
クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
A 相川　啓介 ｱｲｶﾜ ｹｲｽｹ 岡山県
A 阿部　俊 ｱﾍﾞ ｼｭﾝ 岡山県
A 安藤　則正 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾏｻ 岡山県
A 猪木　健人 ｲｷﾞ ｹﾝﾄ Ｇ．Ｐ．Ｔ． 岡山県
A 池田　雄飛 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾋ 岡山県
A 石井　明彦 ｲｼｲ ｱｷﾋｺ ゆりはやゆな 岡山県
A 和泉　嘉人 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾄ 岡山県
A 伊丹　圭介 ｲﾀﾐ ｹｲｽｹ 岡山県
A 伊丹　佑紀 ｲﾀﾐ ﾕｳｷ ｲﾀﾐﾌﾚﾝｽﾞ 岡山県
A 井上　直 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｼ 庄四十九萬天 岡山県
A 井原　慎二 ｲﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 庄四十九萬天 岡山県
A 遠藤　雄史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 岡山県
A 大林　俊彦 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｺ 岡山県
A 岡中　芳浩 ｵｶﾅｶ ﾖｼﾋﾛ らんらんくらぶ 岡山県
A 岡村　大祐 ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ランランくらぶ 岡山県
A 岡本　悟志 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 岡山県
A 岡本　昌之 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 岡山県
A 岡本　学 ｵｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 岡山県
A 小野　友義 ｵﾉ ﾄﾓﾖｼ 岡山県
A 海田　裕人 ｶｲﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岡山県
A 梶田　敏住 ｶｼﾞﾀ ﾄｼｽﾞﾐ 岡山県
A 片山　祐樹 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 建部町 岡山県
A 亀岡　保志 ｶﾒｵｶ ﾔｽｼ チームD 岡山県
A 河本　育久 ｶﾜﾓﾄ ｲｸﾋｻ 羅針盤 広島県
A 甲谷　茂生 ｶﾝｶﾞｲ ｼｹﾞｵ 岡山県
A 神田　達哉 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 岡山県
A 岸本　健 ｷｼﾓﾄ ﾀｹｼ 清音金型製作所 岡山県
A 北村　崇行 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ まめ登山部 岡山県
A 木南　和彦 ｷﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾋｺ 岡山県
A 木本　達男 ｷﾓﾄ ﾀﾂｵ 岡山県
A 楠葉　英樹 ｸｽﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 岡山県
A 國次　真通 ｸﾆﾂｸﾞ ﾏｻﾐﾁ チームFLEX 岡山県
A 来見　健史 ｸﾙﾐ ｹﾝｼﾞ 岡山県
A 幸田　龍紀 ｺｳﾀ ﾘｭｳｷ 岡山県
A 児玉　亮平 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 岡山県
A 小林　弘和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 岡山県
A 小林　彌主明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｱｷ 兵庫県
A 坂本　隼一 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ 岡山県
A 坂本　宗章 ｻｶﾓﾄ ﾑﾈｱｷ もと　福山鉄人会 広島県
A 直原　亮徳 ｼﾞｷﾊﾗ ｱｷﾉﾘ 株式会社トマト銀行 岡山県
A 篠森　裕章 ｼﾉﾓﾘ ﾋﾛｱｷ アスランクラブ 岡山県
A 白石　智康 ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾔｽ 岡山県
A 鈴木　正行 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ みぃちゃんず 岡山県
A 諏訪　義哉 ｽﾜ ﾖｼﾔ 岡山県
A 多賀　克仁 ﾀｶﾞ ｶﾂﾖｼ 岡山県
A 高尾　賢作 ﾀｶｵ ｹﾝｻｸ 岡山県
A 鷹尾　嘉寿 ﾀｶｵ ﾖｼﾋｻ 岡山県
A 髙木　紀彦 ﾀｶｷ ﾉﾘﾋｺ 岡山県
A 高杉　智史 ﾀｶｽｷﾞ ｻﾄｼ 岡山県
A 高瀬　力 ﾀｶｾ ﾂﾄﾑ 理附走RUN会 岡山県
A 高田　学 ﾀｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ 岡山県
A 髙橋　雄一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 岡山県
A 宝垣　博文 ﾀｶﾗｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 清音村役場 岡山県
A 瀧川　誠 ﾀｷｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 三菱自工JC 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
A 多田　陽祐 ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 岡山県
A 田中　一翠 ﾀﾅｶ ｲｯｽｲ 香川県
A 田中　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 岡山県
A 谷川　延久 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 広島県
A 永井　俊光 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾐﾂ 岡山県
A 中川　智央 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 岡山県
A 中司　拓哉 ﾅｶﾂｶｻ ﾀｸﾔ 岡山県
A 中山　淳 ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ Ｇ．Ｐ．Ｔ． 岡山県
A 灘　貴裕 ﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡山県
A 楢村　信久 ﾅﾗﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ 八洲マラソン部 岡山県
A 仁井　昌志 ﾆｲ ﾏｻｼ 岡山県
A 西江　隆 ﾆｼｴ ﾀｶｼ 庄四十九萬天 岡山県
A 西岡　洋平 ﾆｼｵｶ ﾖｳﾍｲ 岡山県
A 西坂　康太 ﾆｼｻﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 鳥取県
A 仁科　茂樹 ﾆｼﾅ ｼｹﾞｷ 岡山県
A 延原　将之 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 岡山県庁 岡山県
A 馬生　良則 ﾊﾞｼﾖｳ ﾖｼﾉﾘ 岡山県
A 濵田　雄二 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岡山県
A 東田　雄介 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 岡山県
A 秀平　駿 ﾋﾃﾞﾋﾗ ｼｭﾝ 岡山県
A 平松　啓生 ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｼｮｳ 岡山県
A 福岡　恒夫 ﾌｸｵｶ ﾂﾈｵ M's Power 岡山県
A 藤井　攝雄 ﾌｼﾞｲ ｾﾂｵ 岡山県
A 藤田　大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ 香川県
A 藤田　龍治 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 岡山県
A 藤原　達明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾂｱｷ 岡山県
A 藤原　稔久 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾋｻ 岡山県
