
【5kmの部】 合計: 25 人 男性: 7 人 女性: 14 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

500 浅田エドナ アサダ　エドナ 女性 40代女性

501 岡田 晴代 オカダ ハルヨ 女性 50代女性

502 河島　伊都子 カワシマ　イツコ 女性 40代女性

503 菊間 光 キクマ ヒカル 女性 20代女性

504 木原　敦子 キハラ　アツコ 女性 40代女性

505 施 千雯 シ センブン 女性 20代女性

506 東海林 千里 ショウジ チサト 女性 50代女性

507 直井 多美子 ナオイ タミコ 女性 30代女性

508 原田 まり ハラダ マリ 女性 50代女性

509 半田　由香 ハンダ　ユカ 女性 40代女性

510 黄 子嫣 ホワン ツーイエン 女性 40代女性

511 宮澤 順子 ミヤザワ ジュンコ 女性 40代女性

512 山内 裕子 ヤマウチ ユウコ 女性 20代女性

513 山田 祐子 ヤマダ ユウコ 女性 40代女性

514 石塚　貴海 イシヅカ　タカミ 男性 20代男性

515 大塚 陽介 オオツカ ヨウスケ 男性 30代男性

516 岡田 良隆 オカダ ヨシタカ 男性 50代男性

517 佐藤 厚志 サトウ アツシ 男性 50代男性

518 渋田　和敏 シブタ　カズトシ 男性 60代男性

519 藤田 直哉 フジタ ナオヤ 男性 50代男性

520 村田 真司 ムラタ シンジ 男性 40代男性

【10kmの部】 合計: 64 人 男性: 39 人 女性: 21 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

1000 安藤 啓子 アンドウ ケイコ 女性 50代女性

1001 岩倉 弘恵 イワクラ ヒロエ 女性 40代女性

1002 岡 奈津子 オカ ナツコ 女性 30代女性

1003 川久保 史絵 カワクボ フミエ 女性 30代女性

1004 崎口 優美 サキグチ ユミ 女性 30代女性

1005 鈴木 奈々子 スズキ ナナコ 女性 40代女性

1006 田中 博子 タナカ ヒロコ 女性 40代女性

1007 近村　ひろみ チカムラ　ヒロミ 女性 40代女性

1008 堤　由紀子 ツツミ　ユキコ 女性 50代女性

1009 中野 由梨佳 ナカノ ユリカ 女性 20代女性

1010 中村 祥子 ナカムラ アキコ 女性 30代女性

1011 中村　珠恵 ナカムラ　タマエ 女性 40代女性

1012 中村 真理子 ナカムラ マリコ 女性 30代女性
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1013 早川 崇子 ハヤカワ タカコ 女性 30代女性

