
ゼッケン番号 氏名 フリガナ

カ行 1 小泉　庸子 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｳｺ

サ行 2 猿楽 友理 サルガク トモリ

3 鈴木 千佳 スズキ チカ

タ行 4 田中　恵子 ﾀﾅｶ ｹｲｺ

5 田中 秀美 タナカ ヒデミ

ナ行 6 中山 亜有美 ナカヤマ アユミ

ハ行 7 平澤 悠紀 ヒラサワ ユキ

マ行 8 松本 杏奈 マツモト アンナ

9 森田 恵美子 モリタ エミコ

ワ行 10 渡部 晃子 ワタナベ アキコ

11 渡邉 美幸 ワタナベ ミユキ

ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 21 浅野 安喜 アサノ ヤスキ

22 阿二 真樹 アニ マサキ

23 阿部 正芳 アベ マサヨシ

24 荒井 栄寿 アライ エイジュ

25 新井 誠也 アライ セイヤ

26 荒井 貴範 アライ タカノリ

27 新井 康之 アライ ヤスユキ

28 安藤　智由樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ

29 飯田 明彦 イイダ アキヒコ

30 井門 孝治 イカド コウジ

31 石村 正雄 イシムラ マサオ

32 磯部 彰宏 イソベ アキヒロ

33 伊藤 直人 イトウ ナオト

34 伊藤 祐輔 イトウ ユウスケ

35 今泉　勝美 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾂﾐ

36 井龍 哲朗 イリュウ テツロウ

37 岩下 貴紀 イワシタ タカノリ

38 大久保 良彦 オオクボ ヨシヒコ

39 大塚 武生 オオツカ タケオ

40 大野　真司 ｵｵﾉ ｼﾝｼﾞ

41 大橋 晴彦 オオハシ ハルヒコ

42 岡 秀則 オカ ヒデノリ

43 荻谷 典一 オギタニ ノリカズ

44 押見 彰 オシミ アキラ

カ行 45 賀川　洋一 ｶｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　３０ｋｍ男性の部

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　３０ｋｍ女性の部

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　ゼッケン名簿



46 風間 宣利 カザマ ノブトシ

47 片桐 大 カタギリ ダイ

48 金子 茂雄 カネコ シゲオ

49 嘉松 孝友 カマツ タカトモ

50 神尾 一裕 カミオ カズヒロ

51 川口 亮 カワグチ リョウ

52 川村 圭介 カワムラ ケイスケ

53 菅家　誠志 ｶﾝｹ ｾｲｼ

54 神田 徳司 カンダ トクジ

55 閑野 活志 カンノ カツシ

56 北村 正義 キタムラ マサヨシ

57 北山 和人 キタヤマ カズヒト

58 木村 昭教 キムラ アキノリ

59 小暮 勇 コグレ イサム

60 後藤 伸一 ゴトウ シンイチ

61 小林 哲也 コバヤシ テツヤ

サ行 62 斎藤  一郎 サイトウ イチロウ

63 齋藤 哲也 サイトウ テツヤ

64 坂上 貴彦 サカノウエ タカヒコ

65 佐々木 元偉 ササキ モトイ

66 佐藤 友孝 サトウ トモタカ

67 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ

68 眞田 隆 サナダ タカシ

69 重見 尚希 シゲミ ナオキ

70 志田　耕 ｼﾀﾞ ｺｳ

71 柴山 裕之 シバヤマ ヒロユキ

72 清水　健志 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ

73 周東 知希 シュウトウ トモキ

74 城島 清貴 ジョウジマ キヨタカ

75 白井 敬泰 シライ タカヒロ

76 白石 隼也 シライシ ジュンヤ

77 鈴木 勲 スズキ イサオ

78 鈴木　俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

79 鈴木 直行 スズキ ナオユキ

80 鈴木 義隆 スズキ ヨシタカ

81 曽根田 翼 ソネダ ツバサ

タ行 82 高久　正義 ﾀｶｸ ｾｲｷﾞ

83 高橋 和行 タカハシ カズユキ

84 滝川 聡 タキガワ サトシ

85 田中 宏昌 タナカ ヒロアキ

86 谷田 大樹 タニダ ダイキ

87 長内 伸一 チョウナイ シンイチ

88 津岡 伸輔 ツオカ シンスケ



ナ行 89 中居 敏一 ナカイ トシカズ

90 中島 忠之 ナカジマ タダユキ

91 長沼　和雄 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｵ

92 中野 順一 ナカノ ジュンイチ

93 中山 隆夫 ナカヤマ タカオ

94 西入　宏治 ﾆｼｲﾘ ｺｳｼﾞ

95 西川 敦啓 ニシカワ アツヒロ

96 野中 信吾 ノナカ シンゴ

ハ行 97 橋本 拳 ハシモト ケン

98 平久江　政典 ﾋﾗｸｴ ﾏｻﾉﾘ

99 福島 大輔 フクシマ ダイスケ

100 福原亮平 フクハラリョウヘイ

101 藤井 広平 フジイ コウヘイ

102 藤田 直裕 フジタ ナオヒロ

103 船木 邦保 フナキ クニヤス

104 古里　好則 フルサト　ヨシノリ

105 細田 操 ホソダ ミサオ

106 堀場 邦彦 ホリバ クニヒコ

107 堀場 皓斗 ホリバ ヒロト

マ行 108 前川 眞広 マエカワ マサヒロ

109 牧之瀬　修 ﾏｷﾉｾ ｵｻﾑ

110 正木 篤志 マサキ アツシ

111 正木 圭 マサキ ケイ

112 町田 祐一 マチダ ユウイチ

113 松尾 泰寛 マツオ ヤスヒロ

114 松原 克明 マツバラカツアキ

115 黛 弘 マユズミ ヒロシ

116 本山 研一 モトヤマ ケンイチ

117 本山 浩 モトヤマ ヒロシ

ヤ行 118 矢崎 昭雄 ヤザキ アキオ

119 柳田　直紀 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾅｵｷ

120 山内 徹 ヤマウチ トオル

121 山口 和浩 ヤマグチ カズヒロ

122 山口 直哉 ヤマグチ ナオヤ

123 山下 裕樹 ヤマシタ ヒロキ

124 山田 聖之 ヤマダ マサユキ

125 山本 将道 ヤマモト マサミチ

126 湯本　遼平 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

127 横田 寛明 ヨコタ ヒロアキ

128 吉崎 誠志 ヨシザキ セイジ

ラ行 129 陸川 晃 リクカワ アキラ

ワ行 130 渡辺 時治郎 ワタナベ トキジロウ



ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 151 浅原　怜美 ｱｻﾊﾗ ｻﾄﾐ

152 池見 麻由美 イケミ マユミ

153 岡本 紫 オカモト ユカリ

154 小澤 智美 オザワ サトミ

155 小野田 麻衣 オノダ マイ

カ行 156 河村　まり菜 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘﾅ

157 小松 佳奈美 コマツ カナミ

タ行 158 高橋 史子 タカハシ フミコ

ナ行 159 中島 恵 ナカジマ メグミ

160 中村　聖子 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｺ

161 中村 美紀 ナカムラ ミキ

162 中山　さやか ﾅｶﾔﾏ ｻﾔｶ

マ行 163 松田 幸恵 マツダ ユキエ

164 宮腰 典子 ミヤコシ ノリコ

165 宮腰 真悠 ミヤコシ マユ

ヤ行 166 山中 恵理 ヤマナカ エリ

167 吉田　絢美 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾐ

ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 181 青木 俊輔 アオキ シュンスケ

182 明石 雄介 アカシ ユウスケ

183 吾妻 純男 アヅマ スミオ

184 安積 淳 アヅミ アツシ

185 阿部 充泰 アベ ミツヤス

186 天田 洋次 アマダ ヨウジ

187 鮎川 陽一 アユカワ ヨウイチ

188 五十嵐 とおる イガラシ トオル

189 池亀 玲児 イケガメ レイジ

190 池田 保 イケダ タモツ

191 池ノ本　亨 ｲｹﾉﾓﾄ ﾄｵﾙ

192 石垣 幸太郎 イシガキ コウタロウ

193 石川 浩 イシカワ ヒロシ

194 板野　晃彦 ｲﾀﾉ ｱｷﾋｺ

195 市原　敦 ｲﾁﾊﾗ ｱﾂｼ

196 伊藤　拓実 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

197 稲塚 智行 イナツカ トモユキ

198 岩上　浩己 イワカミヒロミ

199 岩崎　宏明 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｱｷ

200 上田 護 ウエダ マモル

201 遠藤 功二 エンドウ コウジ

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　ハーフ男性の部

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　ハーフ女性の部