A 二川　浩司 ﾌﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 讃岐やいの會 香川県
A 船着　敬介 ﾌﾅﾂｷ ｹｲｽｹ Ｇ．Ｐ．Ｔ． 岡山県
A 米谷　友紀 ﾏｲﾀﾆ ﾄﾓｷ 岡山県
A 前原　壮一郎 ﾏｴﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ Tortuga KAMOI 岡山県
A 松浦　弥三郎 ﾏﾂｳﾗ ﾔｻﾌﾞﾛｳ 山の会9143 鳥取県
A 松下　弘二 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ 岡山県
A 松原　松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 岡山県
A 松本　晃典 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 広島県
A 三宅　慎一郎 ﾐﾔｹ ｼﾝｲﾁﾛｳ クラレテクノ岡山 岡山県
A 三宅　大輔 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県
A 三宅　直輝 ﾐﾔｹ ﾅｵｷ 岡山県
A 村井　俊彦 ﾑﾗｲ ﾄｼﾋｺ 岡山県
A 森　康一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 岡山県
A 森　大輔 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県
A 安田　和真 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ Hutteホノルル部 岡山県
A 山城　多賀夫 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｵ WAN　CHANCE 岡山県
A 山室　智史 ﾔﾏﾑﾛ ｻﾄｼ 岡山県
A 山本　託実 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 岡山県
A 山本　武司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 岡山県
A 吉田　宏行 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岡山県
A 脇坂　かける ﾜｷｻｶ ｶｹﾙ 兵庫県
A 和田　繁基 ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ JOYな～ズ 岡山県
B 赤澤　吾郎 ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞﾛｳ 平成病院ﾀｰﾄﾙｽﾞ 岡山県
B 秋山　守 ｱｷﾔﾏ ﾏﾓﾙ 岡山県
B 穐吉　浩司 ｱｷﾖｼ ﾋﾛｼ 岡山県
B 安藤　誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
B 池本　真人 ｲｹﾓﾄ ﾏｻﾄ 兵庫県
B 石川　浩一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 岡山県
B 石塚　正志 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｼ （株）丸加 岡山県
B 礒谷　賢二 ｲｿﾀﾆ ｹﾝｼﾞ リコージャパン 岡山県
B 齋宮　充信 ｲﾂｷ ﾐﾂﾉﾌﾞ T-diet 岡山県
B 稲福　康邦 ｲﾅﾌｸ ﾔｽｸﾆ ラン友 広島県
B 井上　幸治 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 日本ケミカル機器 岡山県
B 井上　宣明 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞｱｷ 幸喜高令者RC 岡山県
B 岩城　孝夫 ｲﾜｷ ﾀｶｵ 岡山県
B 岩本　俊樹 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼｷ 岡山県
B 臼杵　和弘 ｳｽｷ ｶｽﾞﾋﾛ 香川県
B 浦上　憲治 ｳﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ 岡山県
B 占部　雅司 ｳﾗﾍﾞ ﾏｻｼ 広島県
B 大江　健史 ｵｵｴ ﾀｹｼ 岡山県
B 大草　誠 ｵｵｸｻ ﾏｺﾄ 岡山県
B 大角　和正 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾏｻ 岡山県
B 大戸　啓司 ｵｵﾄ ｹｲｼﾞ 八洲マラソン部 岡山県
B 大西　正人 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾄ 岡山県
B 大村　敦久 ｵｵﾑﾗ ｱﾂﾋｻ 岡山県
B 大森　圭 ｵｵﾓﾘ ｹｲ 身から出たサビ 岡山県
B 大森　浩介 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 平山医院 岡山県
B 岡﨑　浩 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 晴れの国岡山OLC 岡山県
B 岡田　誠康 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 岡山県
B 岡野　仁 ｵｶﾉ ﾋﾛｼ 岡山県
B 岡本　克己 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾐ OCJC 岡山県
B 岡本　尚久 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋｻ 岡山県
B 小川　信行 ｵｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 岡山県
B 沖本　吉弘 ｵｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 香川県
B 奥村　俊治 ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ マラソンおじさんず 岡山県
B 奥山　晃正 ｵｸﾔﾏ ﾃﾙﾏｻ 岡山県
B 越智　清史 ｵﾁ ｷﾖｼ 広島県
B 乙部　憲彦 ｵﾄﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ 瀬戸高校 岡山県
B 加川　明彦 ｶｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ 岡山県
B 神尾　典宏 ｶﾐｵ ﾉﾘﾋﾛ 玉野鉄人会 岡山県
B 亀井　仁 ｶﾒｲ ﾋﾄｼ Ｓ－ＴＡＫＡＹＡ 岡山県
B 亀山　節明 ｶﾒﾔﾏ ｾﾂｱｷ 岡山県
B 川口　隆 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ チームD 岡山県
B 河渕　晋 ｶﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾑ 桃太郎夢クラブ 岡山県
B 河本　芳和 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ S-Takaya 岡山県
B 岸本　隆幸 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 岡山県
B 喜田　祐樹 ｷﾀﾞ ﾕｳｷ イージーランナーズ 香川県
B 北本　和示 ｷﾀﾓﾄ ｶｽﾞｼ 丸五ｺﾞﾑ走友会 岡山県
B 木下　憲一 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｲﾁ 岡山県
B 串田　耕作 ｸｼﾀﾞ ｺｳｻｸ TEAM Natural 岡山県
B 倉森　隆 ｸﾗﾓﾘ ﾀｶｼ チームクロモリ 岡山県
B 黒住　和宏 ｸﾛｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県
B 釼持　彰宏 ｹﾝﾓﾂ ｱｷﾋﾛ なんで走る会 岡山県
B 香西　祥次 ｺｳｻﾞｲ ｼｮｳｼﾞ 岡山県
B 香西　正裕 ｺｳｻﾞｲ ﾏｻﾋﾛ トンボ学生服 岡山県
B 越宗　紳二郎 ｺｼﾑﾈ ｼﾝｼﾞﾛｳ ＫＦＲＣ 岡山県
B 小寺　一寿 ｺﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾋｻ 広島県
B 後藤　隆浩 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岡山県
B 小畠　正照 ｺﾊﾞﾀｹ ﾏｻﾃﾙ 広島県
B 小林　要一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ まこと 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
B 小林　英夫 ｺﾊﾞﾔｯｼ ﾋﾃﾞｵ チーム小林歯科 香川県
