
氏名 フリガナ ゼッケン番号

合田容子 アイダヨウコ 1

飯島 加奈子 イイジマ カナコ 2

石田 由佳 イシダ ユカ 3

井出 抄有美 イデ サユミ 4

伊東 友恵 イトウ トモエ 5

伊野部 恵里子 イノベ エリコ 6

岩崎 道 イワサキ ミチ 7

岩田 和音 イワタ ナオ 8

小川 真弥 オガワ マサミ 9

釜田 由佳 カマタ ユカ 10

木内 沙季 キウチ サキ 11

菊池 久瑠美 キクチ クルミ 12

九重 仁美 クノウ ヒトミ 13

駒木根　真羽 コマギネ　マウ 14

近藤 ゆりか コンドウ ユリカ 15

迫田 朱里 サコダ アカリ 16

高橋 華子 タカハシ ハナコ 17

田中 くきこ タナカ クキコ 18

千葉 千夏 チバ チナツ 19

戸叶 亜里 トカノ アリ 20

中川 由美子 ナカガワ ユミコ 21

中澤 明美 ナカザワ アケミ 22

浜田 恵美子 ハマダ エミコ 23

深田 尚子 フカダ ナオコ 24

堀之内 美紗 ホリノウチ ミサ 25

本荘 史子 ホンジョウ フミコ 26

本多 由衣根 ホンダ ユイネ 27

松浦�なつひ マツウラ�ナツヒ 28

松下 純子 マツシタ ジュンコ 29

松本 佳子 マツモト ヨシコ 30

水口　直子 ミズグチ　ナオコ 31

山口 瞳 ヤマグチ ヒトミ 32

山田 英子 ヤマダ エイコ 33
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TAMAハーフマラソンハーフの部　女性



