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加賀温泉郷マラソン２０22
2022年4月17日（日）

月　日 時　　間 内　　　　容 会　　場

４月17日
（日）

6:30～10:20
ランナー受付
　・マラソン：6:30 ～ 8:00
　・10     ㎞：9:20 ～ 10:20

スポーツセンター前広場

6:30～15:30 手荷物預り ス ポ ー ツ セ ン タ ー

8:20 【マラソン】 ランナー整列開始

陸 上 競 技 場

9:00 【マラソン】 第１ウェーブスタート
� 〔加賀高校和太鼓部による応援〕

9:10 【マラソン】 第２ウェーブスタート
� 〔加賀高校和太鼓部による応援〕

10:30 【10㎞】 ランナー整列開始

11:00 【10㎞】スタート
� 〔加賀高校和太鼓部による応援〕

表彰式（各種目男女優勝者が集合次第、行います。）

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　大会スケジュール　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

※加賀高校和太鼓部は、地域イベントや福祉ボランティアでの出演に積極的に取り組んでいます。
※天候、進行状況により場所・時間が変更となる場合があります。
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　加 賀 市 長　　宮　元　　　陸

　今年は、３年ぶりに全国各地から多くのランナーの方々をお迎えして、
加賀温泉郷にて大会を開催する運びとなりました。エントリーいただいた
皆様をはじめ、スタッフ・関係者、地元住民の皆様方には心から感謝申し
上げます。
　今大会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、ランナーの皆

様をはじめ、全ての関係者の方々にとって安全・安心な大会とするため、大会直前で参加要件を変更
することとなりましたが、多くの皆様のご理解とご協力により、万全を期して大会が開催できますこ
とに、重ねてお礼申し上げます。
　加賀市は、本大会のコースでもあります「片山津温泉」・「山代温泉」・「山中温泉」の三つの温泉
と海・山に囲まれ、かつて十万石として栄えた城下町や日本遺産に認定された北前船の舞台としても
知られ、豊かな自然と趣深い歴史が市内の各所に息づいております。また、古より三温泉に訪れる湯
治客を魅了し続ける九谷焼・山中漆器の職人も数多く住まう伝統工芸の発信地でもあります。
　ランナーの皆様には、こうした美しい自然、豊かな歴史と文化が息づく街並みを肌で感じながら、
日頃のトレーニングの成果を存分に発揮し、自己記録の更新を目指していただきたいと思っておりま
す。
　結びとなりますが、本大会の開催にあたり、多大なるご支援とご協力を賜りました関係者の皆様に
心から感謝申し上げるとともに、ランナーの皆様のご健闘を祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

●　ごあいさつ・大会役員

＊　＊　＊　加賀温泉郷マラソン組織委員会　＊　＊　＊
名誉会長	 馳　　　浩（石川県知事）

会　　長	 宮元　　陸（加賀市長）

大会委員	 東野　哲郎（加賀商工会議所会頭）	 田向　公一（山中商工会会長）
	 新滝　英樹（山代温泉旅館協同組合理事長）	 森本　康敬（片山津温泉旅館協同組合理事長）
	 三谷　修司（山中温泉旅館協同組合理事長）	 萬谷　正幸（山代温泉観光協会会長）
	 金子　達郎（片山津温泉観光協会会長）	 桂田　史朗（山中温泉観光協会会長）
	 宮地　　治（石川陸上競技協会）	 山下　修平（加賀市スポーツ協会会長）
	 山下　修平（加賀市陸上競技協会会長）	 中村　　眞（加賀農業協同組合代表理事組合長）
	 橋本　勝寿（石川県漁業協同組合加賀支所支所運営委員長）	 上棚　直人（加賀市医師会会長）
	 中村　　誠（加賀市観光交流機構代表理事）	 上出　孝夫（加賀市防犯交通推進隊隊長）
	 谷本　直人（加賀市社会福祉協議会会長）	 林　　信子（加賀市各種団体女性連絡協議会会長）
	 納谷　典子（加賀市女性協議会会長）	 吉田　久彦（加賀青年会議所理事長）
	 掛山　政規（加賀市まちづくり推進協議会連合会会長）	 三善　好造（加賀市区長会連合会会長）
	 堂新橋　孝（加賀市公民館連合会会長）	 山田　利明（加賀市教育委員会教育長）
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大会概要・競技役員　●
◆開 催 日　　令和４年４月１７日（日）

◆主　　催　　加賀温泉郷マラソン組織委員会、（一財）石川陸上競技協会、加賀市陸上競技協会

◆共　　催　　加賀市、加賀市教育委員会

◆主　　管　　（一財）石川陸上競技協会、加賀市陸上競技協会

◆特別協力　　北國新聞社、北陸放送㈱、ミズノ㈱

◆協　　賛　　丸八製茶場、北陸コカ・コーラボトリング㈱、石川日産自動販売㈱、イオン加賀の里店、㈱日
本旅行、㈱大塚製薬工場、㈱バスクリン、加賀市総合サービス㈱

◆後　　援　　石川県、加賀市スポーツ協会、ＮＨＫ金沢放送局、石川テレビ放送、テレビ金沢、北陸朝日放送、
㈱スポーツニッポン新聞社

◆協　　力　　大聖寺警察署、加賀市防犯交通推進隊、加賀市医師会、加賀市スポーツ推進委員会、加賀市観
光交流機構、（公社）石川県柔道整復師会、大同工業㈱、㈱島津製作所、長津工業㈱、DMM.
com Base、㈱美岬工作所、加賀コミュニティプラザ㈱、㈱S・H・C、片山津商工振興会、山
代菓子組合、加賀市内郵便局、北陸大学、金沢学院大学、金沢星稜大学、大聖寺高等学校、大
聖寺実業高等学校、加賀高等学校、日本郵政グループ労働組合南加賀支部、㈱エイム、北國銀行、
北陸銀行、加賀商工会議所女性会、ＮＳ加賀、動橋トランポリン教室、大聖寺婦人会、大聖寺
永町町内会、加賀市各種団体女性連絡協議会、大聖寺・山代・別所・片山津・作見・三谷・南郷・
山中温泉・河南地区区長会・まちづくり推進協議会、加賀調理師会、加賀山代温泉財産区管理
会、加賀山中温泉財産区管理会、ＪＡ加賀、山中商工会、石川県漁業協同組合加賀支所、山代
温泉観光協会・旅館協同組合、山中温泉観光協会・旅館協同組合、片山津温泉観光協会・旅館
協同組合、第一交通㈱、山中木製漆器協同組合

◆コ ー ス　　加賀市陸上競技場～片山津温泉～大聖寺～山代温泉～山中温泉を周回
　　　　　　　※日本陸上競技連盟公認（マラソンの部）

◆ゲ ス ト　　増田　明美 さん

＊　＊　＊　競　技　役　員　＊　＊　＊
総　　　　　務 藤垣　晴夫
総　　務　　員 荒木　研二　　田井　芳洋　　山崎　　強　　山下　修平　　西上　純一
審　　判　　長 山崎　　強
技　術　総　務 田井　芳洋　　北澤　陸夫
ス タ ー タ ー 宮元　　陸　　増田　明美　　山下　修平
計　　時　　員 藤乃井哲也
競　　技　　係 山下　修平　　西上　純一　　坂口　順一　　田中　秀暢　　油谷　憲治　　宮田　幸子
（出発・ゴール） 
監　　察　　員 松田　大輔　　藤澤　一稀　　佐々木美里　　角谷　彩乃　　永井　　茜　　谷口　啓一
（関門・折り返し） 簾　　凌太　　菅内　　進　　林　　健太　　山田　泰弘　　二枚田一平
 竹本　大亮（10㎞）　　西田　典生・中出　貴大（マラソン）
移　動　監　察
　　観　察　車 田井　芳洋　　北澤　陸夫
　　審 判 長 車 山崎　　強　　荒木　研二　　藤乃井哲也
補　　助　　員 金沢星稜大学　　大聖寺実業高校陸上部
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●　大会概要
◆選手受付等

◆種目・スタート時間等

◆参加資格　　　①国内在住の方。
　　　　　　　　②制限時間内に完走できる方。
　　　　　　　　③各種目の年齢等の参加資格を有すること。
　　　　　　　　　　■マラソン：18歳以上（高校生不可）
　　　　　　　　　　■10　　㎞：15歳以上（中学生不可）
　　　　　　　　④心身ともに健康な方（持病、高血圧、心臓疾患、呼吸器系の疾患がある人、また、過去に
　　　　　　　　　このような病歴を持つ人は、医師の診断を受け、許可が必要）
　　　　　　　　⑤加賀温泉郷マラソン2022にて行う新型コロナウイルス感染症対策を遵守し、ご協力をい
　　　　　　　　　ただける方。

◆賞　　典　　　①各部門上位８位までを入賞とします。
　　　　　　　　②表彰式は、マラソン・10㎞の総合優勝（男・女）計４名の方の表彰を行います。
　　　　　　　　③各部門の入賞者には、本部にて賞状等をお渡しします。
　　　　　　　　④完走者には、Web記録証を発行します。（紙での発行はいたしません。）

開催日 距離 性別 スタート（集合時間） 制限時間

4月17日（日）
マラソン

男　子
・

女　子
第１ウェーブ　9：00（8：45）
第２ウェーブ　9：10（8：45）

6時間
※第１ウェーブが基準

10　㎞
男　子

・
女　子

11：00（10：40） 1時間30分

月　　日 時　　間 内　　　　容 会　　場

4月17日（日）
6:30 ～ 10:20

当日ランナー受付
　　マラソン：6:30 ～ 8:00
　　10　  ㎞：9:20 ～ 10:20

スポーツセンター前広場

6:30 ～ 15:30 手荷物預り ス ポ ー ツ セ ン タ ー
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エントリー者数　●

　種目別エントリー者数  ※２月１日時点のエントリー者数です。 （　）＝陸連登録人数で内数

　都道府県別エントリー者数  ※２月１日時点のエントリー者数です。

　石川県内市町別エントリー者数  ※２月１日時点のエントリー者数です。

種　目 ナンバー
カード色 部門 性別 年　　代 小　計 中　計 合　計

マラソン 青　色

1

男子

18才～ 39才 558（41）
2,671

（170）

3,178
（197）

2 40才～ 49才 949（51）
3 50才～ 59才 776（50）
4 60才以上 388（28）
5

女子

18才～ 39才 108（11）
507

（27）
6 40才～ 49才 170   （8）
7 50才～ 59才 174   （7）
8 60才以上 55    （1）

10　㎞ オレンジ色

9

男子

15才～ 39才 245

874

1,415

10 40才～ 49才 198
11 50才～ 59才 241
12 60才以上 190
13

女子

15才～ 39才 159

541
14 40才～ 49才 162
15 50才～ 59才 146
16 60才以上 74

総　　　計 4,593

都府県名 人　数 都府県名 人　数 都府県名 人　数 都府県名 人　数
北 海 道 7 新 潟 16 京 都 73 香 川 2
岩 手 1 富 山 521 大 阪 142 愛 媛 5
宮 城 3 石 川 2,507 兵 庫 66 高 知 1
福 島 2 福 井 349 奈 良 13 福 岡 18
茨 城 14 山 梨 2 和 歌 山 15 佐 賀 1
栃 木 4 長 野 12 鳥 取 3 熊 本 2
群 馬 12 岐 阜 59 島 根 1 大 分 1
埼 玉 67 静 岡 28 岡 山 8 宮 崎 1
千 葉 58 愛 知 191 広 島 4 沖 縄 4
東 京 174 三 重 40 山 口 4
神 奈 川 76 滋 賀 83 徳 島 3 合　計 4,593

市　町 人　数 市　町 人　数 市　町 人　数 市　町 人　数
金 沢 市 1,029 野々市市 121 羽 咋 市 36 珠 洲 市 12
加 賀 市 256 津 幡 町 81 志 賀 町 22 川 北 町 15
小 松 市 336 七 尾 市 42 輪 島 市 11 穴 水 町 8
白 山 市 247 内 灘 町 46 中能登町 17 宝達志水町 21
能 美 市 121 かほく市 82 能 登 町 4 合計 2,507
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●　競技注意事項
◆競技規則
　この大会は、２０２２年日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項により開催します。
◆救護について
　①大会当日、陸上競技場内救護室において、希望者のみ健康チェックを行います。
　②体調不良の場合や、健康チェックで取りやめを告げられた方は、勇気を持って出場を中止してください。
　③本部及び各エイドステーション付近に救護所を設置しています。また、コース上に自転車に乗った救護班（一
　　部ＡＥＤ所持）が巡回しています。体調が悪いランナーや、具合の悪いランナーを見つけたら、遠慮なくお
　　声をかけてください。
　④ランナーの中にはボランティアでメディカルランナーとして登録していただいた医師、看護師、救急救命士
　　等の医療関係者の方が一緒に走ります。レース中に他のランナーが健康上、重大な事象に遭遇した場合は、
　　できる限りの初期対応をしていただきます。
　⑤途中でやむを得ず競技を中止する場合は、必ず最寄りの係員に連絡してください。
　⑥競技中に体調不良等で走行が不可能になった場合は、審判長または医師の判断で競技を中止させることがあ
　　ります。
　⑦競技中の事故については応急処置のみ行います。大会開催中の事故、疾病への保障は主催者が加入した賠償
　　責任保険の範囲内になります。
◆緊急車両の走行
　火災・事件・事故などの緊急事態がコース上、またはコース周辺で発生した場合は、緊急車両の進行を優先さ
　せますので、係員の指示に従ってください。
◆スタート
　①各種目の集合時刻までに集合してください。
　②マラソンは、ウェーブスタートを実施し、自己タイム順でスタートします。ナンバーカード末尾のＳ・A～
　　Ｈの順に競技場内の指定された場所に整列してください。（各ランナーの間隔を１ｍずつあけて整列）
◆関門・制限時間について
　①大会運営上、マラソンには関門時間と制限時間、10㎞にも制限時間を設けてあります。（Ｐ11参照）
　②関門時間又は、制限時間内に通過出来なかった選手は、係員の指示に従いナンバーカードを外して回収車両
　　に乗車してください。
◆新型コロナウイルス感染症対策について
　①競技時以外はマスクを着用してください。（スタート時は号砲直前まで、トイレ、救護所利用時、フィニッシュ
　　後も着用）
　②エイド利用時は、まず手指消毒をしてください。
　③トイレ利用後は、除菌シートにて各自で扉等の消毒をしてください。
◆ペースランナー
　初めてマラソンに挑戦する方や、目標タイムでの完走を目指している方のために、３時間から５時間30分まで
　30分刻みのペースランナーが一緒に走ります。また、その他にも、６時間で完走できるようにサポートしてく
　れるペースランナーも走ります。
◆伴走者
　伴走用の緑色のビブスを付けたランナーが一緒に走ります。付近を一緒に走る場合は、ご配意お願いします。
◆ナンバーカード
　①ナンバーカードには計測チップが付いています。胸面に取り付けてください。ナンバーカードをつけていな
　　い選手は競技失格となります。
　②ナンバーカードに取り付けてある計測チップはゴールするまで取らないでください。ご自分の記録が計測出
　　来なくなります。
　③ゴール後に係員が計測チップを回収します。計測チップを忘れずに返却してください。返却が無かった場合
　　は、相当額を請求させていただきます。
◆そ の 他
　①本人以外の代理出走はできません。
　②参加種目の変更は、認められません。
　③受付のみで競技に出場しない選手は、計測チップのみ返却してください。
　④会場内に、手話通訳士が待機しております。ご用の方は本部までお越しください。
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　　　＊　ランナー位置情報提供サービス　＊

「加賀温泉郷マラソン２０２２」は、インターネット上で
 マラソンランナーの現在地(予測位置)情報を提供いたします。
　ランナーのナンバーカード（ゼッケン）番号または氏名を入力すると、現在の予測位置、
5㎞ごとおよびフィニッシュの記録速報が確認できます。事前に登録しておくと便利です。

お知らせ　●

　　　＊　手 荷 物 預 か り　＊

　◆手荷物預り指定袋を有料にて野球場で販売いたします。
　◆指定袋は、ビニール透明で50×70ｃｍの大きさで、巾着タイプです（有料200円）。
　◆指定袋以外ではお預かりすることができません。
　◆手荷物袋シールを指定袋に貼って、手荷物預り所（スポーツセンターアリーナ）に預けてく
　　ださい。
　◆指定袋に入らない場合は、荷物をひとつにまとめて、指定袋を荷物にはずれないように結び
　　つけてください。
　◆預り時間は６：３０～１５: ３０までとなっております。
　◆貴重品はお預かりできません。各自責任をもって管理してください。
　◆袋の中身の紛失・破損等については一切責任を負いません。

　◆スポーツセンター２Ｆ観覧席および、隣接の陸上競技場スタンドは無料の手荷物置場として、
　　開放いたします。キープディスタンスのうえ、ご自由にご利用ください。
　　ただし、各自責任をもって管理してください。

【アドレス】
　http://systemway.jp/22kaga 

【QRコードからアクセス】

【大会HPからリンク】

加賀温泉郷マラソン 検索

詳しくは大会HPをご確認ください。

指定袋（有料）での預り

無料の手荷物置場
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お知らせ　●

　　　＊　ふるまいごはん・お茶のご提供　＊
　マラソン、１０㎞を走り終えたランナーの皆さんに、お持ち帰り用のおいしいふるまいごはんと、お茶をご用
意しております（無料）。

　　　＊　大会オフィシャルＴシャツ（協力：金沢学院大学 芸術学部）　＊
○デザイン監修：金沢学院大学　芸術学部

○デザイン制作：金沢学院大学　芸術学部　芸術学科
　　　　　　　　４年　前

まえじま

島　綾
あや

音
ね

※予約販売の他にも、大会当日に数量限定
　ではありますが、会場内にて販売してい
　ます。

　　　＊　参加後アンケート調査ご協力のお願い　＊
　「加賀温泉郷マラソン2022」にご参加くださり誠にありがとうございます。この度、今後の
加賀温泉郷マラソンの運営(およびスポーツイベント普及)のための基礎的資料を得ること、参
加に対する評価や満足を明らかにすることを目的に、皆様からご意見をお伺いするアンケート
調査を企画いたしました。調査結果は、統計的な処理を行いますので、個人のご意見を公表した
り、皆様にご迷惑をおかけしたりすることはございません。ご理解の上、ご協力をお願いいた
します。

　　お　願　い
ご帰宅後、今回のマラソン大会への参加の印象や記憶が鮮明なうちに
ご記入ください。
お手数ですが5月8日（日）まで にご回答ください。

企画：金沢学院大学スポーツマネジメント研究室　　

制作意図
加賀温泉郷マラソンの名称にちなんで「温泉につか
るＫＡＧＡ」をイメージしてデザインしました。
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●　会場周辺配置図

会場配置図

スポーツセンター内配置図

２階平面図１階平面図
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●　コースMAP
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エイドステーション・関門等　●

設置距離
　　（Ｋｍ）

エ
イ
ド
番
号

名
　
　
称

給
　
　
水

ス
ポ

ツ

ド
リ
ン
ク

軽
　
　
食

給
　
　
食

救
　
護
　
所

既
存
ト
イ
レ

仮
設
ト
イ
レ

3.9(3.9) ① 宮地町南交差点 ○ ○ ○ ○

6.9 ② 片山津温口交差点 ○ ○ ○ ○ ○

8.8(5.6) ③ 宮地町南交差点 ○ ○ ○ ○

12.3 ④ 中央公園口交差点 ○ ○ ○ ○

14.6 ⑤ 永町大原神社前 ○ ○ ● ○

17.6 ⑥ 万代書店裏 ○ ○ ○ ○

20.8 ⑦ 山代温泉古総湯前 ○ ○ ○ ● ○

23.3 ⑧ 別所町見晴台 ○ ○ ○ ○ ○

25.2 ⑨ うるし座前 ○ ○ ○ ○

26.4 ⑩ 山中座前 ○ ○ ○ ● ○

28.1 ⑪ 山中健民体育館前 ○ ○ ○ ○

30.2 ⑫ JA加賀江沼支店前 ○ ○ ● ○

31.7 ⑬ 河南トンネル入口付近 ○ ○ ○ ○

34.3 ⑭ 三谷町地内交差点 ○ ○ ○ ● ○

36.0 ⑮ 日谷町地内交差点 ○ ○ ○ ○

37.9 ⑯ 大聖寺変電所前 ○ ○ ○ ○ ○

40.0 ⑰ 大聖寺敷地（高架下） ○ ○ ● ○

41.4 ⑱ 中央公園口交差点 ○ ○ ○ ○

42.195 FINISH 陸上競技場 ○ ○ ○ ● ○ ○

※時間は、号砲からの経過時間です。（フルマラソンは第1ウェーブの号砲からの時間なのでご注意ください。）

▼フルマラソン

収容関門 距 離 場 所 制限時間 閉鎖時刻

第１関門 １２．４km 中央公園下 １時間４５分 １０：４５

第２関門 １９．２km 旧北国新聞販売センター加賀営業所前 （保賀町） ２時間３８分 １１：３８

第３関門 ２５．２km うるし座前（山中温泉塚谷町） ３時間３０分 １２：３０

第４関門 ３０．２km JA加賀江沼支店前（山中温泉中田町） ４時間１３分 １３：１３

第５関門 ３７．９km 北陸電力大聖寺変電所前（南郷町） 5時間２２分 １４：２２

▼１０ｋｍ／５ｋｍ

エイド設置箇所一覧

収容関門と競技制限時間

距 離 制限時間 閉鎖時刻

１０ｋｍ 1時間３０分 １２：３０

※設置距離( )＝10kmの部

※●の救護所には、医師が待機しております。

※感染防止対策として給食は提供を取りやめ、軽食も個包装の物のみとします。各自で補給食を持参ください。
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●　駐車場・シャトルバスについて

◆大会当日（１７日）は、加賀市スポーツセンター周辺

は交通規制により、お車で来ることはできません。

指定された臨時駐車場に駐車してシャトルバス（無

料）をご利用ください。

※送迎してもらう場合は加賀温泉駅までとし、シャト

ルバスをご利用ください。

駐車場

駐車場場所（事前申込者）

◆同封の駐車証のエリアに駐車してください。

（Ａ）長津工業前

（Ｃ）DMM.com Base

（Ｄ）旧日本元気劇場（10㎞専用）

（Ｇ）アビオシティ加賀・加賀市医療センター

◆臨時駐車利用可能時間【１７日(日) ６：００～１６：００】

※上記日時以外は臨時駐車場の使用はできません。

シャトルバス乗り場と運行時間

【マラソン】

(A)長津工業前～会場

所要時間 １０分

６：２０～７：５０まで ５分間隔

(C） ＤMM.com Base～会場

所要時間 １５分

６：２０～７：５０まで ５分間隔

(G)加賀温泉駅～会場（10㎞のJR利用の方も利用可）

（アビオシティ加賀・加賀市医療センター）

所要時間１０分

６：２０～１０：００まで ５～８分間隔

【10㎞】

(D)旧日本元気劇場～会場

所要時間 ２０分

８：３０～１０：００まで ７～１０分間隔
※規制のため会場から徒歩10分程度の少し離れた駐
車場に到着します。（帰りも同じ場所から出発）

【注意事項】

※受付時間にご留意ください。

※所要時間は目安です。交通状況によって変わりま
すのでご注意ください。

※７：００～７：５０は大変混雑する事が予想されます。
余裕を持ってお越しください。

※大聖寺駅周辺には臨時駐車場はありません。
また、大聖寺駅からのシャトルバスは運行しないので
ご注意ください。

◆カーナビゲーション等をご利用の方は下記を参考に
登録してください。

（Ａ）長津（ながつ）工業株式会社加賀工場

石川県加賀市小塩辻（おしおつじ）町南2番1

（Ｃ）ＤMM.com Base

石川県加賀市美岬（みさき）町メ1番1

（Ｄ）介護老人保健施設太陽の丘

石川県加賀市深田町ロ2-1

（旧日本元気劇場：加賀市黒崎町27-1）

（Ｇ）アビオシティ加賀

石川県加賀市作見（さくみ）町ル25-1

（Ｇ）加賀市医療センター

石川県加賀市作見（さくみ）町リ36

◆時間帯によっては、大変混雑することが予想され
ますので、余裕をもって早めにお越しください。

臨時駐車場までのアクセス

お帰りのシャトルバス

【マラソン】
（Ａ）長津工業前行き
所要時間 １０分
時間 １２：３０～１６：００ ８～１０分間隔

（Ｃ）DMM.com Base行き
所要時間 １５分
時間 １２：３０～１６：００ １０分間隔

（Ｇ）加賀温泉駅行き（10㎞のJR利用の方も利用可）
（アビオシティ加賀・加賀市医療センター）
所要時間 １０分
時間 １２：３０～１６：００ ５～１０分間隔

【10㎞】 (かがにこにこパーク前発)
（Ｄ）旧日本元気劇場行き
所要時間 ２０分
時間 １２：００～１３：３０ ５～１０分間隔
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1001 間野健太郎 富山県 富山国際大学
1002 草開　貴弘 富山県 ＮＯＷ　ＳＴＹＬＥ
1003 川口　瑞貴 小松市 ＵＲＣ
1004 岩佐　快斗 神奈川県 RFA Japan
1005 澤田　英明 富山県
1006 桜井　柚紀 富山県 Ｔｅａｍ　Ｈａｌｌｙ
1007 長谷川　輝 新潟県 ＦＲＥＥＲＵＮ
1008 田中　寛之 小松市 白山市立北星中学校
1009 浅田　英吾 兵庫県 但馬ＡＣ
1010 奥村　重信 富山県 Ｔｅａｍ　Ｈａｌｌｙ
1011 木下　　翔 埼玉県 ＲｉＳＥ
1012 杉谷　大夢 富山県 Ｔｅａｍ　ｈａｌｌｙ
1013 秋田　祐甫 滋賀県 旭化成
1014 髙井　瑶恭 富山県 ｃｌｕｂＭＳＲ
1015 大西　文平 東京都 ＫＰＭＧあずさ監査法人
1016 梅林　雄大 小松市 ｓｔｙｌｉｓｈ
1017 田邉　淳平 愛知県
1018 坂口　貴志 富山県 ＮＯＷ　Ｓｔｙｌｅ
1019 窪田　真和 兵庫県
1020 本村　耕平 内灘町
1021 越取　雄策 愛知県 名古屋大学医学部附属病院
1022 藤井　亮太 富山県 ＹＫＫ野球部
1023 河中　拓郎 加賀市 石川陸協
1024 鈴木　孝輔 神奈川県 ソディック
1025 毛利　嘉伸 羽咋市 うる星
1026 楞川　裕之 富山県
1027 柴田　太志 富山県 Club MSR
1028 森　　裕哉 小松市 金沢ＡＣ
1029 谷口　滋彦 大阪府 大阪長居ＡＣ
1030 吉村　和也 岐阜県 川崎重工
1031 柳　　裕樹 福岡県 トヨタ九州
1032 石倉　昌和 富山県 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ
1033 毛利　光佑 金沢市 ジュピターランニングクラブ
1034 あべ松兵庫 滋賀県
1035 中畠　洋介 福井県 坂井ランナーズ
1036 猪井　裕幸 大阪府 いのいジャパン
1037 角　　知哉 小松市 小松末広走友会
1038 大村　和広 小松市 小松末広走友会
1039 米田　周平 津幡町 ＵＲＣ
1040 大瀧　拓巳 富山県 チーム羅空
1041 中本　裕之 大阪府

1301 戸田慎太郎 静岡県 ＶＩＶＡＣＥかけがわ
1302 福永　　翼 金沢市
1303 北本　恵人 金沢市
1304 井上　武尊 小松市 航空自衛隊
1305 金子綜一郎 かほく市
1306 遠藤　颯士 愛知県
1307 晴柀　和也 富山県 名古屋大学トライアスロン部
1308 狭間　龍輝 小松市 航空自衛隊
1309 前田　颯太 富山県
1310 水谷　冠太 愛知県 金沢大学
1311 平井　嘉幸 富山県
1312 牧野礼央也 福井県
1313 中島　海斗 富山県 富山大学
1314 濱本　充輝 金沢市
1315 辻田　雅貴 津幡町
1316 沢田　　蓮 穴水町 上出あおい会
1317 吉岡　弘紀 福井県
1318 道瀬　泰佑 福井県
1319 末広　亮太 野々市市
1320 藤田　紘人 小松市 航空自衛隊
1321 犬島　健太 富山県 日本高周波鋼業㈱
1322 茗荷谷　壮 小松市
1323 上田　　尚 山口県