B 古村　英治 ｺﾑﾗ ｴｲｼﾞ ORRC 岡山県
B 斉藤　聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 岡山県
B 櫻井　純哉 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 岡山県
B 笹木　一男 ｻｻｷ ｶｽﾞｵ 無謀なﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 岡山県
B 清水　靖士 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼ 三橋サンブリッジ 岡山県
B 白川　篤 ｼﾗｶﾜ ｱﾂｼ 岡山県
B 新木　勝利 ｼﾝｷﾞ ｶﾂﾄｼ 岡山県
B 菅田　秀昭 ｽｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 広島県
B 菅野　雅文 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 岡山県
B 清　哲朗 ｾｲ ﾃﾂﾛｳ 歩いていこう 岡山県
B 髙橋　栄 ﾀｶﾊｼ ｻｶｴ 剣好会 岡山県
B 高畠　実 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾐﾉﾙ 岡山県
B 武　逸男 ﾀｹ ｲﾂｵ 岡山県
B 武内　勇人 ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ 兵庫県
B 武内　優治 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 清水建設 岡山県
B 田尻　正良 ﾀｼﾞﾘ ﾏｻﾖｼ 岡山県
B 谷内　宏一 ﾀﾆｳﾁ ｺｳｲﾁ 倉敷福田走友会 岡山県
B 丹波　善博 ﾀﾝﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 岡山県
B 近松　雅之 ﾁｶﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 岡山県
B 中澤　弘明 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ モミジヤAC 岡山県
B 中島　仁智 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄﾓ KFRC 岡山県
B 中山　正夫 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｵ 岡山県
B 西上　祥永 ﾆｼｶﾞﾐ ｼｮｳｴｲ 徳島県
B 長谷川　裕 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 無謀なﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 岡山県
B 畠山　彰人 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 岡山県
B 服部　清人 ﾊｯﾄﾘ　ｷﾖﾄ 岡山県
B 濱田　史朗 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾛｳ ＲＯＣＫＲＵＮ 岡山県
B 東山　高広 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 岡山県
B 平田　隆広 ﾋﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 岡山県
B 廣島　悟 ﾋﾛｼﾏ ｻﾄﾙ ジョイナーズ 岡山県
B 弘中　進 ﾋﾛﾅｶ ｽｽﾑ スキーO周南 山口県
B 福島　哲也 ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ ONTHEROAD 岡山県
B 藤井　一章 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｱｷ S-Takaya 岡山県
B 藤田　秀一 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳｲﾁ 岡山県
B 藤田　英生 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 日本ｴｸｽﾗﾝ 岡山県
B 藤本　具正 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾏｻ 岡山県
B 藤原　直樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 総社市役所ランラン倶楽部 岡山県
B 藤原　仁弘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ ＢＫＥ２５ 岡山県
B 米谷　浩一 ﾏｲﾀﾆ ｺｳｲﾁ 岡山県
B 松高　慶宣 ﾏﾂﾀｶ ﾖｼﾉﾘ 福山山岳会 広島県
B 松本　正守 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾓﾘ ミノアカＪＣ 岡山県
B 間野　憲彦 ﾏﾉ ﾉﾘﾋｺ ランプロRC 岡山県
B 溝渕　博 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ T-diet 岡山県
B 三宅　公彦 ﾐﾔｹ ｷﾐﾋｺ 岡山県
B 宮埜　信雄 ﾐﾔﾉ ﾉﾌﾞｵ 桃太郎夢クラブ 岡山県
B 守谷　敦巳 ﾓﾘﾔ ｱﾂﾐ 岡山県
B 森分　稔 ﾓﾘﾜｹ ﾐﾉﾙ 岡山県
B 安井　正徳 ﾔｽｲ ﾏｻﾉﾘ 岡山県
B 安信　邦彦 ﾔｽﾉﾌﾞ ｸﾆﾋｺ 岡山県
B 山﨑　学 ﾔﾏｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 岡山県
B 山下　一夫 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 岡山県
B 山田　浩之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ロックラン 岡山県
B 山本　浩二 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ HTG 広島県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
B 柚木　一郎 ﾕﾉｷ ｲﾁﾛｳ 岡山ライフセービングクラブ 岡山県
B 横関　浩二 ﾖｺｾﾞｷ ｺｳｼﾞ 岡山県
B 橫田　芳造 ﾖｺﾀ ﾖｼｿﾞｳ 善走会 香川県
B 吉永　義弘 ﾖｼﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 吉備路走ろう会 岡山県
B 涌谷　陽介 ﾜｸﾀﾆ ﾖｳｽｹ 倉敷平成病院 岡山県
B 和氣　敬二 ﾜｹ ｹｲｼﾞ 岡山県
B 渡辺　光則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾉﾘ T-diet 岡山県
C 青野　麗 ｱｵﾉ ﾚｲ 岡山県
C 赤木　螢 ｱｶｷ ｹｲ 岡山県
C 阿部　紗弓 ｱﾍﾞ ｻﾕﾐ 岡山県
C 天野　順子 ｱﾏﾉ ｼﾞｭﾝｺ 岡山県
C 安藤　由紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 岡山県
C 安藤　理加 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 岡山県
C 池田　まどか ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡山県
C 井筒　智子 ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｺ 岡山県
C 稲角　静 ｲﾅｽﾞﾐ ｼｽﾞｶ 広島県
C 今川　敬子 ｲﾏｶﾞﾜ ｹｲｺ 歩いていこう 岡山県
C 岩本　典子 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 岡山県
C 宇野　真理子 ｳﾉ ﾏﾘｺ 岡山県
C 太田　早織 ｵｵﾀ ｻｵﾘ 岡山県
C 大村　菜穂美 ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾐ 岡山県
C 大森　恵美子 ｵｵﾓﾘ ｴﾐｺ ランプロＲＣ岡大病院 岡山県
C 大矢根　久美香ｵｵﾔﾈ ｸﾐｶ 香川県
C 岡田　恭子 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳｺ ランプロRC 岡山県
C 岡本　妃早子 ｵｶﾓﾄ ﾋｻｺ 岡山県
C 乙部　聡美 ｵﾄﾍﾞ ｻﾄﾐ 岡山県
C 亀岡　久美子 ｶﾒｵｶ ｸﾐｺ ペルピエRC 岡山県
C 木村　喜美子 ｷﾑﾗ ｷﾐｺ 岡山県
C 木山　祐子 ｷﾔﾏ ﾕｳｺ ペルピエRC 岡山県
C 小坂　麻依 ｺｻｶ ﾏｲ 広島県
C 古好　佳代 ｺﾖｼ ｶﾖ 兵庫県
