
名簿順位

0 山本　真生 吉田　直乃颯 梅津　浩治 吉見　忠亮 河本　乙花 中原　直樹 中原　克也 中原　仁志 吉田　愛子 河本　宏美
1 大谷

0 磯江　　和 中原　美空 磯江　　温 石田　歩夢 鍛川　晴人 清水　一真 鉄山　修史 吉田　　零 吉田　耕太郎 吉田　　平 佐々木　梓乃 中原　真太朗 石田　憲児
2 緑ヶ丘団地

0 河村　樹正 請川　真優 藤田　明寛 越野　利庸 越野　貴裕 河本　喜彦 木村　モモ 近藤　旬一
3 北尾

0 穐山　佳員 薮内　麻菜美 宮崎　圭吾 松井　環奈 中村　奈々 川上　開斗 中村　拓夢 中村　康博 丸　　夏颯 中村　紀一 中村　純子
4 西園

0 山根　雄一 山根　未蘭 東地　まあや 東地　時貞 後藤　浩仁 前川　弘樹 堀川　鉄也 宇田川　伸治 岩垣　僚多 岩垣　英二 日置　康太 日置　卓也 岡﨑　涼弥
5 北条島

0 椿　　圭翔 山本　　杏 椿　　太郎 井上　啓一 北水　清貴 別本　雅治 山本　竜也 山本　　薫 北水　聖子
6 国坂浜

0 北中　成実 ハリス　寛　スカイ 北中　佑介 松ノ舎　朋生 蓑原　深雲 大嶋　洋輝 山本　　常 ハリス　クリストファー 幸田　年史 幸田　吉正 北中　恵美 松ノ舎　智恵 蓑原　香織
7 土下

0 阪本　晴也 浜口　陽子 岡本　　桜 中尾　智則 野崎　裕太 田村　和久 浜口　靖志 荒木　秀作
8 妻波

0 橋谷　晃知 淀瀬　優香 佐々木　千秋 田畑　圭介 飯田　京佑 奥田　佑太 田中　幸世 清水　大作 淀瀬　雅人 奥田　竜太
9 みどり二区

0 宇山　羚太 徳田　心菜 山根　浩樹 田熊　洋一 矢積　大輔 有福　正樹 徳田　理恵 田村　威公久 宇山　　輝 山根　邦彦 山根　結衣
10 米里

0 丸　　幸慶 石丸　美幸 村岡　　海 村岡　千秋 丸　　昭仁 米田　　伶 石丸　一虎 石丸　桃子
11 由良宿3区

0 加藤　哲也 岡本　咲音 中村　正樹 松本　健児 浅田　　煌 磯江　　庸 浅田　利公 伊佐田　匡希 倉本　正美 加藤　　亮 山崎　杉生 岡野　和代 岡本　美穂
12 江北

0 坂本　怜慶 坂本　安優 谷田　百々花 谷田　春樹 根鈴　正則 石賀　嵩明 谷本　靖彦 坂本　浩憲 谷田　博文
13 曲

0 松井　陸哉 長谷川　優磨 新木　一路 吉村　将司 秋本　民夫 遠藤　智紀 長谷川　肇
14 由良宿1区

0 梅津　史雅 後藤　めい 河本　大空 梅津　佑輔 河本　　悟 山本　日出生 濱田　圭一 河本　祐介 森本　直樹
15 大谷Ｂ

0 斉藤　周作 横山　花暢 横山　敬道 財賀　雅仁 前田　佳秀 松岡　仁志 大田　保徳
16 由良宿1区Ｂ

0 徳山　　色 磯上　結香 井上　裕也 田中　昊平 田中　翔平 德山　　天 片山　心菜 德山　尊清 德山　めぐみ 磯上　郁代 井上　慎也 田中　陽助 片山　裕加理
17 大栄陸上育成会Ａ

0 片山　瑠奈 竹歳　心美 斎尾　龍我 武本　瑞月 田中　璃音 倉光　凛人 郷原　美月 竹歳　智加子 斎尾　達城 武本　健和 田中　　瞳 倉光　智子 郷原　恵美
18 大栄陸上育成会B

0 古井　佑樹 岩田　侑香里 田邊　雄太 安藤　るな 麻木　聖也 淺尾　悠介 小倉　敬右
19 園芸試験場

0 石田　翔太 朝倉　さとみ 山田　　豊 西村　　奨 伊東　佑起 横濱　紘樹 福本　直人 福田　麻希子
20 倉吉自動車学校

0 田中　一樹 池口　沙弥香 穐近　早知 宍戸　史歩 永田　涼花 時枝　亮平 三谷　浩仁 川部　洋平 宇山　美久 椿　真奈美 道祖尾　美波 奥田　幸一 山下　　恵
21 北栄町役場

0 岡本　佳大 石賀　晴愛 北水　悠陽 矢田　咲心 磯江　佑実 市村　　修
22 北条中岡本組

0 村上　洸太 熊谷　友芽 森本　逸希 淀瀬　　櫂 入江　結奈 林　　橙心
23 北条中村上組

0 村岡　　歩 安藤　夢夏 津川　悠真 吉田　彩愛 郷原　日咲 片山　凌玖 坂本　倖輝 村岡　由紀子 安藤　佳奈 津川　大樹 吉田　幸子 郷原　達之 坂本　三都
24 北栄ランニングクラブ

0 足利　　崇 山本　智子 山本　祥太 阪本　洋介 山崎　直哉 兼田　丈弘 野々村　達也 山本　美樹
25 中央高等学園専修学校　職員選抜

0 藤田　保輝 宮川　宗悟 宮川　　彰 加藤　大雅 坂田　和靖 内川　眞之祐 濱本　喜幸 西谷　訓明 内川　千明
26 青木・比山

0 吉田　　零 荒川　隼也 荒川　辰也 新川　研司 吉田　　平 加藤　哲也 荒川　明美 荒川　奏美
27 北栄スポーツクラブ陸上部

0 小谷　寛之 酒林　貞長 西原　快佑 若槻　祐輝 小田原　理一郎 米田　秀哉 米澤　久美子
28 中部総合事務所ジョガーズＢ

0 河原　　拓 黒崎　由起 森　　啓介 牧田　茂人 生田　憲一郎 生林　康範 米澤　久美子
29 中部総合事務所ジョガーズＡ
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