
明石城公園マラソン２０２2

◆ 4km 女子

1 赤阪 怜子 アカサカ レイコ
2 石谷 実緒 イシタニ ミオ
3 永長 楓子 エイナガ フウコ
4 大久保 汐莉 オオクボ シオリ
5 太田 真弓 オオタ マユミ
6 太田 優花 オオタ ユウカ
7 小野 美和 オノ ミワ
8 樫森 順美 カシモリ アリミ
9 樫森 智美 カシモリ トモミ
10 岸本 優希 キシモト ユウキ
11 北村 佳矢 キタムラ カヤ
12 流石 張仁子 サスガ ハニコ
13 佐野 心春 サノ コハル
14 佐野 日和 サノ ヒヨリ
15 関藤 明以 セキトウ メイ
16 高山 寿美子 タカヤマ スミコ
17 中田 有紀 ナカタ ユキ
18 長野 かおり ナガノ カオリ
19 広田 陽子 ヒロタ ヨウコ
20 白 花瑛 ペク ファヨン
21 星山 圭子 ホシヤマ ケイコ
22 松井 花衣 マツイ ハナエ
23 宮内 萌衣 ミヤウチ メイ
24 山田 馨子 ヤマダ カオルコ
25 山田 和香菜 ヤマダ ワカナ
26 渡邉 遥 ワタナベ ハルカ
27 藤岡 未来 フジオカ ミキ
28 芝本 智子 シバモト トモコ
29 塩飽 朋子 シュアク トモコ

◆ 4km 男子

101 井口 耀介 イグチ ヨウスケ
102 一村 茂希 イチムラ シゲキ
103 一村 璃空 イチムラ リク
104 大石 貴之 オオイシ タカユキ
105 太田 幸輝 オオタ コウキ
106 奥山 航平 オクヤマ コウヘイ
107 小野 素直 オノ スナオ
108 川上 康彦 カワカミ ヤスヒコ
109 川越 晴輝 カワゴエ ハルキ
110 木内 健人 キウチ タケヒト
111 岸本 絆 キシモト キズナ
112 小西 永真 コニシ ハルマ
113 佐野 正樹 サノ マサキ
114 下里 昌広 シモザト マサヒロ
115 末光 海翔 スエミツ カイト
116 杉岡 志信 スギオカ シノブ
117 立石 郁眞 タテイシ イクマ
118 津田 慶次 ツダ ケイジ
119 長井 宇哉 ナガイ タカヤ
120 中田 宗太郎 ナカタ ソウタロウ
121 中田 祐平 ナカタ ユウヘイ
122 濱田 優志 ハマダ ユウシ
123 林 碧都 ハヤシ アオト
124 福原 清晃 フクハラ キヨアキ
125 藤田 守彦 フジタ モリヒコ
126 古川 英治 フルカワ エイジ
127 松浦 規真 マツウラ ノリマサ
128 宮下 孝司 ミヤシタ タカシ
129 諸田 裕宣 モロタ ヒロノブ
130 山岡 有輝也 ヤマオカ ユキヤ
131 山下 浩一 ヤマシタ コウイチ
132 山田 健太 ヤマダ ケンタ
133 山田 煌之佑 ヤマダ コウノスケ
134 山田 丈陽 ヤマダ タケハル
135 湯口 恭次 ユグチ キョウジ
136 山中 茂樹 ヤマナカ シゲキ
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◆ 10km 女子

201 大西 佳奈 オオニシ カナ
202 北井 亜弥 キタイ アヤ
203 高山 梢 タカヤマ コズエ
204 谷 博子 タニ ヒロコ
205 中村 伊寿 ナカムラ イズ
206 中村 公香 ナカムラ キミカ
207 梨木 園代 ナシキ ソノヨ
208 南里 愛 ナンリ アイ
209 西田 琴美 ニシダ コトミ
210 濱田 モモ ハマダ モモ
211 藤川 知子 フジカワ トモコ
212 藤田 幸代 フジタ サチヨ
213 蒔野 五聖 マキノ イサト
214 真鍋 知美 マナベ トモミ
215 真鍋 穂乃香 マナベ ホノカ
216 宮崎 洋子 ミヤザキ ヨウコ
217 森 律子 モリ リツコ
218 森本 明子 モリモト アキコ
219 山本 あい子 ヤマモト アイコ
220 石田 ひより イシダ ヒヨリ
221 坂本 朱里 サカモト アカリ
222 大堂 尚子 ダイドウ ナオコ