C 角南　由紀 ｽﾅﾐ ﾕｷ 岡山県
C 代田　朋子 ﾀﾞｲﾀﾞ ﾄﾓｺ 広島県
C 高橋　知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 岡山県
C 田中　恵理子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ アスランクラブ 岡山県
C 塚根　悦子 ﾂｶﾈ ｴﾂｺ ｱｽﾘｰAH 島根県
C 永喜多　敬奈 ﾅｶﾞｷﾀ ｹｲﾅ 岡山県
C 中村　文香 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｶ 広島県
C 西谷　未来 ﾆｼﾀﾆ ﾐｸ 岡山県
C 浜本　恭実 ﾊﾏﾓﾄ ﾔｽﾐ 鳥取県
C 藤井　美佐緒 ﾌｼﾞｲ ﾐｻｵ 岡山県
C 松下　裕美 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾐ 岡山県
C 美甘　ゆき ﾐｶﾓ ﾕｷ 岡山県
C 光田　つぐみ ﾐﾂﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ ペルピエＲＣ 岡山県
C 三宅　順子 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝｺ 岡山県
C 三好　香苗 ﾐﾖｼ ｶﾅｴ 自転車工房スピング 愛媛県
C 森西　亜里 ﾓﾘﾆｼ ｱｻﾄ 香川県
C 森本　紀子 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾘｺ RNO 岡山県
C 横畑　かおり ﾖｺﾊﾀ ｶｵﾘ 岡山県
C 吉延　宜子 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾉﾘｺ ミノアカJC 岡山県
C 渡邉　直美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ アスランクラブ 岡山県
D 青谷　陽子 ｱｵﾀﾆ ﾖｳｺ 岡山県
D 赤澤　容子 ｱｶｻﾞﾜ ﾖｳｺ 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
D 池田　直美 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 岡山県
D 今田　恵子 ｲﾏﾀﾞ ｹｲｺ ペルピエ 岡山県
D 上野　明美 ｳｴﾉ ｱｹﾐ あけみ走遊会 岡山県
D 魚海　博美 ｳｵﾐ ﾋﾛﾐ Y.Kﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 岡山県
D 臼杵　園枝 ｳｽｷ ｿﾉｴ 香川県
D 宇野　美子 ｳﾉ ﾖｼｺ 岡山マスターズ 岡山県
D 大森　千里 ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 平山医院 岡山県
D 大森　幸子 ｵｵﾓﾘ ﾕｷｺ ペルピエRC 岡山県
D 岡田　ひとみ ｵｶﾀﾞ ﾋﾄﾐ BKE25 岡山県
D 岡野　麗子 ｵｶﾉ ﾚｲｺ 岡山県
D 岡本　悦子 ｵｶﾓﾄ ｴﾂｺ 岡山県
D 小椋　よう子 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｺ 瀬戸内市立美和小 岡山県
D 乙部　えみ ｵﾄﾍﾞ ｴﾐ 岡山県
D 片山　純子 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ ペルピエＲＣ 岡山県
D 金池　幸子 ｶﾅｲｹ ｻﾁｺ 岡山県
D 木庭　百合子 ｷﾆﾜ ﾕﾘｺ 岡山県
D 窪谷　孝子 ｸﾎﾞﾀﾆ ﾀｶｺ 香川県
D 熊倉　久美 ｸﾏｸﾗ ｸﾐ 香川県
D 小畠　美智子 ｺﾊﾞﾀｹ ﾐﾁｺ 広島県
D 小林　栄子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｺ チーム小林歯科 香川県
D 佐々野　信子 ｻｻﾉ ﾉﾌﾞｺ 岡山県
D 柴田　由香里 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶﾘ 岡山県
D 島村　晴美 ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙﾐ 岡山県
D 田原　奈美 ﾀﾊﾗ ﾅﾐ 東京都
D 田村　絹子 ﾀﾑﾗ ｷﾇｺ 岡山県
D 寺尾　久美子 ﾃﾗｵ ｸﾐｺ 岡山県
D 中島　由美子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 岡山県
D 中條　さおり ﾅｶｼﾞｮｳ ｻｵﾘ 岡山県
D 中山　すわ子 ﾅｶﾔﾏ ｽﾜｺ 岡山県
D 西田　章子 ﾆｼﾀﾞ ｱｷｺ 岡山県
D 能勢　陽子 ﾉｾ ﾖｳｺ ランプロRC 岡山県
D 畠山　和美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 岡山県
D 藤井　みゆき ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ 岡山県
D 藤田　千代美 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾖﾐ ももたろうﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 岡山県
D 道広　雅子 ﾐﾁﾋﾛ ﾏｻｺ 岡山県
D 名連　恵子 ﾐｮｳﾚﾝ ｹｲｺ ペルピエRC 岡山県
D 物部　容子 ﾓﾉﾍﾞ ﾖｳｺ 岡山県
D 森田　かをり ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ 岡山県
D 守屋　百合子 ﾓﾘﾔ ﾕﾘｺ ＨＵＴＴＥホノルル部 岡山県
D 安井　礼子 ﾔｽｲ ﾚｲｺ 岡山県
D 山田　久子 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｺ 岡山県
D 余財　尚恵 ﾖｻﾞｲ ﾋｻｴ BKE25 岡山県
D 吉延　佳子 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾖｼｺ 岡山県
E 青木　伸也 ｱｵｷ ｼﾝﾔ 広島県
E 青山　望 ｱｵﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 岡山県
E 赤池　曜 ｱｶｲｹ ﾖｳ 岡山県
E 浅野　裕一 ｱｻﾉ ﾕｳｲﾁ 陸桃会 愛知県
E 穴田　勝英 ｱﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ 中山石灰工業 岡山県
E 安保　和弘 ｱﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾛ damagonia 岡山県
E 池上　誠 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ IDC 岡山県
E 池田　英二 ｲｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ チームうれしい整骨院 岡山県
E 石井　伸和 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 兵庫県
E 石井　伸和 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ DXRXR 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
E 石井　佑輝 ｲｼｲ ﾕｳｷ 倉敷福田走友会 岡山県
E 石川　聡 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 山陽設計工業 岡山県
E 石原　誠治 ｲｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ 倉敷税務署 岡山県
E 市川　陽介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 羅針盤 岡山県
E 井戸　基也 ｲﾄﾞ ﾓﾄﾔ 岡山県
E 伊藤　俊一郎 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 岡山県
E 伊藤　昌彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ フジタ地質AC 岡山県
E 稲岡　宏隆 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾀｶ 兵庫県
E 今井　亨 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ ＨＵＴＴＥホノルル部 岡山県
E 今川　幸雄 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｷｵ ザッ！ウエーブ！ 岡山県
