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◆ 4km 女子

1 青柳 希和 アオヤギ キワ
2 上田 清美 ウエダ キョミ
3 上村 美晴 ウエムラ ミハル
4 内橋 誉子 ウチハシ タカコ
5 栄川 夏子 エガワ ナツコ
6 大槻 千佳子 オオツキ チカコ
7 大西 真弓 オオニシ マユミ
8 岡井 ゆかり オカイ ユカリ
9 岡村 圭子 オカムラ ケイコ
10 尾崎 美起子 オザキ ミキコ
11 金井 ジェイン カナイ ジェイン
12 岸本 由佳 キシモト ユカ
13 木村 早紀 キムラ サキ
14 児嶋 愛子 コジマ アイコ
15 後藤 加代子 ゴトウ カヨコ
16 佐久間 代志恵 サクマ ヨシエ
17 櫻井 奏 サクライ カナデ
18 椹木 華佳 サワラギ ハナカ
19 塩音 理子 シオン リコ
20 髙橋 裕美 タカハシ ヒロミ
21 高橋 裕子 タカハシ ユウコ
22 田口 真澄 タグチ マスミ
23 寺田 智賀 テラダ チカ
24 寺山 心悠 テラヤマ コハル
25 永原 美佐 ナガハラ ミサ
26 中張 柚乃 ナカバリ ユズノ
27 名村 千晃 ナムラ チアキ
28 名村 優歩 ナムラ ユア
29 名免良 栞 ナメラ シオリ
30 春名 宏美 ハルナ ヒロミ
31 東良 桃子 ヒガシラ モモコ
32 廣田 真子 ヒロタ マコ
33 殖田 真理子 フエタ マリコ
34 福島 真喜子 フクシマ マキコ
35 藤田 佳津江 フジタ カツエ
36 牧野 康世 マキノ ヤスヨ
37 町井 千紗 マチイ チサ
38 松井 眞里子 マツイ マリコ
39 三木 さよ子 ミキ サヨコ
40 矢代 小百合 ヤシロ サユリ
41 山口 百花 ヤマグチ モモカ
42 山中 みゆき ヤマナカ ミユキ
43 横野 みどり ヨコノ ミドリ
44 吉田 夕希子 ヨシダ ユキコ
45 和田 優子 ワダ ユウコ



明石城公園マラソン２０２０

◆ 4km 男子

51 足立 陽如 アダチ アキユキ
52 池野 純平 イケノ ジュンペイ
53 石井 颯亜 イシイ ソウア
54 市之瀬 聡 イチノセ サトシ
55 伊藤 晴星 イトウ テルホ
56 伊藤 結虹 イトウ ユウコウ
57 今田 雅巳 イマダ マサミ
58 上田 司 ウエダ ツカサ
59 漆間 風祐 ウルシマ フウスケ
60 榎硲 大介 エノサコ ダイスケ
61 遠藤 聡 エンドウ サトシ
62 大江 優応 オオエ ヒロカズ
63 太田 知之 オオタ トモユキ
64 大纒 武 オオマトイ タケシ
65 大山 好弘 オオヤマ ヨシヒロ
66 小薄 和真 オスキ カズマ
67 金井 明男 カナイ アキオ
68 金井 栄一 カナイ エイイチ
69 金井 楓 カナイ カエデ
70 川井田 倫明 カワイダ ミチアキ
71 川谷 拓郎 カワタニ タクロウ
72 小林 尚暉 コバヤシ ショウキ
73 下里 昌広 シモザト マサヒロ
74 谷畑 佑樹 タニハタ ユウキ
75 津田 慶次 ツダ ケイジ
76 津田 靖士 ツダ ヤスシ
77 長尾 勝矢 ナガオ カツヤ
78 中野 栄太郎 ナカノ エイタロウ
79 中野 哲郎 ナカノ テツロウ
80 夏川 喜八郎 ナツカワ キハチロウ
81 名村 寿章 ナムラ トシアキ
82 野口 幸一 ノグチ コウイチ
83 殖田 学 フエタ マナブ
84 藤田 守彦 フジタ モリヒコ
85 前田 洋志 マエダ ヒロシ
86 前田 雄司 マエダ ユウジ
87 牧野 賢児 マキノ ケンジ
88 牧野 穣 マキノ ジョウ
89 牧野 怜央 マキノ レオ
90 松井 信也 マツイ シンヤ
91 松下 敦也 マツシタ アツヤ
92 宮下 孝司 ミヤシタ タカシ
93 矢代 豊 ヤシロ ユタカ
94 山口 晃一 ヤマグチ コウイチ
95 吉本 保 ヨシモト マモル
96 和田 羽琉 ワダ ハル
97 和田 凌空 ワダ リク
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◆ 10km 女子

101 浅原 裕美 アサハラ ヒロミ
102 池田 有子 イケダ ユウコ
103 磯島 有佳里 イソジマ ユカリ
104 伊東 彩 イトウ アヤ
105 伊東 みどり イトウ ミドリ
106 井上 江里 イノウエ エリ
107 今城 幸代 イマジョウ サチヨ
108 今村 美保子 イマムラ ミホコ
109 岩里 由香理 イワサト ユカリ
110 宇都宮 裕子 ウツノミヤ ヒロコ
111 榎本 りさ エノモト リサ
112 大島 彩 オオシマ アヤ
113 大森 邦子 オオモリ クニコ
114 岡本 彩世子 オカモト サヨコ
115 岡本 瑠璃 オカモト ルリ
116 小倉 里和 オグラ サトワ
117 小野 咲子 オノ サキコ
118 蔭山 久江 カゲヤマ ヒサエ
119 柏木 渚 カシワギ ナギサ
120 上林 理恵 カミバヤシ リエ
121 衣笠 智子 キヌガサ トモコ
122 窪田 麻紀 クボタ マキ
123 久米 友美 クメ トモミ
124 合田 季世 ゴウダ キヨ
125 古吟 恵美子 コギン エミコ
126 小林 綺華 コバヤシ アヤカ
127 小林 日奈子 コバヤシ ヒナコ
128 小林 利江 コバヤシ リエ
129 佐藤 あみ サトウ アミ
130 佐藤 ゆかり サトウ ユカリ
131 佐野 久美子 サノ クミコ
132 澤田 みゆき サワダ ミユキ
133 地頭江 晶子 ジトウエ アキコ
134 清水 加須子 シミズ カズコ
135 清水 美陽子 シミズ ミヨコ
136 塩飽  朋子 シュアク　トモコ
137 庄司 恭子 ショウジ キョウコ
138 菅尾 清美 スガオ キヨミ
139 杉野 典子 スギノ ノリコ
140 鈴木 靖代 スズキ ヤスヨ
141 須野 正子 スノ マサコ
142 関本 直子 セキモト ナオコ
143 大堂 尚子 ダイドウ　ナオコ
144 瀧本 朋子 タキモト トモコ
145 橘 知恵 タチバナ チエ
146 谷 博子 タニ ヒロコ
147 谷川 真悠 タニガワ マユ
148 谷渕 治子 タニブチ ハルコ
149 辻 優子 ツジ ユウコ
150 鶴田 ゆずきツル ツルタ ユズキ

