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1 2001 堀 昂祐 神奈川県ﾎﾘ ｺｳｽｹ

2 2002 森本 貴紀 静岡県 豊田商工会議所ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

3 2003 中島 聡太 愛知県ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ

4 2004 佐藤 健 愛知県ｻﾄｳ ｹﾝ

5 2005 杉浦 健太 神奈川県ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀ

6 2006 中野 博史 愛知県ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

7 2007 加藤 良樹 愛知県ｶﾄｳ ﾖｼｷ

8 2008 中村 稔 愛知県 衣浦東部消防ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ

9 2009 加藤 一樹 愛知県ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ

10 2010 八木 章敬 愛知県ﾔｷﾞ ｱｷﾉﾘ

11 2011 石川 雄基 愛知県 ｶﾋﾟﾊﾞﾗﾝずｲｼｶﾜ ﾕｳｷ

12 2012 芳武 慶一 愛知県ﾖｼﾀｹ ｹｲｲﾁ

13 2013 平岩 武 愛知県 矢作中OBﾋﾗｲﾜ ﾀｹｼ

14 2014 岩田 和樹 愛知県 丹陽ﾊﾟﾝｸｽｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ

15 2015 越智 祐貴 愛知県 岡崎城西高校ｵﾁ ﾕｳｷ

16 2016 山本 裕一郎 愛知県 SDFﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

17 2017 木村 耕 愛知県 さいきんぐだむｷﾑﾗ ｺｳ

18 2018 前田 健一 愛知県 KAKERUﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

19 2019 金子 隼人 千葉県 ｸﾗﾌﾞR2ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ

20 2020 八谷 隆太郎 愛知県 快足家族828ﾔﾂﾔ ﾘｭｳﾀﾛｳ

21 2021 二瓶 陽仁 愛知県ﾆﾍﾞ ｱｷﾋﾄ

22 2022 油井 一成 愛知県 ﾁｰﾑｶｹﾙﾕｲ ｲｯｾｲ

23 2023 富山 翔太 愛知県 岡崎高校ﾄﾐﾔﾏ ｼｮｳﾀ

24 2024 伊藤 雄平 静岡県ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ

25 2025 増井 英将 愛知県ﾏｽｲ ﾋﾃﾞﾏｻ

26 2026 中川 学 静岡県 hondaRCﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

27 2027 前田 明宏 愛知県 ｺｿﾘｰﾄRCﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

28 2028 山崎 智裕 東京都ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

29 2029 加藤 孝明 愛知県 REDSｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

30 2030 鰐部 拓郎 滋賀県ﾜﾆﾍﾞ ﾀｸﾛｳ

31 2031 伴野 洋之 愛知県 ｼﾄﾞﾆｱﾊﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ

32 2032 大野 晃暉 愛知県ｵｵﾉ ｺｳｷ

33 2033 宮地 貴広 愛知県 目標60分ﾐﾔﾁ ﾀｶﾋﾛ

34 2034 堀場 慎吾 大阪府 目標60分ﾎﾘﾊﾞ ｼﾝｺﾞ

35 2035 服部 雅司 愛知県ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｼ

36 2036 柚木 貴宏 愛知県 ﾕﾉｷ走友会ﾕﾉｷ ﾀｶﾋﾛ

37 2037 石原 勇太 静岡県ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ

38 2038 秋田 昌二 茨城県ｱｷﾀ ｼｮｳｼﾞ

39 2039 加藤 昌孝 愛知県ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ

40 2040 羽山 忠寛 愛知県ﾊﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ

41 2041 稲垣 有仁 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｱﾘﾋﾄ

42 2042 岡山 大介 愛知県 ﾄﾖﾀSCｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

43 2043 豊田 拓 三重県ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸ

44 2044 相木 秀一 愛知県ｱｲｷ ｼｭｳｲﾁ

45 2045 寺島 優介 愛知県ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ

46 2046 寺島 健太 愛知県ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ

47 2047 田中 開人 愛知県ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

48 2048 清水 知朗 埼玉県ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｱｷ

49 2049 神谷 忠信 愛知県ｶﾐﾔ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ

50 2050 真坂 智己 静岡県 浜松市民ﾏｻｶ ﾄﾓｷ
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51 2051 大竹 伸也 愛知県ｵｵﾀｹ ｼﾝﾔ