1324 金田　和磨 富山県 公立小松大学
1325 吉田　一博 金沢市 ルーナイト
1326 脇田　博生 愛知県 静岡大学
1327 今川　雅紀 富山県 関西電力
1328 桝本　　匠 小松市
1329 太田　康介 野々市市
1330 西村　大成 滋賀県 pov
1331 上田　拓実 中能登町 とりやアスリートクラブ
1332 黒川壮一郎 富山県 関西電力送配電
1333 畑　　晴周 加賀市 今村証券株式会社 加賀支店
1334 小出　　聡 小松市
1335 指方　大嵩 小松市 航空自衛隊小松基地
1336 立川　啓太 金沢市 石川県立中央病院
1337 田中　幸宏 福井県 田中幸宏
1338 浅田　滉平 小松市 今村証券株式会社 加賀支店
1339 石川　智大 大阪府
1340 篠原　大輝 大阪府
1341 東　　祥平 内灘町 あいりす
1342 西田　光希 金沢市 石川県水産総合センター
1343 辻　　巧明 愛知県
1344 梅田　大和 小松市
1345 鈴木　貫太 福井県
1346 岩﨑　皇志 岡山県 象印マホービン㈱
1347 金崎　凌我 金沢市
1348 白井凌太郎 神奈川県 ㈱サーキュレーション
1349 廣田　卓拓 富山県 万葉健友会
1350 橋本勝太郎 加賀市
1351 江島　健生 東京都
1352 成川　京介 愛知県
1353 神田　喜哉 小松市
1354 岡崎　広弥 金沢市
1355 上野　漱介 かほく市
1356 大西　朋哉 愛媛県
1357 石谷　貴英 滋賀県
1358 長谷　健司 小松市 エンジン
1359 田中　悠大 金沢市
1360 西出　優志 小松市
1361 平竹　　亮 京都府
1362 加藤　克彦 福井県
1363 坂下　昇次 金沢市
1364 奥出　　慎 金沢市
1365 中田　康介 小松市 中村留精密工業
1366 千田　和輝 加賀市 ジェイバス
1367 百津　貴朗 小松市
1368 中田　達也 金沢市 石川県庁
1369 森川　翔太 輪島市
1370 濱野　竣揮 白山市
1371 木村　将太 金沢市
1372 伊藤　拓也 岐阜県 走ろう会
1373 大島　直哉 津幡町 津幡ｐｒｏｊｅｃｔ
1374 那須　広基 愛知県
1375 坂本　滉太 愛知県
1376 森川　大地 津幡町 津幡ｐｒｏｊｅｃｔ
1377 輿石　　徹 愛知県
1378 鈴木亮大朗 白山市
1379 西村　比呂 金沢市
1380 土永　恭平 小松市 今村証券株式会社 加賀支店
1381 勝田　耀介 三重県
1382 清水　　毅 富山県
1383 野々村和己 能美市
1384 大西　晃平 中能登町 つばさの会
1385 東　　拓馬 加賀市
1386 吉国　　叡 富山県
1387 山本　龍角 福井県
1388 大村宗市朗 埼玉県
1389 清水　涼弥 金沢市 今村証券株式会社 加賀支店
1390 鈴木　真易 東京都
1391 出見　尚誠 富山県

1392 越田　大樹 金沢市 ネッツトヨタ石川㈱
1393 平野　　良 小松市
1394 阿竹　隼耶 加賀市 チームほたる
1395 山口　拓真 志賀町 北陸電力
1396 木山　敦貴 大阪府
1397 松井　弘信 白山市
1398 橘　　亮太 金沢市 金沢市役所
1399 荒井　琢巳 富山県
1400 市川　健太 小松市
1401 重松　知樹 東京都
1402 三上　健太 小松市
1403 横井　貴也 金沢市
1404 中山　　蒼 神奈川県 昭和音楽大学
1405 坂野　勇太 金沢市
1406 高橋　侑輝 加賀市
1407 宮本　圭吾 三重県
1408 伊藤　淳貴 福井県
1409 山本　健太 川北町
1410 青山　京佑 富山県
1411 出宮　史崇 能美市
1412 加藤　亮太 三重県
1413 西村　一也 小松市 辰口郵便局
1414 村上　翔斗 大阪府
1415 小川　真幸 七尾市
1416 杉本　　隆 大阪府
1417 津田　博貴 大阪府 つっちゃん練習会
1418 松井　瞭治 内灘町
1419 小松　　慎 富山県 中北薬品
1420 岸野　　剛 埼玉県
1421 坂山　貴浩 小松市
1422 林　紀磨呂 富山県 まろびーず
1423 田中　達也 津幡町
1424 湯山　卓飛 野々市市 湯山家
1425 長岡　　諒 群馬県
1426 山本　悠太 愛知県
1427 木下　裕太 富山県
1428 石川　原愛 小松市
1429 五十川　養 金沢市 ハクサンクラブ
1430 浅井　拓也 津幡町
1431 千年原　旭 金沢市
1432 岡本　卓大 福岡県
1433 工藤　郁人 金沢市
1434 桑原　佑輔 大阪府
1435 伊東　康洋 小松市 ｎｏｂｕ  ｘ  ｈｏｏｄ
1436 平野　郁哉 野々市市
1437 北野　光治 加賀市
1438 長谷　　優 金沢市
1439 熊木　克也 新潟県
1440 太田　勇気 東京都
1441 橋野　琢也 金沢市 ＮＴＴフィールドテクノ
1442 早瀬　智紀 岐阜県
1443 松山　　陽 白山市 国土開発センターＲＣ
1444 池上　久貴 小松市
1445 前田　　聡 金沢市
1446 矢田部　剛 東京都
1447 浜田　莉央 金沢市
1448 塩見　　銀 愛媛県
1449 児玉　遼嗣 小松市 自衛隊小松基地補給隊
1450 浅野　嵩博 金沢市
1451 小松　　巡 福井県
1452 田中　大貴 中能登町 鹿島ＡＣ
1453 東　　達伸 加賀市
1454 木田村嘉之 金沢市
1455 石田　　朗 新潟県
1456 平本　祐也 兵庫県
1457 田中　俊輔 福井県 小松末広走友会
1458 小船井　諒 和歌山県
1459 備前　雅斗 金沢市

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

１部　マラソン　男子18才～39才

●　選手名簿〔各部門 №太字 は陸連登録選手〕 ※中止となった２㎞ファンランを除いた２月１日時点の名簿です。
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1460 山口　義貴 金沢市 春風クラブ
1461 田路　卓実 金沢市
1462 長谷川一平 金沢市 ＪＲ貨物北陸ロジスティクス
1463 中村　謙弘 東京都
1464 清水　智大 滋賀県
1465 吉田　直矢 富山県
1466 中川竜之介 金沢市 金沢大学
1467 川口　公宏 愛知県
1468 野﨑　泰佑 富山県
1469 久野村　駿 金沢市
1470 清原　孝啓 京都府
1471 築田　直也 富山県
1472 田中　　捷 小松市
1473 尾田翔太郎 小松市
1474 土居　弘幸 小松市
1475 小島　岳樹 奈良県
1476 松島誠一郎 小松市
1477 高橋　史弥 愛知県
1478 小田原昌平 金沢市
1479 坂野　健介 福井県 ＧＥＮＫＹＲＵＮＣＬＵＢ
1480 相田　晴久 金沢市 日機装
1481 渡邊　慶亮 金沢市
1482 津島　永吉 富山県 グリーンズ
1483 楠本　浩介 金沢市 イソギンチャク
1484 藤井　　諭 野々市市
1485 越村　和久 金沢市
1486 安岡　佳紀 小松市
1487 岩原　　巧 千葉県
1488 谷口　琢磨 能美市 河内スキー協会
1489 中澤　柾哉 金沢市
1490 Okamura Yoshiki 愛知県
1491 辻　　直希 小松市
1492 北野　　輝 神奈川県
1493 高橋　秀明 富山県
1494 廣部　達哉 白山市 ハクサンクラブ
1495 坂井登志高 金沢市
1496 柿澤　晋平 富山県
1497 竹村　悠太 輪島市 市立輪島病院
1498 三野　真宜 埼玉県 株式会社テクノプロ
1499 木村　泰貴 金沢市 一念大助
1500 牧　　優介 富山県
1501 宮田健太郎 能美市 ㈱北國銀行
1502 浜手　　翔 富山県
1503 山口　　晃 野々市市
1504 小幡　正雄 金沢市
1505 山田　大智 福井県
1506 森田　浩輔 京都府
1507 北谷　　渉 七尾市
1508 江本　雅俊 千葉県
1509 中野　靖大 愛知県 ブラザー工業
1510 宮下　　将 福井県
1511 橋野　浩弥 金沢市
1512 坂口　宗之 かほく市
1513 北村　拓也 津幡町
1514 中佐　拓弥 小松市
1515 福永　敏克 小松市
1516 門谷　侑哉 大阪府
1517 石黒　健人 東京都
1518 平井　雅泰 香川県
1519 高川　真伍 金沢市 石川県立中央病院
1520 太田　理博 金沢市
1521 濱田　崇志 輪島市
1522 宇佐美典克 福井県 小松末広走友会
1523 福岡　善行 加賀市
1524 惣八　忠昭 金沢市
1525 中村　恭介 小松市
1526 日下部敏也 野々市市
1527 大島　卓也 富山県 ＨＡＣ
1528 岡　　祐介 金沢市 ㈱エフピコ
1529 小川　尚彦 金沢市
1530 西山　晃平 福岡県

1531 山田　智弘 小松市
1532 小新　松也 加賀市
1533 カパララ  デイビッド 奈良県
1534 今井　裕作 愛知県
1535 北川　敦史 小松市
1536 友田　浩一 京都府
1537 納谷　旭洋 津幡町 ケアパック石川
1538 柿沼　友行 千葉県 ＪＦＥ千化
1539 中田　球介 白山市
1540 細川　　駿 能美市
1541 沢田晋太郎 かほく市
1542 上田　智也 富山県
1543 橋本　真宏 白山市
1544 上出　紘希 福岡県 ㈱カネカメディックス
1545 西村　和也 白山市
1546 江尻　　航 富山県
1547 鶴原　友輔 金沢市 金沢大学附属病院
1548 荒勢　健輝 金沢市
1549 加藤　　樹 金沢市
1550 西野　雅幸 白山市
1551 苑原　松太 金沢市
1552 山下　拓郎 群馬県
1553 五井　翔太 加賀市
1554 久保　博輝 福井県
1555 東野　広志 小松市 ＴＹＤＲＣ
1556 中川　貴大 白山市 藤クリ
1557 坂口　　真 東京都
1558 木村　俊太 京都府
1559 東　　一仁 白山市
1560 小西　雄大 富山県
1561 島田　隆三 滋賀県
1562 森田　　康 神奈川県
1563 谷口　　悠 富山県 ア・ライフ
1564 坂本　純一 滋賀県
1565 長谷　崇史 金沢市
1566 岡田　章秀 川北町
1567 荒井　健二 金沢市
1568 天満　　晋 金沢市
1569 加藤　達也 大阪府
1570 久田　勝也 金沢市
1571 隅田　一輝 白山市 スミダ電機㈱
1572 米谷　賢太 富山県 新新薬品工業
1573 大連　達揮 福井県 ＡＫＵＳＨＵ
1574 関戸　克弥 小松市
1575 高木　将弘 金沢市
1576 野村　泰孝 金沢市 ＴＡＣＨＩＮＯ
1577 浜田　和輝 金沢市 ＵＲＣ
1578 出水　雄介 小松市
1579 長崎　貴也 小松市 丸八製茶場
1580 三村　祐貴 千葉県
1581 高橋　和樹 金沢市 藤田整形外科クリニック
1582 中島　寛将 金沢市
1583 中田　龍一 津幡町 中原化成品工業
1584 熊谷　大志 小松市
1585 山田　隆嗣 白山市
1586 上出　淳也 加賀市
1587 天谷玲央奈 福井県 ゲンキーマラソンクラブ
1588 高野　充弘 金沢市
1589 榎　　孝文 富山県 ㈱クスリのアオキ
1590 大坂　哲哉 金沢市
1591 岡本　拓大 東京都 チーム藁谷
1592 渡瀬　浩二 能美市
1593 酒井　周平 福井県
1594 宮崎　紘樹 富山県
1595 飯島　隆志 愛知県
1596 赤尾　和紘 山口県 くだまつ絆星
1597 水谷　俊紀 愛知県
1598 山中　康史 愛知県
1599 松岡　玄也 愛知県
1600 長谷川将之 福井県
1601 吉岡　　学 能美市 たんぽぽ薬局㈱

1602 丸中　大輔 野々市市
1603 大塚　慎吾 加賀市
1604 山下　量市 金沢市
1605 山本康太郎 茨城県
1606 泉　　秀和 加賀市
1607 北川　智布 富山県
1608 染谷　昌吾 埼玉県 無し
1609 川田　　了 福井県
1610 井波　斗志 大阪府
1611 村井　正幸 川北町
1612 秋山　直也 小松市
1613 山中　佑介 愛知県
1614 室　　賢治 能美市
1615 河井　亮平 大阪府
1616 金久　和大 金沢市
1617 河野　　潤 福岡県
1618 守田　健二 富山県
1619 中村　道人 滋賀県
1620 杉本　謙信 かほく市 藤クリ
1621 荒井　優太 金沢市 細野木材
1622 竹谷　智志 東京都
1623 吉田　哲朗 小松市 石川ランナーズ
1624 田井　敬輔 小松市
1625 奥村　　亮 金沢市 東邦液化ガス北陸営業所
1626 長谷川琢磨 加賀市 にちにち好日
1627 山岸　　剛 白山市 レモンサワー
1628 田村　和也 金沢市
1629 大岩　正人 加賀市
1630 佐伯　洋平 富山県
1631 宮崎　恭弥 小松市
1632 宮崎　晃司 金沢市
1633 清水　俊幸 金沢市
1634 笠原　　遼 福井県
1635 酒井　俊介 かほく市
1636 川端　康司 小松市 ユニー
1637 佐々木優介 白山市
1638 堀江　邦聡 福井県
1639 中川　　聖 小松市
1640 本嶋　達也 金沢市 巨人
1641 西田　　洋 富山県
1642 久木　孝洋 小松市
1643 横木　大高 金沢市
1644 剣持　祐介 神奈川県
1645 長谷川　立 内灘町 ワラーチランナーたつる
1646 角田　政司 東京都
1647 渡辺　純一 金沢市
1648 藤﨑　優成 兵庫県
1649 清原　崇雅 志賀町 ケージーテクニカル
1650 野竹　　淳 内灘町
1651 三輪　洋介 神奈川県
1652 藁谷　隆直 愛知県
1653 清水　　渉 金沢市
1654 本多　恒介 白山市
1655 屶網　和也 金沢市 コマツ
1656 古村　卓哉 金沢市 ㈱ミモト
1657 曽田　　誠 小松市 ソダショー
1658 亀本　理朗 富山県
1659 藤野　慎也 小松市
1660 山科　俊貴 小松市
1661 村田　篤紀 富山県 イワトラ
1662 坂本　瑞樹 金沢市
1663 高嶋　順也 金沢市 金沢エンジニアリングシステムズ
1664 大堀　泰史 和歌山県 大堀薬局
1665 山上　大志 小松市
1666 堀口　　将 小松市
1667 白榮　洋和 小松市
1668 小根山友司 金沢市
1669 舟山　槙吾 志賀町
1670 水井　智士 加賀市 ソディックエフティ
1671 森本健二郎 岡山県 ウィニングラン倉敷
1672 安福正太郎 三重県

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ
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1673 南部　修作 富山県
1674 中橋　公輔 小松市 ＨＤＣ　お漬物屋
1675 茶浦　克彦 金沢市
1676 島　　祐一 富山県 チーム呑んだくれ
1677 池田　義行 小松市
1678 富永　文彦 東京都
1679 小林　洪基 金沢市
1680 西村　大吾 福井県 ブヒ坂会
1681 林　　和幸 富山県
1682 大洞　秀二 東京都
1683 栗谷　亮平 金沢市
1684 橋場　翔太 小松市
1685 山田　恭平 富山県 北陸ＳＮＪ
1686 朝日　　健 加賀市 芭蕉珈琲
1687 板倉　圭志 小松市
1688 岡田　憲明 富山県
1689 沢井　真人 加賀市 ＫＲＣ
1690 宮本　　正 中能登町
1691 菅波　正太 加賀市
1692 岡田　晃範 富山県
1693 浅海　　輔 小松市 ６Ｗ　エンジン
1694 平田　将之 能美市
1695 山口　真吾 金沢市 ギニュー特走隊
1696 山代　　健 金沢市
1697 荒礒　一也 金沢市
1698 小倉　光晴 滋賀県
1699 吉江　正喜 富山県
1700 井口　心平 京都府 鴨川走友会
1701 八木　雄大 能美市
1702 得田健太郎 金沢市
1703 中森　昌史 加賀市
1704 西野　　栄 加賀市 今村証券株式会社 加賀市店
1705 樋口　展和 大阪府
1706 三宅　誠一 かほく市
1707 宮沢　貞春 愛知県 上郷
1708 高桑功一朗 富山県
1709 福田慎一郎 富山県
1710 松本　哲也 奈良県
1711 山田　悠基 金沢市
1712 油谷　　弥 富山県
1713 森本　章裕 金沢市
1714 岡田　哲弥 白山市
1715 田端　信之 加賀市 ほこほこ
1716 小野寺祐太 愛知県
1717 松山　真吾 白山市
1718 水上　匡人 輪島市
1719 山田　公伸 金沢市 与論の星
1720 川端　　裕 金沢市 ㈱ゴルフガーデン金沢
1721 番場　信吾 小松市
1722 目代　和幸 かほく市
1723 水口　駿介 愛知県 もーさにんぐ
1724 東　　直矢 東京都
1725 上保　智人 金沢市 ＧＲＣ
1726 藤本　裕也 金沢市
1727 赤井　敏弘 白山市
1728 西村　泰紀 金沢市
1729 大巻　祐太 宮崎県
1730 本田猪之介 金沢市
1731 中島　　努 金沢市
1732 蔵谷　泰祐 加賀市
1733 松本　貴文 滋賀県 ＴＲＨ
1734 住吉　玄伍 富山県
1735 左藤　匡利 金沢市
1736 北林　宏之 能美市
1737 繁田　佳隆 福井県
1738 釜谷　英希 輪島市 輪島
1739 登美　俊典 金沢市 チームＥＩＺＯ
1740 行武　大輔 白山市
1741 北村　真斗 かほく市
1742 宮脇　直也 三重県
1743 北本　信徳 白山市 ＭＭＧ

1744 叶　　保明 三重県 東邦液化ガス北陸営業所
1745 関本　悠太 金沢市
1746 農田　智史 小松市
1747 加納　慎也 金沢市
1748 佐野　隆文 富山県
1749 皆見　孝幸 能美市 第三次成長期
1750 中川　　竜 福井県 ゲンキー㈱
1751 原　　　誠 羽咋市 チーム金港堂
1752 高橋　龍平 島根県
1753 乾　　勇太 福井県
1754 中平　洋輔 白山市
1755 岡田　健司 金沢市
1756 宮崎　全弘 野々市市 トランテックス
1757 山本　正朗 福井県
1758 西出　尚人 小松市
1759 谷口　直生 白山市 アンド・スミダ
1760 中島　啓照 愛知県 サブ３出したい
1761 金村　哲也 金沢市 カナちゃんピン
1762 前田　忠史 金沢市 グロリアＡＣ
1763 志方　　優 兵庫県
1764 小西　達也 金沢市
1765 八木　智矢 富山県 ミノタウロスＲＣ
1766 淺野　雄一 金沢市
1767 松村　隆幸 七尾市
1768 木村　　光 野々市市
1769 今原　玄太 能美市 小松ＡＴＣＳ
1770 椙山　　環 三重県
1771 堀　　準哉 かほく市 北陸精鍛
1772 北崎信一朗 津幡町 チーム圭ちゃん
1773 大瀧　智春 金沢市
1774 大杉建太郎 金沢市 田中昭文堂印刷
1775 堀江　栄祐 小松市
1776 村中　雄一 能美市 第７地区
1777 島倉　晃一 富山県 射水商工会議所
1778 宮川　尚司 白山市 もちつきぺったん
1779 國井　秀仁 金沢市
1780 有馬　隆史 白山市
1781 藤井　利昭 京都府 サトウ練習会
1782 角田　貴昭 金沢市
1783 河村　雅博 内灘町
1784 北村　達也 金沢市 北國銀行
1785 小松　大輔 神奈川県
1786 辻原　和昌 金沢市
1787 西山　隆司 京都府
1788 河本　拓也 小松市 金沢興行
1789 古川　優作 小松市
1790 原田　尚弥 千葉県
1791 毛利　圭二 羽咋市 羽咋クラブジュニア
1792 山田　　仁 金沢市
1793 井出　　唯 能美市
1794 清水　俊彦 小松市
1795 山崎　正雄 滋賀県
1796 木戸　　孝 金沢市
1797 佐伯　　健 富山県
1798 飛地　晃佳 かほく市
1799 赤地真太朗 金沢市 澁谷工業陸上部
1800 渡壁　秀貴 京都府
1801 築田　武志 小松市
1802 宮崎　英樹 加賀市
1803 平　　良夫 富山県 ハナビシＲＣ
1804 東本　剛典 京都府
1805 村井　一茂 小松市
1806 吉田　拓未 金沢市
1807 佐古井偉勢 金沢市
1808 野花　秀人 兵庫県
1809 山本英太郎 小松市
1810 澤田　邦広 金沢市
1811 李　　勝守 大阪府
1812 飯高　晶之 東京都
1813 水戸　勇輔 加賀市
1814 小原　大輔 金沢市 オハラ

1815 高橋　達也 小松市
1816 樺　　龍治 能美市 ＲＢＣランニングクラブ
1817 北川　一博 神奈川県 ベストスマイルRC

1042 馬場　　斉 愛知県 走る詩人の会
1043 山田　英雄 白山市 かおラン
1044 池田　　繁 富山県 Now　Style
1045 池上　大輔 愛知県 愛知県庁クラブ
1046 永井　竜也 茨城県
1047 辻村　　聡 奈良県 クラブＲ２西日本
1048 平見　　実 かほく市 金沢市役所アスリートクラブ
1049 橋　　貴正 富山県 射水マラソンクラブ
1050 林　　太志 金沢市 辰巳化学
1051 長谷川雅也 富山県 ＣＬＵＢＭＳＲ
1052 城宝　芳彦 小松市 ＳＡＮーＳＹＯ　ＴＲＡＣＫＳ
1053 植田香太郎 神奈川県
1054 浜上　貴志 白山市 ハクサンクラブ
1055 中嶋　敏弘 金沢市 ジュピターＲＣ
1056 油片　賢吉 小松市 ㈱アイエムショット
1057 大慈弥良雄 金沢市 金沢アスリートクラブ
1058 宮下　祐一 京都府 京都陸協
1059 北側　元之 大阪府 近鉄百貨店
1060 丸山　秀行 東京都 ブリヂストン
1061 村田　　仁 白山市
1062 辻　　宣博 兵庫県
1063 今　　正徳 富山県 Ｎｏｗ　Ｓｔｙｌｅ
1064 吉田　正樹 愛知県
1065 進藤　康洋 白山市 小松末広走友会
1066 齋藤　明大 千葉県
1067 谷口　　希 富山県 ｎｏｗｓｔｙｌｅ
1068 川瀬　　聖 愛知県 三重県庁ＡＣ
1069 能登　陽介 富山県 ハナビシＲＣ
1070 飯田　涼平 静岡県 スポーツタウンメイセイ
1071 徐　　恩偉 東京都
1072 山本　　守 東京都 陽大・愛子の父
1073 大和田宏諭 大阪府
1074 井上　欣彦 京都府 わくわくランナーズ
1075 山内　徳行 茨城県
1076 大平　英嗣 富山県 ＳＡＬＬＹＳ
1077 前畑　敏之 宝達志水町 金沢市役所アスリートクラブ
1078 三木　　孝 兵庫県
1079 市田　　聡 富山県 Club　MSR
1080 田中　　充 愛知県 ＦＵＮＲＵＮ７５８
1081 東　　優介 富山県
1082 西村　陽介 京都府 クラブＲ２西日本
1083 原田　直樹 愛知県 三好走ろう会
1084 小島　正博 栃木県
1085 赤尾　　学 加賀市 芭蕉珈琲ランクラブ
1086 小林　貴昭 大阪府
1087 福原　康弘 兵庫県 加古川市陸上競技会
1088 武田　英裕 白山市 Ａｗａｋｅ
1089 樋原　伸吾 小松市 岩内山ランクラブ
1090 大橋　浩二 小松市 芭蕉珈琲ＲＣ
1091 木下　純一 奈良県 大西陸上部
1092 六田　清二 富山県

1901 吉川　和博 富山県 チームアバンテ
1902 関浦　順平 金沢市 ㈱クスリのアオキ
1903 小野　篤史 新潟県
1904 安達　　源 富山県
1905 菅井　宏樹 能美市
1906 田中　敦朗 金沢市
1907 米谷　長朗 加賀市 ＫＲＣ
1908 早瀬　淳一 小松市 小田電気商会
1909 杉山　　剛 埼玉県

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

２部　マラソン　男子40才～49才
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1910 弥勒　太志 三重県
1911 荒井　英樹 金沢市
1912 大木　貴道 愛知県 新和薬品
1913 田窪　寛之 金沢市
1914 西山　達也 金沢市 ＨａｉｒＲｏｏｍＭｏｋａ
1915 吉澤　　拓 三重県
1916 森口　大祐 加賀市
1917 多鹿　友和 兵庫県
1918 伊藤　浩三 白山市 Ｑ兵衛
1919 市毛　利幸 東京都
1920 越村　　雅 能美市 チームＥＩＺＯ
1921 水口　勝志 金沢市 はせがわクリニック
1922 木村　英樹 富山県
1923 田中　史彦 滋賀県
1924 寺田　亮太 かほく市 走ＲＵＮ会
1925 北川　悟郎 金沢市
1926 岡　　大悟 内灘町 津田駒工業㈱
1927 立野　　聡 加賀市
1928 藤野　智宏 神奈川県
1929 佐藤　新悟 金沢市 ひまわりほーむ
1930 吉岡　大徳 白山市
1931 田村　広紀 金沢市
1932 坂本　和希 加賀市
1933 田中　光文 富山県 干場建設
1934 柱山　卓摩 金沢市 グロリアＡＣ
1935 小角　俊裕 福井県
1936 千戝　賢一 富山県 麦酒疾走
1937 堂徳　祐司 福井県
1938 野末　浩生 静岡県 ランニング専門学校
1939 森　　治曉 富山県
1940 上坂　高裕 福井県
1941 木村　　稔 小松市 ㈱クロダレース
1942 五十嵐　亮 七尾市
1943 荒木　大輔 金沢市
1944 木下　　務 富山県 麦酒疾走
1945 上野　紘芳 富山県
1946 三田村直人 福井県
1947 平野　利彦 富山県 十全美装㈱
1948 永田　　旭 金沢市 わくわくランナーズ
1949 野澤　岩男 小松市 芭蕉珈琲ランクラブ
1950 白鳥　裕介 福井県 三谷商事
1951 新田　　豊 白山市
1952 中島　拓郎 野々市市 オセーゲン
1953 小木　哲也 埼玉県
1954 藤村　嘉晃 奈良県
1955 徳永　浩昭 富山県
1956 ヤング  クー 埼玉県
1957 吉田　太治 金沢市
1958 安宅　雅宏 金沢市
1959 八木　裕司 京都府
1960 浅野　裕紀 東京都
1961 鶴来　正史 白山市
1962 松崎　　歩 金沢市
1963 成田　英治 金沢市
1964 岩折　　隆 富山県
1965 倉本　雄輔 金沢市
1966 藤井　啓太 金沢市
1967 竹谷　憲亮 津幡町
1968 石地　博之 滋賀県 本部
1969 比良　俊晴 金沢市
1970 田村　大輔 小松市 ＫＲＣ
1971 正藤　勇介 白山市
1972 舘　　是崇 白山市
1973 東川　拓馬 白山市
1974 吉内　康人 金沢市
1975 笹川　　創 富山県 北陸銀行
1976 中村　聖智 富山県 ナンコメクラブ
1977 吉田　健吾 滋賀県
1978 絹川　智康 金沢市 絹川不動産ＡＣ
1979 佐藤　寛克 白山市
1980 河越　喬介 小松市

1981 坂本　雅俊 金沢市
1982 福永　　一 白山市 航空自衛隊
1983 久保　雅揮 小松市 加賀トラ
1984 松浦　芳英 福井県
1985 辻　　拓郎 白山市
1986 中道　慎也 福井県
1987 山谷　　享 茨城県
1988 今村　茂範 白山市 遠足藩
1989 田邊　英己 金沢市
1990 秋田　啓介 京都府 アキタ薬局
1991 横田　　悟 富山県 アスリート
1992 高熊　大輔 小松市 オセーゲン
1993 川角　佳也 白山市
1994 吉本　豊明 能美市
1995 井龍　人喜 能美市
1996 髙田　祐輔 金沢市
1997 笠井　公平 金沢市 ㈱双葉
1998 白井　紀充 愛知県
1999 吉本　貴一 白山市
2000 前坂　裕典 富山県
2001 本多　友昭 金沢市
2002 中村　潤一 金沢市 ㈱マルエー
2003 大島　晃一 富山県
2004 佐々木　真 白山市 ＮＴＴフィールドテクノ
2005 岩野　将士 金沢市 石川ランナーズ
2006 伊藤　　巧 愛知県
2007 居附　宜之 富山県
2008 江口　　馨 愛知県 名古屋医療センター
2009 北山　吉輝 金沢市
2010 佐久間　譲 京都府 ｂａｎａｎａＬａｂ
2011 青塚　久和 金沢市 澁谷工業陸上部
2012 藤城　博明 富山県
2013 村中　俊宏 小松市 ジェイ・バス
2014 原　　和彦 東京都
2015 林　　大輔 金沢市
2016 川守　慶之 金沢市
2017 上木　拓也 福井県
2018 酒井　直之 富山県
2019 畠山　敏幸 小松市
2020 森本　順也 滋賀県
2021 奥　　純一 白山市
2022 宮本　敬介 金沢市 金沢市役所
2023 橋本　知人 金沢市 ぽこラン倶楽部
2024 清水　慶彦 金沢市
2025 松田　一郎 滋賀県
2026 松下　征史 かほく市 藤クリ
2027 中川　　哲 金沢市
2028 茶倉　安志 内灘町 澁谷工業陸上部
2029 岡本　真吾 金沢市
2030 田中　博規 福井県
2031 福浦　　守 金沢市
2032 大門　哲爾 福井県 浄土宗越前大野善導寺
2033 川向　幸彦 金沢市 ㈱みづほ室内工業
2034 泉　　胤智 東京都
2035 平田　敏治 白山市
2036 前川　孝雄 野々市市 チームＥＩＺＯ
2037 千田　篤志 福井県 医）明峰会
2038 川岸　隆之 富山県
2039 石丸　智也 金沢市
2040 白浜　　洋 金沢市
2041 大部　雅之 金沢市
2042 加藤　　猛 小松市
2043 中泉　貴臣 志賀町 ＮＴＮ能登製作所
2044 田口　祐介 金沢市
2045 高窪　　亨 金沢市
2046 安達　和彦 能美市 タマダ㈱
2047 中村慎太郎 小松市 金沢村田製作所
2048 松島　拓也 富山県
2049 寺田　光孝 愛知県
2050 服部　　誠 輪島市 珠洲鉄人会
2051 中川　武史 金沢市

