
ゼッケン 氏名 フリガナ

1 井上 美奈 イノウエ ミナ

2 大野 由美子 オオノ ユミコ

3 後藤 和泉 ゴトウ イズミ

4 柴木 仁美 シバキ ヒトミ

5 田原 美有紀 タハラ ミユキ

6 中山 茜 ナカヤマ アカネ

7 長谷川 佳子 ハセガワ ヨシコ

8 藤江 陽子 フジエ ヨウコ

ゼッケン 氏名 フリガナ

21 東　政幸 アヅママサユキ

22 厚川 昭 アツガワ アキラ

23 姉崎 健太 アネザキ ケンタ

24 安部 克彦 アベ カツヒコ

25 鮎川 陽一 アユカワ ヨウイチ

26 五十嵐 信太郎 イガラシ シンタロウ

27 池 陽平 イケ ヨウヘイ

28 池田 文清 イケダ フミキヨ

29 猪野 光太郎 イノ コウタロウ

30 井上 信一郎 イノウエ シンイチロウ

31 上野 光夫 ウエノ ミツオ

32 大矢 譲嗣 オオヤ ジョウジ

33 柏木 正 カシワギ タダシ

34 金田 眞 カネダ マコト

35 上倉 彬睦 カミクラ モリノブ

36 唐沢 英希 カラサワ ヒデキ

37 菊地 数人 キクチ カズヒト

38 木津 俊輝 キヅ シュンキ

39 黒田 晃平 クロダ コウヘイ

40 神山 大輔 コウヤマ ダイスケ

41 坂本 竜一 サカモト リュウイチ

42 清水 淳 シミズ ジュン

43 田井 良一 タイ リョウイチ

44 高木 修 タカギ オサム
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45 高澤 法之 タカザワ ノリユキ

46 高橋 幸裕 タカハシ ユキヒロ

47 立谷 直大 タチヤ ナオヒロ

48 積山 研二 ツミヤマ ケンジ

49 徳田 清和 トクダ キヨカズ

50 富田 進 トミタ ススム

51 中山 亨 ナカヤマ トオル

52 中山 一 ナカヤマ ハジメ

53 名倉 信久 ナクラ ノブヒサ

54 名田 勝 ナダ マサル

55 外囿 祥一郎 ホカゾノ ショウイチロウ

56 保坂 俊樹 ホサカ トシキ

57 本田 悟 ホンダ サトル

58 本間 康夫 ホンマ ヤスオ

59 班石 悦夫 マダライシ エツオ

60 松本 学 マツモト マナブ

61 見置 元紀 ミオキ モトキ

62 宮川 慶 ミヤガワ ケイ

63 宮崎 貴士 ミヤザキ タカシ

64 村田 充 ムラタ ミツル

65 村松 暢 ムラマツ トオル

66 山浦 秀作 ヤマウラ シュウサク

67 山岸 良輔 ヤマギシ リョウスケ

68 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル

69 山田 隆之 ヤマダ タカユキ

70 山元 崇史 ヤマモト タカシ

71 山本 拓男 ヤマモト タクオ

72 吉井 健一郎 ヨシイ ケンイチロウ

ゼッケン 氏名 フリガナ

101 池 藍 イケ アイ

102 井上 愛萌 イノウエ メグミ

103 内海 沙恵子 ウツミ サエコ

104 小泉 美幸 コイズミ ミユキ

105 島崎 麻祐子 シマザキ マユコ

106 高岸 直子 タカギシ ナオコ

107 ドミンゲス リサ ドミンゲス リサ

108 中川 雅美 ナカガワ マサミ

春の荒川マラソン 女性10kmの部



109 花上 歩優 ハナウエ フユ

110 矢野 直子 ヤノ ナオコ

111 山下 奈々 ヤマシタ ナナ

ゼッケン 氏名 フリガナ

121 秋山 真治 アキヤマ シンジ

122 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ

123 菊谷 誠 キクタニ マコト

124 木俣 義信 キマタ ヨシノブ

125 グッド デイビッド グッド デイビッド

126 斉藤 雄太 サイトウ ユウタ

127 佐野 友彦 サノ トモヒコ

128 ＺＡＮＯＮ ＳＥＲＧＩＯ ザノン セルジオ

129 ＺＡＮＯＮ ＬＡＥＲＣＩＯ ザノン ラエルジオ

130 豊福 淳司 トヨフク ジュンジ

131 中嶋 啓允 ナカシマ ヒロマサ

132 橋本 和幸 ハシモト カズユキ

133 長谷川 透 ハセガワ トオル

134 原 慎一郎 ハラ シンイチロウ

135 平松 崇 ヒラマツ タカシ

136 皆川 義宣 ミナガワ ヨシノブ

137 吉原 和樹 ヨシハラ カズキ

ゼッケン 氏名 フリガナ

201 西澤 萌香 ニシザワ モカ

202 福地 光那 フクチ ミナ

203 堀江 直美 ホリエ ナオミ

204 米倉 香 ヨネクラ カオリ

ゼッケン 氏名 フリガナ

301 泉 朋行 イズミ トモユキ

302 井上 弘 イノウエ ヒロシ

303 岡山 淳一郎 オカヤマ ジュンイチロウ

304 金山 峻 カナヤマ シュン
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305 金山 正人 カナヤマ マサト

306 河野 貴昭 コウノ タカアキ

307 高橋 哲也 タカハシ テツヤ

308 福地 秀光 フクチ ヒデミツ

309 森 雅学 モリ マサタカ

ゼッケン チーム

1-1 サンプレイ5

2-1 サンプレイ7

3-1 サンプレイ10

ゼッケン チーム

10-1 サンプレイ1

11-1 サンプレイ2

12-1 サンプレイ3

13-1 サンプレイ4

14-1 サンプレイ6

15-1 サンプレイ８

16-1 サンプレイ9

17-1 サンプレイ11

18-1 サンプレイ12

19-1 サンプレイ13

20-1 サンプレイ14

21-1 サンプレイ15

22-1 サンプレイ16
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