1014 福壽 育実 フクジュ イクミ 女性 30代女性

1015 古山 富士子 フルヤマ フジコ 女性 30代女性

1016 牧 未知瑠 マキ ミチル 女性 30代女性

1017 向井 由香子 ムカイ ユカコ 女性 30代女性

1018 武藤 昌代 ムトウ マサヨ 女性 50代女性

1019 本橋 啓子 モトハシ ケイコ 女性 60代女性

1020 山崎　まき ヤマザキ　マキ 女性 40代女性

1021 石戸　祐輔 イシト　ユウスケ 男性 30代男性

1022 榎本 智彦 エノモト トモヒコ 男性 60代男性

1023 大上 良介 オオウエ リョウスケ 男性 40代男性

1024 大坪 孝徳 オオツボ タカノリ 男性 20代男性

1025 長田　敦史 オサダ　アツシ 男性 30代男性

1026 落合 保雄 オチアイ ヤスオ 男性 50代男性

1027 勝俣 幸夫 カツマタ ユキオ 男性 50代男性

1028 金子 純也 カネコ ジュンヤ 男性 40代男性

1029 椛沢 吉弘 カバサワ ヨシヒロ 男性 30代男性

1030 川口 悟郎 カワグチ ゴロウ 男性 50代男性

1031 川久保 裕史 カワクボ ヒロフミ 男性 30代男性

1032 簡 資恩 カン シオン 男性 20代男性

1033 木村 哲 キムラ サトシ 男性 30代男性

1034 窪田 信吾 クボタ シンゴ 男性 50代男性

1035 熊谷　研 クマガイ　ケン 男性 40代男性

1036 熊谷 良憲 クマガイ ナガノリ 男性 40代男性

1037 近藤　勇毅 コンドウ　ユウキ 男性 20代男性

1038 周 華峰 シュウ カホウ 男性 50代男性

1039 白石 眞 シライシ マコト 男性 40代男性

1040 末永 道朗 スエナガ ミチロウ 男性 50代男性

1041 関根 靜夫 セキネ シズオ 男性 60代男性

1042 関谷 琢磨 セキヤ タクマ 男性 40代男性

1043 瀬田 和寛 セタ カズヒロ 男性 30代男性

1044 瀧田　好久 タキタ　ヨシヒサ 男性 40代男性

1045 立花　信一 タチバナ　シンイチ 男性 40代男性

1046 寺尾　崇 テラオ　タカシ 男性 30代男性

1047 中村 祐介 ナカムラ ユウスケ 男性 20代男性

1048 野口 雄亮 ノグチ ユウスケ 男性 20代男性

1049 畑 英一郎 ハタ エイイチロウ 男性 30代男性

1050 早川 佑生 ハヤカワ ユウキ 男性 20代男性

1051 藤井　亨 フジイ　トオル 男性 40代男性

1052 藤原 幹 フジワラ モトキ 男性 50代男性

1053 布施 和夫 フセ カズオ 男性 60代男性

1054 松田　誠一 マツダ　セイイチ 男性 30代男性

1055 村田 悠治 ムラタ ユウジ 男性 40代男性



1056 八島 知裕 ヤシマ トモヒロ 男性 30代男性

1057 山口 浩一 ヤマグチ ヒロカズ 男性 40代男性

1058 湯川 寿文 ユカワ カズフミ 男性 50代男性

1059 吉田　将明 ヨシダ　マサアキ 男性 40代男性

【ハーフの部】 合計: 194 人 　男性: 155 人 女性: 34 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