52 2052 高須 俊之 愛知県ﾀｶｽ ﾄｼﾕｷ

53 2053 都築 祐司 愛知県ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｼﾞ

54 2054 平田 大輔 愛知県ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ

55 2055 柘植 一慶 愛知県ﾂｹﾞ ｶｽﾞﾖｼ

56 2056 太田 稔 愛知県ｵｵﾀ ﾐﾉﾙ

57 2057 鈴木 一峰 愛知県 坂本木工ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐﾈ

58 2058 近藤 仁 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ

59 2059 佐々木 洋介 愛知県 庄内RTｻｻｷ ﾖｳｽｹ

60 2060 美根 拓馬 愛知県ﾐﾈ ﾀｸﾏ

61 2061 池宮 昌司 静岡県ｲｹﾐﾔ ｼｮｳｼﾞ

62 2062 川端 浩史 大阪府 大阪陸協ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ

63 2063 垣下 晃毅 愛知県ｶｷｼﾀ ｺｳｷ

64 2064 平野 純也 静岡県 HondaRCﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

65 2065 近藤 良太 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ

66 2066 福代 光平 愛知県ﾌｸﾖ ｺｳﾍｲ

67 2067 山田 泰徳 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

68 2068 小田 亮太 愛知県ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

69 2069 土性 浩明 三重県ﾄﾞｼｮｳ ﾋﾛｱｷ

70 2070 廣瀬 正樹 福井県ﾋﾛｾ ﾏｻｷ

71 2071 朝日 涼 愛知県 きんさい家FCｱｻﾋ ﾘｮｳ

72 2072 松浦 諒 三重県ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ

73 2073 中井 悠我 愛知県ﾅｶｲ ﾕｳｶﾞ

74 2074 奥岡 和也 愛知県 かえる組ｵｸｵｶ ｶｽﾞﾔ

75 2075 板倉 俊介 愛知県 ﾗﾝﾃｯｸACｲﾀｸﾗ ｼｭﾝｽｹ

76 2076 木村 亮介 愛知県ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

77 2077 村田 博則 愛知県ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾉﾘ

78 2078 市川 優駿 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼｭﾝ

79 2079 相川 大翔 愛知県 湘南ｱｲｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

80 2080 石井 俊輔 愛知県ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ

81 2081 黒田 慎也 愛知県 JAあいち中央ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾔ

82 2082 柴田 啓佑 愛知県ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ

83 2083 本多 利成 愛知県 立命館大学ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ

84 2084 岩間 一也 愛知県ｲﾜﾏ ｶｽﾞﾔ

85 2085 鈴木 康正 大阪府ｽｽﾞｷ ﾔｽﾏｻ

86 2086 犬塚 逸司 愛知県 ﾊﾞｰﾀﾞｯｸｲﾇﾂﾞｶ ｲﾂｼ

87 2087 藤田 誠司 愛知県ﾌｼﾞﾀ ｾｲｼﾞ

88 2088 尾形 和彦 愛知県ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ

89 2089 筒井 友浩 静岡県ﾂﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ

90 2090 横山 祐貴 愛知県ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ

91 2091 菊地 優一 愛知県ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ

92 2092 加藤 啓治 愛知県ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ

93 2093 森下 泰生 愛知県 森下工務店ﾓﾘｼﾀ ﾀｲｾｲ

94 2094 久田 遼太郎 愛知県ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

95 2095 大嶋 洋一 愛知県ｵｵｼﾏ ﾖｳｲﾁ

96 2096 杉浦 知広 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ

97 2097 小嶋 智 愛知県ｺｼﾞﾏ ｻﾄｼ

98 2098 杉浦 直樹 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵｷ

99 2099 稲垣 雄哉 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾔ

100 2100 永谷 棋一 愛知県ﾅｶﾞﾔ ｷｲﾁ
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101 2101 近田 彰治 大阪府ｺﾝﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

102 2102 太田 周平 愛知県ｵｵﾀ ｼｭｳﾍｲ

103 2103 上北 季一郎 愛知県ｳｴｷﾀ ｷｲﾁﾛｳ

104 2104 今井 庸平 神奈川県ｲﾏｲ ﾖｳﾍｲ

105 2105 金山 弘一 愛知県ｶﾅﾔﾏ ｺｳｲﾁ

106 2106 神谷 教司 愛知県ｶﾐﾔ ｷｮｳｼﾞ

107 2107 間瀬 雄大 愛知県ﾏｾ ﾕｳﾀ

108 2108 斉藤 充洋 愛知県ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ

109 2109 長坂 誠 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

110 2110 岡田 吉郎 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾛｳ

111 2111 浅井 成就 愛知県ｱｻｲ ﾏｻﾕｷ

112 2112 長坂 友幸 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ﾄﾓﾕｷ

113 2113 野村 翼 愛知県ﾉﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

114 2114 村上 徳時 愛知県ﾑﾗｶﾐ ﾄｸｼﾞ

115 2115 小野 純一 愛知県ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

116 2116 渥美 俊明 愛知県 あつみ家ｱﾂﾐ ﾄｼｱｷ

117 2117 木下 吉英 愛知県 ﾁｰﾑSTAY DREAMｷﾉｼﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ

118 2118 鈴木 勝博 愛知県ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ

119 2119 田坂 剛志 愛知県 守山35普速ﾀｻｶ ﾂﾖｼ

120 2120 鈴木 崇容 愛知県 衣浦東部消防局ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

121 2121 兼松 一平 愛知県ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ

122 2122 濱田 省吾 愛知県 岡崎中総RCﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

123 2123 本多 史幸 愛知県 日本航空高等学校ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾐﾕｷ

124 2124 平岩 篤典 愛知県ﾋﾗｲﾜ ｱﾂﾉﾘ

125 2125 石川 雅広 愛知県 館倶楽部ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

126 2126 石井 聖也 愛知県ｲｼｲ ｾｲﾔ

127 2127 永松 忠和 愛知県ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

128 2128 中村 公紀 愛知県 立命館大学ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

129 2129 中村 考毅 愛知県 立命館大学ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｷ

130 2130 太田 倖輝 愛知県 岡崎城西ｵｵﾀ ｺｳｷ

131 2131 山本 悠斗 愛知県 桜井中学校ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

132 2132 溝口 博信 愛知県ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ

133 2133 村松 庄太郎 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ

134 2134 脇田 幸太朗 愛知県 新城東高校ﾜｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ
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