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～5年ぶりに晴天に恵まれた29回大会～
いびがわマラソン2016が、11月13日（日）に盛大に開催されました

全国、そして海外からも、およそ9,000人のランナーが集まり、紅葉真っ盛りの揖斐川沿いを駆
け抜けました。同日開催された「谷汲もみじまつり」や、ランナーの家族や友人にも人気の「いびが
わウォーキング」も大勢の方が参加し、来場者は3万人を越えました。
ランナーからは、紅葉で彩られた山々と清流揖斐川の美しさ、心のこもったボランティアのサポー
ト、小さな子から年輩の方まで町をあげての応援に、感動と感謝の声が続々と届いています。
あらためまして、無事に大会を終えましたことに感謝いたします。ありがとうございました。
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◆男子フル	 牧村　英充（𦙾永）	 藤原　慶和（清水）	 坪井　信親（三輪）	 今村　芳隆（清水）	 窪田　尚幸（和田）	
牧村　哲男（新宮）	 杉本栄五郎（乙原）	 松久　康弘（新宮）	 早見　知浩（上野）	 林　　泰孝（志津山）	 高橋　千秋（乙原）	
山田　勝則（𦙾永）	 坪井　秀行（三輪）	 橋本　清誠（極楽寺）	 野原　隆広（𦙾永）	 松久　正樹（新宮）	 杉本　慎治（乙原）	
若原　昭広（長良）	 阿蘓　　弘（谷汲木曽屋）	高橋　達弥（北方）	 吉田　和彦（北方）	 小石三千秋（上野）	 山本　浩司（三輪）	
佐藤　重明（谷汲徳積）	 増田　勝博（小谷）	 井口　義信（市場）	 窪田　有佑（下岡島）	 細野　芳勝（上ミ野）	 高橋　　豊（𦙾永）	
内藤　成勅（市場）	 窪田　伝昌（和田）	 吉村　康介（坂内坂本）	 杉山　裕明（北方）	 廣瀬　　誠（北方）	 窪田　高広（岡）	
田谷　雅人（清水）	 窪田　祐直（小島）	 宮川　敏和（北方）	 鈴木　孝栄（上野）	 川地　　悟（三輪）	 富田　純也（房島）	
高橋　芳信（三輪）	 上田　天光（房島）	 高野　和臣（房島）	 竹中　康志（北方）	 山田　竜平（上南方）	 小寺　博文（𦙾永）	
坪井　保憲（𦙾永）	 内藤　重和（春日六合）	 岩井　　健（黒田）	 高橋　一滋（小島）	 仲井　幸雄（谷汲神原）	 加納　政憲（𦙾永）	
若園　敏朗（三輪）	 森田　　良（三輪）	 廣瀬　法昭（外津汲）	 橋本　康男（三輪）	 若園　　渉（小谷）	 中根　信也（坂内坂本）	
石橋　大地（新宮）	 清水　弘樹（上南方）	 横山　陽一（谷汲徳積）	 中村　勇太（下岡島）	 小森　　清（三輪）	 中村　邦利（春日六合）	
宮内　貞彰（市場）	 所　　幸孝（三輪）	 渡邊　正明（岡）	 森　　秀樹（上岡島）	 細野　道秋（和田）	 細野　浩司（三輪）	
野田　　優（三輪）

◆女子フル	 松井　奈穂（𦙾永）	 山本真理子（三輪）	 野原　麻衣（𦙾永）	 高橋　万里（小島）	 成瀬　純子（和田）	
坪井　美奈（𦙾永）	 山本千恵子（三輪）	 野原　昭子（和田）	 坪井　里美（𦙾永）	 窪田美季子（和田）	 上田　智美（房島）	
田原　美鶴（小谷）	 澤野　麻美（三輪）