2000 青島 裕子 アオシマ ユウコ 女性 50代女性

2001 石成 和恵 イシナリ カズエ 女性 50代女性

2002 伊藤 正子 イトウ マサコ 女性 50代女性

2003 伊野部 恵里子 イノベ エリコ 女性 40代女性

2004 ヴァンティエネン ポリーヌ ヴァンティエネン ポリーヌ 女性 20代女性

2005 上田 美雪 ウエダ ミユキ 女性 30代女性

2006 江藤　千晶 エトウ　チアキ 女性 20代女性

2007 遠藤 亜美衣 エンドウ アミイ 女性 30代女性

2008 及川　理沙 オイカワ　リサ 女性 20代女性

2009 大場　友美子 オオバ　ユミコ 女性 40代女性

2010 小川　愛 オガワ アイ 女性 40代女性

2011 小川 博子 オガワ ヒロコ 女性 40代女性

2012 押見 真弥 オシミ マヤ 女性 20代女性

2013 小田　円美 オダ　エミ 女性 50代女性

2014 橘高　ルイーズ キッタカ　ルイーズ 女性 40代女性

2015 草塩 真生 クサシオ マミ 女性 30代女性

2016 斎藤　美香 サイトウ　ミカ 女性 40代女性

2017 笹本 恭子 ササモト キョウコ 女性 30代女性

2018 繁富 カロル シゲトミ カロル 女性 30代女性

2019 篠沢 真紀子 シノザワ マキコ 女性 40代女性

2020 土谷 真喜子 ツチヤ マキコ 女性 50代女性

2021 戸恒 和香子 トツネ ワカコ 女性 40代女性

2022 永井 真生 ナガイ　マキ 女性 30代女性

2023 中川 京子 ナカガワ キョウコ 女性 50代女性

2024 仲野 幸子 ナカノ サチコ 女性 40代女性

2025 原　千恵 ハラ　チエ 女性 40代女性

2026 福嶋 美由紀 フクシマ ミユキ 女性 30代女性

2027 古市 啓子 フルイチ ケイコ 女性 50代女性

2028 御子柴 知子 ミコシバ トモコ 女性 50代女性

2029 宮崎 好美 ミヤザキ ヨシミ 女性 30代女性

2030 モンス エマ モンス エマ 女性 30代女性

2031 吉岡 育子 ヨシオカ イクコ 女性 40代女性

2032 米倉 亜弥 ヨネクラ アヤ 女性 30代女性

2033 和田 直子 ワダ ナオコ 女性 40代女性

2034 青木 隼吾 アオキ シュンゴ 男性 30代男性



2035 青木　亮 アオキ　マコト 男性 30代男性

2036 浅井　耕一 アサイ　コウイチ 男性 60代男性

2037 浅香 崇夫 アサカ タカオ 男性 50代男性

2038 朝田 哲朗 アサダ テツロウ 男性 30代男性

2039 浅田未延 アサダミノブ 男性 40代男性

2040 飯嶋 織行 イイジマ オリユキ 男性 40代男性

2041 五十嵐 隆敏 イガラシ タカトシ 男性 50代男性

2042 五十嵐 亮介 イガラシ リョウスケ 男性 50代男性

2043 池田 茂泰 イケダ シゲヤス 男性 30代男性

2044 石黒 守人 イシグロ モリヒト 男性 50代男性

2045 石田 昌俊 イシダ マサトシ 男性 50代男性

2046 泉谷 洋文 イズタニ ヒロフミ 男性 40代男性

2047 市川 真司 イチカワ シンジ 男性 40代男性

2048 伊藤　真介 イトウ　シンスケ 男性 50代男性

2049 伊藤 卓弥 イトウ タクヤ 男性 60代男性

2050 伊東　龍 イトウ　リュウ 男性 40代男性

2051 今尾 優作 イマオ ユウサク 男性 30代男性

2052 井本 英作 イモト エイサク 男性 50代男性

2053 上田　佳弘 ウエダ　ヨシヒロ 男性 50代男性

2054 宇佐美　裕仁 ウサミ　ヒロヒト 男性 40代男性

2055 海野　克水 ウミノ　カツミ 男性 20代男性

2056 江原 規男 エハラ ノリオ 男性 60代男性

2057 太田 建太郎 オオタ ケンタロウ 男性 30代男性

2058 太田 資良 オオタ シロウ 男性 50代男性

2059 大野 晃嗣 オオノ アキツグ 男性 50代男性

2060 大矢 勝之 オオヤ カツユキ 男性 40代男性

2061 大山　友和 オオヤマ　トモカズ 男性 40代男性

2062 小笠原 海斗 オガサワラ カイト 男性 20代男性

2063 岡田 和正 オカダ カズマサ 男性 30代男性

2064 岡部 武律 オカベ タケノリ 男性 40代男性