151 寺山 恭子 テラヤマ キョウコ
152 戸口 あゆ美 トグチ アユミ
153 土肥 あずさ ドヒ アズサ
154 中井 詩織 ナカイ シオリ
155 中島 美知子 ナカジマ ミチコ
156 乗本 愛実 ノリモト マナミ
157 濵田 かおり ハマダ カオリ
158 原田 靖子 ハラダ ヤスコ
159 東田 綾子 ヒガシダ アヤコ
160 平林 千恵 ヒラバヤシ チエ
161 藤田 佑奈 フジタ ユウナ
162 藤原 妙秀 フジワラ タエホ
163 古中 満紀子 フルナカ マキコ
164 細谷 ゆかり ホソタニ ユカリ
165 堀井 睦 ホリイ ムツミ
166 牧野 鮎美 マキノ アユミ
167 松本 伸子 マツモト シンコ
168 松本 光代 マツモト ミツヨ
169 真鍋 里美 マナベ サトミ
170 水本 三鶴 ミズモト ミツル
171 宮田 美香 ミヤタ ミカ
172 宮本 三貴子 ミヤモト ミキコ
173 村田 ちか ムラタ チカ
174 森井 恵 モリイ メグミ
175 森谷 麻美 モリヤ アサミ
176 森山 早知子 モリヤマ サチコ
177 山口 美香 ヤマグチ ミカ
178 山﨑 れいな ヤマサキ レイナ
179 山下 友子 ヤマシタ トモコ
180 山本 和代 ヤマモト カズヨ
181 山本 典子 ヤマモト ノリコ
182 吉田 由加理 ヨシダ ユカリ
183 渡邊 知子 ワタナベ トモコ
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◆ 10km 男子

201 青木 透 アオキ トオル
202 東 卓志 アズマ タクジ
203 有吉 譲治 アリヨシ ジョウジ
204 飯塚 健二 イイヅカ ケンジ
205 池 政志 イケ セイジ
206 石川 徳尚 イシカワ ナルヒサ
207 出下 宏弥 イデシタ ヒロヤ
208 伊藤 修 イトウ オサム
209 稲田 弘 イナダ ヒロム
210 上野 顕彦 ウエノ アキヒコ
211 浦山 賢志 ウラヤマ サトシ
212 柄本 京一 エノモト ケイイチ
213 黄田 克彦 オウダ カツヒコ
214 大江 正道 オオエ マサミチ
215 太田 章彦 オオタ アキヒコ
216 太田 雄介 オオタ ユウスケ
217 大西 直樹 オオニシ ナオキ
218 大野 恵吏 オオノ アイリ
219 岡田 茂 オカダ シゲル
220 小川 暢也 オガワ ノブヤ
221 小木曽 吏朗 オギソ シロウ
222 荻野 一男 オギノ ヨシオ
223 小栗 邦彦 オグリ クニヒコ
224 尾崎 士郎 オザキ シロウ
225 尾西 康暢 オニシ ヤスノブ
226 嘉悦 弘一郎 カエツ コウイチロウ
227 角石 一明 カクイシ カズアキ
228 片山 毅彦 カタヤマ タケヒコ
229 上川 佳宏 カミカワ ヨシヒロ
230 河田 幸一 カワダ コウイチ
231 川田 秀次 カワタ ヒデツグ
232 河谷 卓 カワタニ タカシ
233 神林 繁 カンバヤシ シゲル
234 君塚 宏 キミヅカ ヒロシ
235 木谷 理洋 キヤ リヨウ
236 楠元 康紀 クスモト ヤスノリ
237 久保 良和 クボ ヨシカズ
238 久米 雅克 クメ マサカツ
239 庫田 貴行 クラタ タカユキ
240 黒田 高史 クロダ タカシ
241 古起 敏明 コキ トシアキ
242 古吟 精二 コギン セイジ
243 児島 紘之 コジマ ヒロユキ
244 後藤 玲 ゴトウ アキラ
245 小林 大輝 コバヤシ ダイキ
246 佐伯 浩次 サエキ コウジ
247 阪口 卓央 サカグチ タカオ
248 坂口 誠 サカグチ マコト
249 地頭江 智 ジトウエ サトシ
250 下向 浩司 シモムキ コウジ