◆ 10km 男子

301 青木 飛鳥 アオキ アスカ
302 阿部 紀光 アベ ノリミツ
303 飯尾 淳平 イイオ ジュンペイ
304 池澤 正二 イケザワ ショウジ
305 池田 渉 イケダ ワタル
306 井上 聡 イノウエ サトシ
307 井上 弘也 イノウエ ヒロヤ
308 今中 剛 イマナカ ツヨシ
309 岩崎 良平 イワサキ リョウヘイ
310 梅谷 伸雄 ウメタニ ノブオ
311 大石 圭 オオイシ ケイ
312 太田 純 オオタ ジュン
313 大野 蒼真 オオノ ソウマ
314 大野 泰生 オオノ ヤスオ
315 大橋 正義 オオハシ マサヨシ
316 岡 雅美 オカ マサミ
317 岡田 竜也 オカダ タツヤ
318 岡野 文彰 オカノ フミアキ
319 岡本 薫 オカモト カオル
320 小川 楓汰 オガワ フウタ
321 樫野 達也 カシノ タツヤ
322 川畑 展之 カワバタ ノブユキ
323 川端 宏章 カワバタ ヒロアキ
324 河本 陽介 カワモト ヨウスケ
325 木下 聡 キノシタ サトシ
326 君村 泰司 キミムラ ヤスシ
327 合田 光徳 ゴウダ ミツノリ
328 小寺 寿充 コテラ トシミツ
329 小西 泰右 コニシ タイスケ
330 齋藤 茂 サイトウ シゲル
331 齋藤 健 サイトウ タケシ
332 齋明寺 俊輝 サイミョウジ トシキ
333 坂下 主 サカシタ ツカサ
334 櫻井 淳貴 サクライ アツキ
335 佐藤 公久 サトウ キミヒサ
336 佐藤 光 サトウ ヒカル
337 白野 一夫 シロノ カズオ
338 砂川 正人 スナガワ マサト
339 陶山 泰信 スヤマ ヤスノブ
340 曽田 圭 ソタ ケイ
341 大上 毅 ダイジョウ ツヨシ
342 高田 和弘 タカタ カズヒロ
343 鷹取 康介 タカトリ コウスケ
344 瀧口 智志 タキグチ サトシ
345 田口 史門 タグチ シモン
346 多田 勝義 タダ カツヨシ
347 田中 孝志郎 タナカ コウシロウ
348 田中 祥一 タナカ ショウイチ
349 谷口 啓 タニグチ アキラ
350 寺岡 將樹 テラオカ マサキ
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351 中川 真輔 ナカガワ シンスケ
352 西原 敏英 ニシハラ トシヒデ
353 野島 修 ノジマ オサム
354 野原 裕介 ノハラ ユウスケ
355 橋爪 智大 ハシヅメ トモヒロ
356 林 雄一 ハヤシ ユウイチ
357 久森 雅彦 ヒサモリ マサヒコ
358 平井 翔 ヒライ ショウ
359 平井 久也 ヒライ ヒサヤ
360 冨賀見 隆仁 フカミ タカヒト
361 福島 浩 フクシマ ヒロシ
362 藤原 洪太 フジワラ コウタ
363 藤原 弘樹 フジワラ ヒロキ
364 藤原 正憲 フジワラ マサノリ
365 舩坂 忠宣 フナサカ タダノリ
366 船戸 淳 フナト アツシ
367 前沢 直賞 マエザワ ナオタカ
368 真尾 司 マオ ツカサ
369 町井 卓也 マチイ タクヤ
370 松井 竜輔 マツイ リュウスケ
371 松田 康平 マツダ コウヘイ
372 松村 哲男 マツムラ テツオ
373 松本 稔 マツモト ミノル
374 溝口 美佐夫 ミゾグチ ミサオ
375 南野 俊樹 ミナミノ トシキ
376 三村 昭 ミムラ アキラ
377 宮崎 隆 ミヤザキ タカシ
378 宮部 琉衣 ミヤベ ルイ
379 宮本 仁 ミヤモト ヒトシ
380 毛利 伸一 モウリ シンイチ
381 安井 隼人 ヤスイ ハヤト
382 山崎 太平 ヤマザキ タイヘイ
383 山田 勝 ヤマダ マサル
384 山本 浩司 ヤマモト ヒロシ
385 山本 康人 ヤマモト ヤスト
386 吉田 喜憲 ヨシダ ヨシノリ
387 忠津 剛光 タダツ タケヒコ
388 神尾 崇史 カミオ タカシ