2052 亀井　亮介 京都府
2053 広部　　潤 滋賀県 ナカリンマラソンクラブ
2054 横井　浩平 小松市
2055 箕谷　伸也 野々市市
2056 徳永　大道 岐阜県
2057 安田　　勉 大阪府 チームＰＯＶ
2058 太田　哲明 金沢市
2059 山口　優樹 金沢市 ＭＨ・ＴＲＣ
2060 古田　　崇 福岡県
2061 平野　智之 小松市
2062 高　　龍悟 白山市
2063 堂國　拓実 福井県
2064 山田　知則 富山県 ふくみつＳＣ
2065 泥谷敬士郎 京都府
2066 山崎　宏和 津幡町
2067 山森　大介 金沢市
2068 寄谷　　敏 金沢市
2069 宮嶋　陽司 金沢市
2070 大井　智彦 七尾市
2071 佐治　相年 神奈川県 南山マラソン
2072 蒔田　浩彰 白山市
2073 井川　健太 野々市市
2074 北村　亮介 野々市市
2075 関　　良一 大阪府
2076 関戸　重仁 小松市
2077 古市　浩士 大阪府
2078 清水　　力 小松市 ＫＲＣ
2079 万行　繁敦 白山市
2080 島谷　　誠 金沢市 ＧＲＣ
2081 伊藤　基裕 静岡県
2082 上田　朋和 加賀市 加賀市議会
2083 中塚　彰宣 兵庫県
2084 谷口　昌範 金沢市
2085 真喜屋竜司 野々市市 ＮＴＴフィールドテクノ
2086 山田　一樹 金沢市
2087 廣澤　伸晃 内灘町
2088 加藤　淳平 東京都 南山マラソン
2089 岡嶋　正幸 愛知県
2090 和泉　清明 加賀市
2091 澤崎　亮介 小松市 コマツ
2092 能崎　良洋 金沢市
2093 平田　　光 金沢市
2094 広瀬　達朗 神奈川県
2095 西村　一人 加賀市
2096 杉森　達也 能美市 能美市商工会青年部
2097 串谷　和也 小松市
2098 高山　智和 和歌山県
2099 中村　圭宏 内灘町
2100 松川　哲也 金沢市
2101 桑原　　悟 加賀市 ポンコツクラブ
2102 谷山　大輔 志賀町
2103 鈴木　一生 東京都
2104 北本　憲央 金沢市
2105 斉藤　雅人 愛知県
2106 西村　貴之 かほく市
2107 本多　洋人 能美市
2108 上田　　紘 愛知県
2109 辰巳　昇平 金沢市
2110 細川　憲司 金沢市 松屋フーズ
2111 二木　洋充 小松市
2112 中川　貴志 小松市 チームＥＩＺＯ
2113 奥　　　澄 小松市
2114 直江宗太郎 金沢市 ㈱福井鉄工所
2115 河合　　潤 加賀市
2116 辻田　知彦 福井県
2117 久保　　映 内灘町
2118 松岡　智広 滋賀県
2119 中筋　善広 加賀市
2120 酒井　　誠 富山県
2121 高嶋　庸介 富山県
2122 松田　真弘 加賀市

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ
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2123 小山　秀行 金沢市 澁谷工業陸上部
2124 乾　　康祐 野々市市
2125 佐久間直行 金沢市
2126 中西　博志 能美市
2127 玉木　康博 富山県
2128 南　　　聡 福井県
2129 立野　純一 大阪府
2130 石黒　達教 富山県
2131 山口　誠司 津幡町
2132 谷口　　徹 小松市
2133 平野　勝彦 三重県
2134 山口　　武 滋賀県 しがでんＲＣ
2135 家城　　護 富山県
2136 中山　真一 富山県
2137 岡本　英朗 内灘町
2138 金田　喜孝 羽咋市
2139 清瀬　秀逸 小松市
2140 越　　正史 金沢市
2141 高崎　文吾 輪島市
2142 松山　拡史 小松市
2143 林　　豪也 金沢市 ＴＴＣ
2144 藤本　直樹 滋賀県
2145 中嶋　和生 愛知県
2146 上野　英一 金沢市
2147 西嶋　　剛 金沢市
2148 笠原　大樹 三重県
2149 苗島　　豊 金沢市 すいか部
2150 竹端　政貴 白山市
2151 高野　元秀 滋賀県
2152 任田　正吾 能美市
2153 坂本　登照 金沢市
2154 奥　　智弘 小松市
2155 川畑　和馬 愛知県
2156 大久保宏徳 福井県
2157 岡崎　幹弘 愛知県 のたうちまわれ
2158 宮竹　秀治 白山市 大豆工房美川
2159 松本　　修 かほく市
2160 吉藤　康平 金沢市
2161 為近　智夫 大阪府
2162 林　優一郎 小松市
2163 島野　準平 羽咋市 バカ軍団
2164 神谷　良則 金沢市
2165 冨田　育大 金沢市
2166 吉川　剛史 白山市
2167 倉川　　渉 加賀市 にちにち好日
2168 斉藤　秀継 金沢市 岩内山ランクラブ
2169 黒川　直也 金沢市
2170 黒橋　浩明 金沢市
2171 鈴木　啓悟 金沢市
2172 山田　剛路 志賀町
2173 河越　雄介 小松市 こまつ自動車学校
2174 佐藤　洋平 野々市市
2175 室田　剛志 能美市 能美市商工会青年部
2176 北村　大輔 岐阜県
2177 荒井　貴行 愛知県
2178 吉村　昌洋 宝達志水町 宝達志水町役場
2179 小林　　竜 白山市
2180 長井　　聡 大阪府
2181 大西　宏和 金沢市 Ｚ
2182 山方　健一 野々市市 澁谷工業陸上部
2183 酒井　哲史 小松市
2184 萩原　　寛 富山県 はぎＭＯＴＯ　ＲＴ
2185 角　　克也 金沢市
2186 小野寺　智 野々市市 ＲＵＮはり灸接骨院
2187 楠　　浩二 富山県 中越パルプ工業
2188 渡邊　純人 金沢市
2189 森　　真介 東京都
2190 稲尾　　浩 金沢市
2191 藤田　真浩 白山市
2192 土山　浩平 富山県
2193 橋　　淳一 小松市

2194 上田　晃康 金沢市 一念大助
2195 若林　武史 小松市 小松末広走友会
2196 佐々木　健 滋賀県
2197 松居　繁夫 金沢市
2198 西森　良介 小松市
2199 北島　嘉之 福井県
2200 明翫　　剛 白山市
2201 谷口　　潤 津幡町
2202 真鍋　昌宏 金沢市
2203 川村　匡樹 七尾市 丸和電業
2204 天内　亮一 津幡町
2205 橋本　清孝 白山市
2206 森　　昌平 白山市
2207 佐々木宣泰 富山県 木曜練習会
2208 杉山　孝弘 富山県
2209 北原　大士 千葉県 大邦電気工業
2210 乙　　慶太 金沢市 ＨＤＣ
2211 三林　　靖 七尾市
2212 高畠　昌志 富山県
2213 三好　孝明 兵庫県 赤穂水練
2214 山下　修平 能美市
2215 宮腰　達彦 野々市市
2216 美濃部　啓 大阪府
2217 岡崎　　仁 金沢市 オアシス
2218 渡邉　拓郎 福井県
2219 辻　　明良 金沢市
2220 小田　幸生 能美市
2221 池田　和史 野々市市 ののいぢ
2222 久田　輝彦 志賀町 十四男ＪＡＰＡＮ
2223 本　　大志 能美市
2224 沖　　雅人 小松市
2225 谷嵜　文寛 野々市市
2226 徳田　貴祐 金沢市
2227 澤崎　宇史 福井県
2228 神谷　真介 能美市
2229 小原　寿和 千葉県
2230 沢田　貴志 穴水町 上出あおい会
2231 高田　智洋 富山県 福光ＳＣ
2232 斉藤　輝雄 金沢市
2233 横田　一義 福井県
2234 河並　　崇 金沢市 田上ゆるラン
2235 大畑　欣也 金沢市 地域医療機能推進機構金沢病院
2236 碓井　忠文 富山県 碓井商店
2237 橋爪　隆敏 福井県
2238 荒邦　公庸 金沢市
2239 和田　和幸 能美市
2240 釜　　雅夫 七尾市
2241 山下　靖史 金沢市
2242 船戸　明正 金沢市 かおラン
2243 小竹　史浩 富山県
2244 乙村　武彦 金沢市
2245 藤井　充俊 福井県
2246 大木　　啓 富山県 チーム向こう側
2247 川村　和洋 滋賀県
2248 原田　　理 金沢市 ジュピターＲＣ
2249 小池田　渉 かほく市
2250 坂下　　勇 白山市 ＧＲＣ
2251 杉山　大樹 輪島市
2252 吉田　範彦 金沢市
2253 西村　　誠 金沢市
2254 佐久間智之 福井県
2255 前田　貴雄 金沢市
2256 谷　　圭介 東京都
2257 遠田　　淳 金沢市
2258 北矢　順一 福井県
2259 金山　昌平 富山県 ゆるラン富山
2260 若林　昭雄 金沢市 豊蔵組
2261 古賀　　充 千葉県
2262 張山　智史 金沢市 Ｑ兵衛
2263 吉村　浩史 金沢市 近江町市場陸上部
2264 正札　基一 金沢市

2265 田崎　大輔 金沢市 株式会社ミタス
2266 中川　幾夫 津幡町
2267 林　　雅樹 小松市
2268 猪股　　啓 神奈川県
2269 北戸　圭三 金沢市 ジュピター
2270 菅沼　伸生 小松市
2271 西川　武志 金沢市
2272 山本　暢宏 大阪府
2273 寺前　佳昭 福井県
2274 宮川　　伸 金沢市 ＲＢＣランニングクラブ
2275 中森　健文 小松市 ＫＭＤ
2276 山澤　宣明 加賀市
2277 宮下　直将 小松市 チームツイ廃
2278 白江　靖直 かほく市
2279 松永　　晃 羽咋市
2280 淺野　善信 岐阜県 ゼクロスＦ羽島・チームツイ廃
2281 中村　一志 金沢市
2282 東　　智浩 岐阜県
2283 金子　伸司 金沢市
2284 門野　好晃 福井県 ＧＳＫ
2285 近藤　大志 金沢市
2286 横野　耕司 岐阜県
2287 長平修一郎 金沢市
2288 北野　友隆 白山市
2289 新谷　克俊 白山市
2290 今井　裕一 能美市
2291 張田　　剛 金沢市
2292 岡田　英敏 愛知県
2293 西川純一郎 白山市 まいぺ～す
2294 橋場　正勝 能美市
2295 村井　　登 金沢市
2296 中川　智由 滋賀県
2297 江渕　武志 富山県 エブタケ
2298 吉田　昭彦 能美市 ＴＥＡＭＫＭＫ
2299 北村　充宏 白山市
2300 志田　青林 富山県 にこあーず
2301 作本　　学 白山市 肌装束
2302 赤坂　昭彦 かほく市
2303 吉田　慶史 能美市 スグルジャパン
2304 崎野　賢治 宝達志水町
2305 飯田　出　 東京都 リスペクト
2306 高崎　弘行 加賀市
2307 岩城　輝和 京都府 ウェイグッド
2308 内藤　研吾 福井県 ＩＮＳＩＤＥ
2309 上綱　英正 神奈川県
2310 大学　正典 金沢市
2311 中山　弦太 埼玉県 さいたま走ろうＺ
2312 山岡　大悟 金沢市
2313 伊藤　　淳 小松市
2314 馬場　道雄 富山県 ＴＭＣ．ＡＣ
2315 麻尾　憲司 小松市 ＭＨＲＣ
2316 辻　　康裕 滋賀県 黄昏ランナーズ
2317 明和　優介 富山県 ハナビシ
2318 竹田　研一 羽咋市 バカ軍団
2319 大澤　永佳 富山県
2320 野末　洋介 静岡県
2321 福田　康洋 金沢市
2322 木村　安志 新潟県 富山機関区
2323 山本　吾一 神奈川県
2324 久富　　進 岐阜県 朝日設備工業㈱
2325 川端　隆則 小松市
2326 金井　健作 京都府
2327 堂下　佳隆 金沢市
2328 小松　義樹 白山市
2329 徳木　英真 能美市
2330 村瀬　雄太 愛知県 TEAM  BUFFON
2331 能崎　佑亮 金沢市
2332 加藤　良平 愛知県
2333 宮前　英明 小松市
2334 山本　真生 金沢市
2335 岡村　貴志 小松市
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2336 伊藤　孝幸 東京都
2337 慶野　雅則 富山県
2338 南前　将司 福岡県
2339 森田　篤史 金沢市
2340 越村　利伸 白山市
2341 千田　哲大 富山県
2342 後藤　宗大 金沢市
2343 吉川　敏浩 福井県 Ｋ．Ｒ．Ｃ
2344 東田　明人 内灘町
2345 小平　幸弘 滋賀県
2346 山　　和広 福井県
2347 中村　　究 東京都
2348 山崎　桂太 白山市
2349 齋戸　辰成 福井県 どうだろう軍団
2350 嶋津　友成 福井県
2351 笹田　敦史 小松市
2352 和田　孝之 金沢市 和田接骨院
2353 小林　慎也 富山県 チーム呑んだくれ
2354 仙北屋　圭 珠洲市 珠洲鉄人会
2355 古澤　博伊 岐阜県 岩倉ランステ
2356 北川　達也 金沢市
2357 村瀬　智彦 金沢市 ＳＡＷマラソンクラブ
2358 佐藤　正勝 小松市
2359 古田　和之 富山県
2360 今藤　　稔 富山県 グリーンズランニングクラブ
2361 横山　裕章 大阪府
2362 小畑　　純 金沢市
2363 栗山トシヒロ 富山県 ＭＦＡ
2364 茂木　英一 金沢市
2365 藤咲　哲範 金沢市 ふじちん
2366 中西　亮介 能美市
2367 池田　政一 岐阜県 新友
2368 米田　　哲 加賀市 ㈱小松村田製作所
2369 川上　　浩 埼玉県
2370 角田　尚彦 富山県
2371 荒谷アルベルト 加賀市
2372 田中　英昭 加賀市
2373 石川　詠一 加賀市
2374 村田　慎也 加賀市 村田歯科医院
2375 辻　　徳和 小松市
2376 籔内　昭生 福井県 ＩＮＳＩＤＥ
2377 渡邉　敬太 愛知県
2378 山下孝一郎 愛知県
2379 竹田　明人 金沢市 金沢中央走ろう会
2380 佐々木祐司 富山県 グリーンズラン
2381 橋本　　徹 埼玉県 Ｍ２
2382 吉田　英司 白山市
2383 金谷　正幸 かほく市
2384 高宮賢太郎 中能登町
2385 青木　中尚 滋賀県
2386 水野よしたか 福井県
2387 寺島　丈之 野々市市
2388 北村　孝裕 小松市
2389 飯島　康生 北海道 道マラソンク
2390 廣澤　龍也 福井県
2391 室井　孝一 白山市 ムロザップ若宮
2392 井口　　学 兵庫県
2393 辻口　隆志 羽咋市
2394 下田　博行 兵庫県
2395 林田　和也 福井県
2396 佐藤　信一 栃木県
2397 福澤　　猛 富山県
2398 玉田　善久 金沢市 タマダ㈱
2399 竹内　良一 東京都 昭和電工マテリアルズ㈱
2400 片倉　　博 金沢市
2401 鈴村　辰昭 金沢市
2402 伴田　憲太 金沢市
2403 山本　圭助 福井県 河水走会
2404 北　　隆昭 志賀町 のとあろい・けーじーＲＣ
2405 坪井　隆敏 福井県
2406 猪久保祐一 愛知県

2407 比良　光善 金沢市
2408 上田　育義 金沢市 モコモコ姉妹
2409 森下　智久 岐阜県 岐阜県
2410 甲部新一郎 金沢市
2411 戸田　直歩 滋賀県
2412 山根　秀弘 神奈川県
2413 青谷　英典 福井県 平成かたつむり会
2414 嶋本　　涼 野々市市 無所属
2415 橋本　吉史 金沢市
2416 金井　秀行 愛知県
2417 田中　雅勝 野々市市
2418 大道　　亮 東京都
2419 新家　　洋 白山市 ＤＦ
2420 田中　範幸 小松市
2421 村本　健一 富山県
2422 冨安　雅樹 福井県
2423 斉藤憲太郎 金沢市
2424 星谷　広一 滋賀県
2425 浦岡　良教 金沢市
2426 豊嶋　啓吾 金沢市
2427 富永　武浩 愛知県
2428 近藤　浩一 小松市 ６ＷＧＦＣＳ
2429 岡田　　実 白山市
2430 宇佐美洋平 愛知県
2431 丹波　伸宏 金沢市
2432 鈴木　章円 富山県 らーめん部
2433 干場　清伸 七尾市 ㈱山崎建設
2434 前田　良平 能美市 ＫＲＣ
2435 国府　恭一 愛知県
2436 成澤　　隆 東京都
2437 西出　幸弘 小松市 那谷寺もみぢ
2438 曽田　貫一 東京都
2439 横井　　隆 小松市
2440 金沢　雅幸 富山県
2441 苗代　雅明 金沢市
2442 鈴木　浩和 静岡県 甘走会
2443 谷ヶ崎晋弥 富山県
2444 若林　宣公 金沢市
2445 北口　義治 川北町
2446 宮崎　健一 白山市
2447 中西　正弥 金沢市 石川製作所
2448 中野　貴義 珠洲市 ＯＹＧ
2449 濱口　満英 大阪府
2450 前出　郁男 小松市 九思剣友会
2451 水戸部　譲 千葉県
2452 小沢真二郎 能美市
2453 田中　　誠 白山市
2454 本田　雄一 金沢市 西南部中ＰＴＡ
2455 村松　直樹 東京都 ビレッジパイン
2456 安喜健太郎 東京都 チームあきけん
2457 中村　裕樹 金沢市
2458 今　　　渉 野々市市
2459 石村　崇嗣 金沢市 ㈱国土開発センター
2460 荒井　圭樹 富山県
2461 佐藤　兼爾 野々市市 ＳＣＷＥＳＴ
2462 佐藤　秀一 静岡県
2463 中尾　徳克 能美市
2464 桑水流啓介 東京都
2465 東堂　　巧 白山市
2466 堀田　昭博 能美市
2467 松田　公宣 内灘町
2468 桶作　直人 かほく市
2469 瀧脇　康貴 富山県 ふくみつＳＣ
2470 竹中　裕人 岐阜県 伽舞
2471 岩井　敏幸 金沢市
2472 松吉　一憲 かほく市
2473 松村　大一 東京都
2474 岩村　尚昌 金沢市
2475 中村　　聡 金沢市
2476 本田　繁雄 富山県 なんちゃＲＣ
2477 室井　宗晴 白山市

2478 松原　光輝 愛知県
2479 高澤　政人 小松市
2480 岡田　陽平 野々市市
2481 竹下　和志 東京都
2482 水野　真二 宝達志水町 カジレーネ
2483 大畠　康平 栃木県 ＷＲＣ
2484 大神　正貴 愛知県
2485 伊井　武士 加賀市
2486 廣瀬　啓介 津幡町 中条走四浪会
2487 黒田　育義 東京都
2488 魚津　正浩 富山県
2489 山腰　茂道 金沢市 黒装束ラン
2490 坂本　好司 かほく市 あすなろ会
2491 酒田　道夫 小松市
2492 小田　匡範 富山県
2493 平野　　宏 兵庫県 ヒラメ商店
2494 川崎　大輔 白山市
2495 土肥　　学 富山県
2496 西尾　雅夫 沖縄県 おもと会
2497 田中　正康 富山県 チームＭＡＣ
2498 小西　秀明 金沢市 つるべ荘
2499 西　　一嘉 金沢市 はくさん信用金庫
2500 上島　竜輔 金沢市
2501 岡本　壮生 津幡町 チーム金港堂
2502 森田　亮平 金沢市 ＧＲＣ
2503 三鍋　重行 福井県 三枝薬房
2504 岡本　大誓 金沢市 Ｑ兵衛
2505 水口　敦洋 かほく市 加賀國行飛會
2506 森川　将智 富山県
2507 谷口　　進 津幡町 チームほのぼの
2508 澤田　健男 愛知県
2509 永井　靖信 白山市 白山市役所
2510 島田　直樹 福井県
2511 上田　達也 金沢市
2512 岡本　智之 京都府
2513 明星　光紀 七尾市
2514 青木　　崇 野々市市
2515 福嶋新太郎 福井県 年男
2516 山本　良誠 富山県 グリーンズランニングクラブ
2517 岡田　一敏 埼玉県
2518 東野　真導 福井県
2519 栗林　淳一 群馬県
2520 谷口　孝史 野々市市 ＮＴＴＤ北陸
2521 山田　　太 愛知県
2522 河合　　誠 岐阜県
2523 松倉　　光 富山県
2524 住　　和浩 小松市 KMD
2525 倉内　　靖 福井県
2526 長坂慎太郎 金沢市 ㈱長坂組
2527 大達　清寛 富山県
2528 谷口　清次 白山市 河内じばさん
2529 伊藤　隆夫 小松市 ＫＭＤ
2530 渡辺　智良 富山県
2531 森岡　裕生 白山市
2532 坂村　浩史 大阪府
2533 渡辺　岳暢 埼玉県
2534 五十嵐秀樹 金沢市
2535 東　　哲也 金沢市
2536 徳田　将人 小松市
2537 岡川　佳史 愛媛県
2538 大代　知広 富山県
2539 中川　勝海 白山市
2540 小山　圭介 津幡町 チーム金港堂
2541 長嶋　一高 兵庫県 まい・ぺぇ～す
2542 池田　一也 野々市市
2543 沖谷　建彦 小松市
2544 矢田　　優 金沢市
2545 進地　文博 白山市
2546 山岸　慶宏 福井県
2547 石原　照弘 神奈川県
2548 板倉　康弘 小松市
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2549 新宅　雅義 兵庫県
2550 平田　都芳 岐阜県 ゲンキー㈱
2551 月原　昌之 愛知県 モンゴル野球団
2552 七郎丸一孝 金沢市 ㈱国土開発センター
2553 角永　敦史 金沢市 寺井病院Ｇ
2554 黒川　　智 かほく市 元虎会
2555 土本　裕司 金沢市 忠村水産倶楽部
2556 市川　純文 福井県 ソディック
2557 百田　誠司 神奈川県 石山寮
2558 大島　邦雄 富山県
2559 舘　　裕信 金沢市
2560 中村　浩司 能美市
2561 青木　満彦 神奈川県 カンパイエイト
2562 中村　英雄 能美市 ＫＲＣ
2563 石田　毅彦 野々市市
2564 田村　　純 長野県 サトウ製薬
2565 尾﨑　功康 小松市
2566 新記　幹夫 能美市 駅伝第三地区
2567 太田　啓介 小松市
2568 広瀬　太郎 神奈川県
2569 加納　寛記 小松市
2570 池島　直人 加賀市
2571 徳井　伸吾 白山市 かおラン
2572 有沢　賢治 金沢市
2573 橋本健太郎 小松市
2574 城戸　秀憲 金沢市
2575 東　　洋一 津幡町 はせがわクリニック
2576 木下　孝博 七尾市
2577 石原　　朗 能美市
2578 大山　康晴 金沢市
2579 東田　英治 金沢市
2580 北嶌　昭典 福井県 日本ダム株式会社
2581 南　　新一 能美市
2582 中村　宏明 かほく市 元虎会
2583 矢島　　誠 福井県 ＹＲＣ
2584 遠藤　一平 金沢市
2585 木津　光晴 福井県
2586 山崎　真資 羽咋市 羽咋市役所
2587 伊藤　裕之 志賀町
2588 今井　裕一 富山県
2589 得野　浩史 金沢市 ジュピターＲＣ
2590 榎本　　和 津幡町
2591 小坂　哲也 金沢市
2592 野村　　誠 内灘町
2593 三ツ井俊博 小松市
2594 中　　政人 小松市
2595 田野　康夫 金沢市
2596 杉本　吉生 富山県
2597 内田　幸司 愛知県 西尾市ランナー幸ちゃん
2598 町内　竜好 新潟県 ㈱新日興業
2599 河合　克嗣 富山県
2600 杉原　正人 加賀市 ４８ファンラン部
2601 加戸　大輔 大阪府 ＫＪＯ
2602 草野　勝之 大阪府
2603 井田　徳幸 野々市市
2604 池本　真一 神奈川県
2605 開田　　浩 加賀市 ４８ファンラン部
2606 福岡　宏治 七尾市 七尾市スキー協会
2607 折戸　五衛 かほく市
2608 谷内　　満 野々市市 オレンジウインド
2609 米田　征彦 大阪府 関西大学第一高校
2610 北川　哲也 金沢市 柿良青果
2611 内藤　　誠 金沢市 ＨＤＣ
2612 杉森　将宣 富山県
2613 立川　隆行 金沢市 なし
2614 八重畑尚宏 富山県
2615 林田　健二 津幡町 ＧＲＣ
2616 竹本　健一 金沢市
2617 本田　将悟 東京都
2618 水野　酬也 富山県 黒クラ
2619 森　　博嗣 金沢市

2620 惣川　　誠 能美市 ＲＣ　ＺＥＲＯ
2621 吉田　恵一 富山県
2622 井原　崇志 野々市市 ＪＯＬＥＤ
2623 加藤　正宏 金沢市
2624 大橋　孝志 小松市
2625 布村　真人 京都府
2626 中川　大輔 金沢市 澁谷工業陸上部
2627 板谷　勝義 金沢市
2628 亀田　真司 小松市
2629 松田　孔一 福井県
2630 中嶋　洋光 内灘町 ㈲柚空調
2631 金山　哲也 新潟県 ピュアティ
2632 任田　雅晴 小松市
2633 釜谷　崇夫 津幡町
2634 田波　　貴 福井県
2635 西田　敏之 能美市
2636 沼田　吾郎 福井県
2637 松田　充裕 金沢市
2638 中畑　直樹 加賀市
2639 上利　　崇 東京都
2640 新田　大貞 かほく市
2641 酒井　繁高 金沢市
2642 五影堂宏一 白山市
2643 井之上　健 兵庫県 結核予防会兵庫県支部
2644 辰川　克利 加賀市 ４８ファンラン部
2645 越　　森彦 東京都
2646 赤尾　俊幸 金沢市
2647 戎田　恭造 金沢市
2648 宅重　克彦 千葉県
2649 尾蔵　律行 津幡町 健生クリニック
2650 重田　信一 金沢市 田上ゆるラン
2651 名古谷基樹 野々市市
2652 高野　徳人 白山市
2653 宇都宮　誠 福井県 ＡＲＣ
2654 樋口　　功 白山市
2655 下崎　和希 金沢市 がちｒｕｎ会
2656 吉田　保裕 福井県 アイビックス
2657 上杉　圭介 羽咋市 軍団
2658 高科　健二 京都府
2659 北　　茂樹 富山県
2660 大江　淳之 京都府 ＰＯＶ
2661 畦地　宏紀 小松市 自衛隊小松基地 補給隊
2662 荒木　克哉 金沢市
2663 川向　一晃 珠洲市
2664 竹本　正幸 愛知県
2665 山海　直行 加賀市 ぴたごらす
2666 三浦　毅彦 小松市
2667 池田　聡史 東京都
2668 中岡　義典 大阪府
2669 向出　貴幸 金沢市
2670 村上　大輔 金沢市
2671 高林　秀樹 金沢市
2672 中山　善之 富山県
2673 堀田　一紀 富山県 かずぼっち
2674 中森　靖史 金沢市
2675 大坪　　武 東京都
2676 久保　雄一 大阪府 チーム飯盛山
2677 岩田　外徳 富山県
2678 松永　章伸 京都府
2679 山岸　康成 金沢市
2680 加部　吉拡 大阪府
2681 広島　　純 富山県
2682 渡辺慎一郎 愛知県
2683 高橋　浩司 京都府
2684 坂東　恒次 富山県 Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
2685 岡　　哲也 金沢市
2686 松本　健史 野々市市 清華園
2687 東出　暁博 白山市 ＩＲＣ
2688 大谷　充輝 川北町
2689 神尾　和彦 兵庫県
2690 溝畑　佳宏 金沢市