251 下村 嘉巳 シモムラ ヨシミ
252 白波瀬 一貴 シラハセ カズキ
253 末田 和也 スエダ カズヤ
254 末谷 一郎 スエタニ イチロウ
255 菅原 太郎 スガハラ タロウ
256 須川 正臣 スガワ マサオミ
257 杉浦 彰彦 スギウラ アキヒコ
258 鈴木 将 スズキ マサシ
259 瀬尾 佳寛 セオ ヨシヒロ
260 曽田 圭 ソタ ケイ
261 高木 宏 タカギ ヒロシ
262 高野 裕馬 タカノ ユウマ
263 高橋 秀祐 タカハシ シュウスケ
264 高橋 光男 タカハシ ミツオ
265 高見 重人 タカミ シゲト
266 田窪 天千 タクボ テンチ
267 田窪 久人 タクボ ヒサト
268 竹下 正浩 タケシタ マサヒロ
269 田尻 尊王 タジリ タカオ
270 橘 伸明 タチバナ ノブアキ
271 巽 透 タツミ トオル
272 田中 英之 タナカ ヒデユキ
273 谷 吉將 タニ ヨシマサ
274 谷口 広久 タニグチ ヒロヒサ
275 塚本 哲也 ツカモト テツヤ
276 津崎 崇 ツザキ タカシ
277 東元 恒明 トウモト ツネアキ
278 豊田 優 トヨタ マサル
279 中谷 壮太郎 ナカタニ ソウタロウ
280 中村 浩司 ナカムラ コウジ
281 中村 友浩 ナカムラ トモヒロ
282 夏川 雅宜 ナツカワ マサノリ
283 西川 敏 ニシカワ サトシ
284 西田 仁司 ニシダ ヒトシ
285 西田 稔 ニシダ ミノル
286 西永 康一 ニシナガ コウイチ
287 西村 和真 ニシムラ カズマ
288 八田 千広 ハッタ チヒロ
289 濵村 誠 ハマムラ マコト
290 浜本 敦宏 ハマモト アツヒロ
291 早川 善弘 ハヤカワ ヨシヒロ
292 林 雄一 ハヤシ ユウイチ
293 原 武史 ハラ タケシ
294 板東 龍司 バンドウ リュウジ
295 東田 充康 ヒガシダ ミチヤス
296 疋田 進一 ヒキダ シンイチ
297 日高 忠夫 ヒダカ タダオ
298 平井 孝行 ヒライ タカユキ
299 平野 稔也 ヒラノ トシナリ
300 廣 直樹 ヒロ ナオキ
301 吹原 成治 フキハラ シゲハル
302 福山 政徳 フクヤマ マサノリ
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303 藤岡裕也 フジオカ　ヒロヤ
304 古田 寛明 フルタ ヒロアキ
305 古谷 諭史 フルタニ サトシ
306 本間 俊行 ホンマ トシユキ
307 真尾 司 マオ ツカサ
308 牧野 絆吏 マキノ バンリ
309 牧野 裕一 マキノ ユウイチ
310 増尾 厚史 マスオ アツシ
311 増田 和資 マスダ カズシ
312 町井 卓也 マチイ タクヤ
313 松尾 年和 マツオ トシカズ
314 松原 佳明 マツバラ ヨシアキ
315 松本 唯詩 マツモト タダシ
316 松山 芳隆 マツヤマ ヨシタカ
317 三浦 均 ミウラ ヒトシ
318 三代 康雄 ミシロ ヤスオ
319 水田 和宏 ミズタ カズヒロ
320 水戸 宏 ミト ヒロシ
321 峯岸 政明 ミネギシ マサアキ
322 箕浦 健次 ミノウラ ケンジ
323 宮本 貴好 ミヤモト タカヨシ
324 宮本 直輝 ミヤモト ナオキ
325 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ
326 宮脇 啓 ミヤワキ サトシ
327 村井 亮介 ムライ リョウスケ
328 免古地 剛 メコチ タケシ
329 森 博之 モリ ヒロユキ
330 森田 涼 モリタ リョウ
331 屋敷 勇太 ヤシキ ユウタ
332 安田 修一 ヤスダ シュウイチ
333 矢田部 拓人 ヤタベ タクト
334 矢吹 真二郎 ヤブキ シンジロウ
335 藪田 拓哉 ヤブタ タクヤ
336 山口 智洋 ヤマグチ トモヒロ
337 山本 昭彦 ヤマモト アキヒコ
338 山本 誠 ヤマモト マコト
339 山本 将人 ヤマモト マサト
340 山本 征男 ヤマモト ユキオ
341 山本 佳史 ヤマモト ヨシフミ
342 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ
343 吉岡 正人 ヨシオカ マサヒト
344 吉形 健二 ヨシカタ ケンジ
345 吉田 宏之 ヨシダ ヒロユキ
346 早稲田 守 ワセダ マモル
347 和田 真一 ワダ シンイチ
348 和田 将人 ワダ マサト
349 渡邉 貴哉 ワタナベ タカヤ
350 渡辺 寛三 ワタナベ ヒロミ
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◆ 20km 女子

401 青木 まり子 アオキ マリコ
402 浅利 貴子 アサリ タカコ
403 浅利 房子 アサリ フサコ
404 安藤 まさ枝 アンドウ マサエ
405 池永 久美子 イケナガ クミコ
406 井上 廣美 イノウエ ヒロミ
407 井上 利江 イノウエ リエ
408 井村 早織 イムラ サオリ
409 岩城 孝美 イワキ タカミ
410 植田 妙子 ウエダ タエコ
411 岡田 晴香 オカダ ハルカ
412 奥田 恵子 オクダ ケイコ
413 川並 澄子 カワナミ スミコ
414 後藤 有里 ゴトウ ユウリ
415 齊藤 美也子 サイトウ ミヤコ
416 実広 直子 サネヒロ ナオコ
417 塩谷 由美子 シオヤ ユミコ
418 正保 千穂 ショウボ チホ
419 園村 佳世子 ソノムラ カヨコ
420 高田 麗子 タカタ レイコ
421 高橋 妙子 タカハシ タエコ
422 髙橋 実優 タカハシ ミユ
423 高橋 みよこ タカハシ ミヨコ
424 田中 さやか タナカ サヤカ
425 辻 幸子 ツジ サチコ
426 富田 文子 トミタ フミコ
427 中井 美香 ナカイ ミカ
428 永野 眞紀 ナガノ マキ
429 中村 直子 ナカムラ ナオコ
430 永禮 明子 ナガレ アキコ
431 野並 早苗 ノナミ サナエ
432 早川 雅子 ハヤカワ マサコ
433 福山 妙子 フクヤマ タエコ
434 古市 智子 フルイチ サトコ
435 星野 三季 ホシノ ミキ
436 正木 典子 マサキ ノリコ
437 桝谷 実加 マスタニ ミカ
438 松本 真美 マツモト マミ
439 丸尾 裕美 マルオ ユミ
440 丸山 朋子 マルヤマ トモコ
441 水池 早苗 ミズイケ サナエ
442 水野 倫子 ミズノ トモコ
443 室林 明子 ムロバヤシ アキコ
444 森井 啓子 モリイ ケイコ
445 安田 睦子 ヤスダ チカコ
446 柳浦 佐知子 ヤナギウラ サチコ
447 八幡 絵美 ヤハタ エミ
448 山下 和美 ヤマシタ カズミ
449 山田 美沙 ヤマダ ミサ
450 山中 広美 ヤマナカ ヒロミ