山本　清美 ヤマモトキヨミ 34

中高ひろみ ナカタカヒロミ 35

岩間 絵里子 イワマ　エリコ 36

三枝　千彩 サエグサ　チサ 37

氏名 フリガナ ゼッケン番号

青木 知明 アオキ トモアキ 51

阿久澤 隆 アクザワ タカシ 52

浅石 拓也 アサイシ タクヤ 53

浅賀　剛 アサガ　ツヨシ 54

阿部 健二 アベ ケンジ 55

阿部 廣雄 アベ ヒロオ 56

雨ノ宮 正人 アメノミヤ マサト 57

安藤 格 アンドウ イタル 58

飯田 文衛 イイダ ブンエイ 59

五十嵐 淳 イガラシ ジュン 60

池上 仁 イケガミ ヒサシ 61

伊澤 直樹 イザワ ナオキ 62

石井 友也 イシイ トモヤ 63

石嶋 宏之 イシジマ ヒロユキ 64

石原　賢治 イシハラ　ケンジ 65

市川 和幸 イチカワ カズユキ 66

市川 大介 イチカワ ダイスケ 67

一関 崇裕 イッセキ タカヒロ 68

伊東 武志 イトウ タケシ 69

猪股 謙吾 イノマタ ケンゴ 70

今釘　悟志 イマクギ　サトシ 71

今村 隆次 イマムラ タカジ 72

岩片 進 イワカタ ススム 73

岩田 雄大 イワタ ユウダイ 74

上野　剛光 ウエノ　タケミツ 75

宇田川 裕士 ウダガワ ユウジ 76

TAMAハーフマラソンハーフの部　男性



内海 佑太 ウツミ ユウタ 77

海野 玄象 ウンノ ゲンショウ 78

遠藤 俊 エンドウ シュン 79

遠藤　泰永 エンドウ　ヤスナガ 80

大尾嘉 宏人 オオオカ ヒロト 81

大川 貴史 オオカワ タカシ 82

大倉　悠太香 オオクラ　ユタカ 83

大曽根 潤 オオソネ ジュン 84

太田　雅秀 オオタ　マサヒデ 85

大竹　秀歩 オオタケ　ヒデホ 86

大谷 芳寛 オオタニ ヨシヒロ 87

大津　駿 オオツ　シュン 88

大野　順司 オオノ　ジュンジ 89

大場　雄二郎 オオバ　ユウジロウ 90

大林　弘史 オオバヤシ　ヒロシ 91

大森 秀樹 オオモリ ヒデキ 92

大山 翼 オオヤマ ツバサ 93

岡田 政義 オカダ マサヨシ 94

岡田 幸久 オカダ ユキヒサ 95

小川 尚彦 オガワ ヒサヒコ 96

沖山 徹 オキヤマ トオル 97

奥 高明 オク タカアキ 98

小黒　靖 オグロ　ヤスシ 99

小沢 健 オザワ ケン 100

小沼 俊一 オヌマ シュンイチ 101

小野 隆 オノ タカシ 102

小野　隆弘 オノ　タカヒロ 103

小野 賀央 オノ ヨシオ 104

尾野山 茂治 オノヤマ シゲハル 105

改発　次郎 カイホツ　ジロウ 106

片桐　等 カタギリ　ヒトシ 107

加藤　康人 カトウ　ヤスト 108

金澤 章善 カナザワ アキヨシ 109

金森　大介 カナモリ　ダイスケ 110

金子 剛 カネコ ゴウ 111

金子 浩二 カネコ コウジ 112



鎌 裕一 カマ ユウイチ 113

釜田 進 カマタ ススム 114

上木原 和隆 カミキハラ カズタカ 115

神谷 誠 カミヤ マコト 116

亀井 辰彦 カメイ タツヒコ 117

川嵜 誠二 カワサキ セイジ 118

川添 康雄 カワゾエ ヤスオ 119

川畑 宏 カワハタ ヒロシ 120

神元　一哉 カンモト　カズヤ 121

木内　貴洋 キウチ　タカヒロ 122

菊池 匠 キクチ タクミ 123

木村 創 キムラ ハジメ 124

木本�直樹 キモト�ナオキ 125

草刈 沙原 クサカリ サハラ 126

久保　誠一 クボ　セイイチ 127

久保 直之 クボ ナオユキ 128

久保田　啓介 クボタ　ケイスケ 129

窪田 信吾 クボタ シンゴ 130

窪田　昌弘 クボタ　マサヒロ 131

