
No 名前 性別 年齢 都道府県 チーム名

1 牧野　公則 男 40 山梨県 LEDLENSER

2 川崎　雄哉 男 36 静岡県 滝ヶ原自衛隊

3 上田　瑠偉 男 27 埼玉県 Mountain Frontier

4 菊嶋　啓 男 38 静岡県 聖 整体院

5 荒木　朋也 男 21 愛知県

6 井口　心平 男 36 京都府 鴨川走友会

7 石田　賢生 男 44 静岡県 ＴＥＡＭ　ＲｘＬ

8 井上　隆詞 男 38 京都府 inov-8

9 入江　克典 男 50 大阪府 シマノ

10 岩崎　敏之 男 48 宮城県

11 植田　邦広 男 39 愛知県

12 江口　航平 男 39 京都府 京都100マイラークラブ

13 江端　孝則 男 49 愛知県

14 円福　英樹 男 41 静岡県

15 大槻　文悟 男 48 京都府 山本山

16 大畑　匡孝 男 36 静岡県 みねさん

17 大山　良樹 男 39 千葉県 ランボー

18 越智　宣夫 男 57 愛知県 デンソー安城

19 及部　豊幸 男 49 愛知県 自転車道（豊川）TeamAG

20 河内　陽介 男 33 愛知県

21 川瀬　剛生 男 47 愛知県

22 河畑　和宏 男 46 大阪府 マツロク

23 高口　剛介 男 33 静岡県

24 小林　弘和 男 46 静岡県 ROUND5△

25 近藤　誠也 男 39 愛知県 DAMONDE：STAMP

26 宍戸　慶太 男 43 岐阜県 飛騨猟友会

27 清水　琢矢 男 48 静岡県 風来坊

28 鈴木　雄介 男 33 愛知県

29 関戸　貴之 男 38 愛知県

30 多田　数進 男 42 徳島県 UNW

31 谷　允弥 男 28 静岡県 LA SPORTIVA

32 千坂　充宏 男 37 茨城県

33 寺尾　修 男 42 静岡県 見次クラブ

34 寺岡　颯人 男 24 静岡県 ミネさん

35 中島　聡 男 41 愛知県 虎の穴

36 西方　勇人 男 28 静岡県 浜松うましか
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37 丹羽　望 男 41 東京都

38 野口　奨太 男 36 愛知県 Moose

39 樋山　邦治 男 38 愛知県

40 福元　正樹 男 53 岐阜県 水曜虎穴　西濃倶楽部

41 福山　智之 男 42 奈良県 生駒RC

42 古澤　法之 男 55 愛知県 チームばんどり

43 降矢　信彦 男 48 東京都 ランニコ部

44 町田　知宏 男 32 東京都

45 松山　優太 男 33 神奈川県 Uglow, Inner fact, Amino Saurus, 俺は摂取す

46 水口　駿介 男 37 愛知県 もーさにんぐ

47 水越　友洋 男 46 東京都 六本木ロケッツ

48 森田　大理 男 41 三重県 津

49 森本　潤 男 31 三重県 四消

50 安田　光輝 男 31 東京都

51 山崎　将芳 男 38 静岡県 矢崎部品

52 山田　勝 男 45 大阪府 山と愉快な仲間たち

53 山本　健文 男 40 三重県

54 吉川　友樹 男 44 神奈川県 厚木大学TRC

55 吉田　誠 男 50 岐阜県 虎穴東海

56 渡辺　伸悟 男 33 三重県