451 山根 千代美 ヤマネ チヨミ
452 山本 尚子 ヤマモト ナオコ
453 山本 陽子 ヤマモト ヨウコ
454 横山 啓子 ヨコヤマ ケイコ
455 和田 正子 ワダ マサコ



明石城公園マラソン２０２０

◆ 20km 男子

501 相澤 修二 アイザワ シュウジ
502 青山 正幸 アオヤマ マサユキ
503 赤松 弘一 アカマツ ヒロカズ
504 東 隆蔵 アズマ リュウゾウ
505 安住 有史 アズミ ユウジ
506 天野 智人 アマノ トモヒト
507 荒澤 幹康 アラサワ ヨシノリ
508 有岡 広喜 アリオカ ヒロヨシ
509 安藤 雅弥 アンドウ マサヤ
510 飯野 章三 イイノ ショウゾウ
511 井川 靖章 イカワ ヤスアキ
512 池下 岳 イケシタ タケシ
513 市之瀬 誠 イチノセ マコト
514 井筒 隆 イヅツ タカシ
515 井上 輝星 イノウエ コウセイ
516 今城 崇文 イマジョウ タカフミ
517 今中 敏夫 イマナカ トシオ
518 入江 誠 イリエ マコト
519 岩城 正孝 イワキ マサタカ
520 岩田 大輔 イワタ ダイスケ
521 石見 友秀 イワミ トモヒデ
522 植下 周治 ウエシタ シュウジ
523 植田 健次 ウエダ ケンジ
524 上田 皓一 ウエダ コウイチ
525 植田 武志 ウエダ タケシ
526 上山 芳樹 ウエヤマ ヨシキ
527 鵜尾 博之 ウオ ヒロユキ
528 臼杵 充 ウスキ ミツル
529 宇田 圭祐 ウダ ケイスケ
530 浦野 弘幸 ウラノ ヒロユキ
531 大澤 泰士 オオサワ タイシ
532 大島 英夫 オオシマ ヒデオ
533 大塚 文浩 オオツカ フミヒロ
534 大橋 裕和 オオハシ ヒロカズ
535 大畑 雅昭 オオハタ マサアキ
536 大東 顕太郎 オオヒガシ ケンタロ
537 岡田 和真 オカダ カズマ
538 岡野 博 オカノ ヒロシ
539 岡本 克彦 オカモト カツヒコ
540 開川 和久 カイカワ カズヒサ
541 垣田 清隆 カキタ キヨタカ
542 加古原 宏之 カコハラ ヒロユキ
543 笠木 敦行 カサギ アツユキ
544 笠原　徹郎 カサハラ　テツロウ
545 梶谷 勲 カジタニ イサオ
546 片田 佳宏 カタダ ヨシヒロ
547 神山 昌宏 カミヤマ マサヒロ
548 川瀬 祥之 カワセ ヨシユキ
549 岸 稔之 キシ トシユキ
550 北村 邦彦 キタムラ クニヒコ

551 北村 秀 キタムラ シュウ
552 木下 浩史 キノシタ コウシ
553 木全 俊介 キマタ シュンスケ
554 木村 雅昭 キムラ マサアキ
555 國澤 龍太 クニサワ リョウタ
556 栗林 卓也 クリバヤシ タクヤ
557 黒田 史法 クロダ フミノリ
558 兒玉 晃 コダマ アキラ
559 児玉 強 コダマ ツヨシ
560 小林 浩暉 コバヤシ コウキ
561 小林 孝史 コバヤシ タカフミ
562 西條 文一 サイジョウ フミカズ
563 齋藤 達也 サイトウ タツヤ
564 佐伯 武彦 サエキ タケヒコ
565 酒井 幸治 サカイ コウジ
566 坂井 勝 サカイ マサル
567 佐々木 慶仁 ササキ ヨシヒト
568 佐々木 亮介 ササキ リョウスケ
569 沢田 新吾 サワダ シンゴ
570 澤本 学 サワモト マナブ
571 椎本 勇治 シイモト ユウジ
572 塩崎 隆也 シオザキ タカヤ
573 柴原 基 シバハラ モトイ
574 渋谷 深 シブヤ フカシ
575 下浦　圭介 シモウラ　ケイスケ
576 城野 光洋 シロノ ミツヒロ
577 杉野 秀昭 スギノ ヒデアキ
578 鈴木 翔太 スズキ ショウタ
579 住谷 佳彦 スミタニ ヨシヒコ
580 高尾 信太郎 タカオ シンタロウ
581 髙嶋 貞典 タカシマ サダノリ
582 高田 俊哉 タカダ トシヤ
583 高田 智広 タカダ トモヒロ
584 高田 雄太 タカタ ユウタ
585 高野 弘之 タカノ ヒロユキ
586 高橋 操 タカハシ ミサオ
587 高橋 貢 タカハシ ミツグ
588 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ
589 竹内 勝治 タケウチ カツジ
590 立田 勝也 タツタ カツヤ
591 田杼 弘行 タドチ ヒロユキ
592 田中 俊輔 タナカ シュンスケ
593 田中 奏吏 タナカ ソウジ
594 田中 たけひろ タナカ タケヒロ
595 田中 辰樹 タナカ タツキ
596 多武 義也 タブ ヨシヤ
597 塚本 正樹 ツカモト マサキ
598 辻 敏彰 ツジ トシアキ
599 辻田 幸志 ツジタ コウシ
600 津田 健一 ツダ ケンイチ
601 寺岡 裕之 テラオカ ヒロユキ
602 十市 崇嗣 トイチ タカシ
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603 峠 正敏 トウゲ マサトシ
604 徳井 琢 トクイ タク
605 共田 裕和 トモダ ヒロカズ
606 内藤 賢二 ナイトウ ケンジ
607 仲島 敬二 ナカシマ ケイジ
608 中島 雅夫 ナカジマ マサオ
609 永田 和也 ナガタ カズヤ
610 仲田 克己 ナカタ カツミ
611 中村 宏志 ナカムラ ヒロシ
612 中村 雅行 ナカムラ マサユキ
613 濁池 義人 ニゴリイケ ヨシト
614 西 章吾 ニシ ショウゴ
615 西 雅裕 ニシ マサヒロ
616 野浪 悠馬 ノナミ ユウマ
617 橋元 明 ハシモト アキラ
618 橋本 章吾 ハシモト ショウゴ
619 長谷川 友哉 ハセガワ トモヤ
620 畑田 章夫 ハタダ ノリオ
621 土生田 貴 ハブタ タカシ
622 濱口 満英 ハマグチ ミツヒデ
623 濱野 富生 ハマノ トミオ
624 林 建一 ハヤシ ケンイチ
625 原 聡 ハラ ソウ
626 東垣 淳 ヒガシガキ キヨシ
627 備本 将 ビモト ジョウ
628 平岡 賢司 ヒラオカ ケンジ
629 平田 雅也 ヒラタ マサナリ
630 深澤 啓二郎 フカザワ ケイジロウ
631 福井 明 フクイ アキラ
632 福井 元春 フクイ モトハル
633 藤井 栄治 フジイ エイジ
634 藤原 操 フジハラ ミサオ
635 藤本 浩一 フジモト ヒロカズ
636 藤本 泰大 フジモト ヤスヒロ
637 藤原 太成 フジワラ タイセイ
638 細谷 哲 ホソタニ ヒロシ
639 本郷 功 ホンゴウ イサオ
640 本田 俊行 ホンダ トシユキ
641 前田 高幸 マエダ タカユキ
642 牧田 孝光 マキタ タカミツ
643 牧野 清 マキノ キヨシ
644 増野 宏幸 マシノ ヒロユキ
645 増山 大輔 マスヤマ ダイスケ
646 松井 活裕 マツイ カツヒロ
647 松井 豊 マツイ ユタカ
648 松浦 克彦 マツウラ カツヒコ
649 松嶋 孝雄 マツシマ タカオ
650 松本 吉正 マツモト ヨシマサ
651 三河 伸也 ミカワ シンヤ
652 道中 美敏 ミチナカ ミトシ
653 満田 秀幸 ミツダ ヒデユキ
654 三原 一郎 ミハラ イチロウ