熊田　幸弘 クマダ　ユキヒロ 132

倉石　健造 クライシ　ケンゾウ 133

倉澤 赳徳 クラサワ タケノリ 134

黒木 秀樹 クロキ ヒデキ 135

黒崎 元博 クロサキ モトヒロ 136

桑嶌 正樹 クワシマ マサキ 137

小泉 充之 コイズミ ミツユキ 138

小馬 秀夫 コウマ ヒデオ 139

小西 恵一 コニシ ケイイチ 140

小山 泰史 コヤマ ヤスシ 141

近藤 泰昌 コンドウ ヤスマサ 142

齊田 敏 サイタ サトシ 143

五月女 壮 サオトメ タケシ 144

堺 誠也 サカイ セイヤ 145

阪本 浩 サカモト ヒロシ 146

笹川 慎一 ササガワ シンイチ 147

佐藤 俊司 サトウ シュンジ 148



佐藤 友紀 サトウ トモキ 149

佐藤善貴 サトウヨシタカ 150

重松 健由 シゲマツ ケンユウ 151

柴田 隆史 シバタ リュウジ 152

芝戸 拓矢 シバト タクヤ 153

渋谷　稔 シブヤ　ミノル 154

島崎 真二 シマサキ シンジ 155

清水 邦朗 シミズ クニアキ 156

清水 貴史 シミズ タカシ 157

清水 雄一 シミズ ユウイチ 158

志村�隆司 シムラ�リュウジ 159

下田 洋二郎 シモダ ヨウジロウ 160

菅　佑輔 スガ　ユウスケ 161

菅谷 宗昭 スガヤ ムネアキ 162

鈴木 浩幸 スズキ ヒロユキ 163

鈴木 雅一 スズキ マサカズ 164

須田 将明 スダ マサアキ 165

関口 良太 セキグチ リョウタ 166

関西 智之 セキニシ サトシ 167

仙波 雅則 センバ マサノリ 168

相馬 浩平 ソウマ コウヘイ 169

祖父江 育夫 ソブエ イクオ 170

染谷　多佳夫 ソメヤ　タカオ 171

宋 成烈 ソン ソンリョル 172

平 知崇 タイラ トモタカ 173

平 直拓 タイラ ナオヒロ 174

鷹合 喜孝 タカアイ ヨシタカ 175

高井 啓充 タカイ ヒロミツ 176

高野 晃平 タカノ コウヘイ 177

高橋 悠 タカハシ ユタカ 178

高橋 力也 タカハシ リキヤ 179

田上 英臣 タガミ ヒデオミ 180

田口 大輔 タグチ ダイスケ 181

竹熊 隆 タケクマ タカシ 182

田島 慎一 タジマ シンイチ 183

田辺 賢太郎 タナベ ケンタロウ 184



谷口　研之 タニグチ　ケンジ 185

塚崎 恒央 ツカサキ ツネオウ 186

辻 貴和 ツジ タカカズ 187

辻　豊和 ツジ　トヨカズ 188

坪井　秀明 ツボイ　ヒデアキ 189

堂本　悠輔 ドウモト　ユウスケ 190

遠山 昌利 トオヤマ マサトシ 191

冨岡　要 トミオカ　カナメ 192

土門 一迅 ドモン カズハヤ 193

外山　航平 トヤマ　コウヘイ 194

内藤 忠幸 ナイトウ タダユキ 195

永井 雄基 ナガイ ユウキ 196

中榮��敦 ナカエ�アツシ 197

長尾 竜平 ナガオ リョウヘイ 198

中川 宏典 ナカガワ ヒロノリ 199

長島　邦明 ナガシマ　クニアキ 200

永冨 慎司 ナガトミ シンジ 201

中村　彰 ナカムラ　アキラ 202

中村 圭佑 ナカムラ ケイスケ 203

中村 晃二 ナカムラ コウジ 204

中村功 ナカムライサオ 205

成川　修士 ナリカワ　シュウジ 206

難波　光 ナンバ　ヒカル 207

西田　真基 ニシダ　シンキ 208

西田 義朝 ニシダ ヨシトモ 209

西元 貴志 ニシモト タカシ 210

根津 成 ネズ アキラ 211

野口 裕則 ノグチ ヒロノリ 212

野崎 陽一郎 ノザキ ヨウイチロウ 213

野辺 洋志 ノベ ヒロシ 214

