
5kmの部 男性: 5 人 女性: 2 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

50 助谷　あずさ スケタニ　アズサ 女性 20代女性

51 戸田　恵 トダ　メグミ 女性 20代女性

52 畦原　寿生 ウネハラ　トシキ 男性 10代男性

53 神田 幸大 カンダ ユキヒロ 男性 20代男性

54 高野　雅史 タカノ　マサフミ 男性 30代男性

55 三上　直人 ミカミ　ナオト 男性 30代男性

56 吉田　寿文 ヨシダ トシフミ 男性 50代男性

10kmの部 男性: 20人 女性: 5 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

120 青木 はるみ アオキ ハルミ 女性 50代女性

100 稲生 絵利香 イノウ エリカ 女性 20代女性

101 小河　日登美 オゴウ　ヒトミ 女性 20代女性

118 高柳 クミ タカヤナギ クミ 女性 40代女性

102 深井　美紀 フカイ　ミキ 女性 20代女性

116 青木 慶 アオキ ケイ 男性 40代男性

121  青木 渉 アオキ ワタル 男性 50代男性

103 伊東 研輔 イトウ ケンスケ 男性 40代男性

104 内田　真司 ウチダ　シンジ 男性 30代男性

105 榎本 和敏 エノモト カズトシ 男性 60代男性

117 大橋 晴彦 オオハシ ハルヒコ 男性 50代男性

106 金築　俊明 カネツキ　トシアキ 男性 50代男性

122 河合 清登 カワイ キヨト 男性 30代男性

123 菊地 吾郎 キクチ ゴロウ 男性 40代男性

107 倉橋　宏幸 クラハシ　ヒロユキ 男性 40代男性

108 笹山　大生 ササヤマ　ダイキ 男性 20代男性

109 佐藤 将秀 サトウ マサヒデ 男性 30代男性

124 桜庭 康則 サクラバ ヤスノリ 男性 40代男性

119 張 成烈 チョウ ナリアキ 男性 30代男性

110 徳永 亮太 トクナガ リョウタ 男性 20代男性

111 西畑　風雅 ニシハタ　フウガ 男性 20代男性

112 原田　大地 ハラダ　ダイチ 男性 20代男性

113 古川 悠太 フルカワ ユウタ 男性 20代男性

114 三輪 康博 ミワ ヤスヒロ 男性 20代男性

115 吉川　雄大 ヨシカワ　ユウタ 男性 20代男性

ハーフの部 男性: 37 人 女性: 14人

2018-2/4　季節の荒川ハーフマラソン（名簿）



番号 氏名 フリガナ 性別 部門

200 加藤　砂織 カトウ　サオリ 女性 40代女性

201 久具 奈生子 クグ ナオコ 女性 20代女性

202 渋沢 友美 シブサワ トモミ 女性 40代女性

244 新恵 麻由美 シンエ マユミ 女性 40代女性

203 杉本 陽子 スギモト ヨウコ 女性 30代女性

204 高橋　尚子 タカハシ　ナオコ 女性 40代女性

205 竹田　珠美 タケダ　タマミ 女性 50代女性

206 田原 美有紀 タハラ ミユキ 女性 40代女性

248 松尾 小枝子 マツオ サエコ 女性 40代女性

207 野村 友子 ノムラ トモコ 女性 40代女性

208 平岡　里英 ヒラオ　カリエ 女性 30代女性

209 藤井 奈々 フジイ ナナ 女性 20代女性

250 宮島 教子 ミヤジマ キョウコ 女性 40代女性

210 渡部　祥子 ワタナベ　ショウコ 女性 50代女性

211 青木 功 アオキ イサオ 男性 30代男性

212 明村 高寛 アケムラ タカヒロ 男性 40代男性

213 井上 達也 イノウエ タツヤ 男性 60代男性

214 井上 靖茂 イノウエ ヤスシゲ 男性 20代男性

215 岩垂 廣樹 イワダレ ヒロキ 男性 50代男性

242 植本 俊介 ウエモト シュンスケ 男性 50代男性

240 鵜野 将年 ウノ マサトシ 男性 30代男性

243 大森 利  オオモリ サトシ 男性 50代男性

216 上村　淳 カミムラ　ジュン 男性 30代男性

217 北村 元哉 キタムラ モトヤ 男性 40代男性

218 木村 武夫 キムラ タケオ 男性 40代男性

219 熊木　俊輔 クマキ　シュンスケ 男性 20代男性

220 毛井 宏史 ケイ ヒロシ 男性 30代男性

221 小西 浩 コニシ　ヒロシ 男性 50代男性

222 小林 潤 コバヤシ ジュン 男性 40代男性

223 坂口 和隆 サカグチ カズタカ 男性 40代男性

224 坂本　真之介 サカモト　シンノスケ 男性 40代男性

225 佐藤 一正 サトウ カズマサ 男性 40代男性

245 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ 男性 40代男性

226 鈴木 光隆 スズキ　ミツタカ 男性 40代男性

227 竹内　邦夫 タケウチ　クニオ 男性 50代男性

239 徳田 清和 トクダ キヨカズ 男性 30代男性

