
■12km（ﾊｰﾌ）・男子 ■12km（ﾊｰﾌ）・女子

No. 氏名 表彰区分 都道府県名 No. 氏名 表彰区分 都道府県名 No. 氏名 表彰区分 都道府県名

101 中北 恭平 M-29 三重県 149 森本 宏 M40-49 三重県 201 金田 摩吏子 W-29 三重県

102 谷水 逸士 M-29 三重県 150 川地 信二 M40-49 岐阜県 202 林 美幸 W-29 大阪府

103 中村 健二 M-29 三重県 151 田中 亮 M40-49 三重県 203 上田 裕加 W-29 大阪府

104 田部 裕士 M-29 愛知県 152 石野 晃司 M40-49 三重県 204 水谷 麻由 W-29 三重県

105 冨松 将也 M-29 三重県 153 畑 和義 M40-49 長野県 205 入谷 由香里 W30-39 三重県

106 福手 貴大 M-29 三重県 154 浜口 朋雄 M40-49 三重県 206 川島 清香 W30-39 三重県

107 成田 健悟 M-29 東京都 155 森 圭司 M40-49 愛知県 207 世古 早苗 W30-39 三重県

108 東 誠也 M-29 愛知県 156 大田 隆英 M40-49 三重県 208 寺本 楓 W30-39 三重県

109 福山 浩史 M-29 愛知県 157 廣 伸浩 M40-49 三重県 209 藤田 慶子 W30-39 愛知県

110 新田 大貴 M-29 福井県 158 野村 知宏 M40-49 愛知県 210 日浦 真理子 W30-39 三重県

111 平塚 隼人 M-29 愛知県 159 田村 健治 M40-49 三重県 211 近藤 亜希子 W30-39 岐阜県

112 小川 雅弘 M-29 愛知県 160 木下 克俊 M40-49 福井県 212 川地 久美香 W30-39 岐阜県

113 位田 雅俊 M-29 愛知県 161 佐々木 栄治 M40-49 三重県 213 原 由美 W40-49 愛知県

114 佐藤 匠 M-29 大阪府 162 川原 英揮 M40-49 愛知県 214 石井 綾子 W40-49 三重県

115 加畑 文裕 M-29 三重県 163 齋藤 伸也 M40-49 東京都 215 望月 陽子 W40-49 愛知県

116 谷 恭太朗 M-29 三重県 164 君島 達也 M40-49 東京都 216 黒川 雅子 W40-49 兵庫県

117 平尾 悠貴 M-29 静岡県 165 松浦 隆夫 M40-49 三重県 217 東 紀子 W40-49 三重県

118 山西 伴幸 M-29 福井県 166 中田 政男 M40-49 三重県 218 赤松 香緒里 W40-49 三重県

119 森田 理琉 M-29 愛知県 167 長井 武 M40-49 大阪府 219 坂上 幾美 W40-49 三重県

120 木屋川内 大輝 M-29 愛知県 168 中北 隆次 M40-49 三重県 220 浜口 知里 W40-49 三重県

121 弘永 悟史 M30-39 愛知県 169 竹嶋 宏之 M40-49 京都府 221 大矢 佳美 W40-49 和歌山県

122 宮武 寛知 M30-39 福井県 170 古尾 博記 M40-49 三重県 222 中塚 奈津絵 W40-49 福井県

123 加藤 久詞 M30-39 三重県 171 津川 真也 M40-49 三重県 223 原 こまき W40-49 三重県

124 山本 雅人 M30-39 奈良県 172 山本 浩司 M40-49 愛知県 224 樋口 亜弓 W40-49 三重県

125 石黒 智之 M30-39 愛知県 173 湯浅 秀嗣 M40-49 三重県 225 金田 貴子 W40-49 三重県

126 木口 拓海 M30-39 愛知県 174 秋月 哲治 M40-49 三重県 226 谷水 美保 W40-49 三重県

127 岡村 剛典 M30-39 三重県 175 前田 利光 M50-59 三重県 227 田岡 佳子 W40-49 三重県

128 岡崎 寛司 M30-39 三重県 176 鈴木 直幹 M50-59 兵庫県 228 尾方 美香 W40-49 愛知県

129 別所 耕大 M30-39 三重県 177 三浦 典和 M50-59 三重県 229 田辺 洋子 W40-49 三重県

130 小原 主 M30-39 愛知県 178 二村 勲 M50-59 富山県 230 臼井 教子 W50-59 愛知県

131 山口 聡史 M30-39 愛知県 179 柳瀬 誠之 M50-59 三重県 231 森川 美奈子 W50-59 大阪府