202 遠藤 博幸 エンドウ ヒロユキ

203 遠藤 文弥 エンドウ フミヤ

204 大井　亨司 オオイキヨウジ

205 大木 克浩 オオキ カツヒロ

206 大木　圭 ｵｵｷ ｹｲ

207 大嶋　亮介 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｽｹ

208 大矢　陽平 ｵｵﾔ ﾖｳﾍｲ

209 小川 孔輔 オガワ コウスケ

210 沖永 誠 オキナガ マコト

211 奥山 丈 オクヤマ ジョウ

212 小野 勝次 オノ ショウジ

カ行 213 片柳 雄介 カタヤナギ ユウスケ

214 片山 国彦 カタヤマ クニヒコ

215 金田 誠一 カネダ セイイチ

216 鎌倉央雄 カマクラ　ヒロオ

217 川合 泉 カワイ イズミ

218 岸部 匡剛 キシベ マサタケ

219 木下 裕之 キノシタ ヒロユキ

220 熊川 尊史 クマガワ タカフミ

221 熊川 美朗 クマガワ ヨシアキ

222 熊澤　茂樹 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ

223 栗城 秀之 クリキ ヒデユキ

224 黒木 信恵 クロキ ノブヨシ

225 小泉 真也 コイズミ シンヤ

226 古賀 佳真 コガ ヨシマサ

227 近藤　秀二 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ

228 金野 正浩 コンノ マサヒロ

サ行 229 西條　和馬 ｻｲｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾏ

230 齋藤 峻 サイトウ シュン

231 齋藤 立樹 サイトウ タツキ

232 酒井　俊和 ｻｶｲ ﾄｼｶｽﾞ

233 佐々木 秀夫 ササキ ヒデオ

234 笹原 行正 ササハラ ユキマサ

235 佐生 英明 サショウ ヒデアキ

236 佐野 智 サノ アキラ

237 佐保 渉 サボ ワタル

238 柴原 智幸 シバハラ トモユキ

239 渋井 昌治 シブイ マサハル

240 島ノ江　元孝 ｼﾏﾉｴ ﾓﾄﾀｶ

241 清水 秀俊 シミズ ヒデトシ

242 下村 剛之 シモムラ ツヨシ

243 下村 由秀 シモムラ ヨシヒデ

244 ジョウ サン ジョウ サン



245 鈴木 敏之 スズキ トシユキ

タ行 246 武井 友 タケイ ユウ

247 竹内　秀樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

248 武田 和輝 タケダ カズキ

249 田中 章博 タナカ アキヒロ

250 田中 啓佑 タナカ ケイスケ

251 田中　尚 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ

252 田濃 邦彦 タノウ クニヒコ

253 田原　和樹 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ

254 千葉 彦一 チバ ヨシカツ

255 塚谷 治 ツカタニ オサム

256 塚原 克孝 ツカハラ カツタカ

257 辻 貴由 ツジ タカヨシ

258 土屋 正春 ツチヤ マサハル

259 寺島 亮太 テラシマ リョウタ

260 渡口 健一 トグチ ケンイチ

ナ行 261 中川 智貴 ナカガワ トモタカ

262 中澤 豊 ナカザワ ユタカ

263 中島 直輝 ナカジマ ナオキ

264 永友 政弘 ナガトモ マサヒロ

265 仲野 浩司 ナカノ コウジ

266 中村 秀之 ナカムラ ヒデユキ

267 中村　文計 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｶｽﾞ

268 長山　尚史 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｼ

269 奈良場 仁彰 ナラバ ヒトアキ

270 沼倉 恵一郎 ヌマクラ ケイイチロウ

271 根上　誠 ﾈｱｶﾞﾘ ﾏｺﾄ

272 根本 英樹 ネモト ヒデキ

273 萩田　俊正 ﾊｷﾞﾀ ﾄｼﾏｻ

274 橋田　貴文 ﾊｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

ハ行 275 浜田 泰義 ハマダ ヤスヨシ

276 原田 哲 ハラダ サトル

277 原田 祥治 ハラダ ショウジ

278 半田 吉輝 ハンダ ヨシテル

279 日並 哲郎 ヒナミ テツロウ

280 広佐古 実 ヒロサコ ミノル

281 藤井 基玄 フジイ モトハル

282 藤田 道生 フジタ ミチオ

283 古田 智史 フルタ サトシ

284 保坂　紳太朗 ﾎｻｶ ｼﾝﾀﾛｳ