橋本　修二 ハシモト　シュウジ 215

長谷川 俊二 ハセガワ シュンジ 216

長谷川 俊夫 ハセガワ トシオ 217

長谷川 学 ハセガワ マナブ 218

長谷川俊夫 ハセガワトシオ 219

畑　英夫 ハタ　ヒデオ 220



畑中 俊哉 ハタナカ トシヤ 221

秦野　正敏 ハタノ　マサトシ 222

蜂巣 裕和 ハチス ヒロカズ 223

初鹿 よしお ハツシカ ヨシオ 224

花岡 大 ハナオカ ヒロシ 225

羽石　智彦 ハネイシ　トモヒコ 226

林　泰弘 ハヤシ　ヤスヒロ 227

原田 誠 ハラダ マコト 228

原田 正輝 ハラダ マサテル 229

原武史 ハラタケシ 230

樋口 浩介 ヒグチ コウスケ 231

日高 久登 ヒダカ ヒサト 232

平野 敦 ヒラノ アツシ 233

平堀 剛 ヒラボリ ツヨシ 234

広佐古 実 ヒロサコ ミノル 235

広瀬　雄一 ヒロセ　ユウイチ 236

廣野 智春 ヒロノ トモハル 237

深澤 開 フカザワ カイ 238

福岡 孝之 フクオカ タカユキ 239

福田 秀隆 フクダ ヒデタカ 240

福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 241

藤井 正紀 フジイ マサノリ 242

藤生 直樹 フジウ ナオキ 243

藤田 翼 フジタ ツバサ 244

藤本 祐介 フジモト ユウスケ 245

藤原　聡 フジワラ　サトシ 246

藤原 良基 フジワラ ヨシキ 247

舟橋 真 フナバシ マコト 248

古江 信一 フルエ シンイチ 249

古川 宜見 フルカワ ヨシミ 250

Blomquist John ブロムキスト　ジョン 251

穂苅 友樹 ホカリ ユウキ 252

細井 宏朗 ホソイ ヒロアキ 253

堀田 剛 ホッタ ツヨシ 254

堀江良樹 ホリエヨシキ 255

益田　亮 マスダ　リョウ 256



俣野 勝敏 マタノ カツトシ 257

松林孝悦 マツバヤシタカヨシ 258

三塚 展史 ミツヅカ ヒロシ 259

皆川 浩 ミナガワ ヒロシ 260

南 浩一郎 ミナミ コウイチロウ 261

宮崎 良明 ミヤザキ ヨシアキ 262

宮鍋 和也 ミヤナベ カズヤ 263

本岡 順次 モトオカ ジュンジ 264

森 治郎 モリ ジロウ 265

森 琢也 モリ タクヤ 266

森本 重文 モリモト シゲフミ 267

矢島 博仁 ヤジマ ヒロヒト 268

安田 訓裕 ヤスダ クニヒロ 269

柳井田 彰 ヤナイダ アキラ 270

柳沢 庄吾 ヤナギサワ ショウゴ 271

矢野 慎太郎 ヤノ シンタロウ 272

矢部 晃一 ヤベ コウイチ 273

山岡 滉治 ヤマオカ コウジ 274

山口 純一 ヤマグチ ジュンイチ 275

山口 安美 ヤマグチ ヤスヨシ 276

山口 友司 ヤマグチ ユウジ 277

山崎茂治 ヤマザキシゲハル 278

山下 茂之 ヤマシタ シゲユキ 279

山下　純 ヤマシタ　ジュン 280

山下　忠弘 ヤマシタ　タダヒロ 281

山田 哲也 ヤマダ テツヤ 282

山中 康夫 ヤマナカ ヤスオ 283

山本 淳 ヤマモト アツシ 284

湯原 信行 ユハラ ノブユキ 285

吉井 康裕 ヨシイ ヤスヒロ 286

芳川 充 ヨシカワ ミツル 287

吉崎　達也 ヨシザキ　タツヤ 288

吉田 好春 ヨシダ ヨシハル 289

福永 良治 ヨシハル フクナガ 290

和田 誠司 ワダ セイジ 291

渡邉 一郎 ワタナベ イチロウ 292



渡邊 一輝 ワタナベ イッキ 293

渡邊 豊司郎 ワタナベ トヨシロウ 294