132 山本 英明 M30-39 三重県 180 濱野 和久 M50-59 三重県 232 黒田 貴美子 W50-59 三重県

133 井村 良光 M30-39 三重県 181 小倉 久弥 M50-59 三重県 233 高木 和美 W50-59 奈良県

134 百合本 道久 M30-39 岐阜県 182 田中 一也 M50-59 三重県 234 池下 恵美子 W50-59 奈良県

135 小倉 将伸 M30-39 三重県 183 五味沢 裕行 M50-59 愛知県 235 毛利 さつき W50-59 愛知県

136 広瀬 陽介 M30-39 三重県 184 森下 一則 M50-59 三重県 236 甲斐 直美 W50-59 愛知県

137 黒川 貴敏 M30-39 兵庫県 185 林 伸也 M50-59 三重県 237 北浦 妙子 W60- 滋賀県

138 四方 孝平 M30-39 京都府 186 谷 佳憲 M50-59 大阪府 238 戸所 啓子 W60- 群馬県

139 日浦 茂雄 M30-39 大阪府 187 中西 功 M50-59 三重県

140 福田 雄一 M30-39 三重県 188 奥原 隆夫 M50-59 三重県

141 藤田 征紀 M30-39 愛知県 189 竹内 伸太郎 M50-59 愛知県

142 近藤 伸行 M40-49 大阪府 190 上田 吉典 M50-59 三重県

143 細川 正幸 M40-49 三重県 191 北浦 まこと M60- 滋賀県

144 中西 幸宏 M40-49 愛知県 192 薮本 幸広 M60- 三重県

145 中田 真司 M40-49 三重県 193 奥田 英雅 M60- 三重県

146 周東 佑誠 M40-49 愛知県 194 廣 泰幸 M60- 京都府

147 市古 健治 M40-49 愛知県 195 森井 茂夫 M60- 三重県

148 原 孝治 M40-49 愛知県 196 西田 楠容 M60- 三重県

伊勢志摩ナショナルパークトレイルランレース2017 in 南伊勢　　（2017/12/10）　スタートリスト

17_南伊勢トレイル_スタートリスト_R4



■24km（ﾛﾝｸﾞ）・男子

No. 氏名 表彰区分 都道府県名 No. 氏名 表彰区分 都道府県名 No. 氏名 表彰区分 都道府県名

301 渡邊 阿良太 M-29 愛知県 351 高橋 貴幸 M40-49 三重県 401 船入 公孝 M50-59 三重県

302 田中 航希 M-29 京都府 352 橋本 武 M40-49 三重県 402 中村 義朗 M50-59 愛知県

303 前田 宙哉 M-29 愛知県 353 南 隆昭 M40-49 愛知県 403 釘宮 祐治 M50-59 愛知県

304 富山 新司 M-29 三重県 354 森 明俊 M40-49 三重県 404 北谷 壮一 M50-59 京都府

305 石田 有樹 M-29 兵庫県 355 安立 俊 M40-49 三重県 405 内藤 浩司 M50-59 三重県

306 杉森 隆英 M-29 三重県 356 滝川 洋司 M40-49 愛知県 406 阪井 誠治 M50-59 三重県

307 ヒラノ コウキ M-29 埼玉県 357 石川 雅人 M40-49 滋賀県 407 奥山 重樹 M50-59 三重県

308 和田 恵歩 M-29 兵庫県 358 竹内 康人 M40-49 三重県 408 齋藤 和也 M50-59 愛知県

309 佐藤 当 M-29 滋賀県 359 松野 昌紀 M40-49 岐阜県 409 喜畑 圭司 M50-59 三重県

310 西村 啓佑 M-29 愛知県 360 東瀬 隆資 M40-49 三重県 410 福本 信幸 M50-59 三重県

311 鈴置 尚平 M-29 大阪府 361 増田 剛士 M40-49 三重県 411 山本 裕章 M50-59 三重県

312 大倉 拓也 M-29 大阪府 362 平石 元彦 M40-49 三重県 412 福森 亮二 M60- 三重県

313 中村 浩之 M-29 愛知県 363 郷 譲治 M40-49 三重県 413 川澄 真一 M60- 大阪府

314 石井 貴史 M-29 三重県 364 鈴木 基一 M40-49 東京都 414 大亀 康史 M60- 愛知県

315 阪本 健太朗 M-29 大阪府 365 鈴木 隆広 M40-49 三重県 415 宮本 茂 M60- 京都府

316 竹内 新悟 M-29 愛知県 366 樋口 大輔 M40-49 三重県 416 伊藤 芳夫 M60- 愛知県