228 永井　達也 ナガイ　タツヤ 男性 40代男性

229 中上 豪 ナカウエ ゴウ 男性 30代男性

230 中武　憲秀 ナカタケ　ノリヒデ 男性 50代男性

241 藤本 泰弘 フジモト ヤスヒロ 男性 40代男性



231 fujiwara　tsuyoshi フジワ　ラツヨシ 男性 40代男性

246 星野 周也 ホシノ シュウヤ 男性 30代男性

232 細谷　智雄 ホソヤ　トモオ 男性 40代男性

247 保戸山 英樹 ホトヤマ ヒデキ 男性 50代男性

249 松森 久朋 マツモリ ヒサトモ 男性 40代男性

233 三田 晃一 ミタ コウイチ 男性 50代男性

234 三澤　賢佑 ミツザワ　ケンスケ 男性 20代男性

235 山本 敦之 ヤマモト アツシ 男性 30代男性

238 山元 崇史  ヤマモト タカシ 男性 30代男性

236 渡辺　淳 ワタナベ　ジュン 男性 40代男性

237 渡部　康郎 ワタナベ　ヤスオ 男性 40代男性

30kmの部 男性: 40人 女性: 8 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

300 赤羽 恵美 アカハネ メグミ 女性 50代女性

301 池田 恵子 イケダ ケイコ 女性 40代女性

302 小俣　雅美 オマタ　マサミ 女性 20代女性

332 加藤 桃 カトウ モモ 女性 20代女性

347 栗林 真希 栗林 真希 女性 30代女性

303 左東 摩子 サトウ マコ 女性 40代女性

304 西原 麗亜 ニシハラ レア 女性 30代女性

305 林 美恵子 ハヤシ ミエコ 女性 50代女性

306 松本 久美子 マツモト クミコ 女性 40代女性

329  安藤 永一 アンドウ エイイチ 男性 50代男性

307 伊藤 昇 イトウ ノボル 男性 50代男性

334 上原 知志 ウエハラ トモシ 男性 50代男性

308 梅本 祥弘 ウメモト ヨシヒロ 男性 20代男性

335 遠藤 博幸 エンドウ ヒロユキ 男性 50代男性

309 大塚 日出男 オオツカ ヒデオ 男性 60代男性

310 大野 ハルキ オオノ ハルキ 男性 30代男性

338 尾本 泰輔 オモト タイスケ 男性 30代男性

311 大和田 洋一 オオワダヨウイチ 男性 60代男性

336 大山 雄二郎  オオヤマ ユウジロウ 男性 40代男性

337 小野澤 洋二 オノザワ ヨウジ 男性 50代男性

312 小俣　俊之 オマタ　トシユキ 男性 50代男性

339 川井 和行  カワイ カズユキ 男性 50代男性

313 木村 英揮 キムラ ヒデキ 男性 40代男性

314 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 男性 30代男性

315 興梠 和明 コウロギ カズアキ 男性 50代男性

316 小島 哲夫 コジマ テツオ 男性 50代男性

317 小林 威司 コバヤシ タケシ 男性 30代男性



348  佐藤 二郎  サトウ ジロウ 男性 50代男性

318 佐藤 祐介 サトウ ユウスケ 男性 40代男性

319 佐野 淳一 サノ ジュンイチ 男性 40代男性

320 澤田 佳 サワダ ケイ 男性 30代男性

321 塩川 朋久 シオカワ トモヒサ 男性 60代男性

322 鈴木　裕介 スズキ　ユウスケ 男性 30代男性

340 鈴木 亮 スズキ リョウ 男性 30代男性

323 高村　正樹 タカムラ　マサキ 男性 40代男性

324 谷口 強 タニグチ ツヨシ 男性 50代男性

341 堤 晋也 ツツミ シンヤ 男性 30代男性

342 手代木 徹 テシロギ トオル 男性 40代男性

325 棟 真太郎 トウ シンタロウ 男性 30代男性

326 當眞　嗣之 トウマ　ツグユキ 男性 30代男性

343 戸田 光昭 トダ ミツアキ 男性 40代男性

330 中島 ノブヤ ナカジマ　ノブヤ 男性 50代男性

327 中野 宏昭 ナカノ ヒロアキ 男性 40代男性

331 中野 誠 ナカノ マコト 男性 50代男性

346 松森 久朋 マツモリ ヒサトモ 男性 40代男性

333 水上 真 ミズカミ マコト 男性 50代男性

344 森本 亘  モリモト ワタル 男性 30代男性

328 和田山 安宏 ワダヤマ ヤスヒロ 男性 60代男性

345 山田 親寛 ヤマダ トモヒロ 男性 30代男性

【リレーの部】 5チーム 20名

番号 種別 チーム名 1区 2区 3区 4区

1 一般の部 SW1 高橋 翔 一宮 芳郎 平松 美紀 高久 儀一

2 一般の部 SW2 杉田 和樹 千野 牧子 古里 茂 亀井 彰

3 一般の部 EMCA 池井 修子 堀籠 隼人 寺川 沙良 清水 恒季

4 一般の部 EMCB 佐藤 章 水野 恭平 小野瀬 祐里 上市 友也

5 一般の部 チームイワクラ弁護団 李　世燦 岩倉　由香里 江夏　大樹 岡田　常志