◆ 20km 女子

401 麻原 美樹代 アサハラ ミキヨ
402 安達 玲子 アダチ レイコ
403 阿部 恵理 アベ エリ
404 樫谷 瑞穂 カシタニ ミズホ
405 清角 幸代 キヨスミ サチヨ
406 杦本 恵子 スギモト ケイコ
407 田村 敬子 タムラ ケイコ
408 藤原 麻友香 フジワラ マユカ
409 宮本 亜由美 ミヤモト アユミ
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◆ 20km 男子

501 浅井 飛鷹 アサイ ヒダカ
502 安達 博司 アダチ ヒロシ
503 有田 哲郎 アリタ テツロウ
504 池田 洋毅 イケダ ヒロキ
505 今中 敏夫 イマナカ トシオ
506 岩本 真史 イワモト マサフミ
507 大角 健人 オオスミ ケント
508 垣内 大輔 カキウチ ダイスケ
509 樫森 将二 カシモリ ショウジ
510 樫森 美史 カシモリ ヨシフミ
511 加納 崇史 カノウ タカシ
512 瓦井 善貴 カワライ ヨシタカ
513 菊住 貴志 キクズミ タカシ
514 國光 健太郎 クニミツ ケンタロウ
515 神木 修 コウギ オサム
516 小西 勲 コニシ イサオ
517 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ
518 小林 芳弘 コバヤシ ヨシヒロ
519 堺谷 泰郎 サカイタニ ヤスロウ
520 佐藤 克哉 サトウ カツヤ
521 佐藤 健生 サトウ タケキ
522 宗佐 幸浩 ソウサ ユキヒロ
523 荘村 泰治 ソウムラ タイジ
524 高橋 秀章 タカハシ ヒデアキ
525 田中 耕二 タナカ コウジ
526 徳山 色 トクヤマ イロ
527 中井 雄士 ナカイ ユウジ
528 中村 正直 ナカムラ マサナオ
529 西垣 健志 ニシガキ タケシ
530 東田 薫 ヒガシダ カオル
531 福池 勇気 フクイケ ユウキ
532 藤本 毅 フジモト タケシ
533 古田 雅美 フルタ マサミ
534 本田 千尋 ホンダ ヒロアキ
535 眞崎 守彦 マサキ モリヒコ
536 眞鍋 大志 マナベ ダイシ
537 南 勝浩 ミナミ カツヒロ
538 宮武 幹夫 ミヤタケ ミキオ
539 村上 詠信 ムラカミ エイシン
540 横山 正博 ヨコヤマ マサヒロ
541 若林 威夫 ワカバヤシ タケオ
542 辻本 孝志 ツジモト タカシ
543 岡本 岳則 オカモト タケノリ
544 西川 達也 ニシカワ タツヤ
545 坂本 秀樹 サカモト ヒデキ
546 早川 泰正 ハヤカワ ヤスマサ
547 仲間　司 ナカマ　ツカサ

◆ 30km 女子

601 辻井 千恵 ツジイ チエ
602 野口 千里 ノグチ センリ
603 桜井 由美子 サクライ ユミコ
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◆ 30km 男子