2065 岡本　俊和 オカモト　トシカズ 男性 30代男性

2066 奥寺 亮太 オクデラ リョウタ 男性 20代男性

2067 小笹　智洋 オザサ　チヒロ 男性 30代男性

2068 小山内 聡 オサナイ ソウ 男性 30代男性

2069 尾谷 洋平 オタニ ヨウヘイ 男性 30代男性

2070 笠井 秀二 カサイ シュウジ 男性 40代男性

2071 笠原　まさと カサハラ　マサト 男性 30代男性

2072 加治木　利憲 カジキトシノリ 男性 30代男性

2073 葛山 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ 男性 50代男性

2074 金子 岳史 カネコ タケシ 男性 20代男性

2075 金子 遼太郎 カネコ リョウタロウ 男性 20代男性

2076 鴨志田 隆 カモシダ タカシ 男性 50代男性

2077 川村 勇気 カワムラ ユウキ 男性 30代男性



2078 橘高　義治 キッタカ　ヨシハル 男性 50代男性

2079 木村　尚樹 キムラ　ナオキ 男性 50代男性

2080 工藤 力 クドウ チカラ 男性 40代男性

2081 國廣 総一郎 クニヒロ ソウイチロウ 男性 40代男性

2082 熊坂 洋三 クマサカ ヨウゾウ 男性 40代男性

2083 栗原　秀彰 クリバラ　ヒデアキ 男性 30代男性

2084 栗原 寛 クリハラ ヒロシ 男性 50代男性

2085 黒川　信 クロカワ　マコト 男性 30代男性

2086 小林 創太 コバヤシ ソウタ 男性 30代男性

2087 小松 宏文 コマツ ヒロフミ 男性 30代男性

2088 小室 全由 コムロ マサヨシ 男性 50代男性

2089 佐伯　博史 サイキ　ヒロシ 男性 40代男性

2090 斎藤 重成 サイトウ シゲナリ 男性 50代男性

2091 笹本 英希 ササモト エイキ 男性 30代男性

2092 さたけ　洋明 サタケ　ヒロアキ 男性 40代男性

2093 佐藤　隆一 サトウ　リュウイチ 男性 30代男性

2094 塩塚　平和 シオヅカ　ヒラカズ 男性 30代男性

2095 志野　博明 シノ　ヒロアキ 男性 60代男性

2096 柴田 大樹 シバタ ヒロキ 男性 30代男性

2097 白井 徹哉 シライ テツヤ 男性 40代男性

2098 白幡　直哉 シラハタ　ナオヤ 男性 30代男性

2099 杉岡 弘治 スギオカ コウジ 男性 40代男性

2100 杉原　大輔 スギハラ　ダイスケ 男性 30代男性

2101 鈴木 聡 スズキ サトシ 男性 30代男性

2102 鈴木 尚道 スズキ ナオミチ 男性 50代男性

2103 関口　幸善 セキグチ　ユキヨシ 男性 60代男性

2104 赤銅 恭太 セキドウ キョウタ 男性 50代男性

2105 大 修弘 ダイ ノブヒロ 男性 40代男性

2106 平葭 怜央 タイヨシ レオ 男性 20代男性

2107 高橋 正勝 タカハシ マサカツ 男性 50代男性

2108 高橋 善彦 タカハシ ヨシヒコ 男性 50代男性

2109 田中 利明 タナカ トシアキ 男性 60代男性

2110 谷口 太郎 タニグチ タロウ 男性 30代男性

2111 田原 諒 タハラ リョウ 男性 20代男性

2112 玉城　紘貴 タマキ　ヒロタカ 男性 30代男性

2113 陳 迪聖 タン ティツシン 男性 40代男性

2114 千田 和矢 チダ カズヤ 男性 30代男性

2115 津田 昌利 ツダ マサトシ 男性 70代男性

2116 靏﨑　和哉 ツルサキ　カズヤ 男性 30代男性

2117 鶴見　某 ツルミ　ナニガシ 男性 40代男性

2118 出作 雅幸 デヅクリ マサユキ 男性 30代男性

2119 冨永 俊輔 トミナガ シュンスケ 男性 30代男性

2120 中井 章久 ナカイ アキヒサ 男性 40代男性



2121 中榮　敦 ナカエ　アツシ 男性 40代男性

2122 中里　光宏 ナカザト　ミツヒロ 男性 30代男性

2123 中澤 研一 ナカザワ ケンイチ 男性 40代男性

2124 中島 悠 ナカジマ　ユウ 男性 30代男性

2125 仲野 政 ナカノ タダシ 男性 50代男性

2126 中野 　宏昭 ナカノ ヒロアキ 男性 40代男性

2127 二合 啓介 ニゴウ ケイスケ 男性 40代男性