◆男子ハーフ	 香田　　陸（上南方）	 高田　清隆（黒田）	 小寺　瑛大（春日川合）	 森本偉生希（北方）	 大野　晃司（清水）	
村瀬　彪流（東横山）	 瀬川　正樹（上野）	 高橋　秀斗（白樫）	 廣瀬　　啓（外津汲）	 国枝　建太（三輪）	 所　　大樹（谷汲高科）	
牧村　涼平（𦙾永）	 廣瀬　　快（外津汲）	 伊藤　　正（三輪）	 小岩　大輝（上野）	 岩井　勇樹（黒田）	 窪田　修平（和田）	
安藤　恭廣（小島）	 鈴木　浩夫（新宮）	 片倉　久一（上南方）	 安藤　展廣（小島）	 小寺　康仁（志津山）	 宗宮　哲也（房島）	
安藤　賢樹（𦙾永）	 井口　卓也（小島）	 水野　隆明（上野）	 細野　洋平（和田）	 高橋謙太郎（上南方）	 小倉　耕汰（上南方）	
松田　千彰（𦙾永）	 北村　真嗣（市場）	 牧村　光祐（北方）	 細野　泰暉（北方）	 若原　正美（福島）	 藤内　崇史（市場）	
栗田　栄作（北方）	 下里　修二（上南方）	 小森　健司（小野）	 窪田　誠司（和田）	 米崎　文雄（極楽寺）	 兼山　　剛（坂内坂本）	
野原　淳一（清水）	 井上　　誠（谷汲岐礼）	 小川　桂市（三輪）	 神足　　健（上南方）	 竹中　丈晴（上野）	 宗宮　正明（房島）	
小寺桂一郎（小島）	 大坪　信彦（三輪）	 市川　昌公（清水）	 牧村　敏則（三輪）	 末永　隼大（極楽寺）	 中村　英洋（下岡島）	
斉藤　　智（三輪）	 野田　英司（三輪）	 長屋　彰宏（三輪）	 中村　泰英（下岡島）	 天野　正晴（上野）	 細野　秀典（和田）	
富田　智之（房島）	 高橋　佑弥（三輪）	 児島　直人（島）	 小倉　武嗣（三輪）	 松原　弘和（下岡島）	 小寺　慶太（小谷）	
細野　誠治（上ミ野）	 田中　伸幸（三輪）	 増田　義己（上野）	 増元　幸太（𦙾永）	 中川　浩美（極楽寺）	 高野　佳祐（房島）	
上田　善仁（房島）	 堀部　秀治（極楽寺）	 山本　紘輔（𦙾永）	 坪井　重憲（下岡島）	 松井　　巧（𦙾永）	 小寺　勝利（東津汲）	
藤井　彰全（清水）	 森本　大介（北方）	 久保田智也（三輪）	 山本　和之（谷汲名礼）	 今村　浩樹（上南方）	 岸本　栄満（清水）	
森田　茂則（三輪）	 森　　健斗（春日六合）	 立川　秀樹（三輪）	 若山　英夫（小島）	 田宮　慶之（下岡島）	 大橋　太郎（𦙾永）	
田中　郁雄（𦙾永）	 小森　慎也（上南方）	 矢野　　崇（三倉）	 橋本　拓也（小島）	 古野　正夫（三輪）	 高橋　一嘉（北方）	
花木　省三（若松）	 安藤　竜範（小島）	 小倉　達也（三輪）	 小椋　英敏（上南方）	 小谷　和彦（北方）	 増田　秀夫（小谷）	
中島　貴都（三輪）	 上田　逸朗（房島）	 森　　康二（春日六合）	 小森　博之（上南方）	 窪田　一樹（岡）	 林　　貞美（若松）	
小倉　栄次（上南方）	 河合　章弘（小島）	 森　　孔暉（春日六合）	 小澤　　勝（大光寺）	 末永　謙二（上南方）	 馬場　好美（上野）	
片岸　晃大（𦙾永）	 細野　尭之（上ミ野）	 高橋　宏輝（白樫）	 岩井　寿徳（黒田）	 小関　輝明（三輪）	 小椋　大綺（北方）	
河瀬弘太郎（北方）	 山田　章人（三輪）	 橋本　辰夫（極楽寺）	 伊東　洋孝（三輪）	 増田　亮介（小谷）	 細野　康隆（和田）	
棚橋　弘久（清水）	 成瀬　慎司（上南方）	 室　　龍都（三輪）	 香田　圭祐（北方）	 松原　　隆（小島）	 村瀬　　崇（三輪）	
高橋　立行（𦙾永）	 増田　義一（小谷）	 村瀬　義伸（上野）	 中村　　勲（下岡島）	 平田　　徹（房島）	 野田　俊雄（三輪）	
野田　雅彦（三輪）	 細野　智仁（和田）	 窪田　幸泰（𦙾永）	 小寺　秀慶（小谷）	 村瀬　隼大（上野）	 渡邊　浩二（上南方）	
藤原　　元（春日小宮神）	 清水　龍司（上野）	 森本　彰徳（北方）	 細野　康彦（上ミ野）	 田村　　広（𦙾永）	 小嶋　聖司（北方）	
新川　勇夫（市場）	 澤　　英和（𦙾永）	 松井進太郎（𦙾永）	 岩井　督之（黒田）	 窪田　政泰（上南方）	 高野不二夫（三輪）	
細野　　工（上ミ野）	 上田　　守（三輪）	 宇佐美智和（市場）	 小寺　義則（小島）	 加藤　将彦（北方）	 山本　幸一（谷汲岐礼）	
土川　　裕（𦙾永）	 宇佐美秀雄（市場）	 石橋寿恵広（岡）	 高橋　孝明（谷汲徳積）	 河瀬九十九（北方）	 井手　　勉（三輪）	
宗宮　　徹（房島）	 窪田　英夫（岡）	 橋本喜久雄（三輪）	 小林　勝一（房島）	 長谷川俊夫（上南方）