E 入江　誠 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ 岡山県庁 岡山県
E 上岡　和幸 ｳｴｵｶ ｶｽﾞﾕｷ アスランクラブ 岡山県
E 馬越　聡 ｳﾏｺｼ ｻﾄｼ 広島県
E 裏出　英司 ｳﾗｲﾃﾞ ｴｲｼﾞ 香川県
E 大逸　修治 ｵｵｲﾂ ｼｭｳｼﾞ 岡山県
E 大江　宏明 ｵｵｴ ﾋﾛｱｷ 大阪府
E 大熊　昭永 ｵｵｸﾞﾏ ﾃﾙﾋｻ 岡山県
E 太田　展弘 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府
E 大森　活 ｵｵﾓﾘ ｶﾂ RNO 広島県
E 大森　誠 ｵｵﾓﾘ ﾏｺﾄ 岡山県
E 大山　拓郎 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 岡山県
E 岡崎　史哲 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 岡山県
E 岡崎　裕樹 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ 岡山県
E 岡本　拓郎 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 倉敷FB 岡山県
E 小川　啓太 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡山県
E 小田　貴史 ｵﾀﾞ ﾀｶｼ 岡山県
E 越智　寛之 ｵﾁ ﾋﾛﾕｷ プラネッツ 岡山県
E 小野　絢太 ｵﾉ ｹﾝﾀ 岡山大学 岡山県
E 皆見　岳 ｶｲﾐ ﾀｶｼ 岡山県
E 堅田　真一 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山口県
E 片山　丈士 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ GGHK 兵庫県
E 加藤　士陽 ｶﾄｳ ｷﾐﾊﾙ 走鳩会 愛媛県
E 金澤　知也 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 岡山県
E 亀山　典彦 ｶﾒﾔﾏ ﾉﾘﾋｺ 岡山県
E 河相　博史 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ かわい整骨院 広島県
E 河合　雅臣 ｶﾜｲ ﾏｻｵﾐ 岡山県
E 川井田　貴志 ｶﾜｲﾀﾞ ﾀｶｼ 岡山県
E 川島　保彦 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋｺ 岡山県
E 河西　貴博 ｶﾜﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 岡山県
E 河村　和成 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 岡山県
E 河村　拓真 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾏ 岡山県
E 岸本　大直 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾀﾀﾞ Gray Fox 岡山県
E 楠井　健 ｸｽｲ ｹﾝ カヤマレーシング 岡山県
E 黒川　貴敏 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾄｼ 兵庫県
E 黒田　宏樹 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 兵庫県
E 小林　博文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 広島県
E 小宮山　眞 ｺﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ bon vivant 岡山県
E 齋藤　邦彦 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋｺ 沖縄県
E 佐伯　英治 ｻｴｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ 岡山県
E 佐賀　雅宏 ｻｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 岡山県
E 坂口　努 ｻｶｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 岡山県
E 佐藤　智浩 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 岡山県
E 佐野　健三 ｻﾉ ｹﾝｿﾞｳ 香川県
E 塩田　章彦 ｼｵﾀ ｱｷﾋｺ 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
E 篠原　孝 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 酒猿組（山猿） 兵庫県
E 柴田　竜徳 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾉﾘ Orange Road Runners 愛媛県
E 清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 岡山県
E 鈴木　保志 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 兵庫県
E 陶山　隆史 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ 島根県
E 関野　誠之 ｾｷﾉ ﾏｻﾕｷ 歩いていこう 岡山県
E 妹尾　健司 ｾﾉｵ ｹﾝｼﾞ BAS 岡山県
E 大力　聡 ﾀﾞｲﾘｷ ｻﾄｼ 岡山県
E 高田　渉 ﾀｶﾀ ﾜﾀﾙ 岡山県
E 高橋　正幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岡山県
E 田中　秀典 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岡山県
E 田邊　享 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ G.P.T. 岡山県
E 谷口　友章 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 岡山県
E 谷名　雅雄 ﾀﾆﾅ ﾏｻｵ 可知RC 岡山県
E 田丸　純一 ﾀﾏﾙ ｼﾞｭﾝｲﾁ 徳島県
E 佃　直繁 ﾂｸﾀﾞ ﾅｵｼｹﾞ 岡山県
E 辻　幹 ﾂｼﾞ ﾓﾄｷ MGCマラソン部 岡山県
E 坪内　伸治 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼﾝｼﾞ 広島県
E 堂野前　克典 ﾄﾞｳﾉﾏｴ ｶﾂﾉﾘ 兵庫県
E 土手　秀昭 ﾄﾞﾃ ﾋﾃﾞｱｷ 岡山県
E 富岡　淳平 ﾄﾐｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ キタサイクル 岡山県
E 富田　寛有希 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ 岡山県
E 鳥井　昭吾 ﾄﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 岡山県
E 鳥落　宏樹 ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ 岡山県
E 中江　岳 ﾅｶｴ ｶﾞｸ 岡山県
E 中尾　文昭 ﾅｶｵ ﾌﾐｱｷ ﾍﾟﾙﾋﾟｴRC 岡山県
E 永喜多　淳 ﾅｶﾞｷﾀ ｼﾞｭﾝ 岡山県
E 中谷　臣希 ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ JOYな〜ズ 岡山県
E 長友　隆治 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｭｳｼﾞ 岡山県
E 中村　孝道 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾐﾁ 岡山県
E 中村　洋文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ WESCOジョグ部 岡山県
E 難波　和幸 ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岡山県
E 西田　康孝 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 岡山県
E 西本　晴雄 ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｵ 広島県
E 野口　幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 空・月・星・虹 和歌山県