317 中島 拓哉 M-29 愛知県 367 小池 光伸 M40-49 岐阜県 417 梅村 豪男 M60- 大阪府

318 渡辺 輝 M-29 愛知県 368 青木 淳治 M40-49 愛知県 418 横山 和実 M60- 三重県

319 渡辺 伸悟 M30-39 三重県 369 高田 泰祥 M40-49 東京都 419 宮川 清 M60- 北海道

320 三木 大輔 M30-39 兵庫県 370 土井 耕三 M40-49 奈良県

321 刀根 佑介 M30-39 三重県 371 竹本 宏 M40-49 三重県 ■24km（ﾛﾝｸﾞ）・女子

322 坂野 功治 M30-39 愛知県 372 南 守 M40-49 三重県 No. 氏名 表彰区分 都道府県名

323 長谷川 大佑 M30-39 三重県 373 下野 展男 M40-49 兵庫県 501 本田 志穂 W-29 愛知県

324 吉岡 博史 M30-39 奈良県 374 山田 勝久 M40-49 福井県 502 西川 有李菜 W-29 三重県

325 岡村 和人 M30-39 三重県 375 奥田 光 M40-49 三重県 503 真子 資子 W-29 兵庫県

326 小野 伸悟 M30-39 三重県 376 毛利 勝雪 M40-49 愛知県 504 石田 知世巳 W30-39 京都府

327 玉山 健太郎 M30-39 滋賀県 377 佐治 徳光 M40-49 愛知県 505 古谷 日奈 W30-39 広島県

328 亀田 昭宏 M30-39 大阪府 378 下田 典男 M40-49 三重県 506 林 英実 W30-39 三重県

329 岩佐 彰 M30-39 三重県 379 井上 正俊 M40-49 愛知県 507 中村 めぐみ W30-39 大阪府

330 磯貝 剛洋 M30-39 三重県 380 野中 政利 M40-49 大阪府 508 畠中 良子 W30-39 兵庫県

331 山路 智久 M30-39 三重県 381 阿間見 孝 M50-59 愛知県 509 檀野 裕美 W30-39 愛知県

332 山中 圭太 M30-39 三重県 382 田岡 知明 M50-59 三重県 510 西尾 まゆみ W40-49 三重県

333 東出 純一 M30-39 三重県 383 矢野 昌哉 M50-59 大分県 511 安田 由布子 W40-49 石川県

334 石田 雄大 M30-39 京都府 384 本郷 和寛 M50-59 岐阜県 512 鈴木 亜美 W40-49 東京都

335 豊田 真一 M30-39 三重県 385 牛島 章博 M50-59 愛知県 513 山本 みゆき W40-49 京都府

336 河合 俊輔 M30-39 和歌山県 386 坂本 直志 M50-59 長野県 514 奥田 智美 W40-49 三重県

337 谷口 俊輔 M30-39 三重県 387 中西 伸明 M50-59 三重県 515 田端 理恵子 W40-49 大阪府

338 楠 智裕 M30-39 石川県 388 牧 純一 M50-59 愛知県 516 塚本 正美 W50-59 大阪府

339 大野 雄史 M30-39 三重県 389 渡辺 政幸 M50-59 愛知県 517 中野 和子 W50-59 大阪府

340 松田 武史 M30-39 三重県 390 谷本 保明 M50-59 三重県 518 今栄 恵子 W50-59 大阪府

341 荒井 佑樹 M30-39 三重県 391 佃 尚実 M50-59 愛知県 519 奥山 佳恵 W50-59 兵庫県

342 中村 創一 M30-39 三重県 392 日下 明芳 M50-59 滋賀県 520 斎木 真理 W50-59 三重県

343 安藤 大 M30-39 大阪府 393 渡部 智 M50-59 三重県 521 長谷川 晃美 W50-59 福井県

344 光川 智暁 M30-39 福井県 394 前川 昌昭 M50-59 三重県 522 大木 千雅子 W50-59 奈良県

345 本間 康彦 M30-39 三重県 395 大山 隆弘 M50-59 三重県

346 伊藤 大助 M30-39 三重県 396 奥村 敦 M50-59 三重県

347 村井 友介 M30-39 三重県 397 柏木 文雄 M50-59 三重県

348 北垣戸 淳 M30-39 三重県 398 梅田 淳 M50-59 京都府

349 菱山 毅 M40-49 長野県 399 山口 直人 M50-59 三重県

350 島 智秀 M40-49 三重県 400 西川 正樹 M50-59 大阪府
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