2691 山口　　誠 加賀市
2692 林　　克也 富山県
2693 山岸　寛信 白山市
2694 高柳　禎宏 富山県
2695 村上　誠一 金沢市
2696 山出　　徹 羽咋市
2697 東　　　寛 宝達志水町
2698 早津　哲也 岐阜県 ランジョグ
2699 堀井　　稔 大阪府
2700 渡部　清志 小松市
2701 灘地　雅洋 白山市
2702 今井　雅男 金沢市
2703 尾﨑　光彦 京都府
2704 架谷　敏之 金沢市 モンタナＳＣ
2705 上田　健一 金沢市 ＵＷＦインター
2706 出村　和宏 金沢市
2707 喜渡　健二 金沢市
2708 小川　典彦 三重県 走・はっぴい
2709 松井　　貫 滋賀県
2710 渡邉　俊行 京都府
2711 浦野　　聡 野々市市
2712 中村　宗成 愛知県
2713 若林　栄志 京都府 わくわくランナーズ
2714 吉田　　正 富山県 三協アルミ
2715 中野　真樹 岐阜県
2716 沼田　幸夫 富山県
2717 東　　幸二 小松市
2718 後藤　克宏 金沢市 金沢赤十字病院
2719 小山　弘二 金沢市 富来エーシー
2720 高橋　紀弘 福井県 年男
2721 林　　裕展 白山市
2722 山井　　聡 加賀市
2723 塩谷　　悟 羽咋市
2724 戸田　慎吾 静岡県 ＶＩＶＡＣＥかけがわ
2725 東野　拓也 加賀市
2726 田中　逸郎 金沢市 田中昭文堂印刷
2727 越田　佳男 金沢市
2728 上田　泰秀 金沢市 東和
2729 丸山　　徹 東京都
2730 近藤　正也 滋賀県
2731 作田　和也 小松市
2732 田中　直也 加賀市 たきのさと
2733 高堂　雅史 金沢市
2734 黒崎　嘉之 金沢市 黒崎産業株式会社
2735 小澤　達雄 静岡県 小澤内科胃腸科
2736 小倉雄一郎 金沢市
2737 河合　賢次 岐阜県
2738 今川　弘敏 金沢市
2739 北村　隆人 金沢市 シブヤテニスクラブ
2740 伏屋十志郎 白山市
2741 吉村　　誠 金沢市
2742 内野　延彦 神奈川県
2743 石川　和幸 福井県 石田上走乱会
2744 田中　康之 金沢市 プリンスロード
2745 木下　静一 輪島市 市立輪島病院
2746 山岸　幸生 金沢市
2747 平田　修一 京都府
2748 田向　史明 兵庫県
2749 武石　　毅 千葉県
2750 上川　伸彦 神奈川県
2751 水井　保幸 福井県
2752 仲村　保儀 福井県 ヘアースタジオシバ
2753 一宮　光史 大阪府 いっち
2754 越後　直丈 小松市 ダイナミック
2755 本間　重俊 富山県 富山乃風
2756 木原　　晃 富山県
2757 池田　　忍 富山県
2758 赤苅　一能 能美市
2759 林　　克洋 金沢市 金沢大学
2760 岩倉　和邦 能美市 北陸電力株式会社
2761 宇野　　誠 津幡町
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2762 福井　義仁 富山県 平野工務店
2763 竹村　俊幸 愛知県 ラフォーレマラソンクラブ
2764 東堀　博隆 兵庫県 ㈲ハートフルデンタル
2765 土手下義信 加賀市
2766 小山田　忍 埼玉県
2767 小田原成興 金沢市
2768 宮城　裕輔 野々市市 チーム金港堂
2769 中山　浩徳 白山市
2770 加茂　憲之 野々市市
2771 中山　鋭規 川北町 ＮＲＣ
2772 能口　正司 かほく市 ｓｔｙｌｉｓｈ
2773 小島　優一 金沢市
2774 小西　邦生 能美市
2775 永田　　章 小松市
2776 関口　良幸 金沢市
2777 西野　隆志 小松市 小松末広走友会
2778 伊藤　裕之 滋賀県
2779 村本　信夫 野々市市
2780 加藤　康次 広島県
2781 前田　達男 東京都
2782 田邉　　望 福井県 ㈱ミルコン
2783 高山　雅弘 福井県
2784 今枝　　寛 愛知県 尾張トライアスロンクラブ
2785 青山　峰郎 金沢市
2786 追村　康夫 富山県 中善工業
2787 高峰　大輔 東京都 シスコウルトラ
2788 久保　　稔 大阪府 タカミヤ
2789 高木　陽一 珠洲市 小泊青壮年部
2790 三田　一人 加賀市 サンダーボム
2791 眞殿　拓也 大阪府 協和キリン
2792 高崎　伸彦 金沢市
2793 中山健二郎 東京都
2794 森田　征之 富山県 スキャン
2795 林　　隆一 金沢市
2796 目木　義教 小松市
2797 石山　直樹 加賀市 加賀市消防本部陸上部
2798 安本　英二 野々市市 ジェイテクト

1093 都築　　徹 大阪府
1094 坂東　庸介 大阪府 チー厶一匹狼
1095 中薗　茂樹 東京都 チームグリーントラック
1096 宮下　幸延 富山県 朝日印刷ＲＣ
1097 神戸　栄一 群馬県
1098 一村　和広 富山県 射水マラソングラブ
1099 東山　孝生 千葉県 千葉陸上競技協会
1100 玉谷　哲郎 兵庫県 森野ＡＣ
1101 竹中　雅則 大阪府 大阪陸協
1102 池端　秀浩 津幡町 中条走四浪会
1103 島本　和弘 大阪府 らんでぶぅ
1104 福田　泰典 岐阜県 鷲見病院
1105 辻本　勝彦 白山市 国土開発センターＲＣ
1106 津幡　正樹 北海道 札幌陸協
1107 上田　裕史 金沢市 ジュピターＲＣ
1108 高木　智哉 京都府 太陽が丘ＪＣ
1109 吉野　　修 愛知県 ｅＡ愛知
1110 旭　　隆正 小松市 末広走友会
1111 新蔵　和男 かほく市
1112 村西　徳恭 小松市
1113 平田　和範 滋賀県 ｓｕｃｃｅｅｄ
1114 佐藤　　完 東京都 シスコウルトラ
1115 太田　誠司 金沢市 金沢市役所ＡＣ
1116 山川　哲也 兵庫県
1117 平山　信幸 大阪府 大阪マスターズ
1118 萬木　義範 東京都 Ｒ２東北
1119 加藤裕一郎 東京都
1120 石川　直志 岡山県
1121 遠藤　　彰 東京都 ニクジョウ部
1122 黒木　昭彦 千葉県 神戸市陸協
1123 早田　和治 東京都 駒沢公園ジョギングクラブ
1124 武藤　慶太 小松市 コマツ
1125 山田寛一郎 東京都 ＰＢＲ＆Ｔ
1126 長島　　潮 大阪府 大阪市役所
1127 堀川　由則 千葉県
1128 青木　裕幸 埼玉県
1129 杉田　正文 大阪府
1130 萩原　雅広 福井県
1131 水由　道則 金沢市 ＭＩＣＣＩーＤＲＥＡＭＳ
1132 君塚　正幸 埼玉県
1133 山崎　健一 神奈川県
1134 植村　克秀 東京都 ポポロＡＣ
1135 杉山　　勉 茨城県 ｅＡ茨城
1136 山岸　賢一 愛知県 リップル
1137 竹中　克治 大阪府 泉北ランニングクラブ
1138 田中　庸介 神奈川県 ドリームアシストクラブ
1139 宮野　　篤 千葉県 轟ＡＣ
1140 川北　浩志 京都府
1141 宮谷　隆之 金沢市 チーム金港堂
1142 濱野　　薫 大阪府 青馬会ＲＣ

2801 松村　昭徳 金沢市
2802 上野　竜二 滋賀県
2803 葉山　康司 滋賀県
2804 宮本　　隆 富山県 ＫＲＰ富山支部
2805 坂西光一郎 能美市 岩内山ランクラブ
2806 坂田　憲治 金沢市 金沢大学附属病院
2807 北島　　浩 白山市
2808 佐藤　順一 大阪府
2809 浜谷　慎一 能美市 ＲＣ　ＺＥＲＯ
2810 保科　知彦 野々市市
2811 小泉　　彰 小松市
2812 菅又　洋二 東京都 チームＤ田中
2813 堀田　義光 加賀市
2814 小山内正勝 金沢市
2815 栗原　克己 兵庫県 チームみなと
2816 河野　博恒 金沢市 きとすあ
2817 大井　将史 小松市 ケアプラス

2818 大岡　明弘 野々市市 石川県庁ＲＣ
2819 酒井　悦郎 富山県 三協立山
2820 柳谷　生樹 津幡町
2821 鈴木　　輝 長野県 GEOHEART 
2822 白岩　直樹 能美市 ＲＣ　ＺＥＲＯ
2823 中野　慎哉 金沢市
2824 宮本　純一 野々市市
2825 石尾　武信 金沢市
2826 岡島　憲孝 金沢市 ホテル日航金沢
2827 中野　利春 金沢市 チーム金港堂
2828 横山　智之 東京都
2829 東條　一男 福井県 チームツイ廃
2830 田中　敏朗 福井県 東郷郵便局
2831 穴吹　敏規 富山県 富山労働局
2832 平井　　臨 七尾市 ＫＫＫランニング
2833 淺井　敬明 奈良県
2834 尾高　孝志 滋賀県
2835 好田　和成 兵庫県 福栄肥料株式会社
2836 旭　　雄士 野々市市 金沢脳神経外科病院
2837 宮川　和幸 野々市市 澁谷工業陸上部
2838 浦野　正明 金沢市 オアシス
2839 木村　　誉 富山県 ㈱熊野製作所
2840 宮本　貴正 金沢市 ㈱社日本旅行
2841 中瀬　雅美 東京都
2842 冨永　宏行 兵庫県
2843 角出　兼一 金沢市
2844 関　　光宏 能美市
2845 中川　　健 愛知県
2846 名徳　隆嗣 富山県 北陸銀行ＡＣ
2847 中村　栄一 加賀市 大同工業
2848 山田　圭一 金沢市 もももももーん
2849 北出　雅明 加賀市 北日本物産
2850 辻　　知晃 富山県 三谷商事
2851 辻　　秀司 白山市
2852 和泉　晃二 兵庫県 日興通信㈱
2853 稲坂　淳 富山県 母と子の病院
2854 河原　隆治 小松市 根上シブヤ
2855 川端　隆盛 小松市
2856 佐賀　一夫 白山市 ㈱佐賀製作所
2857 澤守　慶輔 白山市
2858 加藤　　清 愛知県 いわくらランステ
2859 徳和　勝良 羽咋市
2860 東海　永吉 富山県
2861 田村　智広 金沢市 ぴたごらす
2862 山口　　宏 富山県
2863 西村　裕之 野々市市
2864 穴沢　慎吾 金沢市
2865 石田　　清 金沢市
2866 山岸　雅秀 富山県 ＨＤＣ
2867 河野　泰和 福井県
2868 田中　　仁 東京都 ㈱蒼和
2869 津田　　晃 金沢市
2870 谷渡　隼人 金沢市
2871 西村　尚剛 福井県
2872 長澤　淳司 岐阜県
2873 二宮　哲也 加賀市
2874 舟瀬　真一 白山市
2875 白崎　太康 福井県 フクビ化学
2876 豊田　丈紫 金沢市 木曳野ＲＣ
2877 岡崎　靖夫 金沢市
2878 喜多　良和 加賀市
2879 平山　貴人 金沢市 ＧＲＣ
2880 荒木　一良 内灘町 ㈱あらき工務店
2881 牧田洋一郎 富山県
2882 松浦　隆夫 三重県
2883 大畑　　健 野々市市
2884 泉　　正寿 志賀町
2885 松村　　司 東京都
2886 野田　裕之 金沢市 おひろ会
2887 山橋　和弘 川北町 川北町
2888 加藤　剛史 金沢市
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2889 吉浦　二朗 金沢市 金沢ゆとり学園
2890 福岡　敏成 福井県
2891 日下　雅博 愛知県
2892 前　　勇彦 富山県
2893 小林　正俊 加賀市
2894 林　　　登 兵庫県
2895 村口　久典 金沢市
2896 吉本　泰則 白山市 ＪＤＮ
2897 田澤　　剛 金沢市
2898 山本　憲郎 福井県
2899 田村　和俊 小松市
2900 砂山　裕信 金沢市 澁谷工業陸上部
2901 坂本　和成 能美市
2902 西村　洋志 富山県
2903 粟田　吉弘 富山県
2904 酒井　幸俊 津幡町 おひろ会
2905 岡　　　到 金沢市 千木病院
2906 荒井　次郎 金沢市 チーム金港堂
2907 横山　憲司 愛知県
2908 勝泉　征志 津幡町 いしかわIBD結の会
2909 藏谷　　充 津幡町
2910 長井　　武 大阪府
2911 吉野　　誠 富山県 爆走楽笑会
2912 登出　直樹 能美市 コマツ
2913 木元　隆弘 神奈川県
2914 秋野　剛一 滋賀県
2915 杉森　尚之 富山県
2916 金子　友典 千葉県
2917 川原田吉光 三重県
2918 西出　　武 加賀市
2919 野口　智康 富山県
2920 石井　慶太 神奈川県
2921 川東　利崇 かほく市 ＰＦＵ
2922 稲垣　清也 加賀市
2923 玉川　博之 金沢市 COMPAGNO SQUADRA CORSE
2924 田辺　直樹 金沢市
2925 東　　誠二 白山市 ＪＤＮ
2926 小林慎太郎 小松市
2927 中側　太郎 小松市 芭蕉ランニングクラブ
2928 加藤　大典 愛知県 東海理化
2929 倉岡　洋介 金沢市 アサヒ飲料
2930 金武　潤治 富山県 ファンラン
2931 秋月　　剛 白山市 ＪＤＮ
2932 西出　剛和 小松市 岩内山ランクラブ
2933 水谷　英次 愛知県 トヨタけんぽ
2934 柿岡　博司 富山県
2935 浅井　俊光 小松市
2936 渡辺　康宏 福井県
2937 藤井　智成 かほく市 Ａｗａｋｅ
2938 出村　久志 津幡町
2939 北村　弘樹 金沢市
2940 古山　幸一 七尾市 ＫＰＪＴ
2941 山田　紀昭 富山県 チーム呑んだくれ
2942 辻　　貴生 京都府
2943 永井　　淳 愛知県 愛知県稲沢西小学校おやじの会
2944 亀田　　満 金沢市 ＫＫＣＲＣ
2945 佐伯　良祐 静岡県
2946 中島　弘幸 京都府
2947 蜂谷　　剛 富山県 ＴＯＲＡＮＯＡＮＡ
2948 梶井　敬義 加賀市
2949 盛田　光一 富山県
2950 岡島　寛昭 福井県 芭蕉珈琲ランクラブ
2951 小林　　恵 福井県 芭蕉珈琲ランクラブ
2952 辻本　有仁 神奈川県
2953 平林　　勝 奈良県
2954 横浜　猛夫 野々市市 飛込ＲＵＮ部
2955 下山　利和 富山県
2956 内山　茂幸 大阪府 中外製薬
2957 上田　真士 大阪府 一般社団法人人材定着指導士協会
2958 松井　秀樹 富山県
2959 酒井　宏幸 群馬県 ミツバＲＣ

2960 高井　祥行 大阪府
2961 初田　圭祐 千葉県 台湾好吃放浪記ランニングクラブ
2962 宮本　昭栄 東京都
2963 樋口　　寛 大阪府 やぴたん
2964 安藤金三郎 金沢市
2965 小島　和博 愛知県
2966 辻　　健一 金沢市
2967 平岡　邦雄 内灘町 大判焼あんやと
2968 土橋　博道 大阪府
2969 高瀬　直樹 富山県
2970 松木　宏文 金沢市 369
2971 山口　宜久 富山県
2972 網江　孝雄 津幡町
2973 今泉　純一 福井県
2974 矢伝　栄二 小松市
2975 佐藤　映二 羽咋市
2976 津田　雄大 千葉県 出光ＣＳＲＣ
2977 村山　久幸 金沢市 北陸名鉄運輸
2978 山　　裕二 福井県
2979 平田　光則 金沢市
2980 朝倉　寛雄 富山県 カジメイク
2981 今井　浩二 愛知県
2982 乙部　博計 小松市 粟津の街づくりを考える会
2983 谷口　昇一 中能登町
2984 山谷　禎雅 加賀市
2985 吉本　高宏 津幡町
2986 新屋　和彦 富山県 レースフリーク
2987 小路　直人 加賀市
2988 野村　英二 金沢市
2989 小川　峰生 かほく市 ＫＥＳ走友会
2990 川邉　浩史 大阪府
2991 山上　雅人 富山県 城光寺さか練
2992 塚山　正市 小松市 小松市民病院
2993 小野　英司 金沢市 ブレークスルー
2994 橋本　正博 小松市 芭蕉珈琲ランクラブ
2995 長谷川　誠 愛知県 中部電力
2996 佐藤　宏和 内灘町
2997 衣笠　裕之 岐阜県
2998 鹿山　裕一 七尾市
2999 乾　　匡勝 福井県
3000 水野　秀治 富山県
3001 上田　哲男 白山市
3002 橘　　央弥 福井県
3003 吉田　憲弘 金沢市
3004 関戸　周治 金沢市 ＵＷＦインター
3005 河崎　勝義 加賀市
3006 谷川　博之 富山県 チーム火曜日
3007 佐藤　和伸 京都府
3008 竹中　藤仁 富山県 北陸銀行ＡＣ
3009 徳川　　猛 能美市 ＲＣ　ＺＥＲＯ
3010 長澤　政年 東京都
3011 松本　健一 津幡町
3012 高原清一郎 福井県
3013 中野　喜弘 能美市
3014 叶　　直樹 東京都
3015 小林　省三 岐阜県 ■瑞穂ＡＣ
3016 浜井　昭二 富山県
3017 広田　伸治 兵庫県 渓声同人
3018 東　　明宏 能美市
3019 中村　智司 野々市市 チームセントラル
3020 杉本　明雄 金沢市 杉本家
3021 荒木　健一 福井県
3022 松原　一広 金沢市
3023 木谷　直宏 金沢市
3024 福澤　秀人 富山県
3025 荒野　晴市 珠洲市
3026 大橋　和美 福井県 ㈱山内
3027 今村　　彰 滋賀県 ビワッシー
3028 藤井　庸丘 山口県 ｎｏｂｉｔａ．
3029 森本　　聡 大阪府
3030 刈部　康弘 宮城県 走ろう会東北

3031 伊永　和弘 岡山県
3032 若狭　祐真 金沢市
3033 真田　茂信 宝達志水町
3034 五十田　敦 富山県 ＳＨＡＲＡＫＵ
3035 水橋　勝美 富山県 ありそＲＣ
3036 木村　浩二 愛知県
3037 加藤　宏行 岐阜県 ＴＮＲＣ
3038 尾花　浩一 金沢市
3039 山田　健二 愛知県
3040 沢井　　修 愛知県
3041 矢野　　茂 川北町
3042 竹島　宏明 小松市
3043 小林　優樹 京都府 コマツ
3044 平池健一郎 福井県
3045 花村　賢一 愛知県 金沢ガス電気㈱
3046 村田　　肇 富山県 シャラク
3047 釣谷　一英 内灘町 おひろ会
3048 武田　　浩 岡山県
3049 中橋　　充 金沢市
3050 川崎　　誠 津幡町
3051 守友　常雄 富山県
3052 張　　樹文 東京都
3053 田中　宏尚 小松市
3054 中島　道也 愛知県
3055 鈴木　善和 埼玉県
3056 田嶋　督久 福井県 ＬＥＯＴＴＩレオッティ
3057 高峰　　茂 富山県 （株）ネオ金沢
3058 吉脇　正勝 金沢市
3059 梅谷　　満 小松市 梅谷農園
3060 村中　正司 金沢市
3061 今村　憲司 小松市
3062 柳田　　誠 金沢市 エステック不動産投資顧問㈱
3063 気屋村由久 金沢市
3064 青山　和司 大阪府 千里クラブ
3065 浅森　和佳 金沢市 富士通ＪＡＰＡＮ
3066 細川　正治 金沢市
3067 林　　洋介 愛知県
3068 肥田　篤史 滋賀県
3069 伊藤　茂則 三重県 中電再エネ
3070 新谷純一郎 志賀町
3071 井上　孝行 白山市
3072 谷　　征章 福岡県
3073 能登　省孝 津幡町
3074 白井　　仁 金沢市
3075 内海　隆雄 千葉県 ジャルカード
3076 小松　隆人 金沢市
3077 遠藤　隆彦 金沢市
3078 藤原　正信 東京都 藤原せんべい店
3079 塚本　秀幸 金沢市
3080 松本　芳秀 福井県 アップル流通
3081 渡辺　秀明 金沢市 Ｍｉｚｋａｎ
3082 大坪　　茂 東京都
3083 関　　　渉 白山市
3084 代田　暢哉 愛知県
3085 沖　　康一 富山県 万葉健友会
3086 安宅　　徹 白山市
3087 宮脇　英郎 小松市 高橋配送
3088 森田　久雄 羽咋市 眉丈トンランナーズ
3089 長谷川　学 愛知県
3090 中村　泰久 金沢市
3091 松谷慎一郎 埼玉県 カッパとコアラとその仲間たち
3092 安江　一智 金沢市 金沢市
3093 緑川　徹士 東京都
3094 豊田　雅彦 東京都
3095 亀田　喜一 加賀市
3096 寺前　英美 福井県 三谷商事
3097 中西　基晴 愛知県
3098 小松　裕和 白山市 表具の小松屋
3099 砂村　秀成 福井県 ドリームキッス
3100 山口　幸夫 富山県
3101 藤岡　桂一 中能登町 武部公民館
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3102 吉田　　諭 加賀市 ＪＡ石川県中央会
3103 三越　英徳 加賀市
3104 宝勝　悟司 富山県 レンタルのニッケン
3105 小林　和宏 金沢市
3106 横田　　武 千葉県
3107 東　　克弥 岐阜県
3108 合場　孝之 小松市 大聖寺高校
3109 国松　久裕 金沢市 田上ゆるラン
3110 佐藤　徳和 福井県
3111 高橋　幸男 神奈川県 ＭＭＣ
3112 米屋　祐治 富山県 ＨＯＫＵＳＡＹ  ＲＵＮＮＥＲＳ
3113 横本　賢一 富山県 北陸銀行ＡＣ
3114 七條　浩二 東京都
3115 西脇　孝次 三重県 ＢＷＡＣ
3116 田中　利明 金沢市
3117 野崎　康弘 内灘町
3118 清水　　誠 金沢市
3119 三輪賢太郎 金沢市
3120 米林　正克 金沢市
3121 小島　憲一 金沢市
3122 梶間　宏児 沖縄県 ＥＮＥＯＳ㈱
3123 田中　秀樹 福井県
3124 藤原　弘義 京都府
3125 長谷川泰久 金沢市
3126 永田　誠一 七尾市 ラポート
3127 吉野　裕司 金沢市 石川県立中央病院
3128 小田與之彦 七尾市 加賀屋
3129 粟生木　貢 野々市市
3130 山岸　達尚 金沢市 ＨＤＣ
3131 立花　敬義 加賀市 芭蕉珈琲ＲＣ
3132 塩谷　知之 金沢市
3133 齋藤　博志 大阪府
3134 谷口　成彦 内灘町
3135 荒木　敬輔 金沢市
3136 鈴木　陽一 茨城県
3137 吉田　浩明 金沢市
3138 西川　和宏 徳島県
3139 南川　正貴 福井県
3140 薬師　信幸 富山県
3141 桑原　健次 金沢市
3142 坂本　克利 金沢市
3143 晴柀　　茂 富山県 北陸銀行
3144 池田　秀憲 小松市
3145 上田　徳次 金沢市
3146 中嶋　鉄男 金沢市 ぱんだまんず
3147 坂野　裕一 加賀市
3148 赤尾　利幸 福井県 関西電力
3149 成宮　　寛 白山市
3150 吉本　直樹 白山市 むつラン
3151 小鹿　恭紀 岐阜県 １３８ラン
3152 菱田　健二 愛知県
3153 中村　英治 金沢市
3154 三浦　幸夫 加賀市 芭蕉珈琲ランニングクラブ
3155 廣上　泰弘 富山県 城光寺さか練
3156 櫻吉　啓介 金沢市
3157 田端　良泰 東京都
3158 滝田　　稔 かほく市 プリンスロード
3159 若山　　勉 小松市
3160 岩瀬　新吾 富山県 富山県酒造組合  酔走楽部
3161 楠　　宏仁 埼玉県 ＪＡＳＤＦ
3162 伊藤　　渉 七尾市
3163 加森　慎也 白山市
3164 南　　広司 小松市
3165 串田　祥一 富山県
3166 松永　裕之 津幡町
3167 増田　真士 福井県 ＳＲＣ
3168 河光　　清 金沢市
3169 安居　利博 千葉県 ウイングアスリートクラブ
3170 村上　幸徳 富山県
3171 三谷　晃司 金沢市 がちＲ∪Ｎ会
3172 遠藤　光男 福井県

3173 松田　　勉 愛知県
3174 佐藤　信仁 福井県
3175 長岡　慎一 野々市市 チームＥＩＺＯ
3176 櫻井　裕久 加賀市 芭蕉珈琲ランクラブ
3177 木村　順一 福井県
3178 山本　　潤 金沢市
3179 井上　正俊 愛知県
3180 大井　正紀 金沢市 近江町陸上部
3181 吉川　洋一 福井県
3182 川上　芳弘 加賀市
3183 小林　幹也 埼玉県
3184 築地　一修 能美市 大成さくら会館ＥＳＣ
3185 桝本　健一 金沢市
3186 橋本　啓太 加賀市
3187 上村　明弘 富山県
3188 安井　健一 白山市
3189 稲崎謙一郎 富山県
3190 西村　卓也 金沢市
3191 平浪　弘之 野々市市
3192 酒井　孝則 かほく市
3193 飯室　啓輔 野々市市
3194 石立　裕司 能美市 東芝チーム山崎アスリートクラブ
3195 川角　敦史 愛知県
3196 林　　利広 富山県
3197 前田　直一 福井県
3198 薮　　敏文 富山県
3199 上木　盛央 加賀市
3200 石黒　雅之 金沢市 猛走族
3201 櫻吉　豊樹 かほく市
3202 中村　　渉 金沢市
3203 武田　泰成 金沢市 みなと倶楽部
3204 滝谷　昌宏 富山県
3205 伊藤　圭介 小松市
3206 山中　智己 大阪府 四季彩
3207 川瀬　　修 岡山県
3208 谷口　勇一 加賀市 北陸税理士会
3209 押田　正広 埼玉県 大和物流
3210 岡田　　正 小松市
3211 四ツ谷健一 金沢市
3212 長野　浩三 京都府
3213 野里　善洋 東京都 長谷川設備工業
3214 多知　幹雄 加賀市 鮓　一貫
3215 井口　二郎 白山市
3216 世古　茂生 愛知県
3217 竹尾　和彦 三重県 ぜね
3218 山副　国広 滋賀県
3219 元木　克幸 東京都 土地家屋調査士
3220 二村　　修 愛知県 岩倉ランステ
3221 南　　　剛 能美市 まい・ぺぇ～す
3222 木下　富雄 金沢市 虎の穴
3223 清水　　豊 白山市
3224 岩井　栄幸 東京都
3225 澤田　　寿 金沢市
3226 川中　隆司 大阪府 佐野支ＲＣ
3227 村上　　健 愛知県 チームＫＭＤ
3228 柿本　章博 金沢市
3229 中出　秀良 富山県
3230 上田　邦央 加賀市
3231 杉本健太郎 金沢市 ＮＢＩ
3232 大野　伸浩 金沢市
3233 米田　克哉 白山市
3234 熊本　市郎 加賀市 ㈱向出組
3235 四柳　吉晴 かほく市
3236 北川謙次郎 金沢市 澁谷工業陸上部
3237 田辺　健一 岐阜県
3238 平田　篤仙 富山県 三日市小出身
3239 坂本裕一郎 福井県
3240 稲端下　洋 加賀市
3241 田中　和幸 愛知県
3242 西村　綾仁 福井県
3243 大久保　宏 富山県