渡部 真人 ワタナベ マサト 295

安藤克恭 296

井原瑞希 イハラミズキ 297

大澤正伸 オオサワマサノブ 298

太田陽一 オオタヨウイチ 299

大村裕昭 オオムラヒロアキ 300

鈴木　聡 スズキサトシ 301

高橋　輝 タカハシヒカル 302

野口明彦 ノグチアキヒコ 303

長谷川　滋 ハセガワシゲル 304

藤永達也 フジナガタツヤ 305

松田　博 マツダヒロシ 306

溝口敬司 ミゾグチケイジ 307

吉田直人 ヨシダナオト 308

鷲見英穂 スミヒデホ 309

石田昌之 イシダ　マサユキ 310

河村 智 カワムラ　サトシ 311

杉尾俊治 スギオ　ジュンジ 312

鷲見英穂 スミ　ヒデホ 313

土屋雄貴 ツチヤ　ユウキ 314

中嶋浩 ナカジマ　ヒロシ 315

久保　誠一 クボ　セイイチ 316

氏名 フリガナ ゼッケン番号

有澤 佳子 アリサワ ヨシコ 351

井上 亜希子 イノウエ アキコ 352

岩倉 弘恵 イワクラ ヒロエ 353

内田 順子 ウチダ ジュンコ 354

内山　知美 ウチヤマ　トモミ 355

大曽根 綾 オオソネ アヤ 356

金田 睦 カネダ ムツミ 357

川口 静華 カワグチ シズカ 358

菊地 明子 キクチ アキコ 359

TAMAハーフマラソン　10kmの部　女性



岸本　恵利香 キシモト　エリカ 360

北畑 梨沙 キタハタ リサ 361

木下 三夏 キノシタ ミカ 362

工藤　佳代子 クドウ　カヨコ 363

小林 美香 コバヤシ ミカ 364

斎藤　治美 サイトウ　ハルミ 365

坂本　祥子 サカモト　サチコ 366

迫水 千登勢 サコミズ�チトセ 367

篠崎 瑠衣 シノザキ ルイ 368

杉浦 有理子 スギウラ ユリコ 369

関根　由花 セキネ　ユカ 370

高田 敏美 タカダ トシミ 371

田地 美紀 タジ ミキ 372

谷川　沙織 タニガワ　サオリ 373

堤  純理 ツツミ ジュンリ 374

並木  陽香 ナミキ ハルカ 375

新田  香織 ニッタ カオリ 376

長谷川  綾 ハセガワ アヤ 377

堀江 綾乃 ホリエアヤノ 378

マルチネス 遊 マルチネス ユウ 379

棟形  浩子 ムナカタ ヒロコ 380

山口  綾菜 ヤマグチ アヤナ 381

和田  綾香 ワダ アヤカ 382

和田　美穂 ワダ　ミホ 383

松田美恵子 マツダミエコ 384

氏名 フリガナ ゼッケン番号

Obser Emmanuel Ｏｂｓｅｒ　Ｅｍｍａｎｕｅｌ 401

鮎川 哲也 アユカワ テツヤ 402

家田 亘久 イエダ ノブヒサ 403

池田 将 イケダ マサル 404

板生 研一 イタオ ケンイチ 405

伊藤 貞義 イトウ サダヨシ 406

井上 浩則 イノウエ ヒロノリ 407

TAMAハーフマラソン　10kmの部　男性



今井　勉 イマイ　ツトム 408

大石 正巳 オオイシ マサミ 409

大上 良介 オオウエ リョウスケ 410

小川　瑞生 オガワ　ミヅキ 411

加藤 啓太 カトウ ケイタ 412

加藤 弘 カトウ ヒロシ 413

門脇 瑶太郎 カドワキ ヨウタロウ 414

金織 豊 カナオリ ユタカ 415

岸本　顕吾 キシモト　ケンゴ 416

北村 民雄 キタムラ タミオ 417

國包 篤志 クニカネ アツシ 418

小出 哲彰 コイデ ノリアキ 419

小金井 隆 コガネイ タカシ 420

後藤 由人 ゴトウ ヨシヒト 421

小林　昭一 コバヤシ　ショウイチ 422

駒澤 真人 コマザワ マコト 423

小山 博司 コヤマ ヒロシ 424

近藤 秀樹 コンドウ ヒデキ 425

