
NO 賞 賞品名 当選者

1  佐藤監督賞①  奄美黒糖焼酎  愛知県 コバヤシ様

2  佐藤監督賞②  稲庭うどん  愛知県 ミナミジマ様

3  安永ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ賞①  極々果実ちゅうちゅうゼリー  愛知県 アンドウ様

4  安永ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ賞②  完熟みかんシャリー  愛知県 オオウラ様

5  熊本ｺｰﾁ賞①  そうめん揖保乃糸  愛知県 オノ様

6  熊本ｺｰﾁ賞②  ５５１の蓬莱豚まん  愛知県 コンナミ様

7  辻ﾏﾈｰｼﾞｬｰ賞① 「暮らし工藝社」の燻製セット  神奈川県 イサカ様

8  辻ﾏﾈｰｼﾞｬｰ賞② 「末次ホルモン」のホルモンセット  愛知県 ナカタ様

9  安廣ﾏﾈｰｼﾞｬｰ賞①  大人のバリ勝男くん  愛知県 ユキヒロ様

10  安廣ﾏﾈｰｼﾞｬｰ賞②  静岡名物 川根茶  三重県 ウラカワ様

11  大石選手賞①  大会参加賞詰め合わせ  愛知県 イノウエ様

12  大石選手賞②  ちびまるこちゃん(静岡県出身)グッズ  愛知県 ヒロハマ様

13  大石選手賞③  合宿のお土産セット(奄美の黒糖シロップなど)  岐阜県 スズエ様

14  藤本選手賞①  丸亀ハーフマラソン記念Tシャツ  愛知県 コバヤシ様

15  藤本選手賞②  獺祭(お酒)  愛知県 サトウ様

16  藤本選手賞③  甘露のり  愛知県 サクマ様

17  早川選手賞①  ２０１９年大会参加賞セット  愛知県 シマザキ様

18  早川選手賞②  地元名田庄の坂本米  愛知県 フジモト様

19  早川選手賞③  鯖缶セット  愛知県 ナカヤ様

20  田中選手賞①  大会記念タオル  愛知県 フジシマ様

21  田中選手賞②  ブラックサンダー  愛知県 クラタ様

22  田中選手賞③  久遠チョコレート  愛知県 シライ様

23  松本選手賞①  びわ湖毎日マラソン参加記念Tシャツ  愛知県 フクヤマ様

24  松本選手賞②  ごっくん馬路村 ゆずジュース  愛知県 フクシ様

25  松本選手賞③  愛媛ポンジュース  愛知県 ナカシタ様

26  山本選手賞①  びわ湖毎日マラソン記念Tシャツ  愛知県 モリシタ様

27  山本選手賞②  浜名湖名物うなぎ茶漬け、うなぎふりかけ  愛知県 ウチダ様

28  山本選手賞③  浜名湖⾧坂養蜂場のはちみつセット  静岡県 タキモト様

29  宮脇選手賞①  ランニンググッズ  愛知県 ヤマオカ様

30  宮脇選手賞②  かんてんぱぱ詰め合わせ  愛知県 アビル様

31  宮脇選手賞③  タリーズコーヒーセット  愛知県 キムラ様

32  窪田選手賞①  陸上短パン  宮城県 ワタナベ様
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33  窪田選手賞②  永平寺幸家 ごまどうふ  愛知県 オオスカ様

34  窪田選手賞③  越前そばの里 越前そば  愛知県 ナカガワ様

35  服部選手賞①  ゴールドコーストハーフマラソン ボストンバッグ  愛知県 カワバタ様

36  服部選手賞②  新潟県産日本酒  愛知県 シロウチ様

37  服部選手賞③  日本酒 君の井酒造  愛知県 マスイ様

38  西山選手賞①  ニューイヤー駅伝タオル  岐阜県 タナハシ様

39  西山選手賞②  地元松坂の松坂牛ビーフカレー、しぐれ煮セット  愛知県 ナダ様

40  西山選手賞③  ドライマンゴー４袋  東京都 タハラ様

41  安井選手賞①  ファイテンテープ  愛知県 ハラダ様

42  安井選手賞②  千葉県名物 ピーナッツサブレ  愛知県 オガワ様

43  安井選手賞③  ファイテン 磁気チタンネックレス  愛知県 ニシカワ様

44  堀尾選手賞①  東京マラソン参加賞 トートバッグ  愛知県 ワタナベ様

45  堀尾選手賞②  揖保乃糸  愛知県 オオヤマ様

46  堀尾選手賞③  走って、悩んで、見つけたこと。大迫傑  愛知県 サカモト様

47  畔上選手賞①  延岡西日本マラソン参加賞ナップサック  愛知県 アコウ様

48  畔上選手賞②  君の井 純米大吟醸 日本酒  愛知県 ナイトウ様

49  畔上選手賞③  自分流 駅伝･帝京大の育成力 単行本  愛知県 ニシムラ様

50  近藤選手賞①  丸亀ハーフ、日本選手権クロカン参加Tシャツ  愛知県 ヒラヤナギ様

51  近藤選手賞②  伊賀米コシヒカリ  岐阜県 モリ様

52  近藤選手賞③  ウイダーインゼリー３箱  愛知県 ゲドウイン様

53  山藤選手賞①  大会出場記念Tシャツ(Sサイズ)  静岡県 タカノ様

54  山藤選手賞②  瀬戸物(瀬戸市名産品)  愛知県 ホソカワ様

55  山藤選手賞③  リンツチョコレート  愛知県 ヒオキ様

56  森選手賞①  唐津１０マイル記念Tシャツ  愛知県 ハラダ様

57  森選手賞②  実家のお茶  愛知県 マスモト様

58  森選手賞③  アルバム(フォーリミッテッドサザビーズ)  愛知県 タカマツ様

59  ｺｼﾝﾍﾞｲ選手賞①  ブレスレット  愛知県 ハラダ様

60  ｺｼﾝﾍﾞｲ選手賞②  ブレスレット  愛知県 ホダテ様

61  ﾁｪﾛﾉ選手賞①  お菓子  愛知県 タダ様

62  ﾁｪﾛﾉ選手賞②  お菓子  愛知県 オオタ様

63  事務局賞①  選手サイン色紙  愛知県 シライ様

64  事務局賞②  選手サイン色紙  愛知県 ナカモト様

65  事務局賞③  選手サイン色紙  ⾧野県 ホリウチ様

66  事務局賞④  選手サイン入りトートバッグ  愛知県 スギウラ様

67  事務局賞⑤  選手サイン入りトートバッグ  愛知県 ヤマカワ様

68  事務局賞⑥  選手サイン入りトートバッグ  愛知県 ミズノ様

69  事務局賞⑦  陸上グッズ詰め合わせ  愛知県 ササキ様

70  事務局賞⑧  陸上グッズ詰め合わせ  愛知県 ヒコサカ様

71  事務局賞⑨  豊橋銘菓 ブラックサンダー  愛知県 マツオカ様

72  事務局賞⑩  田原名産 和紅茶  愛知県 アラカワ様

73  事務局賞⑪  前橋物産セットA  愛知県 コンドウ様

74  事務局賞⑫  前橋物産セットB  愛知県 ナガタ様

以 上


