸 憲人 市岡 恵利子 宮内 千保 芝野 茂輝 前田 英己 水口 仁都美 井上 和幸 篠田 夏樹
フルハタ レナ カタヤマ コトキ マツバラ リュウキ サカヤ ヒロキ イシダ ジュンヤ コジマ リョウタ カミダ リュウヘイ ハラ タカマサ
古幡 伶奈 片山 琴稀 松原 龍希 坂家 弘樹 石田 純也 小島 良太 上田 竜平 原 貴将
イケガミ タケシ ナカヤマ タクホ コバヤシ マサト ホシナ ハルヤス ムカイヤマ イチロウ ゴトウ アツシ ヤマデラ シンイチ
池上 剛 中山 拓歩 小林 雅斗 保科 晴康 向山 一郎 後藤 忠司 山寺 真一
オイマツ ミノル マツダ ユウマ ニシムラ ショウゴ カラサワ トモユキ ウラノ タケシ ムカイヤマ トモヨシ カスガ ヒロミ カスガ タツヤ
老松 稔 松田 祐馬 西村 正吾 唐沢 智之 浦野 武 向山 智啓 春日 広美 春日 達弥
スズキ イクト クシハラ ヒナタ スズキ コウスケ マツバラ コウジ ハラ ヒロミ ミヤケ ユウヘイ ハラ ヒロミ フルハタ マサヒロ
鈴木 生人 櫛原 日向 鈴木 康介 松原 耕治 原 浩美 三宅 悠平 原 浩美 古畑 正弘
イシダ コウゾウ シマ ナツミ ヒラマツ カズキ クマガイ カズキ ムラマツ タスク イチカワ シンジ カワベ セイイチロウ
石田 浩三 島 菜摘 平松 一毅 熊谷 知樹 村松 祐 市川 晋司 河邊 誠一朗
ムトウ タロウ モリモト ソラ アカハネ ハヤテ オサミ マサヤ マエダ コウキ ワカサ シンジ
武藤 太郎 森本 空 赤羽 疾風 ⾧見 真左哉 前田 晃輝 若狭 信次