655 三村 一巳 ミムラ カズミ
656 宮田 譲 ミヤタ ユズル
657 向井 忠 ムカイ タダシ
658 元田 裕介 モトダ ユウスケ
659 本山 義樹 モトヤマ ヨシキ
660 森兼 政行 モリカネ マサユキ
661 森田 一美 モリタ カズミ
662 森灘 一志 モリナダ カズシ
663 森本 清隆 モリモト キヨタカ
664 八幡 眞悟 ヤハタ シンゴ
665 薮内 太郎 ヤブウチ タロウ
666 山口 功 ヤマグチ イサオ
667 山田 哲 ヤマダ サトシ
668 山田 裕彦 ヤマダ ヤスヒコ
669 山中 文治 ヤマナカ フミハル
670 山根 正 ヤマネ タダシ
671 山本 和彦 ヤマモト カズヒコ
672 横山 純一 ヨコヤマ ジュンイチ
673 横山 正博 ヨコヤマ マサヒロ
674 吉田 政史 ヨシダ マサシ
675 米倉 智 ヨネクラ サトシ
676 米谷 卓 ヨネタニ タカシ
677 脇本 優一 ワキモト ユウイチ
678 和田 浩平 ワダ コウヘイ
679 和田 崇史 ワダ タカシ
680 渡部 真一郎 ワタナベ シンイチロ
681 渡辺 達哉 ワタナベ タツヤ
682 渡邊 徹 ワタナベ トオル
683 渡部 雄登 ワタナベ ユウト
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◆ 30km 女子

701 位田 真知子 イダ マチコ
702 市橋　香織 イチハシ　カオリ
703 片田 知子 カタダ トモコ
704 上處 優子 カミジョ ユウコ
705 萱 京子 カヤ キョウコ
706 久住 節子 クスミ セツコ
707 清水 美恵 シミズ ミエ
708 八朔 絵里 ハッサク エリ
709 廣瀬 佳代 ヒロセ カヨ
710 山下 桂子 ヤマシタ ケイコ
711 山本 奈緒子 ヤマモト ナオコ
712 山本 由紀 ヤマモト ユキ
713 渡辺 和子 ワタナベ カズコ
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◆ 30km 男子

801 秋本 憲正 アキモト ノリマサ
802 足立 欣之 アダチ ヨシユキ
803 池田 政人 イケダ マサト
804 市川 隆幸 イチカワ タカユキ
805 今城 章之 イマジョウ アキユキ
806 今城 英夫 イマジョウ ヒデオ
807 今村 徹 イマムラ トオル
808 岩間 淳一 イワマ ジュンイチ
809 岩間 康 イワマ ヤスシ
810 大庭 淳一 オオバ ジュンイチ
811 岡田 真次 オカダ シンジ
812 小田 正明 オダ マサアキ
813 垣内 大輔 カキウチ ダイスケ
814 柿原 貴次 カキハラ タカジ
815 門脇 保光 カドワキ ヤスミツ
816 金丸 寛史 カナマル ヒロフミ
817 神尾 崇史 カミオ タカシ
818 茅野 建文 カヤノ タツフミ
819 北垣戸 寛之 キタガイト ヒロユキ
820 工藤 武 クドウ タケシ
821 久保 貴史 クボ タカフミ
822 後藤 淳 ゴトウ ジュン
823 後藤 穣 ゴトウ ミノル
824 小西 直樹 コニシ ナオキ
825 酒見 明 サカミ アキラ
826 坂本 勝敏 サカモト カツトシ
827 澤崎 秀憲 サワザキ ヒデノリ
828 塩谷 敏彦 シオヤ トシヒコ
829 柴田 繁 シバタ シゲル
830 正瑞 丈人 ショウズイ タケヒト
831 白須 淳一 シラス ジュンイチ
832 白武 直樹 シラタケ ナオキ
833 新宮 寿司 シングウ ヒサシ
834 杉原 高明 スギハラ タカアキ
835 角 彰輔 スミ アキオ
836 多田 尚平 タダ ショウヘイ
837 千葉 真吾 チバ シンゴ
838 塚本 哲郎 ツカモト テツロウ
839 豊崎 哲也 トヨサキ テツヤ
840 中西 毅 ナカニシ ツヨシ
841 楢崎 昭夫 ナラザキ アキオ
842 丹羽 良志輝 ニワ ヨシテル
843 原田 幸三 ハラダ コウゾウ
844 福岡 新弥 フクオカ シンヤ
845 藤本 大祐 フジモト ダイスケ
846 藤原 健 フジワラ タケシ
847 武史 藤原 フジワラ タケシ
848 松岡 哲 マツオカ サトシ
849 皆越 晃 ミナコシ アキラ
850 村山 勝行 ムラヤマ カツユキ
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◆ 42.195km 女子