◆女子ハーフ	 小寺　育子（小島）	 平井　律子（三輪）	 小森　和恵（大光寺）	 林　　朋子（下岡島）	 江口　美悠（北方）	
堀　　亜希（島）	 井上華奈子（谷汲岐礼）	 衣斐　桃子（小島）	 高橋　香奈（谷汲徳積）	 小谷　実里（北方）	 折戸由加里（北方）	
栗田　紗希（北方）	 中川なつみ（極楽寺）	 折戸　　瞳（北方）	 小木曾　茜（北方）	 川満　千乃（房島）	 今西　範美（北方）	
高崎美佐代（三輪）	 高橋　友子（小島）	 宮川　久美（北方）	 小寺　紗織（東津汲）	 宗宮　奈美（房島）	 高橋　寿子（日坂）	
窪田加奈子（岡）	 土川由美子（上野）	 鈴木　眞弓（上南方）	 浅野　里恵（島）	 牧村　祥子（𦙾永）	 牧村　美鶴（𦙾永）	
高橋千代子（新宮）	 増田容加美（上野）	 折戸　美紀（北方）	 田宮　愛奈（下岡島）	 御田村智子（上南方）	 國枝　朋子（谷汲長瀬）	
竹中　明美（新宮）	 内藤　萌子（市場）	 増田　彩乃（小谷）	 中嶋　菜美（𦙾永）	 大橋　幸子（𦙾永）	 森田登士子（三輪）	
國枝早余子（和田）	 野原千恵子（𦙾永）	 市川あずさ（三輪）	 藤原　好美（春日小宮神）	藤原　美智（春日小宮神）	中村　由紀（和田）	
細野真奈美（上ミ野）	 細野　杏美（上ミ野）	 伊東　香織（三輪）	 小嶋　由美（北方）	 藤原あいみ（黒田）	 若園　菜帆（三輪）	
小谷　エミ（北方）	 山本　裕加（三輪）	 井手　友美（三輪）	 大野由理枝（長良）	 富田千賀子（房島）	 窪田　真以（小島）	
若原　友子（上南方）	 柏　　華苗（三輪）	 河瀬　洋子（北方）	 細野　敦子（上ミ野）	 国枝　誠子（三輪）	 杉山美智子（三輪）	
小林　美樹（房島）	 橋本　恵理（三輪）	 荻野由美子（新宮）

▲選手宣誓は、『ラン婚』(いびがわマラソン婚活イベント)がきっかけで、
大会当日に婚姻届を提出した揖斐川町の牛嶋龍さん・恭子さん夫妻
でした。

完走された揖斐川町の皆さん（昨年より18人増の325人！）敬称略
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