E 野崎　光明 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 岡山県
E 野津　淳平 ﾉﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岡山県
E 野津　晋一郎 ﾉﾂﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ HUTTEホノルル部 岡山県
E 信定　榮治 ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ｴｲｼﾞ 岡山県
E 延吉　彦志 ﾉﾌﾞﾖｼ ﾋｺｼﾞ チームテラ 岡山県
E 長谷川　真也 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 岡山県
E 服部　和明 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｱｷ 高知県
E 花谷　智典 ﾊﾅﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ 岡山県
E 馬場　祐太 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 兵庫県
E 濱口　希望 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 岡山県
E 浜田　圭多 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 岡山県
E 濵西　博一 ﾊﾏﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 兵庫県
E 林　伸二 ﾊﾔｼ ｼﾝｼﾞ RNO 岡山県
E 林　隆之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 香川県
E 日岡　幸一 ﾋｵｶ ｺｳｲﾁ 岡山県
E 日名　健 ﾋﾅ ﾀｹｼ 静岡県
E 平木　達也 ﾋﾗｷ ﾀﾂﾔ 赤坂フェニックス 広島県
E 平田　明寛 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 岡山県
E 平田　優樹 ﾋﾗﾀ ﾕｷ アスランクラブ 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
E 平山　肇 ﾋﾗﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 広島県
E 深井　善範 ﾌｶｲ ﾖｼﾉﾘ ももルル 広島県
E 福森　慎一 ﾌｸﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 岡山県
E 冨士　桂典 ﾌｼﾞ ｹｲｽｹ 徳島県
E 藤井　理 ﾌｼﾞｲ ｵｻﾑ 岡山県
E 藤尾　敦史 ﾌｼﾞｵ ｱﾂｼ 酒猿組 兵庫県
E 藤田　慎吾 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｺﾞ パタゴニア 兵庫県
E 藤本　拓郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 岡山県
E 古川　道広 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾁﾋﾛ 岡山県
E 堀　智裕 ﾎﾘ ﾄﾓﾋﾛ 岡山県
E 堀米　恵 ﾎﾘｺﾞﾒ ｹｲ TRAIL RUNNERS OKAYAMA 岡山県
E 牧原　孝行 ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾕｷ ＲＲＲＣ 岡山県
E 正木　功一 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 香川県
E 丸山　豊 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾀｶ はない整骨院 岡山県
E 三浦　健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山県
E 美甘　知宏 ﾐｶﾓ ﾄﾓﾋﾛ 岡山県
E 水舟　温 ﾐｽﾞﾌﾈ ｱﾂﾑ 香川県
E 光畑　佳和 ﾐﾂﾊﾀ ﾖｼｶｽﾞ 裏六甲サブスリー会 兵庫県
E 三野　賢太郎 ﾐﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 広島県
E 見村　圭介 ﾐﾑﾗ ｹｲｽｹ 岡山県
E 三村　英広 ﾐﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 岡山県
E 三宅　徹 ﾐﾔｹ ﾄｵﾙ 高知県
E 三好　英昭 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 自転車工房スピング 愛媛県
E 持田　雄太 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 岡山県
E 森　智 ﾓﾘ ｻﾄｼ 岡山県
E 森　尚樹 ﾓﾘ ﾅｵｷ 岡山県
E 森田　康広 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 岡山県
E 森本　明宏 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 徳島県
E 八木　利昌 ﾔｷﾞ ﾄｼﾏｻ Racin'VAN 岡山県
E 矢城　聡行 ﾔｼﾛ ｻﾄﾕｷ 岡山県
E 安井　和也 ﾔｽｲ ｶｽﾞﾔ 岡山県
E 安田　昭久 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾋｻ 岡山県
E 山田　篤佳 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾖｼ Qランナーズ 高知県
E 山根　裕太 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ アスランクラブ 岡山県
E 雪竹　孝志 ﾕｷﾀｹ ﾀｶｼ 岡山県
E 吉井　将晃 ﾖｼｲ ﾏｻｱｷ 吉井牧場AC 岡山県
E 吉田　淳 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ WindRun 兵庫県
E 吉田　知弘 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ＨＵＴＴＥホノルル部 岡山県
E 若松　挙史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｶｼ ガッツ瀬戸内ＲＣ 岡山県
E 渡辺　彦道 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｺﾐﾁ 岡山県
F 青盛　聡 ｱｵﾓﾘ ｻﾄｼ WESCOジョグ部 岡山県
F 赤木　浩二 ｱｶｷﾞ ｺｳｼﾞ 岡山県
F 赤松　普宣 ｱｶﾏﾂ ﾌｾﾝ 兵庫県
F 秋山　昌靖 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 岡山県
F 秋山　峰男 ｱｷﾔﾏ ﾐﾈｵ 岡山県
F 阿部　泰紀 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ Festina lente. 岡山県
F 天野　正紀 ｱﾏﾉ ﾏｻｷ ＴＥＡＭ　FACE 香川県
F 安良田　法生 ｱﾗﾀ ﾉﾘｵ 岡山県
F 安東　晴久 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲｷｭｳ 岡山県
F 安藤　亮 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 岡山県
F 飯田　一 ｲｲﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 岡山県
F 池田　温季 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｷ 広島県
F 伊澤　俊次 ｲｻﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ ランネット岡山 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
F 石井　健夫 ｲｼｲ ﾀｹｵ 岡山県
F 石川　照久 ｲｼｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 岡山県
F 石橋　重俊 ｲｼﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄｼ 大阪府
F 井出　康雄 ｲﾃﾞ ﾔｽｵ 広島県
F 井上　憲治 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 広島県
F 井上　俊治 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾊﾙ 岡山県
