
登録の部男子
ビブスナンバー 氏名漢字 陸連登録団体名 陸連登録陸協名

1001 長岡　武文 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1002 岡山　春紀 コモディイイダ 東京陸上競技協会
1003 山地　伸哉 旭ダイヤモンド 三重陸上競技協会
1004 瀬口　啓太 兵庫ハンモックＡＣ 兵庫陸上競技協会
1005 三浦　優平 東京陸協 東京陸上競技協会
1006 入学　遼治 和歌山陸協 和歌山陸上競技協会
1008 東小薗　慎介 DEEARS 大阪陸上競技協会
1009 菅井　宏人 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1010 日野　一輝 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1011 中島　充博 上尾市陸上競技協会 埼玉陸上競技協会
1012 中原　理行 新居浜楽走会 愛媛陸上競技協会
1013 城本　尚斗 和歌山県庁 和歌山陸上競技協会
1014 長谷川　拓也 今治クラブ 愛媛陸上競技協会
1015 三宅　陸斗 ユナイテッド 宮城陸上競技協会
1016 青野　勇紀 愛媛陸上競技協会 愛媛陸上競技協会
1017 長井　和樹 ちばりよ～RC 北海道陸上競技協会
1018 鷲見　浩之 ララ学園AC 大阪陸上競技協会
1019 島崎　満光 世羅陸協 広島陸上競技協会
1020 楠本　正輝 西宮市陸上競技協会 兵庫陸上競技協会
1021 藤島　直也 DEEARS 大阪陸上競技協会
1022 長村　皓允 枚方マスターズ 大阪陸上競技協会
1023 坂本　大輔 ASAGO T&F 兵庫陸上競技協会
1024 中久保　遥星 旭ダイヤモンド 三重陸上競技協会
1025 松岡　義之 三重陸上競技協会 三重陸上競技協会
1026 鎌田　正行 DEEARS 大阪陸上競技協会
1027 寺本　隆史 ランバロウズ 大阪陸上競技協会
1028 林　孝則 RAK 香川陸上競技協会
1029 山本　晃之 蒲郡クラブ 愛知陸上競技協会
1030 三浦　雄亮 和歌山県庁 和歌山陸上競技協会
1031 小西　照人 松前体協 愛媛陸上競技協会
1032 太田　智章 尼崎市陸協 兵庫陸上競技協会
1033 高田　大介 静岡 静岡陸上競技協会
1034 南　刀太郎 山猿373製麺所 大阪陸上競技協会
1035 西尾　純 大阪陸上競技協会 大阪陸上競技協会
1036 平野　裕 GRlab 大阪陸上競技協会
1037 井上　裕貴 高知FRC 高知陸上競技協会
1038 鈴木　泰羅 DEEARS 大阪陸上競技協会
1039 肥沼　宏樹 東京WINGS 東京陸上競技協会
1040 加賀爪　亮多郎 太陽が丘JC 京都陸上競技協会
1041 坂東　章史 大阪府警 大阪陸上競技協会
1042 小野　剛志 伊予市体協 愛媛陸上競技協会
1043 久野　哲平 明石大橋AC 兵庫陸上競技協会
1044 谷光　修二 大和走友会 広島陸上競技協会
1045 永濱　祐樹 サウルスジャパン 滋賀陸上競技協会
1046 高橋　和也 三原市陸上競技協会 広島陸上競技協会
1047 甲斐　こーき 馳走クラブ 大阪陸上競技協会
1048 村岡　悟 DEEARS 大阪陸上競技協会
1049 田中　裕也 ララ学園AC 大阪陸上競技協会
1050 本居　和也 チームサンタ 滋賀陸上競技協会
1051 本田　真理 三重マスターズ 三重陸上競技協会
1052 東　元治 KNAアスリーツ 京都陸上競技協会
1053 今村　達也 クラブR2中日本 愛知陸上競技協会
1055 森川　雅樹 東京陸協 東京陸上競技協会
1056 栗栖　正臣 枚方マスターズ 大阪陸上競技協会
1057 服部　努 ハニーアクションRC 大阪陸上競技協会
1058 市田　明弘 京都陸上競技協会 京都陸上競技協会
1059 石川　祐太 愛媛陸上競技協会 愛媛陸上競技協会
1060 中尾　孝昭 ランプロ北九州 福岡陸上競技協会
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1061 山田　和信 淀川ランナーズ 大阪陸上競技協会
1062 赤澤　和樹 枚方マスターズ 大阪陸上競技協会
1064 谷口　博紀 FIELDHOUSE 和歌山陸上競技協会