901 東屋 千由里 アズマヤ チユリ
902 植村 器宇美 ウエムラ キウミ
903 大江 奈保子 オオエ ナオコ
904 大山 愛 オオヤマ アイ
905 岡崎 めぐみ オカザキ メグミ
906 翁 暁玲 オン シャオリン
907 梶 泰子 カジ ヤスコ
908 加藤 千代子 カトウ チヨコ
909 亀岡 歩美 カメオカ フミ
910 川辺 治恵 カワベ ハルエ
911 北川 晶子 キタガワ アキコ
912 木本 由香理 キモト ユカリ
913 久住 美穂 クスミ ミホ
914 小島 薫 コジマ カオル
915 後藤 美幸 ゴトウ ミユキ
916 斉藤 正美 サイトウ マサミ
917 佐々木 陽子 ササキ ヨウコ
918 佐藤 三枝子 サトウ ミエコ
919 渋谷 幸恵 シブヤ ユキエ
920 下名迫 鈴子 シモナサコ レイコ
921 庄司 直美 ショウジ ナオミ
922 鈴木 直子 スズキ ナオコ
923 田中 由美子 タナカ ユミコ
924 茶山 奈津 チャヤマ ナツ
925 丁 玉杰 ディン イージエ
926 中島 梨夏 ナカジマ リンカ
927 中西 加奈 ナカニシ カナ
928 長野 優子 ナガノ ユウコ
929 中村 かおる ナカムラ カオル
930 博田 香 ハカタ カオリ
931 東坂 美穂子 ヒガシサカ ミホコ
932 藤本 綾乃 フジモト アヤノ
933 藤原 千恵美 フジワラ チエミ
934 益岡 智世 マスオカ トモヨ
935 松尾 直子 マツオ ナオコ
936 松谷 由美子 マツタニ ユミコ
937 三村 朋代 ミムラ トモヨ
938 八島 桐葉 ヤシマ キリハ
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◆ 42.195km 男子

1001 浅井 和雄 アサイ カズオ
1002 安里 匠貴 アサト ナルキ
1003 淺野 良治 アサノ リョウジ
1004 朝山 伸介 アサヤマ シンスケ
1005 足立 清浩 アダチ キヨヒロ
1006 足立 雅弘 アダチ マサヒロ
1007 雨堤 恵司 アマヅツミ ケイジ
1008 有馬 純 アリマ ジュン
1009 淡谷 淳一 アワヤ ジュンイチ
1010 安藤 博昭 アンドウ ヒロアキ
1011 安東 雅彦 アンドウ マサヒコ
1012 池澤 幸一 イケザワ コウイチ
1013 池田 憲史 イケダ ノリフミ
1014 石井 健司 イシイ ケンジ
1015 石岡 琢磨 イシオカ タクマ
1016 石川 誠一 イシカワ セイイチ
1017 石黒 賢 イシグロ サトシ
1018 石原 俊 イシハラ シュン
1019 石原 隆司 イシハラ タカシ
1020 一木 加津雄 イチキ カズオ
1021 一貫坂 哲 イッカンザカ サトシ
1022 伊藤 敏広 イトウ トシヒロ
1023 伊藤 文男 イトウ フミオ
1024 稲田 勝浩 イナダ カツヒロ
1025 岩井 剛 イワイ タケシ
1026 岩瀬 操 イワセ ミサオ
1027 岩田 知和 イワタ トモカズ
1028 岩野 圭佑 イワノ ケイスケ
1029 上島 秀太 ウエジマ シュウタ
1030 上西 浩一 ウエニシ コウイチ
1031 魚谷 和人 ウオタニ カズト
1032 魚谷 直輝 ウオタニ ナオキ
1033 内田 竜太 ウチダ リョウタ
1034 宇山 喜久雄 ウヤマ キクオ
1035 恵比奈 和彦 エヒナ カズヒコ
1036 恵見 昌弘 エミ マサヒロ
1037 遠藤 則昭 エンドウ ノリアキ
1038 大岡 洋祐 オオオカ ヨウスケ
1039 大北 高暢 オオキタ タカノブ
1040 大久保 浩一 オオクボ コウイチ
1041 大関 法光 オオゼキ ノリミツ
1042 太田 圭 オオタ ケイ
1043 太田 真司 オオタ シンジ
1044 大西 洋一 オオニシ ヒロカズ
1045 大場 雄二郎 オオバ ユウジロウ
1046 大林 史彦 オオバヤシ フミヒコ
1047 大町 真二 オオマチ シンジ
1048 大村 和也 オオムラ カズヤ
1049 大村 浩之 オオムラ ヒロユキ
1050 岡崎 好文 オカザキ ヨシフミ