F 井上　義博 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ 歩いていこう 岡山県
F 岩谷　伸明 ｲﾜﾀﾆ ﾉﾌﾞｱｷ 岡山県
F 上野　史彦 ｳｴﾉ ﾌﾐﾋｺ 上野製麺所 香川県
F 内田　貴章 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｱｷ 岡山県
F 内田　寿昭 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｱｷ 岡山県
F 内田　雄三 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ たかつかRC 岡山県
F 大江　貴司 ｵｵｴ ﾀｶｼ 岡山県
F 大下　祥文 ｵｵｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 中山石灰工業 岡山県
F 大西　撤哉 ｵｵﾆｼ ﾃﾂﾔ チームテラ 岡山県
F 大庭　圭一 ｵｵﾆﾜ ｹｲｲﾁ 真備入道雲 岡山県
F 大橋　研 ｵｵﾊｼ ｹﾝ K111トレラン部 岡山県
F 岡　貴光 ｵｶ ﾀｶﾐﾂ 岡山県
F 岡光　寛 ｵｶﾐﾂ ﾋﾛｼ 広島県
F 鋸本　光夫 ｵｶﾞﾓﾄ ﾐﾂｵ 岡山県
F 小川　雅也 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 新星発條陸上部 兵庫県
F 沖中　豊 ｵｷﾅｶ ﾕﾀｶ 岡山県
F 片岡　義倫 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾉﾘ 岡山県
F 片山　豊 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾀｶ 兵庫県
F 鎌田　浩一 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ フェニテックAC 岡山県
F 川上　光市 ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁ 岡山県
F 岸川　達士 ｷｼｶﾜ ﾀﾂｼ アスランクラブ 岡山県
F 北口　浩史 ｷﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 高杉こどもRC 岡山県
F 北山　敏之 ｷﾀﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 岡山県
F 木野内　俊典 ｷﾉｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 岡山県
F 工藤　聡志 ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ 可知RC 岡山県
F 久葉　貴吉 ｸﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 岡山県
F 久山　泰司 ｸﾔﾏ ﾔｽｼ 大阪府
F 倉岡　洋介 ｸﾗｵｶ ﾖｳｽｹ アサヒ飲料 岡山県
F 倉田　稔 ｸﾗﾀ ﾐﾉﾙ はっぴーず 岡山県
F 倉本　康之 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 香川銀行 愛媛県
F 河本　勝成 ｺｳﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ は、ぴーず 岡山県
F 甲本　龍平 ｺｳﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 岡山県
F 興梠　喜久蔵 ｺｳﾛｷﾞ ｷｸｿﾞｳ 旭化成ＭＪＣ水島 岡山県
F 古賀　泰成 ｺｶﾞ ﾔｽﾅﾘ 岡山県
F 小坂　勝司 ｺｻｶ ｶﾂｼ 品川リフラ 岡山県
F 小竹守　幹雄 ｺﾀｹﾓﾘ ﾐｷｵ 岡山県
F 児玉　幸一 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｲﾁ 岡山県
F 兒山　幸生 ｺﾔﾏ ｻﾁｵ 岡山クラブ 岡山県
F 榮　勝彦 ｻｶｴ ｶﾂﾋｺ 岡山クラブ 岡山県
F 坂川　勝彦 ｻｶｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 岡山県
F 坂口　嘉裕 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県
F 先山　佳男 ｻｷﾔﾏ ﾖｼｵ 岡山県
F 笹岡　猛弘 ｻｻｵｶ ﾀｹﾋﾛ 歩いていこう 岡山県
F 実重　誠吾 ｻﾈｼｹﾞ ｾｲｺﾞ チーム 身から出たサビ 鳥取県
F 澤根　崇 ｻﾜﾈ ﾀｶｼ 岡山県
F 重康　寛 ｼｹﾞﾔｽ ﾕﾀｶ モミジヤAC 岡山県
F 島原　実 ｼﾏﾊﾗ ﾐﾉﾙ ＲｏｃｋＲＵＮ 岡山県
F 清水　智彦 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋｺ クロモリ 岡山県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
F 下市　仁志 ｼﾓｲﾁ ﾋﾄｼ 1.2.三支 岡山県
F 下浦　昌彦 ｼﾓｳﾗ ﾏｻﾋｺ 岡山県
F 白石　秀雄 ｼﾗｲｼ ﾋﾃﾞｵ 東芝メディカル 岡山県
F 杉原　正一 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ チームままかり 岡山県
F 杉山　正博 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 北興化学走友会 岡山県
F 大力　稔 ﾀﾞｲﾘｷ ﾐﾉﾙ 岡山県
F 高岡　浩 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｼ 広島銀行 広島県
F 髙杉　尚志 ﾀｶｽｷﾞ ﾋｻｼ 高杉こどもRC 岡山県
F 高橋　晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 風都市 岡山県
F 高丸　道信 ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ 三海ランナーズ 香川県
F 高山　聡 ﾀｶﾔﾏ ｻﾄｼ 中国銀行 岡山県
F 滝澤　幸隆 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｷﾀｶ TEAM UNLOGICAL 岡山県
F 竹田　一哉 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ BIG-AMERICAN-SHOP 岡山県
F 武久　徹 ﾀｹﾋｻ ﾄｵﾙ 岡山県
F 立花　義章 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼｱｷ 岡山県
F 田中　耕二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 岡山県
F 常森　達也 ﾂﾈﾓﾘ ﾀﾂﾔ ランプロRC 岡山県
F 徳野　利幸 ﾄｸﾉ ﾄｼﾕｷ 東京ハセツネクラブ 愛媛県
F 友田　修司 ﾄﾓﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 岡山県
F 中川　優実 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 岡山県
F 中桐　繁 ﾅｶｷﾞﾘ ｼｹﾞﾙ 岡山県
F 永田　義彦 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋｺ TEAM　FACE 香川県
F 中野　浩 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 桃太郎夢クラブ 岡山県
F 中村　健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ いぶいぶ組 広島県
F 中村　秀利 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ のざきトライアスロン部 岡山県
F 中吉　道彦 ﾅｶﾖｼ ﾐﾁﾋｺ 岡山県
F 名越　伸明 ﾅｺﾞｼ ﾉﾌﾞｱｷ TCC 岡山県
F 那須　史郎 ﾅｽ ｼﾛｳ なんばＲＣ 岡山県
F 成田　冨二夫 ﾅﾘﾀ ﾌｼﾞｵ 兵庫県
F 難波　幹範 ﾅﾝﾊﾞ ﾐｷﾉﾘ JOYなーず 岡山県
F 新山　肇 ﾆｲﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 岡山県
F 練鼻　和義 ﾈﾘﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾖｼ Ｔｅａｍ－ＺＡＣ 岡山県
F 長谷川　純 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 岡山県
F 旗田　徹 ﾊﾀﾀﾞ ﾄｵﾙ 岡山県