99  一般 豊根村RC

100  一般 駒ヶ根工業高校

97  一般 ガンバッチャ！！

98  一般 御岳木曽駒クラブ

95  一般 （有）竹田農場陸上部

96  一般 チームSKY

93  一般 高嶺走友建設Ａ

94  一般 チームK

91  一般 泰阜村 金野

92  一般 すまいるランナーズ

89  一般 泰阜村役場

90  一般 県建設業協会

87  一般 道建 坂下組

88  一般 高森松茂会RC

85  一般 SKN347

86  一般 木曽建設事務所

83  一般 チーム絶好調！Ａ

84  一般 チーム絶好調！Ｂ

81  一般 満月屋A

82  一般 満月屋C



第５１回天龍梅花駅伝 選手名簿 令和２年２月７日正午現在

ヤバナ ヒロキ ヨシオカ ケン ワタナベ タイキ タカヤ ユウジ カネコ セイヤ ナカムラ ケンシ ホシコ エイス オグラ タクミ
矢花 博貴 吉小神 賢 渡邊 大樹 高谷 祐治 金子 晟也 中村 剣志 星子 英澄 小倉 拓未
アキヤマ ミツヤ シバクサ カイ ニイツ メイ クラタ ショウイチロウ コバヤシ テルオ マスイ リョウ イマオ ハルヒコ ソエダ リョウ
秋山 充也 柴草 快 新津 めい 倉田 庄一郎 小林 照男 増井 僚 今尾 春彦 添田 亮
オクハラ ケンタ ヤマモト マサシ カトウ ユキヤ アカホリ トモヒコ フジカケ シンジ スガノ トモヒロ
奥原 健太 山本 将 加藤 幸哉 赤堀 友彦 藤掛 伸二 菅野 矩弘
コバヤシ セイヤ セト ユウスケ ツカダ ダイキ ミヤザワ ヤスユキ カナイ ユウヤ キタハラ ヒロコ ハヤシ ハルキ ミヤシタ オサム
小林 星哉 瀬戸 研祐 塚田 大貴 宮澤 恭幸 金井 祐也 北原 弘子 林 春樹 宮下 修
イツボ ユウ タカハシ フミカ マルヤマ ミドリ テラダ アツシ ミヤジマ カツアキ ヤマダ マサト コモリ ユウシ
井坪 優 髙橋 文香 丸山 みどり 寺田 敦 宮島 克彰 山田 誠人 小森 勇志
カザマ ユウイチロウ ナカジマ ユウタ ヤマダ フウキ クツカケ ソウダイ ヤナギサワ コウヤ イトウ ココロコ イチカワ ホノカ マツモト コウト
風間 勇一郎 中島 優太 山田 楓季 沓掛 蒼大 柳澤 昂弥 伊藤 心子 市川 歩果 松本 航斗
ハンダ ノブヒロ ナカモト マサト タナカ リカ ウラノ タイチ ニシナガ リエ クシダ リョウイチ フナト シュン キノシタ アツシ
半田 伸宏 仲元 雅人 田中 李佳 浦野 太一 西永 梨恵 櫛田 良一 船戸 駿 木下 敦
ヤマダ ジョウ カミヤ ヒデキ タキザワ ケンタ エガミ ユウタ アオキ ユウスケ オオヤマ ハヤト タケモリ コウヘイ サクライ ナオ
山田 丈 神谷 映輝 滝澤 健太 江上 雄大 青木 雄佑 大山 勇斗 竹森 恒平 櫻井 斎