285 星野 敬一 ホシノ ケイイチ

マ行 286 前島 隆太 マエジマ リュウタ

287 真坂 史朗 マサカ シロウ



288 増子　茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ

289 松島 賢治 マツシマ ケンジ

290 松田 厚 マツダ アツシ

291 松本 岳史 マツモト タケシ

292 真鍋 信介 マナベ シンスケ

293 三橋 和也 ミツハシ カズヤ

294 宮川 潤 ミヤカワ ジュン

295 宮地 弘 ミヤチ ヒロシ

296 宮本 肇 ミヤモト ハジメ

297 籾山 裕次 モミヤマ ユウジ

298 森下 有啓 モリシタ トモヒロ

ヤ行 299 八倉巻 亨 ヤグラマキ トオル

300 山本 英昭 ヤマモト ヒデアキ

301 山本　勝 ヤマモト　マサル

302 吉田 洋介 ヨシダ ヨウスケ

303 吉村 孝喜 ヨシムラ コウキ

ワ行 304 渡辺 和憲 ワタナベ カズノリ

305 渡邉 雅浩 ワタナベ マサヒロ

ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 321 飯島 由美子 イイジマ ユミコ

サ行 322 杉崎 莉々 スギサキ リリ

タ行 323 高嶋 智美 タカシマ トモミ

324 滝 真弓 タキ マユミ

325 武田　歩 ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾐ

326 田村 佳菜子 タムラ カナコ

327 十根川　里穂 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘﾎ

328 苫井　頼子 ﾄﾏｲ ﾖﾘｺ

ナ行 329 中家 悦子 ナカイエ エツコ

330 中村 さつき ナカムラ サツキ

331 根上　郁子 ﾈｱｶﾞﾘ ｲｸｺ

332 野口 智子 ノグチ トモコ

ハ行 333 浜田 早央里 ハマダ サオリ

マ行 334 森田　早央里 ﾓﾘﾀ ｻｵﾘ

ヤ行 335 山田 康子 ヤマダ ヤスコ

336 横山 愛 ヨコヤマ アイ

ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 351 秋葉 秀樹 アキバ ヒデキ

352 荒井　貞美 ｱﾗｲ ｻﾀﾞﾖｼ

353 飯山 直輝 イイヤマ ナオキ

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　10ｋｍ女性の部

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　10ｋｍ男性の部



354 池田 勝浩 イケダ カツヒロ

355 石塚 勇 イシヅカ イサム

356 石橋　忠司 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾀﾞｼ

357 井上 基樹 イノウエ モトキ

358 今村 邦之 イマムラ クニユキ

359 植竹 徹 ウエタケ トオル

360 内田 豊 ウチダ ユタカ

361 大久保 光啓 オオクボ ミツヒロ

362 岡 篤史 オカ アツシ

363 小倉 裕行 オグラ ヒロユキ

364 折原　良治 ｵﾘﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ

カ行 365 片桐 元宣 カタギリ モトノリ

366 加藤 俊介 カトウ シュンスケ

367 加藤 正芳 カトウ マサヨシ

368 木下 操 キノシタ ミサオ

369 木村 一貴 キムラ カズタカ

370 木村 真吾 キムラ シンゴ

371 小池　克昌 ｺｲｹ ﾖｼﾏｻ

372 小寺　実 ｺﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ

373 後藤 逸斗 ゴトウ ハヤト

374 小林　智行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ

375 小山 隆太朗 コヤマ リュウタロウ

サ行 376 齋藤 圭介 サイトウ ケイスケ

377 齋藤 誠一 サイトウ セイイチ

378 坂本　伸 ｻｶﾓﾄ ｼﾝ

379 桜井　仁一 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝｲﾁ

380 佐々木 達也 ササキ タツヤ

381 佐々木 裕一 ササキ ユウイチ

382 杉崎 洋之 スギサキ ヒロユキ

383 杉山 達也 スギヤマ タツヤ

384 鈴木 孝憲 スズキ タカノリ

385 説田 真二郎 セッタ シンジロウ

タ行 386 高﨑 玲一 タカサキ レイイチ

387 田所 真之 タドコロ マサユキ