F 服部　雄司 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｼﾞ 住宅用火災警報器 岡山県
F 花崎　博文 ﾊﾅｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ チームままかり 岡山県
F 原　祥司 ﾊﾗ ﾔｽｼ 岡山県
F 樋口　啓之 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 岡山県
F 樋口　総一 ﾋｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 岡山県
F 樋口　芳紀 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｷ ＪＯＹな～ズ 岡山県
F 桧尾　博 ﾋﾉｷｵ ﾋﾛｼ 勝央金時ランナーズ 岡山県
F 平松　啓治 ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｼﾞ 岡山県
F 平山　学 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 岡山ＡＣ 岡山県
F 廣江　隆能 ﾋﾛｴ ﾀｶﾖｼ 島根県
F 福田　尚二 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ トマト銀行 岡山県
F 藤井　武史 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ 岡山県
F 藤井　央己 ﾌｼﾞｲ ﾃﾙｷ 広島県
F 藤井　伸治 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ 高杉こどもRC 岡山県
F 別所　進一 ﾍﾞｯｼｮ ｼﾝｲﾁ 岡山県
F 堀越　淳 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝ 広島県
F 正木　幸一 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 東京都
F 松上　史記 ﾏﾂｶﾞﾐ ﾌﾐﾉﾘ 岡山県
F 松谷　亙洋 ﾏﾂﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岡山県
F 松本　俊夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ 徳島県



クラス 氏名 氏名カナ 所属 県名
F 三木　隆司 ﾐｷ ﾀｶｼ 岡山県
F 三宅　直人 ﾐﾔｹ ﾅｵﾄ 香川県
F 宮武　茂伸 ﾐﾔﾀｹ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 兵庫県
F 宮本　章弘 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 桃太郎夢クラブ 岡山県
F 宮本　茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 楽友クラブ 京都府
F 村井　浩展 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 香川県
F 村長　則彦 ﾑﾗｵｻ ﾉﾘﾋｺ さくら組 岡山県
F 毛利　敦司 ﾓｳﾘ ｱﾂｼ 日本エクスラン 岡山県
F 森　徳之 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ NMPRC 岡山県
F 守屋　伸樹 ﾓﾘﾔ ﾉﾌﾞｷ ＨＵＴＴＥホノルル部 岡山県
F 安井　徳光 ﾔｽｲ ﾄｸﾐﾂ JR岡山陸上部 岡山県
F 安岡　利幸 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ 兵庫県
F 保田　高志 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ 広島県
F 矢吹　光弘 ﾔﾌﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ OCJC 岡山県
F 山上　寛之 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ サムズアップ 兵庫県
F 山口　久人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾄ チームゼロベース 鳥取県
F 山中　健史 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ 兵庫県
F 山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ ミニコラ 岡山県
F 山本　復一 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｸｲﾁ 京都府
F 山本　良之 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 岡山県
F 吉見　城二 ﾖｼﾐ ｼﾞｮｳｼﾞ 岡山県
F リー　学良 ﾘｰ ｶﾞｸﾘｮｳ ももたろうﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 岡山県
F 渡邉　伸太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ フェニテックAC 岡山県
G 新井　美紀子 ｱﾗｲ ﾐｷｺ 兵庫県
G 宇垣　真理子 ｳｶﾞｷ ﾏﾘｺ 浦和駄馬の会 岡山県
G 大山　郁子 ｵｵﾔﾏ ｲｸｺ 兵庫県
G 小川　純代 ｵｶﾞﾜ ｽﾐﾖ 岡山県
G 沖本　光 ｵｷﾓﾄ ﾋｶﾘ ペルピエＲＣ 岡山県
G 奥田　幸代 ｵｸﾀﾞ ｻﾁﾖ 岡山県
G 金澤　敬子 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲｺ 岡山県
G 河西　香里 ｶﾜﾆｼ ｶｵﾘ 岡山県
G 黒川　雅子 ｸﾛｶﾜ ﾏｻｺ 兵庫県
G 志水　真美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾐ しまみみず 兵庫県
G 高橋　彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ Qランナーズ 高知県
G 津島　知子 ﾂｼﾏ ﾄﾓｺ ボーダーズ 岡山県
G 土居　由紀恵 ﾄﾞｲ ﾕｷｴ 岡山県
G 新田　今日子 ﾆｯﾀ ｷﾖｳｺ ボーダーズ 岡山県
G 松久保　ひとみ ﾏﾂｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ 岡山県
G 三家本　由紀 ﾐｶﾓﾄ ﾕｷ 岡山県
G 森内　美江 ﾓﾘｳﾁ ﾖｼｴ チームテラ 岡山県
G 森下　淳子 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ BKE25 岡山県
G 山下　千絵 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴ ムロヤスポーツ 鹿児島県
G 吉田　希 ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ WindRun 兵庫県
G 渡辺　ゆかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ ペルピエRC 岡山県
H 稲田　吉映 ｲﾅﾀﾞ ﾖｼｴ ブランドCaiCai 岡山県
H 岡本　明子 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ 岡山県
H 貝畑　和子 ｶｲﾊﾀ ｶｽﾞｺ 岡山県
H 川上　悦子 ｶﾜｶﾐ ｴﾂｺ 岡山県
H 齋木　博美 ｻｲｷ ﾋﾛﾐ 大阪府
H 先山　美佐 ｻｷﾔﾏ ﾐｻ 岡山県
H 笹岡　千秋 ｻｻｵｶ ﾁｱｷ 岡山県
H 関崎　亜子 ｾｷｻﾞｷ ｱｺ 岡山県
H 世良　純子 ｾﾗ ｼﾞｭﾝｺ 岡山県
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H 谷垣　恭子 ﾀﾆｶﾞｷ ｷｮｳｺ 兵庫県
H 鄭　加奈子 ﾃｲ ｶﾅｺ 倉敷福田走友会 岡山県
H 友次　久枝 ﾄﾓﾂｸﾞ ﾋｻｴ 榊原病院　ランプロＲＣ 岡山県
H 永田　知栄子 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴｺ TEAM　FACE 香川県
H 藤川　顕子 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷｺ 鳥取県
H 堀米　京子 ﾎﾘｺﾞﾒ ｷｮｳｺ TRAIL RUNNERS OKAYAMA 岡山県
H 本慶　啓子 ﾎﾝｹﾞｲ ｹｲｺ 広島県
H 前田　純子 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ランプロＲＣ 岡山県
H 八木　住枝 ﾔｷﾞ ｽﾐｴ ランタンリルン陸上部 岡山県