3244 新蔵　　敏 かほく市 かほく市
3245 出上　孝志 小松市
3246 水谷千万夫 富山県
3247 吉田　丈彦 大阪府 ＭＤ走友会
3248 中島　　晃 兵庫県 ＴＳＵＮＯ
3249 中出　　保 川北町 テクノス
3250 表　　建吾 宝達志水町
3251 鳥山　三伸 富山県 ミラたん
3252 向瀬　俊秀 津幡町
3253 浅野　智秀 富山県 かたーれRC
3254 石野　一樹 金沢市 ヤマガミ共育社
3255 河本基一郎 小松市
3256 三橋　賢治 富山県
3257 東　　幸志 金沢市
3258 神戸　栄喜 岐阜県 かんべ内科クリニック
3259 岩本　清彦 福井県
3260 水上　真介 富山県
3261 林　　龍一 兵庫県 楽ラン
3262 小原　　卓 富山県
3263 澤田　文一 滋賀県
3264 曽根　達也 能美市
3265 織田　拓己 小松市
3266 前田　朋哉 福井県 ＵＲＣ
3267 石田　浩一 白山市
3268 中山　浩平 富山県 福野狂走組
3269 塩谷　尚之 富山県
3270 前田　秀明 兵庫県
3271 西川　順一 東京都
3272 小杉　修一 白山市
3273 宇野　一成 愛知県
3274 若瀬　智雄 富山県
3275 入谷　寿男 滋賀県 スイッチオンサービス
3276 井村　一雄 金沢市 いぬわし君２０２２
3277 西村　朋治 富山県
3278 山口　　誠 静岡県 ハイブリッド
3279 磯野　　誠 鳥取県
3280 石原　正彦 金沢市
3281 上原浩一郎 東京都
3282 増田　裕之 千葉県
3283 松原　一成 加賀市 あーすらっく
3284 川辺　高信 金沢市 ジュピター
3285 荒木　勇一 富山県
3286 本多　弘和 富山県 ゆうあい薬局
3287 吉岡　勝彦 小松市
3288 中田　　元 金沢市
3289 村田　裕之 金沢市
3290 角野　嘉則 福井県
3291 酒井　義則 白山市
3292 今井　　武 金沢市
3293 谷口　利彦 金沢市 モンタナスポーツ金沢
3294 宮本　裕祥 白山市
3295 坂元　　進 加賀市 芭蕉珈琲ランニングクラブ
3296 山田　　立 富山県 飛込Ｒｕｎ部
3297 阿川　弘樹 金沢市
3298 藤瀬　　修 福岡県
3299 谷内田祥一 白山市 ＡＷＡＫＥ
3300 神原　　彩 愛知県
3301 酒井　英喜 白山市
3302 垣内　和彦 珠洲市 珠洲ランナーズ
3303 福島　匡英 金沢市 芭蕉ランクラブ
3304 田村　隆弘 新潟県
3305 三上　靖文 埼玉県
3306 金原　英司 金沢市
3307 河西　健二 富山県 アピアＧＲＡ
3308 五本木顕良 神奈川県
3309 竹下　勝二 富山県
3310 岩田　　達 千葉県 岩田ファミリー
3311 長川原　滋 富山県
3312 大津　　孝 愛知県
3313 綿矢　正弘 金沢市 有限会社弘紀工業
3314 茨山　修臣 富山県 カメガイ
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3315 高木　　衛 岐阜県
3316 橋本　忠光 七尾市
3317 坂本　　靖 宝達志水町 ｔｅａｍＴＡＸ
3318 千財　富雄 富山県
3319 中村　慎也 能美市
3320 佐々木俊浩 神奈川県 エスティ
3321 鈴木　博之 白山市
3322 須賀　雄一 京都府
3323 南　　伸明 小松市 錦城特別支援
3324 瀧元　直樹 能美市 ふたば薬局ランニングクラブ
3325 佐藤　隆介 かほく市 プリンスロード
3326 山本　昌弘 富山県 ファンランエアーズ
3327 小沢　正志 大阪府 枚方マスターズ
3328 西尾　重則 大阪府
3329 木元　健司 福井県
3330 相河　義和 津幡町 チームばた小
3331 依田　一美 能美市
3332 船田　雅之 兵庫県
3333 北嶋　圭二 福井県 トナミ運輸
3334 根山　智文 富山県 ファンラン  エアーズ
3335 本田　英樹 岐阜県
3336 中　　健一 富山県
3337 高山　敬康 金沢市 松本建設  マツケンクラブ
3338 松本　　章 富山県 北陸銀行ＡＣ
3339 小島　稔史 京都府
3340 竹内三知夫 福井県 竹内印刷陸上部
3341 井野　浩彦 埼玉県
3342 高森　正一 金沢市 菫台クラブ
3343 岡本　欣治 大阪府
3344 林田　秀一 福井県
3345 源常　義一 富山県 チーム向こう側
3346 杉山　浩正 愛知県
3347 岩佐　　修 岐阜県 大名古屋ＢＢ
3348 岩崎　和宏 富山県 城光寺さか練
3349 西村　亜土 東京都
3350 村地　昭彦 滋賀県
3351 平手　秀明 愛知県
3352 西村　典丈 かほく市 かほく市ＫＦＣ
3353 赤塚　善夫 愛知県
3354 水元　孝志 金沢市
3355 近　　一孝 岐阜県
3356 北村　光一 金沢市 菫台クラブ
3357 田中　秀治 金沢市
3358 黒川　吉治 金沢市
3359 荒川　卓郎 内灘町
3360 田川　雅樹 滋賀県
3361 安井　　章 金沢市
3362 桝田幸太郎 金沢市
3363 荻野　知巳 福井県
3364 細川　利一 羽咋市
3365 赤尾　克巳 富山県 ライブラン
3366 岡本　季輝 京都府 Ｔ２００Ｋ
3367 木下　和彦 七尾市 中島走ろう会
3368 河﨑　智之 福井県
3369 西山　大介 加賀市
3370 吉田　健二 京都府
3371 山本　　悟 金沢市 宇野製作所㈱
3372 根本　　聡 千葉県
3373 岸本　靖之 福井県
3374 伊崎　義彦 福岡県 にちにち好日
3375 村井　正幸 富山県
3376 中村　正幸 金沢市 チーム金港堂
3377 中谷　和幸 加賀市 加賀市
3378 鵜飼　　仁 神奈川県
3379 桶谷　孝士 加賀市 前川売店
3380 杉岡　孝洋 加賀市 入善楽走会
3381 長岡　宏彰 愛知県
3382 天谷　佳寛 福井県
3383 高本　恭一 加賀市
3384 泉川　光夫 埼玉県
3385 西野　和也 金沢市 ＡＷＡＫＥ

3386 伊藤　直司 愛知県
3387 谷内　秀二 羽咋市
3388 中曽　俊之 富山県
3389 小田　政明 津幡町 東部自動車学校
3390 中村　秀幸 長野県 信州上田小牧楽遊学
3391 畑　　隆之 白山市
3392 太田　健伸 野々市市 中野ＲＣ 北陸電力送配電
3393 槻尾　明則 富山県
3394 小山　　剛 大阪府 アイコム・ＦＲ
3395 豊岡　正樹 富山県
3396 小見門　恵 東京都
3397 垣内　辰彦 野々市市
3398 小林　　忠 金沢市
3399 猪坂順一郎 金沢市 チーム島元
3400 橋本　　浩 福井県
3401 鍛治　忠和 富山県 ｔｔｒ
3402 太田　勝己 富山県
3403 荻野　　功 滋賀県
3404 多長　　透 金沢市
3405 木田　　勝 小松市
3406 寺岡　克美 愛知県
3407 吉本　辰夫 金沢市
3408 木下　　敏 神奈川県
3409 松尾　勇志 白山市
3410 西片　一昭 神奈川県
3411 大野幸一郎 千葉県
3412 久保　哲司 富山県
3413 大谷　文男 津幡町
3414 小川　裕司 金沢市 ＭＯＲＩＳ
3415 鈴木　康夫 金沢市
3416 楠　　隆尚 福井県
3417 横山　　武 岐阜県
3418 大杉　康博 小松市 タカノクリエイト
3419 本村　　淳 小松市
3420 重吉　光昭 小松市
3421 越田　勇一 富山県 スキャン
3422 酒勾　　要 津幡町 金沢中央走ろう会
3423 小森　信次 岐阜県 ＦＥＥＬ岐阜
3424 西田　恭宣 能美市
3425 深坂　正弘 大阪府
3426 堀口　直樹 岐阜県
3427 渋谷　政史 大阪府
3428 近江　勝彦 金沢市
3429 堂川　正嗣 福井県
3430 油本　隆宏 富山県 チーム火曜日
3431 久次　孝幸 野々市市 天白ＧＧＩ
3432 中島　　裕 富山県
3433 宮本　武志 富山県
3434 尾崎　州弘 愛知県 天白ＧＧＩ
3435 宮丸　重雄 内灘町
3436 黒岩　保夫 高知県
3437 米谷　俊治 小松市 コマニー㈱
3438 池田　孝之 金沢市 アミノ金沢
3439 佐野　孝弥 野々市市
3440 大井　康充 富山県
3441 川井　孝士 福井県
3442 堀川　茂樹 福井県
3443 阿戸与志彦 小松市
3444 粟田　利彦 金沢市
3445 出村　公成 野々市市 金沢工業大学ロボティクス学科
3446 長谷川誠治 金沢市 金沢中央走ろう会
3447 名田　克成 愛知県 天白ＧＧＩ
3448 山口　達也 愛知県 ユーアイー走友会
3449 竹内　　豊 加賀市 加賀市
3450 小林　和信 福井県
3451 市村　公一 加賀市
3452 上出　　務 白山市
3453 藤家　利重 金沢市
3454 小竹　昌啓 金沢市
3455 新田　成孝 かほく市
3456 荒川　志朗 富山県 ＤＲＣ

3457 金岡　俊治 京都府
3458 安井　　功 大阪府 ＨＲ－Ｒ
3459 水谷　隆一 岐阜県
3460 鍋谷　浩一 羽咋市 三協立山
3461 北本　剛彦 加賀市 加賀シニア
3462 朝日　宏行 金沢市 金沢市役所アスリートクラブ
3463 今尾　晃司 能美市 緑が丘ＲＵＮＳ
3464 中田　博之 金沢市
3465 高田　良宏 金沢市 金沢満喫坂マラニック
3466 神宮　史雄 金沢市
3467 下　　達也 加賀市 しもつね菓子店
3468 河本　一男 加賀市 河本漆工
3469 二山　正禎 加賀市
3470 三橋　知央 東京都
3471 朝倉　行紀 富山県
3472 勝田　賢一 金沢市 ㈱タジマ
3473 静岡　弘明 金沢市
3474 塚本　康志 野々市市
3475 恒川　浩史 京都府
3476 三吉　宏治 小松市
3477 藤岡　　央 野々市市
3478 高橋　俊充 小松市 ｃａｐｏ  ＣＡＳＳＡＮＯ
3479 田野　浩二 千葉県
3480 山道　康広 津幡町
3481 宮前　　孝 小松市 千代田機電
3482 鈴木　　弘 金沢市
3483 能村　　徹 白山市
3484 柏原　　茂 富山県 コマツ
3485 東　　秀治 福井県
3486 久保出健二 埼玉県
3487 水冨　芳保 東京都
3488 多間　利一 珠洲市
3489 酒井　芳弘 福井県 ＨＮ．ＭＡＰ
3490 原　　秀二 富山県 ファンランエアーズ
3491 前原　孝明 滋賀県 滋賀県警察
3492 新井　　修 愛知県
3493 内山　卓也 大阪府
3494 山下　公寿 岐阜県
3495 野村　賢造 福井県
3496 森本　博之 京都府
3497 吉田　弘幸 津幡町 中条走四浪会
3498 原　　年幸 愛知県
3499 木下　誠司 兵庫県 木下病院
3500 道上　隆司 富山県
3501 川崎　稔幸 滋賀県 ライオンキング
3502 森井　春雄 滋賀県
3503 中野　健次 能美市
3504 橋本　純一 加賀市 ＫＴＣ
3505 荒地　正人 富山県 ＴＯＹＯＸ
3506 大森　健一 小松市 クスリのアオキ
3507 安念　英明 金沢市 北陸計器工業
3508 西村　康浩 金沢市 ＳＵＺＫＩ
3509 四津川元将 富山県
3510 長谷川博之 金沢市
3511 天野　國男 愛知県 ざ・ランニングストーンズ
3512 髙野　　広 金沢市
3513 戸田　　弘 兵庫県 ランチュウ軍団
3514 大谷　　淳 埼玉県
3515 木村　　豊 和歌山県 ＨＲＣ
3516 池田　　修 羽咋市 次場マラソン俱楽部
3517 恵見　昌弘 兵庫県
3518 高野　一夫 愛知県
3519 松尾　祐一 埼玉県 チーム芝浦
3520 湊谷　裕夫 富山県 ＹＯＲＩＭＩＣＨＩーＲＣ
3521 田中　賢一 能美市 いぬわし君２０２２
3522 笹原　清和 福井県
3523 新保　哲也 小松市
3524 上領　　誠 愛知県 つるんで覇気走
3525 田中　英治 加賀市
3526 溝江　一志 福井県
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1143 荒木　　敏 滋賀県 ダイキン工業
1144 河村　力男 福井県 リッキー塾
1145 葛山　秀敏 神奈川県 多摩川サブスリー
1146 高井　　光 金沢市 石川陸協
1147 橋爪　　明 東京都
1148 辻野　一郎 大阪府 大阪陸協
1149 飯田　義仁 岐阜県 クラブＲ２中日本
1150 砂田　　修 山口県 静峰興産
1151 明石眞佐男 大阪府 青馬会
1152 井山　尚記 富山県 エアーズ
1153 北出　　誠 大阪府 泉北ランニングクラブ
1154 石田　　安 三重県
1155 谷口　　強 東京都
1156 表　　治男 小松市 小松大谷
1157 橋本　邦彦 東京都 足立区陸競
1158 島田　悌二 東京都 ＮＴＴテレコン
1159 北出　祥夫 大阪府 泉北ランニングクラブ
1160 石橋　久哉 東京都
1161 加藤　民幸 東京都
1162 松岡　憲知 茨城県 ＪＡＬＰＳ
1163 中道　浩一 加賀市 芭蕉珈琲ランクラブ
1164 桧山　和成 茨城県 つくば陸協
1165 伊藤　福重 愛知県
1166 松本　　直 滋賀県
1167 石橋　正夫 大阪府 ひらかた緑風会
1168 畑　　　務 加賀市 加賀市立錦城小学校
1169 八重樫　悟 茨城県 茨城マスターズ
1170 浅井　卓朗 愛知県 安城快足ＡＣ

3601 加藤　伸二 愛知県 ランニングストーンズ
3602 赤田　英明 滋賀県
3603 田中　　真 京都府
3604 米田　照正 津幡町 日本海魚組
3605 中道　良二 福井県
3606 吉村　浩幸 福井県
3607 花家　保宏 大阪府
3608 野上　泰宏 北海道 ｆｒｕｎ
3609 竹田　俊則 富山県 ガレージタケダ
3610 盛本　浩志 志賀町
3611 杉山　正和 大阪府 皆見電子走りたいねん倶楽部
3612 向田　克之 金沢市 石川中央保健福祉センター
3613 村中　宏文 福井県 アサヒマカム
3614 東　　久彦 宝達志水町
3615 湊　与志夫 富山県 福井鉄人会富山支部
3616 田中　康弘 小松市
3617 中田　敬一 白山市 金沢環境サービス公社
3618 蒲生　　孝 金沢市 北陸総合通信局
3619 佐々木　学 富山県
3620 新川　孝滋 大阪府 コマツ
3621 八田嘉一郎 福井県 福井鉄人会
3622 清水　靖夫 川北町 ハウメット・ジャパン
3623 田端　啓二 加賀市
3624 岡部　寿一 金沢市
3625 下野　正人 岐阜県
3626 清水　一郎 愛知県
3627 佐野　哲司 加賀市 三洋製機ＲＣ
3628 土屋　勝英 千葉県
3629 仙道　淳史 富山県
3630 斉藤　　正 京都府
3631 野口　敦司 大阪府
3632 住田　正臣 神奈川県
3633 山本　英樹 津幡町
3634 井上　兼一 白山市
3635 古川　政喜 東京都 きままにＡＣ
3636 萩原　　智 小松市
3637 高広　光彦 富山県
3638 木地　善啓 大阪府
3639 落合　克己 小松市

3640 茶山比呂司 富山県
3641 黒川　光浩 白山市 石川ランナーズ
3642 飯島　康正 茨城県 トラサンデリカ
3643 大井　　隆 新潟県 チーム真中
3644 竹内　政一 加賀市 たけうち印刷
3645 衞藤　壽一 神奈川県
3646 鈴木　　徹 福井県 チームとうます
3647 植村　　徹 愛知県 チームＡＭＯＥＭＡ
3648 川合　和之 愛知県
3649 宮田誠四郎 富山県
3650 村井　　潔 金沢市 中野RC
3651 吉田　　茂 愛知県 ベルネット
3652 渡辺紳一郎 千葉県 ちーむにゃ～
3653 中村　好男 兵庫県
3654 中西　利和 津幡町 金沢満喫坂マラ
3655 向田　真一 岐阜県 飛騨山岳会
3656 津風呂雅彦 奈良県 ひらかた緑風会
3657 溝之上正充 千葉県
3658 笠間　孝治 白山市
3659 野村　幸宏 金沢市
3660 横川　一郎 金沢市 かおラン
3661 小新　松典 加賀市
3662 林　　裕人 金沢市 湯来楽愛好会
3663 伊藤　一宏 愛知県
3664 見上　敏幸 兵庫県 エンジ関西
3665 牧野　　聡 京都府
3666 中林　尋和 福井県
3667 甫本　雅生 三重県
3668 桜井　一男 金沢市 北電テクノサービス
3669 赤井万吏夫 金沢市 津田駒工業㈱
3670 三輪　昌弘 埼玉県 バンジョー弾き
3671 江畑　光介 金沢市 チーム島元
3672 粟田　満文 福井県 福井地域鉄道部
3673 堀田　健一 金沢市 チームカイト
3674 新河戸繁夫 福井県
3675 田村　幸一 金沢市
3676 金本　　誠 金沢市 日立ハイテクフィールディング
3677 谷口　利信 小松市 キョーエイ
3678 武藤　直樹 岐阜県
3679 加藤　良一 野々市市
3680 白鳥　治男 小松市 ライオンパワー
3681 前田　　潤 富山県 ＴＰＳＣｏ
3682 小林　克則 福井県
3683 末広　義治 兵庫県 あおつぶ
3684 居川　賢一 滋賀県
3685 庄谷　卓爾 兵庫県
3686 杉浦　規之 愛知県
3687 川谷内哲二 白山市
3688 古川　富生 金沢市
3689 入田　清一 金沢市
3690 岩嵜　和男 滋賀県 西友　長浜楽市店
3691 井上　　浩 福井県
3692 兵頭　健二 愛媛県 西予市役所
3693 山崎　裕明 七尾市
3694 伊藤　　孝 三重県
3695 佐藤　正夫 岐阜県
3696 小畑　　亮 珠洲市 蛸島応援団
3697 酒詰　　忍 金沢市
3698 佐藤　健二 東京都
3699 浦　　浩俊 富山県
3700 中橋　　正 千葉県
3701 中野　廣志 能美市
3702 花本　康二 金沢市
3703 井上　　聖 東京都
3704 北村　公彦 大阪府
3705 川島　篤弘 金沢市 ジュピターＲＣ
3706 橋本　宣之 七尾市
3707 坪田　秀則 福井県 平成かたつむり会
3708 坪川　哲也 福井県
3709 佐藤　浩一 千葉県 ひばりの郷
3710 西野　成人 金沢市 ＮＴＴ西日本北陸

3711 大瀬　祐一 加賀市
3712 平野　一彦 愛知県 ㈱愛知メイカンA・C
3713 佐々木弘之 金沢市 金沢こども医療福祉センター
3714 吉川　　寛 東京都
3715 小島　清隆 静岡県
3716 須磨　政幸 白山市 ハクサンクラブ
3717 出口　俊彦 金沢市
3718 吉原　　修 滋賀県 内外エンジニアリング㈱
3719 南　　茂樹 能美市 金沢ロードスタークラブ
3720 児玉　吉正 愛知県
3721 笹川　慎一 静岡県
3722 八尾　利和 かほく市
3723 稲畑勝太郎 兵庫県
3724 西川　幸伸 愛知県
3725 三屋　雅信 福井県
3726 藤田　龍一 小松市 芭蕉珈琲ＲＣ
3727 上野谷龍治 小松市 芭蕉珈琲ランク
3728 大道富士夫 大阪府
3729 竹内　　司 富山県 レースフリーク
3730 見浪　博史 大阪府
3731 屋敷　孝之 富山県 スキャン
3732 渡辺　一郎 群馬県 天沼ＲＣ
3733 蓮尾　令二 福岡県
3734 二瓶　康弘 野々市市
3735 中村　喜彦 金沢市
3736 髙田孝次郎 福井県
3737 片山　　亮 福井県 萌える闘魂
3738 中谷　勝治 金沢市
3739 高村　正志 富山県 臼井学園
3740 清水　厚雅 小松市
3741 赤尾　隆一 愛知県
3742 松田　　裕 加賀市 加賀健康増進センター
3743 古橋　孝敏 静岡県 よんろく俱楽部
3744 平澤　信康 東京都
3745 水野　和夫 金沢市 B1ミラクルズ
3746 工藤　俊平 小松市
3747 西田　弘之 加賀市 東尋坊鉄人会
3748 村上　正彦 埼玉県
3749 加茂　　元 新潟県 六十里越を走ろう
3750 関口不二夫 東京都
3751 炭田　直彦 金沢市 ニコ屋俱楽部
3752 山本　敏弘 金沢市 金沢ＳＣ小立野
3753 中田　正利 能美市
3754 藤田　惠三 白山市
3755 高田　秀男 金沢市 澁谷工業陸上部
3756 田畑　雅弘 金沢市 Ｓｔｙｌｉｓｈ
3757 高瀬　泰裕 富山県 ランナーズ富山
3758 土田　民雄 金沢市 ＴＯＳＥＣ２４
3759 岩松　　茂 白山市
3760 得永　正樹 大阪府 狭山池ＲＣ
3761 皆本　尚市 加賀市
3762 羽根田　章 長野県
3763 亀山　慎二 鳥取県
3764 茂木　　実 千葉県
3765 谷口　利彦 白山市 かおラン
3766 中尾　雄一 滋賀県
3767 加藤　雅之 大阪府
3768 吉川　　浩 東京都 ホロラー
3769 田野　季由 内灘町
3770 中條　　聡 金沢市 金沢中央走ろう会
3771 大橋　功男 愛知県 岩倉ランステ
3772 池田　一司 東京都
3773 伊藤　　広 福井県 エイチエスキッチン
3774 西村　　健 白山市 ＪＲ金沢総合車両所
3775 佐藤　千春 白山市
3776 米本　春彦 鳥取県
3777 武原　一郎 金沢市
3778 森下　　悟 白山市
3779 牧野　和弘 福井県
3780 古家　勇次 広島県 積水ハウス
3781 佐竹誠二郎 徳島県 ウェル亀徳島

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

4部　マラソン　男子60才以上



25

3782 中島　健市 金沢市 金沢中央走ろう会
3783 井村　義宏 津幡町 中条走四浪会
3784 佐野　良一 金沢市
3785 大山　晃弘 東京都
3786 津田　壮史 兵庫県
3787 堀　　達夫 内灘町
3788 笹　　昌隆 大阪府
3789 青木　道之 広島県
3790 針山　　隆 富山県
3791 前澤　　誠 金沢市
3792 千代　善昭 金沢市 アミノ金沢
3793 水戸　　修 加賀市 慢遊菜館
3794 八木　暢夫 福井県
3795 原　　光成 東京都
3796 八十島邦昭 富山県 クーニーズ
3797 芹川　　進 福井県
3798 小島　雄二 群馬県 桐生走ろう会
3799 小島　伸夫 神奈川県 石川県人会
3800 松井　義徳 かほく市
3801 森田　正紀 富山県
3802 高岸　義蔵 富山県 炉ばた山海
3803 山田　　弘 金沢市 トム＆はな
3804 神山　　博 岐阜県
3805 中西　正巳 奈良県
3806 角下　麻人 和歌山県 和歌山走ろう会
3807 佐藤　博之 大分県
3808 濱井　修一 志賀町
3809 市薗　康朗 大阪府
3810 喜多　俊彦 白山市
3811 長谷川宏之 福井県
3812 高野　大介 小松市
3813 鷲田　智彰 福井県 石田上走乱会
3814 村上　秀次 かほく市 フィッシング宇気
3815 井上　一弘 三重県
3816 榎本　一義 福島県 光ＲＵＮいわき
3817 河合　洋介 宮城県 風恋洞
3818 小島　憲和 愛知県 ＲＵＮバカＲＣ
3819 神戸　　亘 神奈川県
3820 針田　清志 加賀市 スワトン
3821 脇　　昭博 三重県
3822 坪田　真哲 福井県 悠真クラブ
3823 刀祢　靖嗣 福井県
3824 山口　修司 白山市
3825 水崎　澄夫 福井県
3826 鈴木　友夫 埼玉県
3827 友松　隆男 群馬県
3828 中農　　悟 金沢市
3829 中野　勇介 金沢市
3830 中島　喜治 福井県
3831 山口　一郎 金沢市
3832 竹内　和弘 金沢市
3833 高田　吉雄 東京都
3834 中島　範雄 金沢市
3835 児島　智紀 東京都
3836 江戸　伸一 穴水町 公立穴水総合病院
3837 勘田　益男 小松市 沖町マラソン同好会
3838 大倉　浩二 大阪府 ランコネ
3839 才門　敏成 金沢市
3840 上野　謙三 白山市
3841 西方　敏健 小松市
3842 飯田　　慎 長野県 長野県酒造組合
3843 冨永　　達 京都府
3844 五十嵐　耕 三重県
3845 板坂　卓之 かほく市 ＫＦＣ
3846 黒瀬　政義 加賀市 北陸ネーム
3847 角田　栄一 白山市
3848 高畠　幸司 富山県 ＪＰ高岡
3849 岡戸　丈彰 埼玉県
3850 多田　年男 兵庫県
3851 LEI  THOMAS 滋賀県
3852 村田　玲一 神奈川県 Ｍ＠平塚

3853 升岡　　隆 大阪府 ひらかた緑風会
3854 高　　秀正 金沢市
3855 塚本　利明 富山県
3856 近藤太實男 滋賀県
3857 長森　正則 富山県 クワトロ
3858 木下　準一 津幡町 ななこ２５
3859 西村　清一 滋賀県
3860 谷口　憲弘 金沢市
3861 菅波　　貴 加賀市
3862 山口　正見 金沢市 ヴィテン金沢
3863 團子　嘉則 白山市 鶴来走友会
3864 脇本　三郎 能美市 ㈱別川製作所
3865 重信　和也 広島県
3866 谷本　　明 小松市
3867 澤田　育雄 福井県
3868 直江　成治 金沢市
3869 岡　　悦弘 大阪府 トッパンＲＣ
3870 辻端　隆彦 金沢市
3871 江黒　　孝 東京都 ピーターAC
3872 久保田敬三 大阪府
3873 堀　　初治 金沢市
3874 橋本　政人 金沢市 赤とんぼ軍団
3875 池上　　渉 金沢市
3876 浜名　隆志 富山県
3877 矢澤　　茂 長野県 フル百回楽走会
3878 和田山安宏 東京都
3879 君島　一巳 福井県
3880 加島　和彦 金沢市
3881 久利須　隆 金沢市 雪煙クラブ
3882 富吉　則文 京都府 かもなす
3883 桐生　勇治 奈良県
3884 西田　　誠 京都府
3885 岡　　義和 滋賀県
3886 宮武　利夫 小松市
3887 小林　　親 東京都
3888 北村　芳正 野々市市 オレンジウインド
3889 渡邊　　晃 新潟県
3890 尾山　栄司 かほく市 尾山石油
3891 増田　正博 和歌山県
3892 小西　健雄 和歌山県 どもなｒｕｎ
3893 佐久間　寛 金沢市
3894 牛古　一善 富山県
3895 大窪　和彦 滋賀県
3896 上野　達雄 新潟県 破れ帽子
3897 西田　敏雄 富山県 ランナーズ富山
3898 山崎　茂美 福岡県
3899 水戸　　均 加賀市 チームザマンユウ
3900 坂井　　聡 金沢市
3901 山本　啓一 金沢市 大地を走ろう会
3902 中村　寛司 東京都
3903 村野　秀雄 岩手県 気分走快
3904 飯田　三二 新潟県
3905 中村　　繁 埼玉県
3906 出倉　利治 福井県 東尋坊鉄人会
3907 中村　　守 内灘町 雪煙クラブ
3908 池本　義幸 長野県 新興製作所陸上部
3909 桶谷　春男 珠洲市
3910 魚住　正栄 野々市市
3911 武冨　　勝 和歌山県
3912 篠原　義治 愛媛県 西条洛走
3913 田淵　正英 神奈川県 なし
3914 喜田　　彰 大阪府 青馬会
3915 片山　晶夫 大阪府 長居朝ラン倶楽部
3916 折橋　直紀 金沢市
3917 本田　　悟 小松市 小松市陸上競技協会
3918 西　　健一 大阪府 なし
3919 河村　健治 金沢市
3920 山下　政義 金沢市 ジュピターＲＣ
3921 中谷　敏一 加賀市 加賀走ろう会
3922 南　　茂雄 加賀市
3923 浅田　明晴 金沢市 ８０まで走ろう会

3924 祢津　修一 富山県
3925 横　　信一 金沢市
3926 山田　外史 金沢市 金沢大学楽走会
3927 上野　孝敏 福井県 クレージー福井
3928 田辺　正夫 埼玉県
3929 緒方　一成 福岡県
3930 山口　　隆 神奈川県 千代田走友会
3931 小野　　隆 岡山県
3932 黒川　正道 野々市市 ドコモ北陸ランニング倶楽部
3933 八島　則吉 福井県 東尋坊鉄人会
3934 林　　國夫 小松市 ＺＫＭ石川県支部
3935 沼田　外志 福井県
3936 神田　　久 富山県 フル百回楽走会
3937 野田　　眞 埼玉県
3938 田中　　實 大阪府 長野市歯科医師会
3939 杉田　利一 七尾市 中島走ろう会
3940 酒井　幸雄 金沢市 ◎ヤマサＡＣ◎
3941 西尾　元治 静岡県 ほなみ会南風
3942 山崎　一幸 福岡県 道海永寿会
3943 寺坂　隆義 佐賀県 ミナノ精工
3944 東　　正治 福井県 風の会
3945 井上　邦昭 福井県
3946 野坂　清二 福井県 クレージー福井
3947 山口　　修 神奈川県
3948 打田　弘巳 金沢市 オレンジウインド
3949 井村　誠治 白山市 雪煙クラブ陸上部いむＧ
3950 成田　隆昌 愛知県
3951 能村　　章 東京都
3952 谷口　一郎 宝達志水町 宝達志水町快走老会
3953 稲木　長二 福井県 ＺＫＭ福井
3954 蜂谷　　薫 滋賀県
3955 寺本　三男 愛知県 舞ペース
3956 美和　新一 東京都
3957 小勝負繁利 兵庫県 フル百回楽走会
3958 小林　　稠 長野県 マラソンのつぼ
3959 山岡　幸一 三重県 伊勢走ろう会
3960 佐藤　秀紀 金沢市 金沢大学楽走会