スワ ユウスケ キタハラ カズキ シノダ ケンタ ワタナベ アキツグ イケベ コウイチ フジイ タカオ
諏訪 有祐 北原 和樹 篠田 健太 渡邊 輝嗣 池部 功一 藤井 隆男
トミサワ ヒロユキ ヤマシタ コウイチ ノタケ フミヒコ ウズハシ トオル オオツキ トオル タケウチ ユウジ カラサワ ジュンイチ ナカハラ トシカズ
冨澤 博之 山下 浩一 野竹 文彦 埋橋 徹 大槻 徹 竹内 勇司 唐沢 純一 中原 俊和
オカゾエ タカシ ハタナカ タカコ カラサワ ミズキ ナカハラ トシカズ トダ ヨシミ クツガワ サトシ クラサワ ユキオ カラサワ フミオ
岡添 崇 畑中 貴子 唐澤 自希 中原 俊和 戸田 義美 久津川 聡 倉澤 幸男 唐澤 文生
カラサワ ナオキ モウリ ヒロミ オカ ミズキ サトウ シン タゴモリ ヒサトシ カラサワ ユウキ コバヤシ ノブオ カラサワ ケンジ
唐澤 直希 毛利 裕美 岡 端希 佐藤 伸 田子森 寿人 唐澤 祐輝 小林 将生 柄澤 健二
スズキ オサム センゴク スグル サトウ ケイト カラサワ ジュンイチ ミサワ ノリオ ツボキ タカシ カラサワ フミオ クラサワ ユキオ
鈴木 修 仙石 卓 佐藤 京都 唐澤 純一 三澤 紀夫 坪木 隆 唐澤 文生 倉澤 幸男
サトウ セイイチ スズキ キヨヒデ サトウ ミキヒロ クマガイ シンゴ ササキ フミヒロ ハヤシ コウイチ タカハシ ジュン ミゾロギ ユウト
佐藤 誠一 鈴木 清秀 佐藤 幹浩 熊谷 真吾 佐々木 史光 林 浩一 髙橋 潤 溝呂木 悠人
カラサワ シノブ エグチ ショウジ ニシザワ マサノブ シマザキ アツヤ ソヤ コウヘイ マツザキ ユウイチ クロカワ ススム
唐沢 忍 江口 照嘉 西沢 正信 島崎 敦也 征矢 光平 松崎 勇一 黒川 進
シロタ ショウジ ユザワ トモヒロ マツナガ ナオキ カタギリ タクミ ヤマギシ タイキ コウサカ ジュンジ ササキ タカヒロ
城田 翔司 湯澤 朋寛 松⾧ 侃希 片桐 巧 山岸 大希 高坂 潤治 佐々木 隆裕
イワシタ ユウキ トキダ ヒロシ クボタ タダシ コイケ ユウジ ニシザワ ノブユキ メスダ ヨシキ
岩下 祐貴 常田 裕 窪田 匡 小池 裕司 西澤 伸幸 召田 佳己
イシグロ ヨシミツ クマガイ シンゴ キムラ カズキ イグチ ユウヤ ソノハラ シュン ニイムラ ジュンペイ カナザワ タクヤ
石黒 良光 熊谷 新吾 木村 和希 井口 悠也 園原 駿 新村 純平 金澤 卓哉
マツイ ミヨ オオバ ユズル キタザワ ヒビキ カタギリ ソウタ チバ ヤスヒロ フクヨ マキル チバ マリコ
松井 美蓉 大峽 謙 北澤 響 片桐 蒼太 千葉 恭大 福与 真生琉 千葉 麻里子
ナガサワ カズキ セキ ケンゴ サイガ サトシ クマガイ コウスケ シロタ シンイチ ツチヤ ユウジ タギリ タケシ
⾧澤 和樹 関 研吾 最賀 哲司 熊谷 恒佑 城田 真一 土屋 裕史 田切 岳志