1051 岡田 邦彦 オカダ クニヒコ
1052 岡田 裕大郎 オカダ ユウタロウ
1053 岡本 恵資 オカモト ケイスケ
1054 岡本 昂大 オカモト コウダイ
1055 小川 恒 オガワ ヒサシ
1056 荻野 優之 オギノ マサユキ
1057 奥村 高成 オクムラ タカシゲ
1058 奥山 茂 オクヤマ シゲル
1059 鬼木 章裕 オニキ アキヒロ
1060 小野 喜之 オノ ヨシユキ
1061 角谷 英守 カクタニ ヒデモリ
1062 笠井 祐貴 カサイ ユウキ
1063 梶本 勉 カジモト ツトム
1064 柏木 悟 カシワギ サトル
1065 加戸 大輔 カト ダイスケ
1066 加藤 康男 カトウ ヤスオ
1067 加波 勝 カナミ マサル
1068 釜谷 勝浩 カマタニ カツヒロ
1069 亀井 のりお カメイ ノリオ
1070 河合 健介 カワイ ケンスケ
1071 河合 康一 カワイ コウイチ
1072 河木 孝光 カワキ タカミツ
1073 川崎 厚志 カワサキ アツシ
1074 河添 哲也 カワソエ テツヤ
1075 川村 達也 カワムラ タツヤ
1076 川元 健 カワモト ツヨシ
1077 川本 治邦 カワモト ハルクニ
1078 木地 善啓 キジ ヨシアキ
1079 岸本 昌之 キシモト マサユキ
1080 北川 一秀 キタガワ カズヒデ
1081 北川 翔太 キタガワ ショウタ
1082 北川 博章 キタガワ ヒロアキ
1083 北川 優 キタガワ マサル
1084 木戸 隆 キド タカシ
1085 衣川 秀幸 キヌガワ ヒデユキ
1086 木村 嘉明 キムラ ヨシアキ
1087 工藤 康紀 クドウ コウキ
1088 久保 忠大 クボ タダヒロ
1089 久良木 基文 クラキ モトフミ
1090 黒河 達大 クロカワ タツヒロ
1091 河本 哲 コウモト サトシ
1092 古賀 順也 コガ ジュンヤ
1093 古賀 誠 コガ マコト
1094 小笹 展弘 コザサ ノブヒロ
1095 五島 一浩 ゴシマ カズヒロ
1096 児島 晋 コジマ ススム
1097 小寺 隆弘 コデラ タカヒロ
1098 小戸 学 コト マナブ
1099 後藤 康弘 ゴトウ ヤスヒロ
1100 小西 直樹 コニシ ナオキ
1101 小林 貴 コバヤシ タカシ
1102 近藤 晃三 コンドウ コウゾウ
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1103 雑賀 久晃 サイガ ヒサテル
1104 斉藤 健一 サイトウ ケンイチ
1105 齋藤 基弘 サイトウ モトヒロ
1106 坂倉 正樹 サカクラ マサキ
1107 阪田 成士 サカタ セイジ
1108 坂田 博之 サカタ ヒロユキ
1109 先田 栄司 サキタ エイシ
1110 櫻井 和夫 サクライ カズオ
1111 佐々木 創 ササキ ハジム
1112 佐々木 義治 ササキ ヨシハル
1113 佐立 宏人 サダチ ヒロヒト
1114 佐藤 武司 サトウ タケシ
1115 澤田 基貴 サワダ モトキ
1116 塩谷 好正 シオヤ ヨシマサ
1117 歯朶原 一久 シダハラ カズヒサ
1118 芝本 尚暉 シバモト ナオキ
1119 清水 一也 シミズ カズヤ
1120 庄司 久哉 ショウジ ヒサヤ
1121 白井 潤 シライ ジュン
1122 塩飽 真之 シワク マサユキ
1123 新谷 真治 シンガイ シンジ
1124 新保 寿基 シンボ トシキ
1125 吹田 充司 スイタ アツシ
1126 菅井 雅一 スガイ マサカズ
1127 菅野 宜昌 スガノ タカヨシ
1128 杉本 志郎 スギモト シロウ
1129 澄村 尚宏 スミムラ ナオヒロ
1130 住本 二朗 スミモト ジロウ
1131 妹尾 雅海 セノオ マサミ
1132 空 秀俊 ソラ ヒデトシ
1133 田内 誠 タウチ マコト
1134 高尾 京司 タカオ ケイジ
1135 高木 茂 タカギ シゲル
1136 高治 修二 タカジ シュウジ
1137 高林 慎治 タカバヤシ シンジ
1138 高見 岬 タカミ ミサキ
1139 財田 敏彦 タカラダ トシヒコ
1140 瀧川 勝三 タキガワ カツミ
1141 瀧本 直人 タキモト ナオト
1142 竹内 大作 タケウチ ダイサク
1143 竹内 保洋 タケウチ ヤスヒロ
1144 竹原 義明 タケハラ ヨシアキ
1145 竹村 秀之 タケムラ ヒデユキ
1146 田中 浩輔 タナカ コウスケ
1147 田辺 健一 タナベ ケンイチ
1148 田鍋 将大 タナベ マサヒロ
1149 種平 謙二 タネヒラ ケンジ
1150 中條 辰也 チュウジョウ タツヤ
1151 辻 輝昭 ツジ テルアキ
1152 辻村 真二 ツジムラ シンジ
1153 恒岡 喜典 ツネオカ ヨシノリ
1154 鶴海 弘 ツルミ ヒロシ