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ
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1201 西田　彩花 大阪府 茨木市陸上競技協会
1202 内田　　碧 小松市 ＹＣ金沢
1203 楠見　尚子 東京都 太田走友会
1204 宮崎由里圭 野々市市 金沢ＡＣ
1205 水口　麻美 愛知県
1206 牧野　さほ 大阪府
1207 大野　陽華 群馬県 ヴァレオプロ
1208 矢崎なつみ 東京都 Ｔｅａｍ．８６７２
1209 中山　　舞 富山県 ありそＲＣ
1210 川崎由理奈 埼玉県
1211 松村　博子 金沢市

4001 西澤　真由 長野県 富山大学
4002 月原　涼葉 愛知県 名古屋短期大学
4003 廣澤　麗奈 福井県
4004 田谷まる美 富山県 富山大学
4005 千見寺佑芽 小松市 航空自衛隊
4006 井本和夏奈 内灘町
4007 向井　円香 埼玉県
4008 本多　　葵 小松市
4009 ホリタ イクミ 金沢市
4010 中村　広海 富山県 中日本高速道路㈱
4011 大山　鮎美 金沢市
4012 六反田実優 能美市
4013 水上　歌苗 能美市
4014 野杁　杏奈 小松市
4015 谷口　陽菜 富山県
4016 梶　亜里紗 白山市
4017 中島　帆波 福井県
4018 加藤　佑佳 白山市
4019 吉森　沙希 羽咋市
4020 山嵜　芽衣 金沢市
4021 中田　千歩 七尾市 北陸電気グルーヴ
4022 望月　　郁 長野県
4023 大森　真由 小松市
4024 中野　寧々 加賀市
4025 京武　杏奈 金沢市
4026 京武　菜奈 志賀町
4027 川口　祐季 愛知県
4028 平野　里奈 愛知県
4029 伊藤　章代 岐阜県
4030 畳野美古都 大阪府
4031 東　　千晶 富山県
4032 田中　伶奈 小松市
4033 武藤香菜子 金沢市
4034 芹川由布子 福井県
4035 村上　千佳 金沢市
4036 林　美唯妃 滋賀県
4037 柏原あゆみ 三重県
4038 恩幣恵理子 埼玉県
4039 礒崎　愛永 熊本県
4040 東間　結子 白山市
4041 小澤　　望 東京都
4042 日浦　美紀 愛知県
4043 山下　美波 金沢市
4044 中西　美里 福井県
4045 福田　萌生 大阪府
4046 前田　祐未 白山市
4047 小野はるか 山梨県 Ｔｅａｍ．８６７２
4048 江本　璃衣 千葉県
4049 大谷　杏美 東京都
4050 舛田　果那 金沢市 金沢ＡＣ
4051 才田　明乃 富山県
4052 空　英理奈 富山県
4053 出村　恵理 七尾市
4054 串岡　美香 白山市
4055 河原真里絵 金沢市
4056 蜷川由利菜 神奈川県 アリソンアンドパートナーズ

4057 中井　桃子 小松市
4058 小倉　智未 金沢市
4059 佐久間千尋 東京都
4060 友田　典子 福井県
4061 山本　蓉子 小松市
4062 澤村　留加 東京都
4063 野中　景子 福井県
4064 中前　裕佳 金沢市 チーム金港堂
4065 畑　　早苗 金沢市 黒装束
4066 濱田　　綾 白山市
4067 戸塚　麻喜 三重県
4068 阿慈地　望 小松市
4069 渡辺　　愛 埼玉県
4070 瀬川　真未 金沢市
4071 川尻　有紀 七尾市 穴水総合病院
4072 塩谷　未央 かほく市 うさきちクラブ
4073 森　亜沙未 金沢市 ファーイーストカンパニー
4074 山本　裕理 金沢市
4075 北嶋　幸恵 津幡町 ＨＤＣ
4076 太田　美華 愛知県
4077 沖津　睦子 白山市
4078 西　　智子 白山市
4079 永井　恵子 富山県
4080 橋本　　恵 野々市市
4081 織田絵里香 白山市
4082 上嶋　由美 福井県
4083 小山小百合 能美市
4084 林　　怜子 金沢市
4085 村山　絵美 富山県 らーめん部
4086 杉本絵里香 神奈川県
4087 小出真衣子 金沢市
4088 鈴木　淳子 東京都
4089 鍵元奈央子 金沢市
4090 平野　　忍 神奈川県
4091 掛田　由佳 小松市
4092 吉本　麻衣 白山市 ＪＤＮ
4093 金　可奈子 埼玉県
4094 東出　祐美 白山市 一木ＲＣ
4095 中西　美紀 富山県
4096 前田　　泉 福井県
4097 藤本　怜子 白山市 黒装束ラン

1212 長坂　知子 神奈川県
1213 野崎加奈子 東京都
1214 杉村　佑子 富山県 ＮＳ　Ｄｒｅａｍ
1215 遠藤由加理 京都府 マソ練
1216 坂東　千雅 金沢市
1217 丸山　由樹 富山県
1218 高橋えりか 富山県 ポポロＡＣ
1219 吉田しのぶ 神奈川県 駒沢公園ＪＣ

4101 寺野さくら 富山県
4102 前川　鮎子 東京都
4103 田村　綾香 金沢市
4104 高橋　弥生 大阪府
4105 柱山　留美 金沢市 グロリアＡＣ
4106 玉谷冬季子 兵庫県
4107 小角　裕子 福井県
4108 長谷川美紀 加賀市
4109 谷中佐祐里 小松市 トヨタレンタリース石川
4110 高畠　　梓 白山市
4111 村田　郁絵 金沢市 nicoコンディショニングジム
4112 雲津なつみ 大阪府
4113 並木 　　薫 富山県 アピアＧＲＡ
4114 西山　教子 加賀市
4115 増山　祐子 富山県
4116 和田　恵美 愛知県

4117 辻　悠子 福井県
4118 山本　理恵 白山市
4119 西道　恵美 能美市 ＫＭＫ
4120 北村　世枝 金沢市
4121 平野　美雪 七尾市
4122 岡本　華奈 白山市
4123 葉山かおり 滋賀県
4124 上田香央里 金沢市
4125 杉本　涼子 金沢市
4126 中島　麻理 金沢市
4127 紺谷　美香 津幡町
4128 木村　佳澄 金沢市
4129 金津　理恵 福井県
4130 立石　尚子 富山県 チームニャンニャン
4131 林　　妙子 富山県 ゆるラン富山
4132 常橋　美香 金沢市
4133 元角　美貴 能美市 ＲＣ　ＺＯＲＯ
4134 手塚阿津子 金沢市 ＨＤＣ
4135 高澤　　望 金沢市
4136 谷口奈穂子 小松市 黒装束ラン
4137 小山内麻衣子 金沢市
4138 清水　宏美 小松市
4139 永田奈美子 小松市 無所属
4140 中島いづみ 東京都
4141 小寺　智江 金沢市
4142 岡本　美華 愛知県
4143 川本リョウコ 内灘町
4144 北田　　文 千葉県 石川ランナーズ
4145 岩田　陽子 福井県
4146 北川　幸子 金沢市
4147 林　　晃子 新潟県
4148 奥　真由美 金沢市
4149 下口　亜弓 加賀市
4150 谷口　尚美 羽咋市
4151 吉田　綾子 福井県
4152 佐久間若奈 金沢市
4153 山田　真美 金沢市
4154 中尾　光恵 富山県 ＳＡＬＬＹＳ
4155 吉田　美咲 金沢市
4156 井口　宏美 兵庫県
4157 木村　朱里 金沢市
4158 山岸　香織 小松市
4159 澤田　貴子 富山県
4160 横井　亜耶 小松市 アビオシティ加賀
4161 長谷川夏樹 福井県
4162 奥　由香里 金沢市
4163 中西真美子 金沢市
4164 萩野　りか 金沢市
4165 山本　知春 金沢市
4166 為近　梨香 大阪府
4167 瀬沢　周子 金沢市
4168 高島　美沙 金沢市 ＨＤＣ
4169 巻下　千恵 加賀市
4170 橋場公光三 能美市
4171 村田　　弓 愛知県
4172 永井　真生 神奈川県
4173 高多美智江 金沢市
4174 松村実佳子 川北町 辰口ミニバス男子
4175 番所　優子 加賀市
4176 金子　智子 金沢市 金沢中央走ろう会
4177 竹村　七重 金沢市
4178 川畑みどり 愛知県
4179 沖田　聡子 金沢市
4180 若林　治子 金沢市 ジュピターＲＣ
4181 松本　朋世 金沢市
4182 田中　　情 金沢市
4183 中岡　知恵 大阪府
4184 広瀬　周子 大阪府
4185 遠藤　静佳 金沢市
4186 中　　聖子 小松市 三島石油ＲＣ
4187 廣瀧　愛子 白山市 一木ＲＣ
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4188 細川　恭子 白山市
4189 田中　裕子 福井県
4190 高科　麗子 京都府
4191 小島亜由美 金沢市
4192 倉内由美子 金沢市
4193 油野　智子 金沢市
4194 西内　　郁 金沢市 黒装束ラン
4195 辻　　明子 京都府
4196 横田　友子 金沢市
4197 宮崎　三恵 白山市
4198 松井詩寿子 富山県 チーム呑んだくれ
4199 木下　麻子 七尾市
4200 立花　理恵 加賀市
4201 吉田　真弓 福井県
4202 三田　友美 加賀市
4203 大海　理恵 金沢市 ＨＤＣ
4204 杉山　智子 埼玉県
4205 古田里江子 富山県
4206 坂東　知子 小松市
4207 小林　依美 愛知県
4208 村上　悦子 岐阜県
4209 遠藤　美絵 東京都 ニクジョウブ
4210 越田　千夏 金沢市
4211 長谷川貴子 金沢市
4212 坂原　夕子 大阪府
4213 森田　美夏 愛知県
4214 北井　　彩 野々市市
4215 中村　明子 白山市
4216 山川　　操 東京都
4217 竹下　涼子 金沢市
4218 河原　雅子 加賀市
4219 國影　純代 福井県
4220 北市　里恵 金沢市
4221 宮崎　良江 小松市
4222 越　　美絵 東京都
4223 鈴木友紀子 富山県
4224 南　　多珠 和歌山県
4225 稲葉　勢子 愛知県
4226 池田　雅代 金沢市
4227 原　優美子 志賀町 レースフリーク
4228 中山　真紀 富山県 城光寺さか練
4229 深坂　知子 大阪府
4230 津幡すみこ 加賀市
4231 高野　裕美 富山県
4232 田村　享子 茨城県
4233 角尾　　愛 金沢市 ぽんちょ
4234 坂巻　美恵 滋賀県
4235 金林　美穂 富山県
4236 嵐　　裕子 金沢市 中央フレンズ
4237 久道　倫代 野々市市
4238 房本江美子 金沢市
4239 寺岡由美子 愛知県
4240 高田真由美 金沢市
4241 北村　清美 加賀市
4242 伊藤　雅子 富山県
4243 和田ハルナ 徳島県
4244 細川　優子 富山県
4245 細谷　初代 福井県 ＭＡＲＴ
4246 武部　和恵 小松市 北陸銀行
4247 中島　幸子 愛知県
4248 松尾　　薫 神奈川県
4249 本西由美子 金沢市 田上ゆるｒｕｎ
4250 小松　明子 金沢市
4251 倉田いずみ 富山県
4252 砂村　憲子 福井県
4253 吉村　由香 野々市市 オレンジウインド
4254 村口　直美 加賀市 赤ベベコの会
4255 中戸　恭子 金沢市
4256 徳永みどり 千葉県
4257 元木　陽子 東京都
4258 喜多　明子 能美市

4259 太田　和代 小松市
4260 川崎　早苗 東京都
4261 山越　智絵 富山県 ハイアルチ
4262 谷口美代子 福井県

1220 本田さおり 富山県 Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
1221 向井れい華 東京都 ＮＲ多摩
1222 千脇久美子 兵庫県 神戸市陸協
1223 柚木　雅子 岡山県 岡山マスターズ
1224 松尾　春美 埼玉県
1225 本田　淳子 富山県
1226 冨尾　清美 富山県

4301 駒村　都美 金沢市
4302 林　　莉香 東京都
4303 松永亜紀子 埼玉県
4304 杉浦　由美 内灘町
4305 山口　花織 富山県
4306 山平　優子 大阪府
4307 竹田　悦子 福井県
4308 坂下真知子 小松市
4309 玉手　美里 福島県
4310 西田真由美 富山県 アピアＧＲＡ
4311 栗林　道代 富山県
4312 佐藤百合子 金沢市 パワーキック
4313 鈴木真由美 愛知県
4314 角田亜裕子 埼玉県
4315 平野麻衣子 志賀町
4316 川崎　和世 富山県
4317 澤多　　恵 金沢市
4318 髙木　利枝 千葉県
4319 近藤　美紀 兵庫県
4320 岩崎　妙子 福井県
4321 明　さおり 富山県
4322 萓島　光代 埼玉県
4323 中谷　友美 富山県
4324 松木美千代 富山県
4325 野村　和恵 金沢市
4326 日隈　麻矢 愛知県
4327 岩田　千佐 千葉県 幸はやぶさ
4328 下山　聡子 兵庫県 峰山香住練習会
4329 柳　　由美 富山県
4330 大野　直子 小松市 芭蕉珈琲ランクラブ
4331 関　　泉子 白山市
4332 芹田　絹枝 東京都
4333 湊　　美子 富山県
4334 金岩　理加 加賀市
4335 林　　千鶴 富山県
4336 河上　純子 富山県
4337 橘　　巧湖 津幡町
4338 松平　明美 金沢市
4339 須谷　洋美 加賀市 加賀トライアスロンクラブ
4340 能村　千乃 金沢市
4341 冨田　真由 福井県
4342 山谷　優生 金沢市
4343 浦山　千里 埼玉県
4344 藤井　雅美 富山県
4345 浜嶋はるみ 金沢市
4346 梅谷實紀子 小松市 梅谷農園
4347 曽我　清美 岐阜県 ふゅーちゃん
4348 泉　　由美 福井県
4349 鈴木佳代子 富山県
4350 坂本　和世 金沢市 チーム金港堂
4351 角間　直美 金沢市
4352 浦田　勝江 大阪府
4353 錦木　和美 金沢市
4354 中村ちえみ かほく市 可愛い子ちゃん倶楽部

4355 中村美由記 金沢市
4356 上野　千鶴 金沢市
4357 山口　　泉 白山市
4358 庄司美和子 富山県
4359 清水　浩子 京都府
4360 宮脇　朝美 富山県
4361 中谷　　光 福井県
4362 荻野真由美 滋賀県
4363 摂田　洋美 白山市 白山市
4364 佐々木和子 珠洲市
4365 大橋絵理子 富山県 ナウスタイル
4366 長田　裕子 富山県
4367 宮前　若恵 金沢市 ＮＴＴ走ろう会
4368 橋本　恭子 金沢市
4369 道下　直美 輪島市
4370 中田　みき 小松市 ＪＴＳＭマラソンクラブ
4371 角野　直子 福井県
4372 瀬川　陽子 野々市市 小松マテーレ
4373 能口　可苗 かほく市 ｓｔｙｌｉｓｈ
4374 竹内亜希代 富山県
4375 高橋　潮里 千葉県
4376 沼田　智子 羽咋市
4377 斉藤　美幸 富山県
4378 金岡　早苗 京都府
4379 若瀬ほづえ 富山県
4380 奥村　良江 富山県
4381 田辺久美子 岐阜県
4382 井上　桂子 福井県
4383 中谷　晶子 能登町
4384 猪坂　ミキ 金沢市 チーム島元
4385 西尾　栄子 大阪府
4386 鈴木　敏美 滋賀県
4387 谷内　幸子 白山市
4388 納堂　晴美 愛知県 いわくらランステ
4389 中山　園子 東京都 ふじわらせんべい店
4390 牧野　貴子 京都府
4391 藤井　真琴 金沢市
4392 小林三千代 福井県
4393 中村　貴子 金沢市
4394 向島　智子 京都府
4395 中沖　由美 富山県
4396 織田　美紀 小松市
4397 福久　みき 白山市 かおラン
4398 穴倉由美子 富山県
4399 新保　京子 金沢市
4400 勝木美由紀 加賀市
4401 吉澤　和江 三重県
4402 三上亜紀子 東京都
4403 山村　　光 大阪府
4404 木村　昌代 和歌山県 ＨＲＣ
4405 堀内　優子 福井県
4406 宮本　良子 金沢市
4407 南　　恵子 小松市
4408 宮口　結美 金沢市
4409 長岡　慶子 金沢市 オレンジウィンド
4410 村田　優子 茨城県 ＴＯＫＫＩＩ
4411 越田香奈美 富山県 スキャン
4412 滝田　綾子 かほく市 プリンスロード
4413 町端志津子 金沢市
4414 加藤　恵子 富山県
4415 望月ゆかり 金沢市
4416 萩野　道代 千葉県 ニッポンランナーズ
4417 北川真由美 埼玉県
4418 竹村　康子 金沢市
4419 小板　和子 福井県
4420 中谷　　圭 長野県
4421 柚木かおる 富山県
4422 古橋美どり 静岡県 よんろく俱楽部
4423 阿部　直美 愛知県
4424 齊藤　幸子 津幡町
4425 西川　敦子 岐阜県

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

7部　マラソン　女子50才～59才
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4426 大崎　布子 愛知県
4427 橋本　純子 富山県
4428 岩嵜　晴美 滋賀県 長浜北星高校
4429 永川詩周子 富山県 アピアＧＲＡ
4430 布野　直江 金沢市 ジュピターＲＣ
4431 藤井　仁美 愛知県 いわくらランステ
4432 大江　みか 岐阜県
4433 篠田　幸恵 東京都
4434 山下　美和 加賀市 芭蕉珈琲ＲＣ
4435 松本もとみ 群馬県
4436 天川　朋子 大阪府
4437 東　智津子 能美市 ドラゴンママ
4438 谷川　洋子 福岡県
4439 三上たえ子 栃木県
4440 村上　由美 宝達志水町 宝達志水町役場
4441 神山　直美 岐阜県
4442 村田　裕子 福井県 クレージー福井
4443 安田　千里 愛知県 岩倉ランステ
4444 井上　貴子 愛知県
4445 上野　　忍 愛知県 岩倉ランステ
4446 上谷かおり 福井県
4447 田中由佳利 大阪府
4448 福島一二三 金沢市 芭蕉珈琲ランクラブ
4449 粂　　順子 金沢市
4450 堂井　幸江 東京都
4451 野田理恵子 東京都
4452 小林　厚子 和歌山県
4453 滝崎　和子 金沢市 ジュピターＲＣ
4454 清水小百合 和歌山県 橋本RC
4455 横井佳恵子 富山県
4456 畠　真千子 加賀市 チームほたる
4457 宇賀居美延 富山県
4458 阿部智恵子 福井県 ＭＡＲＴ大野
4459 橋本　真琴 加賀市 KTC
4460 布目和佐子 埼玉県
4461 竹内ちづる 加賀市
4462 野口　　緑 大阪府
4463 大田原宏美 福井県 三枝薬房
4464 中島　玲子 福井県
4465 小中美也子 福井県
4466 上田千寿代 金沢市
4467 久野久美子 東京都

1227 今村美由紀 東京都

4501 平山美津枝 内灘町 金沢満喫坂マラニック
4502 久司留理子 白山市 ジュピターＲＣ
4503 向瀬みどり 津幡町 赤とんぼ
4504 宗政　満子 大阪府 ひらかた緑風会
4505 塚田　雅子 富山県 ＳＵＰＯＬＡ
4506 稲葉　尚子 中能登町
4507 源常　明子 富山県
4508 植村ちあき 愛知県 チームＡＭＯＥＭＡ
4509 中農　　栄 金沢市
4510 三上　昌子 埼玉県
4511 中山真由美 富山県 福野狂走組
4512 田野まゆみ 内灘町
4513 佐藤　菊恵 金沢市
4514 津島さとみ 福井県
4515 東城真佐子 富山県
4516 本居てるみ 富山県 ふくみつＳＣ
4517 土師　容子 白山市
4518 清水　邦子 金沢市
4519 青木　　文 神奈川県
4520 渡辺　浩子 神奈川県
4521 中谷　房代 金沢市
4522 津田あつ子 兵庫県

4523 水田エクコ 津幡町
4524 塩崎真佐子 大阪府 ひらかた緑風会
4525 滝ヶ崎勢津子 東京都
4526 田畑千代子 金沢市 Ｓｔｙｌｉｓｈ
4527 三浦　千苗 大阪府
4528 鈴木　晴美 埼玉県 幸手走友会
4529 池田志津香 和歌山県
4530 高田　和子 東京都
4531 新倉　敦子 神奈川県
4532 和田　真弓 大阪府
4533 吉畳　陽子 能美市
4534 狩野　　緑 埼玉県 埼玉大井ＲＣ
4535 高橋　和江 福岡県
4536 前川　淳子 香川県
4537 澤　　伴乃 愛知県
4538 木川　直美 福井県 東尋坊鉄人会
4539 坂野　早苗 愛知県
4540 角　　妙子 小松市
4541 田中　久子 大阪府 クレイジータイガー
4542 佐藤三枝子 大阪府 雑木の会
4543 松田小夜子 福井県
4544 佐久間雅代 金沢市
4545 山田　木實 茨城県 牛久走友会
4546 遠藤眞喜子 東京都
4547 矢代　鏡子 愛知県 長良川走ろう会
4548 野坂　悦子 福井県 クレージー福井
4549 吉谷　久子 金沢市 中央走ろう会
4550 土井佐紀子 福岡県
4551 出倉真由美 福井県 東尋坊鉄人会
4552 髙津　悦子 愛知県
4553 前田　花子 金沢市
4554 原　志津江 愛知県 川島ジョギング

5001 中島　蒼太 加賀市
5002 田中　玲桜 金沢市
5003 西村　　昊 白山市
5004 橋爪　蓮汰 金沢市 津幡高等学校
5005 長田　　蓮 富山県
5006 安田　千紘 金沢市
5007 中川　裕矢 滋賀県 Ｎ’ｚ
5008 境　駿乃介 大阪府
5009 石本　　雅 加賀市
5010 野村　冴左 金沢市
5011 橋本　龍心 小松市
5012 茂木　顕光 金沢市 チームおかべ
5013 上野　翔貴 金沢市
5014 林　　　諒 金沢市 金沢工業大学陸上部
5015 渡邊　藍斗 金沢市 チームおかべ
5016 広江　拓斗 福井県
5017 石田　慎悟 野々市市 金沢工業大学
5018 遠藤　颯人 静岡県 金沢工業大学
5019 石川心之介 小松市
5020 蔵田　真生 金沢市 金沢大学
5021 人見優太朗 富山県
5022 岡部　光志 金沢市 チームおかべ
5023 稲場　智哉 加賀市
5024 篠田芽生樹 金沢市 しのラン
5025 石井　　新 野々市市 夢考房ロボットプロジェクト
5026 平井　友也 加賀市 金沢大学
5027 今井　海渡 金沢市
5028 浜崎　泰知 野々市市
5029 熊木　健悟 金沢市 金沢工業大学山岳部
5030 寺村　雄慎 金沢市
5031 加藤　　来 金沢市
5032 福嶋　璃久 金沢市 ニプロ
5033 浜屋　佑弥 富山県
5034 坂野　　光 金沢市 石川陸上競技協会
5035 細川　雄貴 富山県
5036 北出　昂大 白山市
5037 西　　晃宏 金沢市
5038 津川　哲三 神奈川県
5039 稲場光太朗 加賀市
5040 池端　洋輝 金沢市
5041 加納　崇徳 東京都
5042 鈴木　幸太 富山県
5043 樋口　元気 小松市
5044 田中　大輝 金沢市
5045 木谷　涼太 小松市
5046 篠田　清哉 金沢市 しのラン
5047 佐藤　　累 小松市
5048 八幡健太郎 金沢市
5049 窪田　椋太 野々市市 ｓｔｙｌｉｓｈ
5050 村瀬　敬介 岐阜県
5051 八木　春海 福井県
5052 森本　拓見 大阪府
5053 越前　峻也 富山県 北陸電気グルーヴ
5054 芳永　成生 金沢市 ｓｔｙｌｉｓｈ
5055 新　　晴之 野々市市
5056 城力　健人 金沢市 公務員
5057 立野　貴大 金沢市 金沢７５期司法修習生
5058 大野　秀也 金沢市
5059 橋本　耕典 金沢市 ニプロ
5060 北嶋　礼門 富山県 北陸電気グルーヴ
5061 山岸　亮太 金沢市
5062 林　　力也 内灘町
5063 大塚　太雄 金沢市 金沢７５期司法修習生
5064 関根　一憲 金沢市 ジュピターＲＣ
5065 宮谷　将駆 福井県
5066 池渕　雄大 富山県
5067 杉本　　隼 滋賀県 滋賀陸協
5068 水野　一輝 金沢市

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ
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5069 林　　陽光 富山県 松本建設株式会社
5070 北　万太郎 白山市 物見山クラブ
5071 岩本　敬之 富山県
5072 大村　直仁 金沢市 金沢７５期司法修習生
5073 平野　翔吾 金沢市 ニプロ
5074 水野　直希 愛知県
5075 山本　昂平 金沢市 丸文通商
5076 兀橋大二郎 富山県
5077 小山大二郎 金沢市
5078 小泉　尚永 金沢市
5079 松村　周蔵 能美市
5080 山﨑　謙治 金沢市
5081 中村　健人 福井県
5082 藤沢　省吾 能美市
5083 山田　要介 富山県
5084 川光　智稀 金沢市
5085 八島　慶宜 富山県
5086 中薮　恒太 金沢市
5087 村井　星捺 白山市 ㈱金沢村田製作所
5088 西村　知也 神奈川県
5089 粕谷　昌克 小松市
5090 北村　幹人 能美市 白山AC
5091 谷本　拓磨 小松市
5092 平田　　涼 金沢市
5093 カワダ マサヤ 富山県 無所属
5094 瀧　　康彦 金沢市
5095 加藤　拓真 白山市 白峰ＳＣ
5096 三室　裕介 加賀市
5097 中出　悠一 小松市 今村証券株式会社 加賀支店
5098 高木　祐弥 福井県
5099 伊藤祥太郎 滋賀県 ＭＴＣＲＣ
5100 多田　尚史 福井県
5101 永下　尚也 福井県
5102 稲　　慶樹 福井県 ゲンキー
5103 安田　幸広 金沢市
5104 早崎　峻徳 加賀市
5105 田村　　涼 金沢市
5106 谷口　慎也 富山県
5107 椙山　祐太 金沢市
5108 荒井　辰央 福井県
5109 澤田　祐輝 金沢市
5110 安藤　直輝 金沢市 三井住友海上火災保険㈱
5111 神田　淳志 小松市 小松管制隊
5112 東　　朗拓 かほく市
5113 松原　眞人 岐阜県 高山赤十字病院
5114 竹中正太郎 金沢市
5115 太田　貴士 神奈川県
5116 張　　高洋 野々市市
5117 石田　忠広 小松市
5118 木村　優仁 加賀市
5119 四折　直紀 福井県
5120 東田　峻介 福井県
5121 谷間　大祐 滋賀県
5122 井上　貴史 東京都
5123 松浦　弘明 羽咋市
5124 今井　率人 神奈川県
5125 村西　研郎 かほく市
5126 桑田　真之 埼玉県 熊谷熱走会
5127 東　　巧珠 金沢市 ニプロ
5128 井南　亮佑 白山市
5129 浜田　聖也 神奈川県
5130 米島　佳祐 富山県
5131 山本　聡倫 富山県
5132 川口　　観 金沢市
5133 田嶋　成俊 小松市
5134 武藤　大樹 東京都
5135 喜作　啓祐 中能登町 ＮＳＴ
5136 荒江　克彦 加賀市
5137 池田　　開 七尾市
5138 呉　　建霆 野々市市
5139 小川　詩季 金沢市

