
【リレーの部】

ゼッケン チーム名 部門 １区 ２区 ３区 ４区

1 翔龍 男性部門 娄 華 劉 甦剛 範 雲飛 趙 海才

2 Juniper Aチーム 一般部門 馬場 達生 加藤 浩明 玉城 守羅 猪野 佳代

3 Juniper Bチーム 一般部門 小宮山 敦 Ｍａｈｅｓｈ Ｂｈａｔ 竹澤 太一 山本 智子

4 JUNI-C 一般部門 久保田 浩康 井上 聡 上野 竜靖 浅尾 令子

5 SW 一般部門 亀井 芳 宇田川康 一宮　光 千野 襟裳

6 SW2 男性部門 高橋 翔 嶋﨑　大樹 稲垣　秀 佐藤 一郎

【一般の部】

ゼッケン 部門 氏名 フリガナ 性別 部門

62 5kmの部 小槻 有菜 オツキ アリナ 女性 20代女性

50 5kmの部 五味渕 利恵 ゴミブチ トシエ 女性 40代女性

51 5kmの部 斉藤 知美 サイトウ トモミ 女性 40代女性

52 5kmの部 野呂 香苗 ノロ カナエ 女性 20代女性

53 5kmの部 藤田 実沙 フジタ ミサ 女性 20代女性

54 5kmの部 秋沢 貴雄 アキザワ タカオ 男性 40代男性

55 5kmの部 菊地 明夫 キクチ アキオ 男性 60代男性

56 5kmの部 近 駿哉 コン シュンヤ 男性 20代男性

57 5kmの部 佐藤 健太郎 サトウ ケンタロウ 男性 40代男性

63 5kmの部 田中 智洋 タナカ トモヒロ 男性 30代男性

64 5kmの部 畑澤 文祐 ハタザワ フミヒロ 男性 40代男性

65 5kmの部 日比野 崇 ヒビノ シュウ 男性 20代男性

58 5kmの部 藤本 俊介 フジモト シュンスケ 男性 30代男性

59 5kmの部 三上　直人 ミカミ ナオト 男性 30代男性

60 5kmの部 山口 雄三 ヤマグチ ユウゾウ 男性 30代男性

61 5kmの部 山田 正人 ヤマダ マサト 男性 50代男性

66 5kmの部 吉田　寿文 ヨシダ カズフミ 男性 50代男性

100 10kmの部 岡野 恵子 オカノ ケイコ 女性 30代女性

101 10kmの部 小川 智子 オガワ トモコ 女性 40代女性

102 10kmの部 小保内　真知 オボナイ マチ 女性 20代女性

126 10kmの部 重澤　麗 シゲザワ アキラ 女性 30代女性

103 10kmの部 竹田　涼花 タケダ スズカ 女性 20代女性

128 10kmの部 山野 久美子 ヤマノ クミコ 女性 50代女性

104 10kmの部 渥美 宗三 アツミ ソウゾウ 男性 60代男性

105 10kmの部 一花　幹人 イッカ マサヒト 男性 20代男性

106 10kmの部 岩崎 秀人 イワサキ ヒデト 男性 40代男性

129 10kmの部 岩城 吉博 イワキ ヨシヒロ 男性 40代男性

107 10kmの部 金子 滋 カネコ シゲル 男性 40代男性

108 10kmの部 國松 幹頼 クニマツ カツノリ 男性 30代男性

109 10kmの部 小池 英俊 コイケ ヒデトシ 男性 40代男性

110 10kmの部 小池　祐弥 コイケ ユウヤ 男性 10代男性

111 10kmの部 鯉住 彰人 コイズミ アキト 男性 50代男性

112 10kmの部 佐藤 睦 サトウ ムツミ 男性 40代男性

113 10kmの部 重畠　央河 シゲハタ オウガ 男性 20代男性

114 10kmの部 薗田 武司 ソノダ タケシ 男性 30代男性

115 10kmの部 竹内 政利 タケウチ マサトシ 男性 50代男性

127 10kmの部 筑間 良太 チクマ リョウタ 男性 30代男性

116 10kmの部 中島 裕輔 ナカジマ ユウスケ 男性 30代男性

117 10kmの部 橋本 邦彦 ハシモト クニヒコ 男性 60代男性

118 10kmの部 林 一郎 ハヤシ イチロウ 男性 50代男性

119 10kmの部 藤田 義紀 フジタ ヨシキ 男性 40代男性

120 10kmの部 藤村 剛 フジムラ ツヨシ 男性 40代男性
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121 10kmの部 町田 亨 マチダ トオル 男性 30代男性