1065 北村　雅季 西宮市陸上競技協会 兵庫陸上競技協会
1066 林　伸安 DEEARS 大阪陸上競技協会
1067 車田　善紀 YFSC 奈良陸上競技協会
1068 小山　礼仁 クラブR2中日本 愛知陸上競技協会
1070 喜多村　和弘 京都陸上競技協会 京都陸上競技協会
1071 山村　正人 ATHTRACKAC 兵庫陸上競技協会
1072 桑田　展宏 府中市陸協 広島陸上競技協会
1073 佐藤　弘 東京陸上競技協会 東京陸上競技協会
1075 佐藤　伸 クラブR2東日本 東京陸上競技協会
1077 田坂　泰士 京都陸上競技協会 京都陸上競技協会
1078 湊山　祐一 滋賀マスターズＡＣ 滋賀陸上競技協会
1079 松四　剛 神戸市陸協 兵庫陸上競技協会
1080 我喜屋　球一 沖縄陸協 沖縄陸上競技協会
1081 工藤　裕己 グランシエル 愛知陸上競技協会
1082 石井　寛 西宮市陸協 兵庫陸上競技協会
1083 田中　達人 RAK 香川陸上競技協会
1084 古山　宏 ララ学園AC 京都陸上競技協会
1085 林　秀行 太陽が丘JC 京都陸上競技協会
1086 諸岡　邦行 長居ＷＩＮＤ 大阪陸上競技協会
1087 荒金　友彦 クラブR2東日本 東京陸上競技協会
1089 鈴木　剛弘 大阪陸上競技協会 大阪陸上競技協会
1090 奥村　隆也 サウルスジャパン 滋賀陸上競技協会
1091 山本　晃嗣 和歌山ＲＣ 和歌山陸上競技協会
1092 幾井　正典 まるランニングクラブ 高知陸上競技協会
1093 則松　和樹 サウルスジャパン 大阪陸上競技協会
1094 仲矢　耕平 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1095 大橋　俊夫 愛知陸上競技協会 愛知陸上競技協会
1096 中司　大貴 福岡陸上競技協会 福岡陸上競技協会
1098 濱中　亨 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1099 鶴留　康弘
1100 藤原　正晴 ReRun RC 兵庫陸上競技協会
1101 江頭　裕也 ユニバーＳＣ 兵庫陸上競技協会
1102 森友　諒 サウルスジャパン 大阪陸上競技協会
1104 熊野　一忠 ウィングＡＣ 千葉陸上競技協会
1105 飯島　直之 ランニング・デポ 神奈川陸上競技協会
1106 石川　大助 ジョイフルラン 大阪陸上競技協会
1107 栗田　智之 奈良陸協 奈良陸上競技協会
1108 坪井　隆樹 クラブR2東日本 東京陸上競技協会
1110 戸田　翔 ランスポットRC 大阪陸上競技協会
1111 宮路　胤哉 TEAM RxL+ 埼玉陸上競技協会
1112 中野　誠 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1114 長谷川　文彦 タカマラソンクラブ 岐阜陸上競技協会
1115 田中　英治 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1116 元岡　勝 申請中 愛媛陸上競技協会
1117 阿部　昭弘 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1119 閑野　武大 チームモタンヤ 滋賀陸上競技協会
1122 山市　剛 東京陸上競技協会 東京陸上競技協会
1123 辻野　睦 クラブR2中日本 愛知陸上競技協会
1125 深海　守之 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1126 奥村　高成 大阪陸上競技協会 大阪陸上競技協会
1127 松永　孝典 タカマラソンクラブ 岐阜陸上競技協会
1128 筒井　勇次 まるランニングクラブ 高知陸上競技協会
1130 澤田　剛史 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1133 谷口　友洋 岡山クラブ 岡山陸上競技協会
1134 山口　佳孝 安井建築設計ＲＵＮ部 大阪陸上競技協会
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1135 高矢　勉 サトウ練習会 京都陸上競技協会