119  一般 飯田高等学校 陸上班

120 地元一般 最賀ジャパン

117  一般 ACEベジ太郎ʼｓ

118  一般 豆柴の大群

115  一般 東会

116  一般 ミキプルーン

113  一般 木下RCちいむもみじコラボ

114  一般 ユーイング53

111  一般 ちいむもみじそよ風

112  一般 木下RC

109  一般 ストップザ土石流

110  一般 ちいむもみじ疾風

107  一般 ナパック

108  一般 施設課睦会

105  一般 中山を祝う会

106  一般 塩尻志学館高校

103  一般 製造品質

104  一般 諏訪建駅伝部

101  一般 松本自衛隊

102  一般 フォレスターズ
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ササキ イッセイ クマガイ タクマ ナカムラ アキヒコ キタノ タツヤ ササキ カズナリ イトウ ヒサシ イトウ カズヤ シロタ ミツナガ
佐々木 一誠 熊谷 卓馬 中村 彰彦 北野 達也 佐々木 一成 伊藤 恒 伊藤 和也 城田 光⾧
ムラサワ ユウダイ ニシノ ユウタロウ イシイ シュンペイ シノダ タイキ クマガイ ダイキ ナガオ ミツヒロ マツカワ ナツキ
村澤 雄大 西野 祐太郎 石井 隼平 篠田 大樹 熊谷 大喜 ⾧尾 光弘 松川 夏樹
サクライ リキヒロ モチヅキ ヒロシ ミヤシタ アサヒ サクライ ヒサシ キドコロ タカオ カワテ ムラ
桜井 力弘 望月 寛 宮下 朝陽 櫻井 久 城所 孝夫 河手 夢良
イシイ ユウダイ シモムラ ナオキ ウエハラ キョウスケ トモダ トシオ キヨサワ ナオキ ナカムラ マサル コバヤシ シュンタ
石井 雄大 霜村 尚樹 上原 京介 友田 利男 清沢 直希 中村 克 小林 駿太
ヤマザキ ショウヘイ タケウチ マサト ホリ ケント ナガオカ ヒロユキ ゴトウ セイイチロウ ムカイヤマ ヒデキ サノ タカアキ タナカ ヒロカズ
山崎 翔平 竹内 仁斗 堀 健人 ⾧岡 宏行 後藤 誠一郎 向山 秀樹 佐野 貴昭 田中 宏和
カネヒラ ヒロキ ゴトウ セイヤ タキカワ タイチ マキタ ナギセ ムラマツ ショウノスケ イナモリ ショウイチ ヒロタ ハヤト アマゴ シュンスケ
兼平 広樹 後藤 成八 滝川 大智 牧田 凪世 村松 祥之介 稲森 翔一 廣田 颯士 尼子 俊介
ミヤザワ トシユキ イトウ モトキ イイズミ コウダイ フクカワ ユウヤ ニッタ タイスケ アベ マサヒロ サムラ シュンタ コバヤシ ユウタ
宮澤 寿幸 伊藤 誠記 飯泉 幸大 福川 湧也 新田 泰祐 阿部 真大 佐村 駿太 小林 勇太
エンドウ マヒロ シミズ コウキ ミヤシタ ショウヤ マツオ ハルト タドコロ ユメタロウ オカド マサトラ ハヤシ コウシロウ ミツザワ ツバサ
遠藤 優裕 清水 康希 宮下 翔弥 松尾 悠登 田所 夢太郎 岡戸 優虎 林 幸史郎 光澤 翼
ハマノ ダイキ カミジョウ ユウガ キムラ ユウト コバヤシ リョウタ ミズノ リュウト フルサワ ショウゴ アザカ ミツル
濱野 大輝 上条 優雅 木村 優仁 小林 亮太 水野 琉斗 古澤 昇吾 安坂 充瑠
コイケ リキ タツノグチ ヨシミ フクシマ ケイスケ ウメハラ ユラ ヤマダ シュンスケ ハニュウ ダイキ サワムラ ソラ ウメハラ ソウア
小池 莉希 龍口 慈実 福島 圭亮 梅原 悠良 山田 隼輔 羽生 大起 澤村 青宙 梅原 爽葵
ムラセ タカヤ ヤマダ エレン ハヤシ ケンシロウ イトウ ハルキ ハヤシ コウシロウ コマツ コイチ ミツザワ ツバサ シマダ レオ
村瀬 貴哉 山田 恵蓮 ※※ 林 賢史郎 伊藤 晴希 林 幸史郎 小松 悟一 光澤 翼 島田 怜央
フジモト ナオト ウメキ リコ クマガイ ユウノスケ カナダ タイガ コバヤシ ハルト シラカミ ユウイチ ナカシマ ナオヤ
藤本 尚斗 梅木 莉子 ※※ 熊谷 佑之将 金田 虎 小林 陽翔 白上 裕一 中島 尚哉
クマガイ ミオ クマガイ イロハ タチバナ アヤト タチバナ ケイジロウ カナザワ ミオ オオサワ キミ クマガイ ショウタ
熊谷 美桜 ※※ 熊谷 彩葉 ※※ 橘 礼人 橘 慶司郎 金澤 実生 ※※ 大澤 希美 ※※ 熊谷 翔太
サイトウ カナエ ウスダ アサカ コバヤシ カナ ナワ カノコ マスザワ ユイ コバヤシ ミサト コイケ ルミネ ヤマダ エレン
齋藤 奏絵 臼田 麻花 小林 加奈 名和 夏乃子 増沢 結 小林 みさと 小池 瑠美嶺 山田 恵蓮
ハニュウ アヤカ マツシタ マナ ツブラヤ サヤカ サトウ アヤカ サトウ ユウカ ノグチ リナ クマガイ アヤノ ナカムラ チカ
羽生 彩華 松下 真奈 圓谷 爽夏 佐藤 綾花 佐藤 悠花 野口 莉奈 熊谷 綾乃 中村 千果

135 中学女子 飯伊駅伝Ｊｒ女子

133
中学一般

（男女混成）
天龍中学校

134 中学女子 全諏訪JHG

131
中学一般

（男女混成）
岡谷市湖畔陸上

132
中学一般

（男女混成）
下條中学校

129
中学一般

（男子）
松本市ジュニアRC

130
中学一般

（男子）
飯伊駅伝Ｊｒ

127 地元一般 天龍村役場と天竜川河川事務所

128
中学一般

（男子）
全諏訪JHB

125 地元一般 下伊那南部建設事務所

126 地元一般 どんぐり学園

123 地元一般 中部電力 平岡水力管理所

124 地元一般 阿南高校職員

121 地元一般 THEよせあつめ

122 地元一般 満月屋B

１、一般、地元一般の部で指名の後に「※印」の記載のある者については、中学男子を示す。

２、一般、地元一般、中学一般の部で指名の後に「※※印」の記載のある者については、中学女子を示す。

３、上記印の走者は、区間賞（中学生の部）の対象となります。