388 田中 法之 タナカ ノリユキ

389 田村 怜 タムラ リョウ

390 手塚 駿 テヅカ ハヤト

391 寺内 輝 テラウチ アキラ

392 徳山 伸也 トクヤマ シンヤ

393 十根川　義幸 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ

ナ行 394 中川 貴弘 ナカガワ タカヒロ

395 永末　勇一 ﾅｶﾞｽｴ ﾕｳｲﾁ

396 中田 修一 ナカダ シュウイチ



397 長野 善朗 ナガノ ヨシオ

398 西澤 芳信 ニシザワ ヨシノブ

399 丹羽 吾郎 ニワ ゴロウ

ハ行 400 萩野　正彦 ﾊｷﾞﾉ ﾏｻﾋｺ

401 橋本 浩志 ハシモト ヒロシ

402 平川　信也 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾌﾞﾔ

403 平阪 圭志 ヒラサカ ケイシ

404 廣田 祐介 ヒロタ ユウスケ

405 本多　亮史 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

マ行 406 宮内 善男 ミヤウチ ヨシオ

407 宗形 光 ムナカタ ヒカル

408 茂木 良信 モテギ ヨシノブ

409 諸木　圭介 ﾓﾛｷ ｹｲｽｹ

ヤ行 410 矢島 章 ヤジマ アキラ

411 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ

412 湯山 誠司 ユヤマ セイジ

413 吉村　隆 ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｼ

ワ行 414 渡辺 努 ワタナベ ツトム

ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 431 石田 茉莉恵 イシダ マリエ

カ行 432 片山 彩子 カタヤマ アヤコ

サ行 433 齋藤 梨紗 サイトウ リサ

434 澤頭　翠 ｻﾜｶﾞｼﾗ ﾐﾄﾞﾘ

435 杉田 智美 スギタ トモミ

436 鈴木 有美子 スズキ ユミコ

タ行 437 大門　みづき ﾀﾞｲﾓﾝ ﾐﾂﾞｷ

438 立山　綾子 ﾀﾃﾔﾏ ｱﾔｺ

ハ行 439 樋口　ひろみ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

440 堀川 みずほ ホリカワ ミズホ

マ行 441 松田　真菜 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅ

ヤ行 442 吉澤 文子 ヨシザワ アヤコ

ワ行 443 渡辺 なな ワタナベ ナナ

ゼッケン番号 氏名 フリガナ

ア行 461 安食 正秀 アジキ マサヒデ

462 荒井　貞美 ｱﾗｲ ｻﾀﾞﾖｼ

463 池田　泉 ｲｹﾀﾞ ｲｽﾞﾐ

464 石橋 弘 イシバシ ヒロシ

465 近江 浩二 オウミ コウジ

466 大山　將治 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　5ｋｍ女性の部

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　5ｋｍ男性の部



カ行 467 樫尾 直樹 カシオ ナオキ

468 片山 嘉人 カタヤマ ヨシヒト

469 金城　顧夢 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺﾑ

470 小林 友裕 コバヤシ トモヒロ

サ行 471 斎藤 繁範 サイトウ シゲノリ

472 西塔 純希 サイトウ ジュンキ

473 佐野　哲郎 ｻﾉ ﾃﾂﾛｳ

474 澤頭　洋一 ｻﾜｶﾞｼﾗ ﾖｳｲﾁ

475 杉本 真人 スギモト マサト

ハ行 476 藤原　洸樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ

477 古川 直弥 フルカワ ナオヤ

478 星野 一夫 ホシノ カズオ

マ行 479 松林 剛司 マツバヤシ コウジ

ヤ行 480 矢口　雄二 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

481 横田 ツカサ ヨコタ ツカサ

482 吉井 克昭 ヨシイ カツアキ

483 吉田 響 ヨシダ ヒビキ

ワ行 484 若月 利治 ワカツキ トシジ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

とぅーごー 小林 友里 コバヤシ ユリ 山下 知美 ヤマシタ トモミ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