1155 出来 大典 デキ ダイスケ
1156 土居 憲明 ドイ ノリアキ
1157 冨永 治郎 トミナガ ジロウ
1158 富野 克也 トミノ カツヤ
1159 友定 和貴 トモサダ カズタカ
1160 友久 康太郎 トモヒサ コウタロウ
1161 中井 規仁 ナカイ ノリヒト
1162 中尾 正春 ナカオ マサハル
1163 中川 博 ナカガワ ヒロシ
1164 中川 博之 ナカガワ ヒロユキ
1165 長倉 康之 ナガクラ ヤスユキ
1166 中島 和彦 ナカジマ カズヒコ
1167 中嶋 賢一 ナカジマ ケンイチ
1168 中田 優 ナカタ ユウ
1169 永田 雄次 ナガタ ユウジ
1170 中西 健悟 ナカニシ ケンゴ
1171 中野 修二 ナカノ シュウジ
1172 中野 康之 ナカノ ヤスユキ
1173 中村 謙司 ナカムラ ケンジ
1174 中村 雅彦 ナカムラ マサヒコ
1175 仲矢 真彦 ナカヤ マサヒコ
1176 楢林 蒼大 ナラバヤシ ソウダイ
1177 難波 竜太 ナンバ リュウタ
1178 西川 良施 ニシカワ リョウセ
1179 西村 友希 ニシムラ トモキ
1180 西村 介延 ニシムラ ユキノブ
1181 野口 勇人 ノグチ ハヤト
1182 橋野 文男 ハシノ フミオ
1183 橋本 敏雄 ハシモト トシオ
1184 橋本 宏之 ハシモト ヒロユキ
1185 長谷川 真一 ハセガワ シンイチ
1186 畑 浩司 ハタ コウジ
1187 花尻 誉拡 ハナジリ タカヒロ
1188 馬場園 信吾 ババゾノ シンゴ
1189 浜田 健志 ハマダ タケシ
1190 浜端 哲也 ハマバタ テツヤ
1191 原谷 勤 ハラタニ ツトム
1192 坂 隆昭 バン タカアキ
1193 半田 秀和 ハンダ ヒデカズ
1194 東田 薫 ヒガシダ カオル
1195 東向 和則 ヒガシムカイ カズノ
1196 疋田 亮太 ヒキダ リョウタ
1197 樋口 吾一 ヒグチ コイチ
1198 平井 真二 ヒライ シンジ
1199 平井 伸幸 ヒライ ノブユキ
1200 平澤 一輝 ヒラザワ カズキ
1201 平野 宏 ヒラノ ヒロシ
1202 廣橋 邦昭 ヒロハシ クニアキ
1203 福井 健二 フクイ ケンジ
1204 福島 達夫 フクシマ タツオ
1205 福島 浩 フクシマ ヒロシ
1206 福田 充宏 フクダ ミツヒロ



明石城公園マラソン２０２０

1207 藤井 修二 フジイ シュウジ
1208 藤井 浩文 フジイ ヒロフミ
1209 藤井 靖章 フジイ ヤスアキ
1210 藤澤 史朗 フジサワ シロウ
1211 藤原 吾朗 フジワラ アロウ
1212 藤原 保之 フジワラ ヤスユキ
1213 舩路 浩平 フナジ コウヘイ
1214 船場 一郎 フナバ イチロウ
1215 古市 周平 フルイチ シュウヘイ
1216 古本 憲一 フルモト ケンイチ
1217 堀 邦彦 ホリ クニヒコ
1218 前川 亮太 マエカワ リョウタ
1219 牧 宏明 マキ ヒロアキ
1220 牧野 章宣 マキノ アキノリ
1221 牧野 隆 マキノ タカシ
1222 正木 孝治 マサキ コウジ
1223 俣野 祐之 マタノ マサユキ
1224 町田 祐磨 マチダ ユウマ
1225 松井 義忠 マツイ ヨシタダ
1226 松浦 正 マツウラ タダシ
1227 松岡 渉平 マツオカ ショウヘイ
1228 松澤 孝至 マツザワ タカシ
1229 松下 具明 マツシタ トモアキ
1230 松永 祐介 マツナガ ユウスケ
1231 松原 洋明 マツバラ ヒロアキ
1232 松本 茂 マツモト シゲル
1233 松本 泰明 マツモト ヤスアキ
1234 的場 茂男 マトバ シゲオ
1235 丸益 新吾 マルエキ シンゴ
1236 三角 道夫 ミカド ミチオ
1237 三木 武司 ミキ タケシ
1238 三木 健 ミキ タケシ
1239 光山 靖彦 ミツヤマ ヤスヒコ
1240 峰 良徳 ミネ ヨシノリ
1241 壬生 真人 ミブ マサト
1242 三宅 司 ミヤケ ツカサ
1243 宮谷 祐史 ミヤタニ ユウジ
1244 宮原 茂大朗 ミヤハラ シゲタロウ
1245 宮脇 健司 ミヤワキ ケンジ
1246 村上 哲司 ムラカミ テツシ
1247 村本 和久 ムラモト カズヒサ
1248 妻鹿 力 メガ チカラ
1249 森 徳之 モリ ノリユキ
1250 森川 武 モリカワ タケシ
1251 森川 晴夫 モリカワ ハルオ
1252 森重 満 モリシゲ ミチル
1253 守屋 啓吾 モリヤ ケイゴ
1254 森山 聡 モリヤマ サトシ
1255 八島 剛義 ヤシマ タケヨシ
1256 安田 将司 ヤスダ マサシ
1257 安野 正功 ヤスノ マサノリ
1258 安原 晃宏 ヤスハラ アキヒロ

1259 安宗 拓史 ヤスムネ タクシ
1260 矢野 秀一 ヤノ シュウイチ
1261 山口 安美 ヤマグチ ヤスヨシ
1262 山崎 博樹 ヤマサキ ヒロキ
1263 山下 陽一郎 ヤマシタ ヨウイチロ
1264 山根 弘之 ヤマネ ヒロユキ
1265 山根 有吾 ヤマネ ユウゴ
1266 山野 正晴 ヤマノ マサハル
1267 山本 勲 ヤマモト イサオ
1268 山本 和之 ヤマモト カズユキ
1269 山本 克則 ヤマモト カツノリ
1270 山本 勝也 ヤマモト カツヤ
1271 山本 真也 ヤマモト シンヤ
1272 山本 康弘 ヤマモト ヤスヒロ
1273 山本 陽一 ヤマモト ヨウイチ
1274 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ
1275 横平 幸一 ヨコヒラ コウイチ
1276 横山 裕之 ヨコヤマ ヒロユキ
1277 吉川 益弘 ヨシカワ マスヒロ
1278 吉田 彰宏 ヨシダ アキヒロ
1279 吉野 健司 ヨシノ ケンジ
1280 吉野 嘉展 ヨシノ ヨシノブ
1281 六田 清二 ロクタ セイジ
1282 和田 幸洋 ワダ ユキヒロ
1283 渡壁 秀貴 ワタカベ ヒデタカ
1284 渡辺 一貴 ワタナベ カズキ
1285 渡辺 智昭 ワタナベ トモアキ
1286 渡邊 義和 ワタナベ ヨシカズ
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◆ 30km ゲスト

2001 今井 文哉 イマイ フミヤ
2002 川端 樹 カワバタ タツキ
2003 谷西 祐哉 タニニシ ユウヤ
2004 鶴田 慈英 ツルタ ジエイ