122 10kmの部 松田 史 マツダ フミト 男性 50代男性

123 10kmの部 三橋 良 ミツハシ リョウ 男性 40代男性

124 10kmの部 皆川 義宣 ミナガワ ヨシノブ 男性 60代男性

125 10kmの部 宮川　竜一 ミヤカワ リュウイチ 男性 20代男性

234 ハーフの部 伊藤 洋子 イトウ ヨウコ 女性 40代女性

200 ハーフの部 後藤 由子 ゴトウ ユウコ 女性 30代女性

201 ハーフの部 境田　ゆきの サカイダ ユキノ 女性 30代女性

202 ハーフの部 猿渡 裕子 サルワタリ ユウコ 女性 50代女性

203 ハーフの部 花島　明子 ハナシマ アキコ 女性 30代女性

204 ハーフの部 前澤 佐代子 マエザワ サヨコ 女性 20代女性

205 ハーフの部 皆川 由香子 ミナカワ ユカコ 女性 20代女性

206 ハーフの部 宮原 瞳 ミヤハラ ヒトミ 女性 30代女性

207 ハーフの部 森田　絢子 モリタ アヤコ 女性 20代女性

208 ハーフの部 岩崎 基 イワサキ モトキ 男性 40代男性

209 ハーフの部 岩丸 真哉 イワマル　シンヤ 男性 40代男性

210 ハーフの部 内野　正徳 ウチノ マサノリ 男性 40代男性

211 ハーフの部 小笠原 晋 オガサワラ ススム 男性 50代男性

212 ハーフの部 春日 歩 カスガ アユム 男性 30代男性

213 ハーフの部 金子 侑史 カネコ ユウジ 男性 30代男性

214 ハーフの部 神戸 博幸 カンベ ヒロユキ 男性 50代男性

215 ハーフの部 國井　智 クニイ　サトシ 男性 50代男性

216 ハーフの部 後藤 圭一 ゴトウ ケイイチ 男性 30代男性

217 ハーフの部 佐藤 政彦 サトウ マサヒコ 男性 50代男性

218 ハーフの部 白井 和夫 シライ カズオ 男性 50代男性

219 ハーフの部 白鳥 達也 シラトリ タツヤ 男性 50代男性

220 ハーフの部 杉元 啓二 スギモト ケイジ 男性 40代男性

221 ハーフの部 砂川 博昭 スナガワ ヒロアキ 男性 60代男性

222 ハーフの部 立谷 直大 タチヤ ナオヒロ 男性 30代男性

223 ハーフの部 田畑　駿人 タバタ シュント 男性 20代男性

224 ハーフの部 並河 昌宜 ナミカワ マサノリ 男性 30代男性

225 ハーフの部 野尻 大祐 ノジリ ダイスケ 男性 30代男性

226 ハーフの部 平瀬 誉人 ヒラセ シゲト 男性 50代男性

227 ハーフの部 古谷 正志 フルヤ マサシ 男性 40代男性

228 ハーフの部 保科 誠 ホシナ マコト 男性 50代男性

235 ハーフの部 町野 智史 マチノ サトシ 男性 30代男性

229 ハーフの部 三田村 潤 ミタムラ ジュン 男性 30代男性

230 ハーフの部 村田 和浩 ムラタ カズヒロ 男性 50代男性

231 ハーフの部 本宮 祐樹 モトミヤ ユウキ 男性 30代男性

232 ハーフの部 矢島 裕 ヤジマ ユウ 男性 30代男性

236 ハーフの部 山崎 隆史 ヤマザキ タカシ 男性 60代男性

233 ハーフの部 山下 剛正 ヤマシタ ヨシタカ 男性 40代男性

237 ハーフの部 山野 正澄 ヤマノ マサズミ 男性 50代男性