1136 中松　伸吾 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1137 藤原　知広 宝塚市陸協 兵庫陸上競技協会
1139 河井　康至 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1140 足立　光博 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1141 亀田　仁 eA大阪 大阪陸上競技協会
1142 林田　隆志 山猿373製麺所 大阪陸上競技協会
1143 笹島　剛 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1144 紀太　保俊 吹田カメの子会 大阪陸上競技協会
1145 野方　誠 滋賀マスターズAC 滋賀陸上競技協会
1146 松田　弘貴 サトウ練習会 京都陸上競技協会
1147 久次米　正弘 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1148 岩井田　敦之 奈良陸上競技協会 奈良陸上競技協会
1153 田崎　博樹 サウルスジャパン 兵庫陸上競技協会
1156 吉川　浩幸 和歌山マスターズ 和歌山陸上競技協会
1157 那須　政広 尼崎市陸協 兵庫陸上競技協会
1158 滝沢　正太郎 ララ学園AC 大阪陸上競技協会
1159 角頼　恵一
1160 山部　英行 MMナイトラン 神奈川陸上競技協会
1161 岩中　理人 あすリードRC大阪 大阪陸上競技協会
1162 竹野内　淳志 eA大阪 大阪陸上競技協会
1163 田中　一成 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1164 河木　孝光 三木陸協 兵庫陸上競技協会
1165 中川　秀樹 山猿373製麺所 大阪陸上競技協会
1166 松田　直也 裏六甲サブスリー会 兵庫陸上競技協会
1167 草野　篤史 サウルスジャパン 滋賀陸上競技協会
1168 藤井　義昭 大阪市役所 大阪陸上競技協会
1170 久保田　晃 島本ランニング友の会 大阪陸上競技協会
1172 中島　牧雄 枚方マスターズ 大阪陸上競技協会
1173 服部　大祐 FROG 愛知陸上競技協会
1175 松野　正幸 美原走ろう会 大阪陸上競技協会
1176 堀田　英人 サウルスジャパン 兵庫陸上競技協会
1177 雨野　多聞 由仁陸上競技協会 北海道陸上競技協会
1178 池戸　計夫 クラブR2中日本 愛知陸上競技協会
1180 古川　幸雄 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1182 平野　佳秀 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1185 中村　哲 トップギア広島 広島陸上競技協会
1186 早島　康宏 あすリードＲＣ大阪 大阪陸上競技協会
1188 岩﨑　和樹 和歌山陸上競技協会 和歌山陸上競技協会
1189 常楽寺　寛 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1190 木澤　俊直 岐阜陸上競技協会 岐阜陸上競技協会
1193 梅田　淳 サトウ練習会 京都陸上競技協会
1194 入江　俊輔 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1195 河合　竜佐 まるランニングクラブ 高知陸上競技協会
1196 野村　格 ランコネ 大阪陸上競技協会
1199 原澤　和彦 サトウ練習会 京都陸上競技協会
1200 坪井　健祐 タカマラソンクラブ 岐阜陸上競技協会
1202 藤原　旬一 ユニバーSC 兵庫陸上競技協会
1203 鈴木　悠太 クラブR2沖縄 沖縄陸上競技協会
1204 甲斐　泰弘 府中市陸上競技協会 広島陸上競技協会
1205 北田　俊英 ランニング・デポ 神奈川陸上競技協会
1206 鍜治　達弘 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1208 野田　大介 TＡRＣ東京 東京陸上競技協会
1211 本城　一夫 サトウ練習会 京都陸上競技協会