701 浅山 隆 アサヤマ タカシ
702 池田 健二 イケダ ケンジ
703 糸山 保 イトヤマ タモツ
704 岩崎 哲人 イワサキ アキヒト
705 岡島 延幸 オカジマ ノブユキ
706 久保田 聡 クボタ サトシ
707 坂井 靖 サカイ ヤスシ
708 坂本 秀吉 サカモト ヒデヨシ
709 財田 昭博 タカラダ アキヒロ
710 中川 茂明 ナカガワ シゲアキ
711 西迫 駿 ニシザコ シュン
712 藤井 秀夫 フジイ ヒデオ
713 三代 真由 ミシロ マサヨシ
714 村田 幸一 ムラタ コウイチ
715 森田 祥治 モリタ ショウジ
716 柳田 誠 ヤナギダ マコト
717 桜井 洋一 サクライ ヨウイチ
718 西村 崇 ニシムラ タカシ
719 大賀 淳史 オオガ アツシ
720 太田 壮彦 オオタ マサヒコ
721 竹下 理史 タケシタ マサシ

◆ 42.195km  女子

801 大濱 美優 オオハマ ミユ
802 小原 日和 コハラ ヒヨリ
803 島村 優 シマムラ ユウ
804 新海 美波 シンカイ ミナミ
805 髙橋 亜花理 タカハシ アカリ
806 高見 美江 タカミ ミエ
807 竹 花奈美 タケ カナミ
808 畠山 陽子 ハタケヤマ ヨウコ
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◆ 42.195km  男子

901 青島 一欽 アオシマ カズヨシ
902 有櫛 良太 アリクシ リョウタ
903 入江 潤 イリエ ジュン
904 内田 健二郎 ウチダ ケンジロウ
905 江種 正樹 エグサ マサキ
906 門 智哉 カド トモヤ
907 金木 崇智 カネキ タカノリ
908 川越 康平 カワゴシ コウヘイ
909 河南 良男 カワナミ ヨシオ
910 北野 勉 キタノ ツトム
911 古根川 郁夫 コネガワ イクオ
912 米谷 泰平 コメタニ タイヘイ
913 齋藤 公史 サイトウ マサフミ
914 酒井 貴昭 サカイ タカアキ
915 澤野 峰雄 サワノ ミネオ
916 柴崎 明郎 シバサキ アキオ
917 清水 崇 シミズ タカシ
918 末光 弘 スエミツ ヒロシ
919 杉浦 倫護 スギウラ リンゴ
920 高橋 徹 タカハシ トオル
921 髙橋 直行 タカハシ ナオユキ
922 瀧澤 雅樹 タキザワ マサキ
923 竹内 文造 タケウチ ブンゾウ
924 竹永 壮汰 タケナガ ソウタ
925 田中 秀和 タナカ ヒデカズ
926 田中 裕士 タナカ ヒロシ
927 田中 光広 タナカ ミツヒロ
928 田中 良幸 タナカ ヨシユキ
929 田中 隆一朗 タナカ リュウイチロ
930 種平 謙二 タネヒラ ケンジ
931 田村 和己 タムラ カズミ
932 田村 雅幸 タムラ マサユキ
933 中内 晋二郎 ナカウチ シンジロウ
934 七間 英治郎 ナナマ エイジロウ
935 西野 勇平 ニシノ ユウヘイ
936 橋爪 佑太 ハシツメ ユウタ
937 濱田 悠生 ハマダ ユウキ
938 樋口 孝弘 ヒグチ タカヒロ
939 平井 諒佑 ヒライ リョウスケ
940 古谷 暢章 フルタニ ノブアキ
941 古林 武夫 フルバヤシ タケオ
942 米谷 崇 マイタニ タカシ
943 真鍋 康二 マナベ コウジ
944 丸子 広史 マルコ ヒロシ
945 山野 仁睦 ヤマノ ヒトム
946 吉形 健二 ヨシカタ ケンジ
947 吉野 嘉展 ヨシノ ヨシノブ
948 池田 憲史 イケダ ノリフミ
949 平岡 吉人 ヒラオカ ヨシヒト
950 竹下 淳一 タケシタ ジュンイチ

951 釜谷 勝浩 カマタニ カツヒロ


