
第1回 佐布里リレーマラソン 個人 スタートリスト

1.2kmダッシュ王選手権・小学1~3年生（男子） 6時間耐久・ソロ男子

No. 氏名 所属 年齢 市町村 No. 氏名 所属 年代 市町村

101 月野木 来希 7 知多市 701 牧野 将大 愛知陸上競技協会 29歳以下 刈谷市

102 鈴木 敦斗 7 豊明市 702 多米 裕太郎 愛知陸上競技協会 29歳以下 東海市

103 岸端 優汰 8 知立市 703 若林 和樹 30歳代 三重県

104 小島 晏蒔 8 豊明市 704 高橋 靖隆 30歳代 宮城県

105 宮嶋 郡 8 豊明市 705 木村 友紀 愛知陸協 30歳代 春日井

106 勝亦 利壱 8 知多市 706 美浦 裕介 30歳代 刈谷市

107 八巻 瑛斗 8 豊明市 707 野村 和孝 30歳代 海部郡

108 星川 真輝 8 知多市 708 田中 秀樹 30歳代 名古屋市

109 塚本 光星 8 東海市 709 月ヶ瀬 貴弥 30歳代 名古屋市

110 舩久保 稜太 8 瀬戸市 710 加藤 久人 30歳代 江南市

111 磯部 大翔 8 知多市 711 奥林 宜彦 30歳代 豊橋市

112 佐々木 来徳 8 豊明市 712 宮崎 真司 愛知陸上競技協会 30歳代 名古屋市

113 河村 嶺佑 9 知多市 713 渡邉 真一 30歳代 三重県

114 武田 義正 9 知多市 714 舩久保 優 30歳代 瀬戸市

115 松原 圭 9 東海市 715 稲田 悦朗 30歳代 静岡県

116 安島 凜 9 知多市 716 朝岡 伸治 鈴木ランニングクラブ 40歳代 名古屋市

117 牧寄 カバリエテ 9 豊明市 717 星川 晶 名城ＡＲＣ 40歳代 名古屋市

118 加藤 真輝 9 豊明市 718 小出 晴芳 40歳代 知多郡

119 伊藤 優汰 9 知多市 719 中納 基貴 40歳代 名古屋市

120 松尾 崚矢 9 知多市 720 山田 将司 40歳代 一宮市

121 栗田 崇伍 9 知多市 721 山田 康成 40歳代 常滑市

122 山本 陽登 8 知多市 722 榊 剛 40歳代 京都府

723 中嶋 一博 40歳代 高浜市

1.2kmダッシュ王選手権・小学1~3年生（女子） 724 長谷川 茂 40歳代 岐阜県

No. 氏名 所属 年齢 市町村 725 山本 直樹 40歳代 高浜市

201 柘植 のどか 6 名古屋市 726 山本 克哉 50歳代 知多市

202 万浪 柚葉 7 大府市 727 天野 誉 50歳代 三重県

203 佐藤 似南 7 常滑市 728 高橋 和男 50歳代 豊田市

204 福原 心美 8 知多市 729 吉川 宏司 50歳代 高浜市

205 村田 夕芽 8 知多市 730 杉山 明人 50歳代 豊田市

206 山本 結心 6 知多市 731 中塚 俊博 50歳代 大府市

732 宮地 政嗣 50歳代 名古屋市

1.2kmダッシュ王選手権・小学4~6年生（男子） 733 浅野 晃吉 60歳代 名古屋市

No. 氏名 所属 年齢 市町村 734 伊藤 正利 60歳代 尾張旭

301 鈴木 禄章 10 豊明市

302 青山 晄也 10 西尾市 6時間耐久・ソロ女子

303 田中 陽都 10 豊明市 No. 氏名 所属 年代 市町村

304 明瀬 健伸 11 豊明市 801 清水 知恵子 30歳代 豊田市

305 達 飛嘉 11 豊橋市 802 礒貝 仁貴 40歳代 碧南市

306 吉村 一音 11 名古屋市 803 大橋 恭子 あすたま 40歳代 みよし市

307 山口 真叶 11 豊明市 804 大森 真美 50歳代 江南市

308 澤本 侑大 11 知多市 805 甲斐 直美 あすたま 50歳代 豊田市

309 北上 惇生 11 東海市

310 柿本 友哉 大須AC 11 名古屋市

311 小澤 陽一路 12 知多市

312 馬渡 翔大 12 知多郡

313 佐藤 輝一 12 知多市

314 荒谷 綜太 12 知多市

315 小島 煉慈 12 豊明市

316 佐藤 有季 12 みよし市

1.2kmダッシュ王選手権・小学4~6年生（女子）

No. 氏名 所属 年齢 市町村

401 丸尾 咲花 11 豊明市

402 中村 美波 12 名古屋市

1.2kmダッシュ王選手権・中学生以上（男子）

No. 氏名 所属 年代 市町村

501 遠藤 聡 29歳以下 知多郡

502 小薗 大樹 30歳代 日進市

503 勝亦 利彦 ＴＷＲＣ 30歳代 知多市

504 達 正一 30歳代 豊橋市

505 佐藤 貴仁 30歳代 常滑市

506 塚本 芳正 30歳代 東海市

507 福原 靖 40歳代 知多市

508 小澤 勇一郎 40歳代 知多市

1.2kmダッシュ王選手権・中学生以上（女子）



第1回 佐布里リレーマラソン 個人 スタートリスト

No. 氏名 所属 年代 市町村

601 山東 杏瑞 中学生 知多市