5140 前田　大輔 兵庫県 エイチビィアイ
5141 西川　雄騎 かほく市
5142 山本　卓真 かほく市
5143 三浦　敬央 能美市 物見山クラブ
5144 開上　知弘 金沢市 金沢市役所
5145 片田　優介 富山県
5146 山岸　真也 福井県
5147 長谷川圭介 七尾市
5148 宮崎　洋輔 金沢市 穴水町商工会
5149 杓子　拓矢 福井県
5150 北嶋　邦光 金沢市
5151 原　　孝志 金沢市 金沢７５期司法修習生
5152 佐藤　圭介 富山県
5153 西　　泰志 小松市
5154 入口　　瞬 東京都
5155 佐々木亮介 福井県 佐々木プロパン
5156 東本　裕斗 三重県 三重陸協
5157 下中　隆嗣 福井県
5158 宮本　祐次 小松市
5159 佐伯　和哉 金沢市
5160 橋本　圭佑 小松市
5161 中山　隼人 富山県 ＳＡＬＬＹＳ
5162 竹内　亮太 金沢市
5163 吉田　健介 富山県
5164 佐藤　宣行 かほく市 佐藤宣行
5165 永友　直毅 福井県
5166 谷間祐一郎 京都府
5167 村田　真広 福井県
5168 吉川　正敏 富山県
5169 朴　　光宏 大阪府
5170 中橋　裕也 金沢市
5171 小松　裕貴 神奈川県 れんころーず
5172 村上　祥崇 福井県 ニプロ
5173 永井　拓生 福井県
5174 山下　純平 野々市市
5175 麻田　祐也 野々市市
5176 野口　敦史 中能登町
5177 笠川　康平 福井県 福井県社労士会
5178 坂元　健介 宝達志水町
5179 松本　勇太 東京都
5180 橋本　英治 福井県
5181 中橋　良太 羽咋市 石川可鍛製鉄
5182 小林　拓巨 福井県
5183 久村　　良 金沢市
5184 北村　啓悟 金沢市
5185 今井清一郎 中能登町
5186 本西　治彦 金沢市 北國銀行
5187 中川　甲斐 加賀市
5188 桑野　英泰 福井県 ゲンキー㈱
5189 畠山　拓郎 富山県
5190 道貫　大志 穴水町
5191 馬場　裕一 埼玉県 相州健児
5192 高前田彰吾 金沢市 北國銀行
5193 荒井　拓真 金沢市
5194 増田　靖寿 富山県 北陸電気グルーヴ
5195 原　慎大郎 白山市
5196 戸知　　賢 千葉県
5197 石瀬　貴昭 金沢市
5198 前島　英成 金沢市 金沢新幹線列車区
5199 橋本　真明 福井県
5200 清水　倫彦 富山県 北陸電気グルーヴ
5201 藤田　靖弘 羽咋市 サンかほく
5202 外　　憲志 七尾市
5203 高澤　直樹 富山県 中尾清月堂
5204 平田　尚也 加賀市
5205 野崎　祐樹 加賀市
5206 小林　勇太 金沢市
5207 中野　　実 金沢市
5208 上井　健太 愛知県
5209 奥野　哲平 金沢市 春風クラブ
5210 森　　康人 小松市

5211 杉森　仁志 能美市
5212 小籏　祐輔 新潟県
5213 飯田　政和 津幡町
5214 田澤　英成 和歌山県
5215 上野　丈仁 加賀市
5216 栗塚　　豊 福井県
5217 豊田　浩司 加賀市
5218 中村　甲治 富山県 川端鉄工
5219 高木　宏樹 野々市市 石川県立大学
5220 上田　洋介 金沢市
5221 渡邉　浩一 金沢市 パワーキック
5222 永松　慎二 大阪府
5223 東村　泰希 野々市市
5224 三上　隆史 福井県
5225 佐田　純也 金沢市
5226 角谷　光宙 小松市 今村証券株式会社 加賀支店
5227 戸田　　孝 七尾市 ㈱加賀屋
5228 油野　恭平 小松市
5229 櫛田　剛史 加賀市
5230 長井　進吾 かほく市
5231 小松　正和 神奈川県
5232 阪ともひろ 東京都
5233 上山　喜久 小松市 東野ランナー
5234 高田　佳宏 能美市 石川ランナーズ
5235 寺西幾多郎 野々市市
5236 佐々木英雄 金沢市
5237 越沢　宗久 金沢市
5238 米澤　　強 加賀市
5239 大谷　真悟 金沢市
5240 斎藤　祐介 小松市
5241 森田　利哉 加賀市 東野ｒｕｎｎｅｒｓ
5242 東野　隆広 加賀市 東野ランナーズ
5243 山下　　誠 加賀市 東野ランナーズ
5244 久地　　徹 白山市
5245 金森　大輔 加賀市

5301 宇佐見祐介 福井県
5302 平野　秀範 野々市市
5303 堂前　裕也 能美市 パチスロ北斗の拳
5304 南川　慎吾 かほく市
5305 黒田　浩司 白山市
5306 岩川　英司 埼玉県
5307 今西　　脩 小松市 小松こども医療福祉センター
5308 別所　幸裕 金沢市
5309 笠野　剛志 野々市市 ハクサンクラブ
5310 小林　　暁 富山県
5311 中村　太地 金沢市
5312 熊澤　将一 愛知県 尾張クラブ
5313 今井　和人 能登町 姫栄会
5314 西村　尚貢 白山市
5315 柳平　祐樹 富山県
5316 片山　高志 富山県
5317 畠中　慶昭 能美市
5318 若山　大輔 小松市
5319 東出　孝志 加賀市
5320 石田　洋人 能美市 ＴＥＡＭセカンドラップ
5321 山崎　浩史 福井県
5322 小澤　賢博 小松市 ㈲興栄商会
5323 佐々木英輔 福井県
5324 中田　圭周 加賀市
5325 大木　英人 兵庫県
5326 小林　剛志 福井県
5327 丸岡　亮太 野々市市
5328 瀬田　　渉 金沢市
5329 伊藤　暢康 福井県
5330 下村　季充 福井県
5331 寺門　　励 金沢市 コニカミノルタ㈱

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

10部　10km　男子40才～49才
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5332 岩倉　一起 金沢市
5333 庄司　　拓 小松市
5334 上谷　　武 金沢市
5335 栗林　　亮 小松市
5336 宮岸　健二 小松市
5337 福田　賢一 愛知県
5338 藤部　高峰 白山市 トランテックス
5339 河原　慎吾 金沢市
5340 小泉　　明 金沢市
5341 谷元　博樹 神奈川県 日本赤十字社
5342 辻村　太延 七尾市
5343 野竹　幸弘 津幡町
5344 川田　裕二 津幡町
5345 宮崎　裕司 金沢市
5346 吉田　憲司 津幡町
5347 舘　　利彦 白山市
5348 泉谷　宏明 金沢市
5349 ツチモト ユタカ かほく市 サンかほく
5350 宮川　隼人 白山市
5351 山田　恵吾 金沢市
5352 吉川　　岳 福井県
5353 宮本　倫雄 金沢市
5354 松村　　真 羽咋市
5355 山崎　雅之 金沢市
5356 小原　知之 金沢市 今村証券㈱
5357 沼田　大輔 白山市
5358 柴田　浩司 金沢市
5359 菊田　　仁 小松市
5360 日暮　昭夫 野々市市
5361 佐藤　永典 熊本県
5362 友田　栄三 金沢市
5363 徳永　恒久 京都府
5364 渡辺　　潤 金沢市
5365 前野　　充 加賀市
5366 塩浦　正章 加賀市
5367 岡谷　清和 金沢市
5368 吉川　　仁 福井県
5369 本山　大輔 宝達志水町 電化ショップモトヤマ
5370 鍵谷　　聡 白山市
5371 山田　裕也 小松市
5372 勝田　佳裕 静岡県 静岡英和学院
5373 河村　　智 金沢市
5374 大谷　慎一 富山県
5375 津田　豊暢 金沢市
5376 浦　　普一 加賀市
5377 直江　俊弥 金沢市
5378 高田　喜幸 志賀町
5379 高本　俊一 白山市
5380 松浦　茂樹 白山市
5381 北村　　元 小松市 ＫＯＲＣ
5382 飯久保慎二 富山県
5383 浅沼　和敬 金沢市
5384 宮川　直幸 福井県
5385 稲垣　　勤 愛知県
5386 岡田　豊和 富山県 ゆるラン富山
5387 小西出和男 加賀市
5388 福田　尚志 羽咋市 城西
5389 小森　浩二 能美市
5390 五十嵐建彦 富山県 北陸電気グルーヴ
5391 下垣　達也 富山県
5392 岸本　貴之 金沢市
5393 草田　祥之 岐阜県
5394 山本　紀文 福井県
5395 北村　祐樹 白山市
5396 一森　　卓 志賀町 ロイヤルホテル能登
5397 野崎　真照 金沢市
5398 杉田　俊博 津幡町
5399 尾藤　幸誠 愛知県
5400 中村　　学 野々市市
5401 中村　正人 かほく市
5402 長谷川晶央 福井県 坂井ランラーズ

5403 川口　晴章 白山市
5404 中村　隆之 加賀市 ＣＣＣ
5405 小谷　竜也 能美市 第三地区
5406 金田　　修 富山県
5407 廣田　昌之 白山市 ハクサンクラブ
5408 金津　憲司 野々市市
5409 後久　真嗣 福井県
5410 鍵　　正幸 金沢市 栄々桜！
5411 北村　　智 穴水町 電気グルーヴ
5412 気屋村　智 加賀市
5413 関口　光広 野々市市
5414 折戸　秀行 かほく市 カジレーネＲＣ
5415 井上　尚武 小松市 松島陸上クラブ
5416 長谷田直之 金沢市 毎田建設㈱
5417 中永　勇司 東京都
5418 坂井　律文 金沢市
5419 南　　武志 金沢市
5420 新家　俊洋 加賀市
5421 前田　雄次 金沢市
5422 南　　雅弘 七尾市
5423 氷見山貴史 加賀市
5424 堀江　　茂 金沢市
5425 佐野　英世 金沢市
5426 三尾　英俊 富山県
5427 坂井　雅弘 川北町 川北町商工会
5428 松平　　拓 金沢市
5429 尾橋　正紀 中能登町
5430 名村　　裕 金沢市
5431 南野　靖志 金沢市
5432 及川　義則 富山県 岸田木材
5433 中川　清成 滋賀県 Ｎ’ｚ
5434 宮崎　慎治 金沢市
5435 油片　優満 能美市
5436 北野　智久 小松市
5437 谷田　秀樹 志賀町
5438 藤原　　寛 内灘町
5439 大端　　均 金沢市 電気グループ
5440 二口　洋光 富山県
5441 仲原　　稔 金沢市 ㈱おひさま
5442 森本　剛史 京都府
5443 下川　義博 福井県 坂井ランナーズ
5444 宇田　直人 金沢市
5445 辰見　貴征 加賀市 ㈲興栄商会
5446 福田　康紀 金沢市
5447 白﨑　倫弘 福井県
5448 出口　忠稔 三重県
5449 萩野　正彦 埼玉県
5450 東　　智喜 川北町
5451 郷原　隆一 加賀市 帝人
5452 広部　茂紀 金沢市
5453 山上　　勝 金沢市
5454 西川　　聡 京都府
5455 川北　　淳 津幡町
5456 水内　哲史 宝達志水町
5457 鈴木　一秀 能美市 Ｊ－ＢＥＡＴ
5458 和田　泰忠 福井県
5459 中出　　純 加賀市 ㈱東振精機
5460 江口　孝憲 富山県
5461 石田　博衛 金沢市
5462 渋谷　章弘 富山県 定塚消防団
5463 林田　淳一 福井県
5464 高田　孝一 富山県
5465 宮本　広行 金沢市
5466 石田　　真 福井県
5467 土屋　　修 金沢市
5468 田中　一成 愛知県
5469 千寺丸嘉貴 加賀市
5470 国分　陽一 七尾市 ㈱コクブ
5471 前田　健吾 かほく市
5472 奥村　晃久 金沢市 シャープマーケティングジャパン
5473 中川　真人 加賀市

5474 篠田　善男 加賀市 チームｈａｎａ
5475 中村　圭輔 金沢市
5476 高畠　大典 金沢市 今回は１０ｋｍで。
5477 加藤　　稔 宝達志水町
5478 松本　一騎 神奈川県 サウナーズ登山部
5479 高橋　勝重 富山県
5480 石田　大輔 金沢市
5481 園田　哲哉 金沢市
5482 藤井　　塁 津幡町
5483 坂原　通仁 大阪府
5484 田原　重和 能美市
5485 高田　洋平 金沢市 ロータス竹雄
5486 水島　正明 福井県 アイファー調剤
5487 福島　文彦 金沢市 登ＲＵＮ会
5488 福田　義徳 金沢市 福森設備
5489 原田　和貴 兵庫県
5490 水越　康寛 富山県
5491 池田　愼治 小松市 公立小松大学
5492 高峰　裕一 野々市市
5493 川西　　鋭 加賀市
5494 長崎　賢志 金沢市
5495 山越　原治 富山県 ハイアルチ
5496 毛利　隆保 福井県 東尋坊鉄人会
5497 見砂　克明 羽咋市 エンジョイ会
5498 出渕　順一 小松市

5501 西永　博之 金沢市 乱ナーズ
5502 出嶋　直樹 加賀市 チームｈａｎａ
5503 竹田　周由 加賀市 ニホンパッケージ
5504 川澄　勇人 愛知県
5505 矢徳　雅史 金沢市
5506 熊木　弘昭 富山県
5507 久津　章彦 愛知県
5508 山前　典明 金沢市
5509 五十嵐紀生 福井県
5510 山崎　　均 能美市
5511 松田　英則 金沢市
5512 小泉　淳一 中能登町 とりやアスリート
5513 桜井　俊則 金沢市
5514 神　　啓壽 埼玉県 ポコアポコ
5515 大塚　和彦 金沢市
5516 石井　　要 野々市市
5517 村谷　一登 加賀市 加賀市消防本部陸上部
5518 松岡　敦史 金沢市 ＣＢインパクト
5519 早川　健一 金沢市
5520 大辻　道雄 金沢市
5521 若林　貴規 小松市 チーム美遥・穂乃佳
5522 福田　和明 金沢市
5523 吉川　哲雄 金沢市 さやまなＡＣ
5524 堀田　浩司 金沢市
5525 福村　育生 金沢市
5526 水口　敏治 金沢市 最強美女軍団
5527 坂口　哲也 富山県
5528 林　　貴之 神奈川県
5529 牧本　晃佳 小松市
5530 山田　祐一 金沢市
5531 浅井　潤次 愛知県
5532 大山　　誠 埼玉県
5533 竹本　順一 白山市
5534 石崎　清志 金沢市
5535 木村　茂樹 福井県 北陸東工シャッター㈱
5536 山田　隆久 白山市 タネダ
5537 泊　　晃平 富山県 日本ゼオン
5538 竹内　敏樹 金沢市 北国インテックサービス
5539 中田　康弘 金沢市
5540 吉野　　誠 白山市
5541 中野　義之 金沢市

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

11部　10km　男子　50才～59才
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5542 野崎　裕克 宝達志水町
5543 伊崎　時勝 野々市市
5544 柴崎　哲也 東京都 北陸山口会
5545 阿慈地大志 加賀市 アクティブ・ハウス
5546 大垣　博範 富山県 無所属
5547 安崎　倫広 福井県 ㈱ヤスサキ
5548 林　　雅文 野々市市
5549 澤谷　親彦 富山県
5550 深川　徳昭 小松市 あたかのさと
5551 北川　秀光 金沢市
5552 吉田　　昭 加賀市 芭蕉珈琲ＲＣ
5553 竹山　修司 金沢市
5554 牛田　泰男 福井県
5555 谷垣　和俊 千葉県
5556 毎田　勇造 金沢市
5557 北口　　清 金沢市 ＰＦＵ
5558 坂下　貴之 加賀市 北陸電気グルーヴ
5559 能登　史行 神奈川県 チーム酔っ払い
5560 竹田　茂樹 富山県
5561 高橋　　達 金沢市 富来ヤマ時計店
5562 坂本　　浩 埼玉県
5563 張替　純一 茨城県 結城ＲＣ
5564 山田　純市 白山市 積水ハウス株式会社
5565 柏葉　　浩 京都府
5566 しゃお じゅん 東京都
5567 奥田　周治 金沢市 澁谷工業陸上部
5568 樋口　智也 小松市 平和堂
5569 三村　　彰 神奈川県
5570 波佐間竜二 小松市
5571 上勢敬一郎 富山県
5572 篠田　　勉 白山市
5573 山内　康弘 福井県 フクビマラソンクラブ
5574 入澤　勝利 千葉県
5575 豊原　治彦 福井県 坂井ランナーズ
5576 森井　　隆 野々市市
5577 上田　　要 羽咋市
5578 石川　武史 金沢市
5579 宮本　道也 かほく市 はせがわクリニック
5580 馬場野幹夫 金沢市
5581 野口　恒明 埼玉県 社会福祉法人植竹会ゆたか
5582 三谷　徳彦 金沢市
5583 田中　真二 岐阜県
5584 吉田　静由 加賀市 六山会
5585 多田　敏明 かほく市
5586 石井　秀樹 白山市
5587 高瀬　　満 加賀市 六山会
5588 近藤　茂雄 京都府 走～でっか！？
5589 田中　宏明 金沢市
5590 橋本　丈治 加賀市 チームいちもくさん
5591 原　　和昭 加賀市
5592 田中　康浩 加賀市
5593 堺　　嘉弘 金沢市
5594 下出　幸緒 加賀市 六山会
5595 中越　　衛 金沢市
5596 角谷　政一 三重県
5597 山口　典史 東京都 北陸山口会
5598 住吉幸一郎 福井県
5599 橋本　　聡 金沢市
5600 水野　英男 静岡県
5601 山崎　　弘 滋賀県
5602 加藤　慎介 金沢市 ニプロ
5603 沖野　喜幸 かほく市 カジレーネＲＣ
5604 菅本　裕一 白山市 津田駒工業
5605 佐孝　幸一 福井県 レンゴー
5606 森山　信彦 福井県 福邦吟行
5607 加藤　和成 東京都
5608 森山　芳行 加賀市 ＴＥＡＭ　ＴＤＣ
5609 西村　昇一 金沢市
5610 前戸　智宏 福井県
5611 黒木　唯圭 千葉県
5612 伊藤　伸二 三重県

5613 宮崎　正彦 愛知県 北稜ＲＣ
5614 越後　　勝 金沢市
5615 寺田　樹央 静岡県
5616 高田　紀之 金沢市
5617 増田　　悟 野々市市
5618 牧口　　亨 富山県
5619 林　　　寿 富山県 ㈱トヤマ弘進
5620 小村　雄大 神奈川県
5621 中村　健一 金沢市 片町走ろう会
5622 滝　　久司 加賀市 国立病院機構石川病院
5623 小野　秀明 東京都
5624 酒井　史朗 福井県 福井新聞折りこみセンター
5625 中澤　浩二 静岡県
5626 鎌谷　哲也 富山県
5627 石丸　嘉人 金沢市 北陸電気グルーヴ
5628 手下　康和 北海道 北陸銀行
5629 高味　洋和 兵庫県 アスファルトの会
5630 山根　文雄 大阪府
5631 堀野　裕之 加賀市
5632 岩井　征樹 金沢市
5633 表　　敏明 富山県
5634 坂本　篤治 加賀市
5635 沖　富士夫 富山県
5636 高見健次郎 小松市
5637 小林　修太 金沢市 澁谷工業
5638 前田　繁紀 小松市
5639 米光　潤郎 小松市
5640 田中　由浩 福井県
5641 石本　利幸 津幡町
5642 屋後　孝紀 小松市 チームいちかわ
5643 近藤　嘉三 金沢市 金沢中央走ろう会
5644 花房　繁永 福井県
5645 西田　　勇 京都府
5646 門前　克久 金沢市
5647 出倉　敏裕 金沢市 Ｊユニランナー
5648 船本　雅也 金沢市
5649 八幡　亮一 金沢市
5650 大田　雅之 白山市
5651 向井　雅文 福井県
5652 宮前　　仁 富山県 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ
5653 押川　宗成 富山県
5654 中谷　和浩 金沢市 中谷商事株式会社
5655 花谷　　茂 加賀市
5656 野田　昌之 京都府 クラブボルダー
5657 多々見和俊 かほく市
5658 波部　　敢 金沢市
5659 寺井　直人 富山県
5660 須藤　光宜 東京都
5661 橋本　金治 能登町 うちうら走友会
5662 松野　博彦 愛知県
5663 中野　　亮 加賀市 山中テニス協会
5664 中村　真之 かほく市 可愛い子ちゃん倶楽部
5665 田端誠一郎 兵庫県
5666 森内　達也 富山県
5667 児島　　保 白山市
5668 道家　親彦 滋賀県
5669 藤井　泰久 富山県 ハナビシＲＣ
5670 蔵　　敬雄 加賀市
5671 尾島　祐哉 富山県
5672 荒居　　学 福井県
5673 片岡　紀彦 富山県
5674 谷内　一宣 金沢市
5675 大野　宏之 富山県
5676 柚木　精一 金沢市 ＮＴＴ
5677 藤川　真悟 白山市
5678 梅木誠一郎 福井県
5679 花山　誠持 加賀市 チームhana
5680 大泉　賢一 金沢市 乱ｎｅｒ‘ｓ
5681 石井　謙充 神奈川県
5682 澤野井英治 金沢市
5683 菅谷　峰明 穴水町 穴水走友会

5684 土肥　義博 東京都 カンボジアMOWRAM
5685 水内　　誠 金沢市 おひろ会
5686 十合　経彦 金沢市
5687 河合　友彦 岐阜県
5688 菊池　龍也 内灘町
5689 斉田　照夫 加賀市
5690 長谷　良弘 七尾市
5691 髙田　福司 静岡県 浜松うましか
5692 松岡　勝成 野々市市
5693 中野　利彦 愛知県
5694 岡野　光紀 内灘町 おひろ会
5695 宮永　克利 津幡町
5696 小屋　芳宏 小松市
5697 佐藤　　克 富山県
5698 柴田　良治 中能登町 柴田陸優会
5699 栗原　　機 大阪府
5700 日村　　伸 白山市
5701 飯田　泰夫 かほく市
5702 西川　弘道 白山市
5703 川久保　晃 白山市 かおラン
5704 村松　秀男 小松市 ビューテック㈱
5705 餅田　　晃 能美市
5706 山田　　彰 福井県 Ｍｓｔａｒｓ
5707 小幡　　克 富山県
5708 伊藤　幸彦 愛知県
5709 梶　　久一 金沢市
5710 西内　一博 白山市
5711 芝山　　修 富山県
5712 西村　和彦 金沢市 ＰＦＵ
5713 深谷　　親 東京都
5714 余西　知彦 富山県 神通川ＡＣ
5715 北村　　哲 金沢市 チームたま
5716 杉本　章一 金沢市
5717 伊藤　公司 愛知県
5718 浦井　啓至 大阪府
5719 松田　　諭 津幡町 パートナーシップシステムズ
5720 嶋田　一実 白山市
5721 岩山　哲也 加賀市
5722 東　　利裕 金沢市 金沢市役所
5723 山本　栄史 小松市
5724 松島　　浩 小松市
5725 朝日　正之 福井県
5726 奥村　賢志 小松市
5727 外　　武志 金沢市 ＡＶＲＣ金沢
5728 花井　広明 富山県 北陸銀行
5729 沼田　浩二 富山県
5730 實野　容道 東京都
5731 高橋　和則 富山県
5732 池田　知己 千葉県 ナビアラン
5733 北山　　章 小松市
5734 高山　浩幸 富山県
5735 吉田　誠一 白山市 宝機械工業
5736 高橋　　優 福井県 北府走友会２部
5737 境　　信貴 大阪府
5738 杉本　俊和 白山市 ㈱スズケン
5739 前田　武司 大阪府
5740 梶　　昭彦 金沢市
5741 中嶋　克則 加賀市
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5801 濵田　　学 福岡県
5802 池田　善隆 白山市
5803 稲継　利昭 大阪府
5804 細木　直哉 白山市
5805 坂下　龍雄 加賀市
5806 澤村　　明 富山県
5807 東方　与雄 白山市
5808 谷村　団司 加賀市
5809 高谷　俊彦 大阪府
5810 岡田　伸一 小松市
5811 土井　隆司 東京都 なし
5812 中森　慶滋 野々市市
5813 袋井　雅治 かほく市
5814 西川　　守 滋賀県
5815 村田　哲也 白山市
5816 大森　信夫 小松市
5817 原　　　淳 三重県 鈴鹿ＲＣ
5818 松本　　護 金沢市
5819 水野　敏博 富山県 みずの眼科ＲＣ
5820 江森　弘明 埼玉県 加須走友会
5821 佐野　弘明 小松市 さのまる
5822 水上　　豊 富山県
5823 島田　健郎 内灘町
5824 三津井　実 滋賀県
5825 長野　知生 三重県 松阪マラソン応援隊
5826 木下　孝浩 富山県 ＡＣ－ＴＯＹＡＭＡ
5827 向井　淳二 川北町
5828 山口　勝也 小松市 加賀シニアサッカー俱楽部
5829 森田　　強 愛知県 日興㈱
5830 高橋　良一 福井県 九頭龍走友会
5831 轟　　信治 富山県 みしまの
5832 小川　修世 富山県 松本建設㈱
5833 金子真一郎 福井県
5834 盛下　久和 金沢市 石川陸協
5835 水上　信雄 珠洲市 スズユウビンキョク
5836 市川　　清 加賀市
5837 田中　隆一 加賀市
5838 増井　　誠 静岡県 浜松郵便局
5839 西野　武士 加賀市
5840 亀山幸太郎 小松市 ジェイ・バス
5841 清水　啓光 富山県
5842 森田　達也 穴水町 石川マスターズ
5843 北野　　均 中能登町 なかのと
5844 則直　慎也 福井県
5845 田村　賢治 小松市 日本ケイテム
5846 廣田　一也 富山県
5847 山下　清文 富山県
5848 積　　次男 愛知県 ブリジストン
5849 杉元　広文 加賀市
5850 小林　哲郎 千葉県
5851 谷本　茂喜 小松市
5852 玉村　嘉男 金沢市
5853 永井　康裕 金沢市 チーム島元
5854 城田　雅人 白山市
5855 堺谷　勝明 富山県 キラリン還暦＋３
5856 水谷　五郎 金沢市 納豆の粘りＲＣ
5857 東　　　剛 白山市
5858 大波加　肇 富山県
5859 道下　幸三 津幡町
5860 三井　啓史 愛知県
5861 小島　尚人 羽咋市
5862 新居　真二 滋賀県 マダム・ナオコ
5863 中村　俊治 加賀市
5864 松宮　幸嗣 福井県
5865 平田　了美 福井県
5866 京井　弘国 富山県
5867 上坂　利信 福井県
5868 近畑　静也 金沢市 わがままクラブ

5869 西野　光洋 小松市
5870 横川　三治 白山市
5871 吉田　茂雄 金沢市
5872 村上　敏彦 宝達志水町 金沢市役所
5873 吉田　達彦 福井県
5874 白藤　淳一 小松市 小松市民
5875 堂徳　　博 福井県
5876 古木　繁行 富山県
5877 松田洋一郎 金沢市
5878 田中　真治 富山県 ＲＣ．ＴＡＮＡＫＡ
5879 野阪　　洋 福井県
5880 橋谷　知明 大阪府 ダムランナー
5881 杉山　　鎮 愛知県 愛知県共済
5882 松村　眞一 東京都
5883 福田　豊彰 加賀市
5884 丸田　　克 野々市市 宇野製作所㈱
5885 三輪　一博 愛知県
5886 竹元　憲一 津幡町
5887 谷間　祐之 白山市
5888 関澤　慶治 福井県
5889 上田　英俊 小松市
5890 小髙　昌久 三重県
5891 池田　　澄 兵庫県 アスファルトの会
5892 中井　伸二 白山市
5893 酒井　圭治 沖縄県
5894 真柄　幸男 金沢市 エコシスＬＯＢＢＹかなざわ
5895 安井　重幸 中能登町
5896 上田　　実 東京都 ＭＴＣ　ＲＣ
5897 日高　寿美 津幡町
5898 水野　恵二 加賀市
5899 岡田　雅宏 珠洲市 ㈱浜野水産
5900 中村　洋幸 能美市 物見山クラブ
5901 奥村　徳治 富山県
5902 寺岡　紀夫 金沢市 ドコモＣＳ北陸
5903 吉田　隆一 白山市
5904 小俣　弘行 埼玉県
5905 佐々木浩次 北海道
5906 斉藤　美彦 滋賀県 大阪経済大学
5907 三宅　正一 かほく市 河北クラブ
5908 山崎　陽司 京都府 京都府歯科医師会
5909 福田　　靖 羽咋市 羽咋走ろう会
5910 才田　和昭 富山県
5911 河﨑　重宏 能登町 国際ランナーズ
5912 望月　　弘 金沢市
5913 南　　陸男 金沢市
5914 舩坂　勝美 岐阜県 早稲田学園
5915 荒谷　安治 加賀市
5916 高桑　　稔 富山県
5917 望月　　治 静岡県 オーちゃんズ
5918 杉本　　章 富山県
5919 中野谷数彦 津幡町
5920 駒澤　桂一 兵庫県
5921 川崎　昭平 七尾市 案山子クラブ
5922 張替　鋼一 東京都 はりーさん
5923 橋本　貞雄 金沢市 なし
5924 森　　雅春 かほく市
5925 竹内　幹雄 福井県
5926 松本　英夫 金沢市 有松
5927 佐野　靖之 富山県 渓明園ランクラブ
5928 土屋　邦彦 金沢市
5929 柳沢　常雄 群馬県
5930 山野　誠志 加賀市
5931 田中　恵一 千葉県 野田ランニングチーム
5932 高田　　功 野々市市 美川走ろう会
5933 松原　秀樹 金沢市
5934 板谷　一則 金沢市 鶴来走友会＆ＺＫＭ
5935 伊藤　吉春 小松市 ソラ
5936 村井　　清 愛知県
5937 杉田　桂一 福井県 幾久倶楽部
5938 新古　達也 志賀町 国際ランナーズ
5939 田中　貞一 加賀市