2128 錦織 洋介 ニシゴリ ヨウスケ 男性 30代男性

2129 西原 真一 ニシハラ シンイチ 男性 20代男性

2130 日光 信明 ニッコウ ノブアキ 男性 30代男性

2131 仁村 秀一 ニムラ シュウイチ 男性 30代男性

2132 野間　圭作 ノマ　ケイサク 男性 30代男性

2133 野村 祐介 ノムラ ユウスケ 男性 50代男性

2134 馬場 勇悟 ババ ユウゴ 男性 20代男性

2135 林　光一 ハヤシ　コウイチ 男性 20代男性

2136 半田　厚 ハンダ　アツシ 男性 30代男性

2137 肥田　好史 ヒダ　ヨシフミ 男性 40代男性

2138 深尾　もとのぶ フカオ　モトノブ 男性 30代男性

2139 福島 弘之 フクシマ ヒロユキ 男性 20代男性

2140 福田　康博 フクダ　ヤスヒロ 男性 50代男性

2141 福永 幸哉 フクナガ サチヤ 男性 40代男性

2142 藤巻 育民 フジマキ イクミ 男性 30代男性

2143 藤原 健太郎 フジワラ ケンタロウ 男性 30代男性

2144 船木 裕治 フナキ ユウジ 男性 40代男性

2145 古郡 圭一 フルゴオリ ケイイチ 男性 50代男性

2146 堀内 勇 ホリウチ イサム 男性 40代男性

2147 堀田 雅人 ホリタ マサト 男性 20代男性

2148 ＨＯＮＧＯ ＨＡＲＵＯ ホンゴウ ハルオ 男性 50代男性

2149 前島 辰郎 マエジマ タツロウ 男性 20代男性

2150 前田　規介 マエダ　キスケ 男性 20代男性

2151 松岡 卓郎 マツオカ タクロウ 男性 40代男性

2152 萬成 力 マンナリ ツトム 男性 50代男性

2153 三澤 和宏 ミサワ カズヒロ 男性 30代男性

2154 水谷　寿道 ミズタニ　ヒサミチ 男性 50代男性

2155 水野　智幸 ミズノ　トモユキ 男性 50代男性

2156 南 克哉 ミナミ カツヤ 男性 20代男性

2157 峰村 直樹 ミネムラ ナオキ 男性 40代男性

2158 宮寺 智成 ミヤデラ トモナリ 男性 20代男性

2159 宮本 信二 ミヤモト シンジ 男性 30代男性

2160 宮本 靖 ミヤモト ヤスシ 男性 50代男性

2161 向山　健一 ムコウヤマ　ケンイチ 男性 50代男性

2162 村井 賢 ムライ サトシ 男性 40代男性

2163 村上　勇太 ムラカミ　ユウタ 男性 20代男性



2164 村川　驍 ムラカワ　ツオシ 男性 70代男性

2165 室 嘉朗 ムロ ヨシオ 男性 40代男性

2166 森元 淳也 モリモト ジュンヤ 男性 40代男性

2167 安川 貴章 ヤスカワ タカアキ 男性 50代男性

2168 山 亮輔 ヤマ リョウスケ 男性 30代男性

2169 山口　兼史 ヤマグチ　ケンジ 男性 30代男性

2170 山口 知也 ヤマグチ トモヤ 男性 30代男性

2171 山崎 隆史 ヤマザキ タカシ 男性 60代男性

2172 山崎 舞 ヤマザキ マイ 男性 30代男性

2173 山菅 貴史 ヤマスゲ タカシ 男性 20代男性

2174 山田 哲男 ヤマダ テツオ 男性 40代男性

2175 山田 喜宣 ヤマダ ヨシノリ 男性 40代男性

2176 山本　将 ヤマモト　ショウ 男性 30代男性

2177 山本　義教 ヤマモト　ヨシノリ 男性 50代男性

2178 横山 亮太 ヨコヤマ リョウタ 男性 40代男性

2179 吉田 泰 ヨシダ ヤスシ 男性 40代男性

2180 吉田 竜二 ヨシダ リュウジ 男性 50代男性

2181 米川　毅 ヨネカワ　ツヨシ 男性 40代男性

2182 米木 貴文 ヨネキ タカフミ 男性 40代男性

2183 米山 操 ヨネヤマ ミサオ 男性 50代男性

2184 ＬＡＮＹＯＵ ＬＡＵＲＥＮＴ ランユウ ロラン 男性 30代男性

2185 脇 吉宏 ワキ ヨシヒロ 男性 30代男性

2186 渡辺 弘文 ワタナベ ヒロフミ 男性 50代男性

2187 藁谷 至 ワラガイ イタル 男性 40代男性

2188 藁科 憲佑 ワラシナ ケンスケ 男性 30代男性

【30kmの部】 合計: 58 人 男性: 48 人 女性: 5 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