1212 野々村　圭祐 サウルスジャパン 京都陸上競技協会
1214 松葉　啓文 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1215 吉田　大介 神戸市陸上競技協会 兵庫陸上競技協会
1216 糸川　智也 ＲＡＫ 香川陸上競技協会
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1217 岡部　吉哲 高知県庁RC 高知陸上競技協会
1218 八木　祐輔 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1219 石田　安 クラブR2中日本 愛知陸上競技協会
1220 河口　健 大阪陸連 大阪陸上競技協会
1221 西川　洋一郎 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1223 金沢　景繁 ナイトランＡＣ 大阪陸上競技協会
1225 滝川　豊 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1226 園山　修 ランコネ 大阪陸上競技協会
1227 上田　真 ユニバーＳＣ 兵庫陸上競技協会
1230 土屋　徹秋 香川マスターズ 香川陸上競技協会
1231 木下　勝貴 セカンドウインド 愛知陸上競技協会
1233 三田村　俊治 滋賀マスターズAC 滋賀陸上競技協会
1234 高田　義仁 SWAC 東京陸上競技協会
1235 北崎　信也 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1236 谷川　浩康 大阪陸上競技協会 大阪陸上競技協会
1237 井上　圭司 姫路市陸上競技協会 兵庫陸上競技協会
1240 堂野　智史 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1242 成瀬　政敏 FROG 愛知陸上競技協会
1243 清水　幸博 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1246 今川　敬 吹田ヘルス 大阪陸上競技協会
1247 深江　利直 登録申請中 大阪陸上競技協会
1249 中原　淳 ｅＡ大阪 大阪陸上競技協会
1251 村上　貴臣 サウルスジャパン 滋賀陸上競技協会
1253 木村　聡 あすリードＲＣ大阪 大阪陸上競技協会
1254 服部　浩介 サウルスジャパン 宮城陸上競技協会
1256 杉山　滋 東京都陸上競技協会 東京陸上競技協会
1259 岡田　秀文 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1261 光長　央人 吉田浜クラブ 愛媛陸上競技協会
1262 北川　仁志 吹田カメの子会 大阪陸上競技協会
1267 河井　和弘 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1269 水野　俊彦 クラブR2中日本 愛知陸上競技協会
1271 甲斐　元啓 大分陸協 大分陸上競技協会
1272 金丸　大介 走健塾 大阪陸上競技協会
1273 瀧　恵一朗 FROG 愛知陸上競技協会
1274 吉川　浩司 京都陸上競技協会 京都陸上競技協会
1275 小西　朝之 チーム走兄弟 大阪陸上競技協会
1278 岡本　裕宏 SAT 広島陸上競技協会
1281 村上　峰一 大阪陸協 大阪陸上競技協会
1284 飛岡　巌 NRF 奈良陸上競技協会
1285 田仲　勇 京都陸上競技協会 京都陸上競技協会
1289 若月　政幸 Ｒ×Ｌ＋ 埼玉陸上競技協会
1291 竹田　一貴 クラブR2西日本 大阪陸上競技協会
1292 松本　裕貴 サトウ練習会 京都陸上競技協会
1293 北川　拓 岸和田健康クラブ 大阪陸上競技協会
1294 生嶋　圭二 ＹＭＲＣ 大阪陸上競技協会
1295 山本　光男 貝塚市陸上競技協会 大阪陸上競技協会
1310 大路　邦彦 マスターズ陸上広島 広島陸上競技協会
1315 松山　信三 高槻らん・ランRUN 大阪陸上競技協会
1323 柳迫　富美也 走健塾 大阪陸上競技協会
1342 吉原　聖博 滋賀マスターズ 滋賀陸上競技協会