5940 山本　秀男 兵庫県 Ｈｉｄｅ－ｒｕｎ
5941 松本　一之 京都府 亀岡ランナーズ
5942 井家　文雄 小松市
5943 中島　　修 福井県 トモ櫻アンドハヤト
5944 北野　　彰 小松市 ソラーレ　東洋
5945 寺田　　清 金沢市
5946 山尾　博信 加賀市 加賀走ろう会
5947 河野　　徹 志賀町
5948 小橋　昭夫 福井県 福井楽障クラブ
5949 堀野　正明 金沢市 ジュピター
5950 藤吉　正俊 埼玉県
5951 東　　正元 愛知県
5952 高熊　幸吉 小松市 芦朗会
5953 木野　純一 金沢市
5954 島崎外志夫 金沢市
5955 吉田登輝夫 小松市 あいりす
5956 金森　紀夫 金沢市 いしかわ・もの
5957 内田　富夫 能美市 ＺＫＭ石川県支部
5958 大浦　正寛 能美市
5959 前川　篤志 小松市 寺井病院ランランクラブ
5960 天川　文仁 大阪府
5961 川西　邦守 加賀市
5962 堅田　国男 加賀市
5963 川畑　正紀 津幡町
5964 出口　良信 七尾市 田鶴浜クラブ
5965 三原　好人 和歌山県
5966 加賀　逸雄 愛知県
5967 木村　　務 加賀市
5968 庄司　弘和 内灘町 ＺＫＭ石川支部
5969 大聖寺谷 敏 金沢市
5970 木下　　廣 金沢市
5971 藤本　恭史 東京都 コルトサービス
5972 小笠原和幸 埼玉県
5973 高木　荘治 福井県 風の会
5974 尾崎　康弘 千葉県
5975 五十嵐利之 富山県
5976 鵜澤　　稔 千葉県 無
5977 出口　忠重 三重県
5978 宮川　博和 加賀市
5979 横　　征郎 金沢市
5980 前川　国男 福井県 いくひさ走友会
5981 林　　武士 加賀市
5982 船田　哲男 金沢市 金大楽走会
5983 本田　倫夫 福井県
5984 蛇目　達志 神奈川県
5985 岩室　伸一 金沢市 金沢中央走ろう会
5986 浜田　正敏 金沢市
5987 丸谷健一郎 千葉県 銚子マリーナｒｃ
5988 宮永　宗昭 山梨県
5989 丹波　良一 金沢市
5990 佐田　　弘 金沢市

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

12部　10km　男子60才以上



33

6001 小原由紀乃 小松市 星稜高校
6002 橋爪　柚都 金沢市
6003 藤原　彩芽 野々市市 金沢工業大学
6004 三上　もも 埼玉県 昭和大学
6005 三谷　優依 金沢市
6006 山田　茉緒 大阪府 大阪芸術大学
6007 福島　星奈 金沢市
6008 和田歩乃葉 金沢市 和田接骨院
6009 池岡　佑美 能美市
6010 川澄　凜奈 金沢市
6011 鈴木　梨花 福井県
6012 石﨑　乃愛 富山県 松本建設㈱
6013 三谷　優奈 金沢市
6014 三井　麻由 金沢市
6015 槻尾有衣子 富山県
6016 長岡　晴菜 東京都
6017 越田　侑加 能美市 き楽な里
6018 藤岡　暉凡 富山県
6019 宮本　里菜 金沢市
6020 栗山　汐音 加賀市 今村証券株式会社 加賀支店
6021 八木さくら 福井県
6022 元氏　香美 東京都
6023 KITAO SUZUNE 能美市
6024 森田恵理奈 金沢市
6025 藤川未南美 小松市 今村証券株式会社 加賀支店
6026 寺﨑万里子 富山県
6027 山田　有香 小松市
6028 波佐間美帆 小松市
6029 中島　智子 内灘町
6030 辻　　詩織 金沢市 ＹＣ金沢
6031 西田　　和 金沢市
6032 眞野　槙子 金沢市
6033 長谷川真子 宮城県 小沼クラブ
6034 實野　佳奈 東京都
6035 能登美由貴 加賀市
6036 駒田　薫子 白山市
6037 大浦　　香 富山県
6038 村井　真緒 加賀市
6039 増田　杏香 東京都 小沼クラブ
6040 めるひにお にか 羽咋市
6041 石飛　ふみ 大阪府
6042 志方　友紀 兵庫県
6043 市井希代子 富山県
6044 奥平麻菜美 金沢市
6045 岡本　夕依 金沢市
6046 石黒　　菖 金沢市
6047 福本亜由美 小松市
6048 坊下恵里奈 金沢市
6049 谷口　茉結 富山県
6050 石原　雅世 富山県
6051 小松　由夏 神奈川県
6052 西田　有花 能美市
6053 中武　香織 小松市
6054 中出　愛莉 加賀市
6055 島畑　綾香 小松市
6056 藤川知可子 白山市
6057 實野　美紗 東京都
6058 松本　里穂 金沢市
6059 東　茉里奈 宝達志水町
6060 池内　裕乃 金沢市 besso片山津温泉
6061 澤田石　彩 金沢市
6062 島　　彩圭 富山県
6063 畑　　里佳 内灘町
6064 辻村　朱里 滋賀県
6065 井上茉理乃 福井県 ㈱ビルコン
6066 飯塚　伽奈 金沢市
6067 大山　明梨 七尾市
6068 田村　美佳 福井県

6069 佐藤　英里 金沢市
6070 池田　彩衣 東京都
6071 伴　恵里佳 富山県
6072 坂山　春奈 小松市
6073 大塚　那月 かほく市
6074 野口　美咲 中能登町
6075 藤川　真子 白山市
6076 坂本あゆみ 宝達志水町
6077 小島　未来 富山県
6078 竹本　あや 金沢市
6079 岩原　知未 千葉県
6080 溝上　怜菜 富山県
6081 宮田　夏緒 金沢市
6082 三浦　麻衣 能美市
6083 坂井　淑恵 金沢市
6084 三室美紗代 小松市
6085 尾川　佳奈 金沢市 金沢７５期司法修習生
6086 早　真寿美 富山県
6087 広瀬　敬子 金沢市
6088 李　　思園 東京都
6089 中野　亜紀 小松市
6090 古川亜沙美 金沢市
6091 木越　景子 金沢市
6092 櫛田　祥華 加賀市
6093 西島　　歩 金沢市
6094 富樫　未希 東京都
6095 谷口　美穂 野々市市
6096 西田　淳子 白山市
6097 丸山　優嘉 金沢市 ニプロ
6098 上谷　侑子 加賀市
6099 梶谷　美希 加賀市
6100 山下　沙織 金沢市
6101 木山　　香 富山県
6102 岡田　彩衣 岐阜県
6103 尾形　祐衣 金沢市 はなの木
6104 吉田　夏実 北海道
6105 舘　　祥子 富山県
6106 小田　桜香 神奈川県
6107 円佛まどか 富山県
6108 野村　有加 富山県
6109 竹内　逸美 金沢市
6110 藤元日登美 福井県
6111 廣田百合子 福井県
6112 板谷　真穂 野々市市
6113 山口　　彩 金沢市
6114 飯田美由紀 内灘町
6115 南　　文乃 金沢市
6116 長井可奈子 野々市市
6117 二井　貴子 白山市
6118 樋口　　愛 能美市
6119 隅　希代子 金沢市
6120 加藤　尚子 金沢市
6121 佐々木のぞみ 金沢市
6122 池上　阿希 福井県
6123 山本美紗子 金沢市
6124 境口　味世 滋賀県
6125 船越亜侑美 金沢市
6126 道貫　千里 穴水町
6127 梶川　寛子 福井県
6128 角田　麻実 七尾市
6129 畠山　奈央 富山県
6130 細川　典子 羽咋市
6131 野村　真未 金沢市
6132 乾　　明奈 野々市市
6133 井口　知香 野々市市
6134 横山可菜子 能美市
6135 池田　由衣 金沢市
6136 中口　紗織 加賀市
6137 本田　真澄 愛知県
6138 原　　美恵 内灘町
6139 マホン エミリーアン 金沢市

6140 小林　来夢 金沢市
6141 苅野　祥子 加賀市
6142 瀬田　美佳 金沢市
6143 赤坂　史織 津幡町
6144 水野　麻希 富山県
6145 池澤　育江 金沢市
6146 多湖美由紀 福井県
6147 渡辺　英里 富山県
6148 川原　麻衣 金沢市
6149 西野　愛夏 埼玉県
6150 岩倉　梨恵 金沢市
6151 小林まりえ 野々市市
6152 辻本亜依良 東京都
6153 酒井　陽子 かほく市
6154 宮崎真由子 金沢市
6155 南出　翔子 小松市
6156 松村　梨沙 羽咋市
6157 久金　昭子 富山県
6158 金田　智子 金沢市
6159 田中香奈子 金沢市

6201 濱野　優子 小松市
6202 國分　映恵 東京都
6203 堀田千亜紀 富山県 Ｎｏｗｓｔｙｌｅ
6204 茶林こずえ 白山市
6205 桶作　　梢 かほく市
6206 澤村　奏絵 金沢市
6207 高　　穂栞 金沢市
6208 佐藤ゆかり 千葉県
6209 離　　晃子 金沢市
6210 東出　恵子 加賀市
6211 河原かおり 金沢市
6212 槌谷　恵子 白山市
6213 本田　高穂 加賀市
6214 山田　彩子 金沢市
6215 松平　美希 金沢市
6216 中村亜紀子 加賀市
6217 吉本奈津子 白山市
6218 清田　範子 加賀市
6219 金谷　　周 加賀市
6220 藤井　友美 福井県
6221 橋本　由利 富山県 日本海ガス
6222 横関　友香 金沢市
6223 松本　絵梨 津幡町
6224 佐藤紗耶香 野々市市
6225 小平　　綾 静岡県 ㈱ＡＹＡＲＩ
6226 室　　裕子 金沢市
6227 横山　紗代 白山市
6228 高　真由美 金沢市
6229 山城嘉奈子 沖縄県
6230 戎野　奈美 加賀市
6231 嘉門みどり 金沢市
6232 深山　裕加 小松市 ㈲興栄商会
6233 山田　　緑 加賀市
6234 苗代真由美 金沢市
6235 川畑　明華 福井県
6236 清佐　真弓 福井県
6237 金丸　淑江 金沢市 アマゾネス
6238 荒川　美紀 小松市
6239 森下　晴美 福井県
6240 西宮　美樹 内灘町
6241 阿部　美穂 金沢市
6242 大久保　緑 福井県
6243 渡辺　　恵 金沢市
6244 椿原百合子 福井県
6245 近藤　明子 かほく市
6246 上野にじか 津幡町

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

13部　10km　女子15才～39才

14部　10km　女子40才～49才
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6247 竹谷　陽子 かほく市
6248 林　　景子 白山市
6249 岡　由紀恵 金沢市
6250 秋田　　瞳 かほく市 かないわ病院
6251 岸本　千絵 金沢市
6252 岩崎　佳子 加賀市
6253 濱田　静江 金沢市
6254 池田　えみ 野々市市
6255 鍛冶　直美 白山市 ユニオン
6256 清水　陽子 福井県
6257 山口　尚子 かほく市
6258 藤田亜紀子 金沢市
6259 中森　悦子 金沢市
6260 高田奈緒子 志賀町
6261 石田　絵実 小松市
6262 赤松　智子 京都府
6263 西野　有子 加賀市
6264 松本　由紀 羽咋市
6265 宮西　敦子 能美市
6266 深田佳栄子 富山県
6267 坂井　朋子 金沢市
6268 寺岡　里香 福井県
6269 森本ゆう子 富山県
6270 竹谷　真紀 かほく市
6271 日髙　有美 富山県
6272 嶋　美意子 金沢市
6273 長谷川奈々 新潟県
6274 宮下　早苗 能美市
6275 森　真理子 加賀市
6276 中森　紀子 金沢市
6277 小谷真由美 金沢市 ＭＹＯＧＡ
6278 宮崎　千晶 東京都
6279 溝畑　ミナ 金沢市
6280 木村　和代 京都府
6281 山本　依子 内灘町
6282 安井　美穂 金沢市
6283 荒谷くみ子 愛知県
6284 矢徳　亜矢 金沢市
6285 小西　麻里 金沢市
6286 平山　香織 金沢市
6287 佐飛奈芳美 福井県
6288 真砂　光子 金沢市
6289 中村　純子 能美市
6290 有永　史歩 七尾市
6291 山前　有子 金沢市
6292 稲垣佐知子 愛知県
6293 高峰友紀子 野々市市
6294 奥村恵津子 金沢市
6295 川北　雅美 津幡町
6296 岸本　律江 福井県
6297 松島　麻希 小松市
6298 田中　明美 加賀市 スワトン
6299 渡部　章江 小松市
6300 佐々木真紀 福井県
6301 駒井美由紀 金沢市
6302 越野　美和 白山市
6303 土野公美子 金沢市
6304 荒川　千津 金沢市
6305 谷内　法子 輪島市
6306 廣田　華恵 小松市
6307 竹本　雅美 白山市
6308 大野　悦子 金沢市
6309 大山　真希 小松市
6310 北出　真琴 加賀市
6311 太田　愛子 野々市市
6312 茂木　昭代 群馬県
6313 宮田　由美 富山県 チーム火曜日
6314 小坂　扶見 小松市
6315 能登亜紀子 神奈川県 チーム酔っ払い
6316 古川　久美 金沢市 ＨＣＳ
6317 熊木　陽子 富山県

6318 酒井　美紀 金沢市
6319 竹内　彩子 富山県
6320 森田　裕子 東京都
6321 土屋　香織 東京都
6322 中嶋　和美 内灘町
6323 木津みゆき 福井県
6324 安田　尚美 金沢市
6325 滝澤美智代 愛知県
6326 山本　明子 白山市
6327 三谷　優佳 金沢市
6328 山本　多恵 富山県
6329 中村　江美 金沢市
6330 林　外志美 野々市市
6331 加藤美枝子 三重県
6332 武田友紀子 滋賀県
6333 木林三千代 白山市
6334 東　さつき 宝達志水町
6335 石田　保江 福井県
6336 桑野知恵子 富山県
6337 古澤　宏美 岐阜県
6338 森下　美喜 大阪府
6339 森垣　紀子 神奈川県
6340 石井千賀子 白山市
6341 木藤亜希子 富山県
6342 鈴木　真生 金沢市
6343 谷内　　薫 金沢市
6344 高桑　史子 千葉県
6345 竹本　育代 津幡町
6346 大江　千里 金沢市
6347 谷山　典子 大阪府 枚方緑風会
6348 柏　　恵子 東京都
6349 加藤奈美子 静岡県
6350 八幡　優子 金沢市
6351 吉田　香織 白山市
6352 高森　啓子 富山県
6353 伏屋　律子 白山市
6354 村吉　哉子 能美市
6355 栩木奈美江 静岡県
6356 西出　晶子 小松市
6357 浅井　泰加 愛知県
6358 福田ルミ子 金沢市
6359 牛田　牧絵 福井県
6360 小角眞由美 福井県
6361 山崎　智子 能美市
6362 炭谷真由美 富山県

6401 能瀬　仁美 野々市市
6402 坂田　美穂 金沢市 ｓｐｉｒｉｔ
6403 村山　匡代 東京都 赤川ランニング
6404 後藤多映子 金沢市
6405 北出　美佳 白山市
6406 金木　千春 かほく市
6407 遠田　勝美 かほく市
6408 富岡美千子 富山県 みっちゃん
6409 山崎由美子 福井県
6410 早川真喜子 金沢市
6411 辻　　正美 加賀市
6412 石黒　節子 金沢市
6413 鈴木百合香 兵庫県
6414 小林美穂子 京都府
6415 高橋　直子 金沢市
6416 木村　浩子 京都府
6417 坂本　律子 埼玉県
6418 川澄　由香 愛知県
6419 岡村　裕子 福井県
6420 長島　ゆき 富山県
6421 前田　有里 兵庫県

6422 福田みち子 金沢市
6423 田中　雪恵 福井県
6424 岡田　順子 羽咋市 羽咋市
6425 藤井　稔巳 金沢市
6426 水上　典子 能美市
6427 広部満紀子 金沢市
6428 櫻井　香織 金沢市 金沢脳神経外科病院
6429 三好希代美 福井県 シャルマン
6430 清水屋昌子 加賀市 スワトン
6431 宮坂真佐美 内灘町
6432 松本ハイデイ 金沢市
6433 渋田　寛子 大阪府 丸紅ランニング部
6434 冬爪よしえ 金沢市 片町走ろう会
6435 宮永　陽子 福井県
6436 梶浦友紀子 愛知県
6437 寺村　友子 金沢市 ㈱芝寿し
6438 白岩　和子 能美市 ＲＣ　ＺＥＲＯ
6439 村上　睦子 金沢市
6440 前戸　馨子 福井県
6441 平野　明子 富山県
6442 北川　美智 金沢市
6443 田中　　恵 金沢市
6444 岸　　純子 小松市
6445 鈴木なつき 能美市
6446 小林かよ子 小松市
6447 横山　典子 富山県 チームぽっかり
6448 長岡　昌代 野々市市
6449 高波佳代子 長野県
6450 福井エミ子 白山市
6451 須藤　友子 東京都
6452 表　　英美 富山県
6453 三角　安代 津幡町
6454 田澤恵実子 東京都
6455 中嶋　裕美 加賀市
6456 福澤　美幸 富山県
6457 岡本由紀子 かほく市
6458 山口さおり 富山県
6459 安井　友子 金沢市 認定こども園子供の家
6460 村澤由美子 神奈川県
6461 波佐間美喜子 小松市
6462 木村　　展 東京都
6463 村野　恵子 金沢市
6464 谷口公実江 加賀市
6465 小野　智美 富山県 北陸電気グルーヴ
6466 笹谷貴代美 金沢市
6467 牧口みゆき 富山県 なし
6468 市村　房江 加賀市
6469 小林　麻子 加賀市
6470 牧野　明子 愛知県
6471 房野　貴子 神奈川県 自営業
6472 近江　優子 大阪府
6473 東　　裕子 福井県
6474 池上都士恵 福井県
6475 酒井　淑江 金沢市
6476 津田　潤子 千葉県
6477 山岸　瑞穂 金沢市 金沢市役所ＡＣ
6478 鈴木　敬子 福井県
6479 石井　隆子 富山県
6480 桝田　浩美 金沢市
6481 磯崎　直美 福井県
6482 平松　祐恵 富山県
6483 吉川　千賀 福井県
6484 多知亜紀子 加賀市
6485 中澤　浩美 富山県
6486 清水真由美 白山市 最強美女軍団
6487 岩井美智代 金沢市
6488 松田真由美 金沢市
6489 広瀬　智栄 金沢市
6490 番匠　晶子 金沢市
6491 萩原　妙子 小松市
6492 松岡　幸江 野々市市

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

15部　10km　女子50才～59才
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6493 森本　智美 七尾市
6494 田端　理香 兵庫県
6495 館山こずえ 白山市
6496 島崎　和美 富山県
6497 細木　律子 白山市
6498 二木ゆかり 富山県
6499 山城　　薫 金沢市
6500 林　　純江 兵庫県
6501 谷本小百合 小松市 ＳＰＩＲＩＴ
6502 英　　朋子 金沢市
6503 横井早智江 金沢市 桜36
6504 安部田美樹 白山市
6505 川久保幸代 白山市
6506 谷町　美鶴 福井県
6507 藺森　　薫 金沢市
6508 小島　恭子 静岡県
6509 大谷　美和 津幡町
6510 張　　渓媛 福井県
6511 池内真紀子 金沢市 besso片山津温泉
6512 西山　曜子 加賀市
6513 堀田　寿恵 金沢市
6514 池田久美子 金沢市
6515 六反田紀枝 能美市
6516 嶋田　美樹 金沢市 金沢中央走ろう会
6517 吉田真由美 津幡町
6518 児島し乃ぶ 白山市
6519 小山　美雪 加賀市
6520 吉田　啓子 富山県
6521 甲斐久美子 大阪府 丸紅ランニング部
6522 東　美智代 宝達志水町
6523 北本香奈子 小松市
6524 佐野　裕子 京都府 走～でっか！？
6525 葭原百合子 金沢市 おひろ会
6526 國島　雅美 岐阜県
6527 佐野千恵美 小松市 さのまる
6528 松本寿美江 金沢市 ジュピター
6529 浦　世佳子 富山県
6530 村田　久枝 白山市
6531 京井　瑞穂 富山県
6532 池田　博美 白山市
6533 荒木　　薫 金沢市
6534 山田　好鶴 富山県
6535 寺田　尚子 福井県
6536 實野　　薫 東京都
6537 林　みさ子 福井県
6538 野坂ななみ 福井県
6539 園山　真代 小松市
6540 岩佐　真弓 岐阜県
6541 砂子　睦美 福井県 ＵＲＣ
6542 宮井　輝枝 富山県
6543 吉田美智子 福井県
6544 前田志眞子 兵庫県
6545 嶋田　正代 金沢市 金沢中央走ろう会
6546 稲畑さおり 兵庫県

6601 加藤　信子 金沢市
6602 廣田　恵子 福井県
6603 片岡　和代 三重県
6604 小俣　陽子 埼玉県
6605 田島　和子 小松市
6606 庄谷　弘美 兵庫県
6607 蔦井真由美 加賀市
6608 白石　明美 千葉県
6609 市村　孝子 加賀市
6610 谷間　浩美 白山市
6611 後藤　充代 愛知県
6612 西田　朋代 能美市
6613 岩田美穂子 金沢市 金沢中央走ろう会
6614 南　真奈美 金沢市
6615 栗谷　弘美 加賀市
6616 伊藤喜久子 三重県
6617 新居　直子 滋賀県 マダム・ナオコ
6618 大瀧　陽子 金沢市
6619 小松つき代 福井県
6620 東　きよみ 加賀市
6621 角谷　淳子 小松市 ピンクリボン加賀
6622 野村るみ子 白山市
6623 川崎　裕子 津幡町
6624 吉田　詩子 白山市 ハクサンクラブ
6625 佐野　静子 富山県
6626 川尻紀代美 金沢市
6627 渡辺　厚子 三重県
6628 川島　一美 金沢市
6629 小林　由里 福井県
6630 京谷かをる 富山県
6631 神谷　恭子 小松市
6632 八木　保子 白山市
6633 戸知　郁恵 千葉県
6634 北村　紀子 金沢市
6635 横山　美江 能美市
6636 西田　朝子 川北町 ジャパンディスプレイ
6637 大森ゆり子 東京都
6638 山口　弘子 加賀市
6639 松村　裕子 金沢市
6640 松本都起子 滋賀県
6641 吉川　恭子 金沢市 あっぷるバナナ
6642 玉鉾　晴美 金沢市 金沢中央走ろう会
6643 泉沢　清美 金沢市
6644 板谷　信子 金沢市
6645 村井　明代 津幡町
6646 高田　功美 千葉県
6647 竹松　幹子 白山市 ハクサンクラブ
6648 池島　恵子 金沢市
6649 片山　朋子 野々市市
6650 古田美宝子 富山県
6651 松原安芸子 金沢市
6652 田守美智子 千葉県 無
6653 高田　明美 野々市市 美川走ろう会
6654 西村　典子 野々市市
6655 東　二三子 愛知県
6656 佐々木恵子 北海道
6657 福井たかよ 三重県
6658 古澤都由子 福井県
6659 本田万里子 金沢市
6660 岡本　絹子 金沢市 金沢中央走ろう会
6661 松吉富美代 埼玉県
6662 佐成　幾恵 白山市 美川走ろう会
6663 舟川久美子 富山県
6664 山内　幸代 奈良県
6665 西出　恭子 加賀市
6666 岡田まさみ かほく市
6667 中村　久子 金沢市
6668 荒木　優子 加賀市

6669 高沢みどり 加賀市
6670 古和田美和子 奈良県
6671 向出　照子 加賀市
6672 藤田きよの 金沢市 金沢ランニング
6673 石田　良美 大阪府
6674 荒川　次子 福井県

№ 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ № 氏　名 都市名 所属クラブ

16部　10km　女子60才以上
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ペース 氏　　　　　名
3時間 寺井　賢一 西尾　正佳 舛田　侑也

3時間30分 森嵜　　稔 中田　慎一 亀田　康司
4時間 嘉野　勝仁 出口　真代 赤尾　　学

4時間30分 西川　　稔 今中　悟央 中田　雅美
5時間 ひとちゃん 小原　景子 櫻井　恭子

5時間30分 丹羽まり子 上杉　圭介 樋口　吾一
完走（6時間） 岩瀬サツキ 高田　里美 田畑美貴子

◆　メディカルランナー名簿

芭蕉珈琲ランクラブの選手の皆さんです。

種　目 RACE № 氏　　名 RACE № 氏　　名

マラソン
1558 木村　俊太 2521 山田　　太
2797 石山　直樹 2836 旭　　雄士
3270 前田　秀明 3771 大橋　功男

１０㎞
6210 東出　恵子 6329 中村　江美
6533 荒木　　薫

　

石川の
さかなを
食卓へ…

〒922-0553

か
れ
い

さ
よ
り

い
か

甘
え
び

ぶ
り

加
能
が
に

香
箱

石川県漁業協同組合 加賀支所

〒922-0553 石川県加賀市小塩町コ-１81番地

支所運営委員長　橋本　勝寿

TEL.0761-75-1111　FAX.0761-75-1113

◆　ペースランナー名簿
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〒922-0414  石川県加賀市片山津町ツ71番地　TEL：0761-74-1123　FAX：0761-74-1083　E-mail：office@katayamazu-spa.or.jp

片山津温泉観光協会

私たちも

加賀温泉郷マラソンを

応援しています。

柴山潟で柴山潟で

「カヤック体験」スタート！「カヤック体験」スタート！
インストラクターの指導のもと、ゆったりとした時間

の中でカヤック体験をしてみませんか。

初心者の方でも安心、安全にお楽しみいただけます。

霊峰白山を望む片山津の絶景を特等席でご堪能下さい。

6月からはSUP（サップ）体験もスタート予定！

●アパホテル＆リゾート加賀片山津温泉 佳水郷

●湖畔の宿 森本　　　●季がさね

●大江戸温泉物語 ながやま

●NEW MARUYA ホテル

●加賀観光ホテル きらら館 ゆらら館

●湯快 わんわんリゾート 片山津

●かのや光楽苑

●矢田屋松濤園

【体験詳細】

【ご予約・予約サイト】

https://select-type.com/rsv/?id

=Jp9DFrnOdwc

又はインスタグラム＠shibayama_slow

のDMまでお願いします。
▲ご予約は
　こちらから

TEL.0761-74-1123お問合せ

●体 験 料／13才～ 5,000円、5才～12才 3,000円

●体 験 時 間／9：30～11：30、12：30～14：30、

　　　　　　　15：30～17：30の3回

　　　　　　　※体験開始15分前から受付開始 ※要予約

●体験休業日／火曜日、水曜日 ※荒天時中止

●体 験 期 間／4月～10月　

●受 付 場 所／湯の元公園内かっぱ堂
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4.5
2022

初校

平安時代後期1093年、山代温泉にあった薬王院温泉寺で、

五十音図が創られました。

これを考案したのは、明覚というお坊さんです。

日本人が話す日本語の音と、日本語を書くための文字が、

この時、ここで初めて美しく実を結んだのです。

い
うえあ

加賀温泉郷マラソン プログラム広告　184×260
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商工会は行きます 聞きます 提案します 
～ 会員満足向上運動 ～ 

山 中 商 工 会 

〒922-0112 石川県加賀市山中温泉西桂木町トの５番地の１ 

ＴＥＬ ０７６１-７８-３３６６ http://yamanaka.shoko.or.jp/ 

会　員　一　同 

会 長

副 会 長

専務理事

田 向 　 公 一

井 筒 　 幸 夫

鹿 野 　 和 宏

西 出 　 克 己

従業員一同  ご来店お待ちしております
加賀市上河崎町47-1
℡ 0761-72-8800

イオン加賀の里店
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最大
国の補助金

万
円8

日産の電気自動車、日産アリアと日産リーフのご購入には

それぞれ令和�年度補正予算 経済産業省補助金が適用されます。

電気自動車は

補助金対象

待望の「軽EV」まもなく登場！！

バッテリー総電力量：��kwh　　車両寸法：全長�,���mm /全幅 �,���mm /全高�,���mm　　実質購入価格：約���万円 ～（見込み）

令和�年度補正予算 経済産業省補助金（正式名称 令和�年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」）は����年��月��日以降に新車新規登録の車両が対象となります。

●現在記載されている補助金額は、あくまで暫定的な目安であり、今後、車両の性能の変更等により変わる可能性がございます。実際の補助金額については、外部審査会の審査を経て、最終的に確

定します。必ず補助金申請前に再度ご確認ください。●詳細は審査実施事業者のアナウンスをご確認ください。●補助金には申請期限があります。申請額が予算額に達した場合は受付終了となりま

すのでご注意ください。●価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録（届出）等に伴う諸費用、リサイクル料金、オプション代、特別塗装色代は含まれておりません。別途申し受けます。●価格はメー

カー希望小売価格で参考価格です。販売価格は各販売会社が独自に決めております。詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

軽自動車の概念を覆す

力強い加速 高い静粛性滑らかな走り
※本画像は、電気自動車（EV）のコンセプトカー「ニッサン IMk」であり、量販車とは異なります。

石川日産　日産プリンス金沢

グレード　B�  /  補助金　��万円

日産アリア

e+ 　X , G　       ��万円　

S,X,X V,G   ��.�万円

グレード　  補 助 金日産リーフ

他グレードについてはお問合せ下さい
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〒922-0431 石川県加賀市山田町リ245番地2　中央公園管理センター

TEL:0761-73-2260  　FAX:0761-73-3267　　E-mail:kagasupokyo@po4.nsk.ne.jp

加賀市スポーツ協会 検索 ポチッ

加賀市スポーツ協会

「スポーツで加賀市を元気に！」

加賀温泉郷
マラソン

応援しています！ 
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