3000 奥谷 律子 オクタニ　リツコ 女性 40代女性

3001 児山 まり コヤマ マリ 女性 30代女性

3002 鈴木　志保 スズキ シホ 女性 50代女性

3003 橋本 静子 ハシモト シズコ 女性 40代女性

3004 堀江 優美子 ホリエ ユミコ 女性 40代女性

3005 浅野　拡夫 アサノ　カクオ 男性 50代男性

3006 石丸　雅行 イシマル マサユキ 男性 50代男性

3007 今井　正剛 イマイ　セイゴウ 男性 40代男性

3008 薄井 剛 ウスイ ツヨシ 男性 50代男性

3009 浦野 哲也 ウラノ　テツヤ 男性 50代男性

3010 蛭子屋　公一 エビスヤ　コウイチ 男性 40代男性

3011 及川　惇 オイカ ワジュン 男性 50代男性

3012 大木 肇 オオキ ハジメ 男性 50代男性

3013 大平　智之 オオダイラ　トモユキ 男性 20代男性



3014 大村　裕昭 オオムラ ヒロアキ 男性 50代男性

3015 小原 陽介 オバラ ヨウスケ 男性 30代男性

3016 笠原 秀幸 カサハラ ヒデユキ 男性 40代男性

3017 片山 雅彦 カタヤマ マサヒコ 男性 50代男性

3018 上澤 徹二 カミサワ テツジ 男性 60代男性

3019 河合 史郎 カワイ シロウ 男性 40代男性

3020 川畑 亮介 カワバタ リョウスケ 男性 40代男性

3021 菊地 自然 キクチ シゼン 男性 30代男性

3022 北澤 昭彦 キタザワ テルヒコ 男性 50代男性

3023 釘本 健太郎 クギモト ケンタロウ 男性 40代男性

3024 郡司 岳人 グンジ タケヒト 男性 20代男性

3025 後藤 隆雄 ゴトウ タカオ 男性 40代男性

3026 後藤　浩志 ゴトウ　ヒロシ 男性 40代男性

3027 佐藤 公宣 サトウ マサノブ 男性 40代男性

3028 渋谷　仁 シブヤ　ジン 男性 40代男性

3029 進藤 貴大 シンドウ タカヒロ 男性 40代男性

3030 菅 義明 スガ ヨシアキ 男性 50代男性

3031 住村　純也 スミムラ　ジュンヤ 男性 50代男性

3032 高橋 亮 タカハシ リョウ 男性 40代男性

3033 瀧澤　国夫 タキザワ クニオ 男性 50代男性

3034 田口 健一 タグチ ケンイチ 男性 40代男性

3035 竹安　重幸 タケヤス　シゲユキ 男性 60代男性

3036 田中 浩平 タナカ コウヘイ 男性 30代男性

3037 田中 卓 タナカ タカシ 男性 30代男性

3038 寺沢 文男 テラサワ フミオ 男性 50代男性

3039 戸嶋 次介 トシマ ジカイ 男性 50代男性

3040 祢津 知広 ネヅ トモヒロ 男性 30代男性

3041 原　博幸 ハラ ヒロユキ 男性 50代男性

3042 笛木 規雄 フエキ ノリオ 男性 30代男性

3043 藤田 賢 フジタ ケン 男性 40代男性

3044 藤永　達也 フジナガ タツヤ 男性 50代男性

3045 藤野 亮三 フジノ リョウゾウ 男性 60代男性

3046 藤原 純 フジワラ ジュン 男性 50代男性

3047 増子 博樹 マシコ ヒロキ 男性 40代男性

3048 三原 渉志 ミハラ タカシ 男性 30代男性

3049 宮坂 学 ミヤサカ マナブ 男性 50代男性

3050 森 隆弘 モリ タカヒロ 男性 50代男性

3051 山口 仁 ヤマグチ ヒトシ 男性 40代男性

3052 吉田　直人 ヨシダ ナオト 男性 50代男性