境野 瑞希 サカイノ ミズキ 426

佐藤 修 サトウ オサム 427

佐藤　元 サトウ　ゲン 428

沢崎 孝幸 サワザキ タカユキ 429

鈴木 敬太 スズキ ケイタ 430

高橋 幸生 タカハシ ユキオ 431

武永 紳 タケナガ シン 432

友次 直輝 トモツグ ナオキ 433

戸本　譲治 トモト　ジョウジ 434

中村 鋼 ナカムラ コウ 435

南雲 忠男 ナグモ タダオ 436

西井　賢一 ニシイ　ケンイチ 437

新田 正樹 ニッタ マサキ 438

祢津 知広 ネヅ トモヒロ 439

野村　匡志 ノムラ　マサシ 440

萩原 勇 ハギハラ イサム 441

畑 英一郎 ハタ エイイチロウ 442

畠中 俊将 ハタナカ トシノブ 443



原口　侑大 ハラグチ　ユウダイ 444

平島 達也 ヒラシマ タツヤ 445

前田 良一 マエダ リョウイチ 446

松元 裕 マツモト ユウ 447

松本　義洋 マツモト　ヨシヒロ 448

水嶋 宏之 ミズシマ ヒロユキ 449

三村 渉 ミムラ ワタル 450

宮川 純貴 ミヤガワ ジュンキ 451

宮腰　直之 ミヤコシ　ナオユキ 452

宮下 和幸 ミヤシタ カズユキ 453

村上 求 ムラカミ モトム 454

村上　豊 ムラカミ　ユタカ 455

山本 祐三 ヤマモト ユウゾウ 456

横井 修二 ヨコイ シュウジ 457

横井 誠生 ヨコイ マサキ 458

吉田 悦朗 ヨシダ エツロウ 459

吉田 大樹 ヨシダ ダイキ 460

渡邉　賢和 ワタナベ　マサカズ 461

鈴木栄二 スズキエイジ 462

坂蒔　正 サカマキ　タダシ 463

中村光孝 ナカムラ　ミツタカ 464

氏名 フリガナ ゼッケン番号

石井　彩英子 イシイ　サエコ 501

板垣　香織 イタガキ　カオリ 502

井上　環美 イノウエ　タマミ 503

井上 裕理 イノウエ ユリ 504

後 友恵 ウシロ トモエ 505

宇野　佐知子 ウノ　サチコ 506

大上 有衣子 オオウエ アイコ 507

落合 邦子 オチアイ クニコ 508

小泉　緑 コイズミ　ミドリ 509

田中 圭子 タナカ ケイコ 510

徳元　裕香 トクモト　ユウカ 511

徳元　陽胡 トクモト　ヨウコ 512

林　悠 ハヤシ　ユウ 513

TAMAハーフマラソン　5kmの部　女性



福本　久代 フクモト　ヒサヨ 514

三原 昌実 ミハラ マサミ 515

矢萩 千裕 ヤハギ チヒロ 516

渡辺　めぐみ ワタナベ　メグミ 517

氏名 フリガナ ゼッケン番号

井上　匠梧 イノウエ　ショウゴ 551

井上 晋次 イノウエ シンジ 552

大場 裕二 オオバ ユウジ 553

金織 哲 カナオリ サトル 554

久保 亮一 クボ リョウイチ 555

坂口 勉 サカグチ ツトム 556

崎野 龍二 サキノ リュウジ 557

佐藤 雅則 サトウ マサノリ 558

鈴木 徹也 スズキ テツヤ 559

園田 展弘 ソノダ ノブヒロ 560

竹中 収 タケナカ オサム 561

田代 勝広 タシロ カツヒロ 562

田中 伸一 タナカ シンイチ 563

田内 健太郎 タノウチ ケンタロウ 564

千輪 拓次 チワ タクジ 565

都甲　理文 トコウ　タダフミ 566

中村 広次 ナカムラ コウジ 567

中村　陽介 ナカムラ　ヨウスケ 568

藤原　克彦 フジワラ　カツヒコ 569

松本 卓也 マツモト タクヤ 570

村山 友一 ムラヤマ トモカズ 571

吉田 和史 ヨシダ カズフミ 572

吉田　寿文 ヨシダ　トシフミ 573

渡辺　淳 ワタナベ　アツシ 574

TAMAハーフマラソン　5kmの部　男性