151 東郷 和枝 トウゴウ カズエ 東郷 彩 トウゴウ アヤ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

エクサブレイン 佐藤 仁司 サトウ ヒトシ 原 雅寛 ハラ マサヒロ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

152 増田 芳春 マスダ ヨシハル 田極 正和 タゴク マサカズ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

チーム島田 島田 義之 シマダ ヨシユキ 神田 孝之 カンダ タカユキ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

153 日高 浩一 ヒダカ コウイチ 林 克之 ハヤシ カツユキ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

チーム北坂 北坂 和浩 キタサカ カズヒロ 鈴木 郁雄 スズキ イクオ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

154 三角 徳良 ミスミ ノリヨシ 高橋 潤一 タカハシ ジュンイチ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

沼～ず 中沖 悠 ナカオキ ユウ 笠間 亮輔 カサマ リョウスケ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

155 萩原 成俊 ハギワラ ナルトシ 野坂 悠 ノサカ ユウ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　２０ｋｍリレー男性の部

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　20ｋｍリレー女性の部



さんどランニング部B 朝香　美昭 ｱｻｶ ﾖｼｱｷ 渡邉　典彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

156 秋山　忠幸 ｱｷﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ 石橋　健一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

さんどランニング部A 髙橋　和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 高橋　宏彰 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

157 筒井　康志 ﾂﾂｲ ﾔｽｼ 森野　俊輔 ﾓﾘﾉ ｼｭﾝｽｹ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

風RUN坊駅伝部 遠藤　隆太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀ 江本　雅俊 ｴﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

158 隈元　友介 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 宮川　昂大 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

宮特中２G 宮川 直 ミヤガワ ナオシ 上野 万由美 ウエノ マユミ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

161 相田 之丸 アイタ ユキマル 淺見 美保 アサミ ミホ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

チーム笛木 笛木 伸也 フエキ シンヤ 狩野 兼義 カノウ カネヨシ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

162 宮野 美奈子 ミヤノ ミナコ 木下 よし枝 キノシタ ヨシエ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

遅刻早退鬼十則 中野 靖之 ナカノ ヤスユキ 鈴木 駿一郎 スズキ シュンイチロウ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

163 戸恒 和香子 トツネ ワカコ 西川 明日香 ニシカワ アスカ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

クラウン・ワン 揚妻 紘司 アゲツマ コウジ 吉川 るみか ヨシカワ ルミカ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

164 岡田 智介 オカダ トモユキ 金本 真理子 カナモト マリコ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

MTPC_A 桑田 和倫 クワタ カズノリ 有賀 千浪 アルガ チナミ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

165 光井 英晃 ミツイ ヒデアキ 大野 裕子 オオノ ユウコ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

MTPC_B 吉川 佳祐 ヨシカワ ケイスケ 後藤 貴博 ゴトウ タカヒロ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

166 足立 民子 アダチ タミコ 長谷川 洵 ハセガワ ジュン

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

MTPC_C 川北 晃裕 カワキタ ヒロアキ 安藤 雅光 アンドウ マサミツ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

167 西川 智美 ニシカワ サトミ 清水 秀俊 シミズ ヒデトシ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

すっからけっち 持田 啓太 モチダ ケイタ 豊田 真菜 トヨダ マナ

１月２８日季節の彩湖ハーフマラソン　２０ｋｍリレー混成の部



ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

168 岩崎 翔太 イワサキ ショウタ 久保 達矢 クボ タツヤ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

ペガサス 津山 宙己 ツヤマ ヒロキ 山脇 遼 ヤマワキ ハルカ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

169 川浪 麻綾 カワナミ マアヤ 白江 佑衣 シラエ ユイ

チーム名 第１区 フリガナ 第２区 フリガナ

カッピーきてないよ 五十嵐　恵美 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾐ 五十嵐　佑介 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ

ゼッケン番号 第３区 フリガナ 第４区 フリガナ

170 中條　義裕 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾖｼﾋﾛ 中村　幸子 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ


