
【親子1kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

10 伊丹　友菜ペア イタミ ユナ 女性 6才以上女性

11 岡田　望ペア オカダ ノゾミ 女性 6才未満女性

12 岡田　暖乃ペア オカダ ハルノ 女性 6才以上女性

13 小倉　真緒ペア オグラ　マオ 女性 6才以上女性

14 柿沼　茉奈ペア カキヌマ　マナ 女性 6才以上女性

15 高鹿　彩ペア コウロク サヤカ 女性 6才以上女性

16 小林　優空ペア コバヤシ　ユラ 女性 6才以上女性

17 田村　夏穂ペア タムラ　カホ 女性 6才以上女性

18 出川　星奈ペア デガワ　セナ 女性 6才未満女性

19 富澤　ジャスミン華ペア トミザワ ジャスミンハナ 女性 6才未満女性

20 中村　美結ペア ナカムラ　ミユ 女性 6才以上女性

21 真壁　咲衣ペア マカベ　サキエ 女性 6才以上女性

22 安川　あかりペア ヤスカワ　アカリ 女性 6才以上女性

23 岩渕　光馬ペア イワブチ　コウマ 男性 6才未満男性

24 小野　直紀ペア オノ　ナオキ 男性 6才未満男性

25 折原　瑠唯ペア オリハラ ルイ 男性 6才以上男性

26 中井　悠翔ペア ナカイ　ユウト 男性 6才以上男性

27 福田　一護ペア フクダ イチゴ 男性 6才以上男性

28 増田　湊太ペア マスダ ソウタ 男性 6才未満男性

29 松村　太路ペア マツムラ　タロ 男性 6才以上男性

30 豆田　拓翔ペア マメタ ヒロト 男性 6才未満男性

【3kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

300 西岡 樹沙 ニシオカ キサ 女性 6才以上男性

301 金井 信之介 カナイ シンノスケ 男性 6才以上男性

302 小林 蒼空 コバヤシ ソラ 男性 10代男性

303 高塚 孔耀 タカツカ コウヨウ 男性 10代男性

304 高梨　真叶 タカナシ マナト 男性 10代男性

305 出川 飛羽 デガワ トワ 男性 6才以上男性
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306 中川 世南 ナカガワ セナ 男性 10代男性

307 長滝 頼門 ナガタキ ライト 男性 6才以上男性

308 西岡 楓真 ニシオカ フウマ 男性 10代男性

【5kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

500 大澤 恵理 オオサワ エリ 女性 40代女性

501 坂田 佳代子 サカタ カヨコ 女性 40代女性

502 中山 亜有美 ナカヤマ アユミ 女性 40代女性

503 山中 百合子 ヤマナカ ユリコ 女性 40代女性

504 石阪 哲也 イシザカ テツヤ 男性 40代男性

505 伊藤　敬 イトウ タカシ 男性 60代男性

506 梅澤 眞一 ウメザワ シンイチ 男性 60代男性

507 遠藤 茂 エンドウ シゲル 男性 40代男性

508 落合　和也 オチアイ カズヤ 男性 10代男性

509 坂田 肇 サカタ ハジメ 男性 60代男性

510 島崎 謙二 シマザキ ケンジ 男性 50代男性

511 島村　博紀 シマムラ ヒロノリ 男性 30代男性

512 杉本 真人 スギモト マサト 男性 50代男性

513 杉山 一郎 スギヤマ イチロウ 男性 70代男性

514 田母神 彰 タモガミ アキラ 男性 30代男性

515 冨樫 直樹 トガシ ナオキ 男性 40代男性

516 伴 弘道 バン ヒロミチ 男性 60代男性

517 村川 貴浩 ムラカワ タカヒロ 男性 40代男性

【10kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

100 青木 妙子 アオキ タエコ 女性 30代女性

101 板倉 美和 イタクラ ミワ 女性 40代女性

102 林 彩浄 イム チェジョン 女性 20代女性

103 大川　理絵 オオカワ リエ 女性 40代女性

104 木場 沙織 コバ サオリ 女性 30代女性

105 杉山 加奈子 スギヤマ カナコ 女性 50代女性

106 須藤　友子 ストウ トモコ 女性 40代女性



107 田中 絵巳 タナカ エミ 女性 30代女性

108 長滝 香 ナガタキ カオリ 女性 40代女性

109 林 有貴子 ハヤシ アキコ 女性 40代女性

110 やお めぐみ ヤオ メグミ 女性 40代女性

111 谷島 美沙季 ヤジマ ミサキ 女性 20代女性

112 頼成　未央 ライジョウ ミオ 女性 30代女性

113 渡辺 玲子 ワタナベ レイコ 女性 50代女性

114 相沢 一芳 アイザワ カズヨシ 男性 50代男性

115 秋元 由成 アキモト ヨシナリ 男性 50代男性

116 岩苔 尚志 イワコケ タカシ 男性 50代男性

117 宇野 修 ウノ オサム 男性 50代男性

118 宇野 浩史 ウノ ヒロフミ 男性 20代男性

119 岡田 佳大 オカダ ヨシヒロ 男性 30代男性

120 小澤 肇 オザワ ハジメ 男性 40代男性

121 柿木 智三雄 カキノキ チサオ 男性 70代男性

122 金井 信恭 カナイ ノブヤス 男性 40代男性

123 川島 悠斗 カワシマ ユウト 男性 20代男性

124 川西 幸一 カワニシ コウイチ 男性 60代男性

125 川辺 和弘 カワベ カズヒロ 男性 40代男性

126 神澤 慎介 カンザワ シンスケ 男性 30代男性

127 倉橋 智 クラハシ サトル 男性 30代男性

128 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 男性 60代男性

129 小林 真之 コバヤシ マサユキ 男性 20代男性

130 小日置 英明 コビキ ヒデアキ 男性 50代男性

131 笹木 美樹男 ササキ ミキオ 男性 60代男性

132 佐藤 賢哉 サトウ ケンヤ 男性 40代男性

133 佐藤 浩一 サトウ コウイチ 男性 50代男性

134 澤渡 啓伍 サワタリ ケイゴ 男性 20代男性

135 杉山 久雄 スギヤマ ヒサオ 男性 60代男性

136 須藤 貴憲 スドウ タカノリ 男性 30代男性

137 高須 一心 タカス イッシン 男性 40代男性

138 高濱 陽 タカハマ ヨウ 男性 20代男性

139 田島 孝佳 タジマ タカヨシ 男性 40代男性

140 徳竹 秀介 トクタケ シュウスケ 男性 50代男性



141 中島 力 ナカジマ リキ 男性 30代男性

142 長谷川　明寛 ハセガワ アキヒロ 男性 50代男性

143 原 朝徳 ハラ トモノリ 男性 30代男性

144 福嶋 國章 フクシマ クニアキ 男性 60代男性

145 福田 和志 フクダ カズシ 男性 50代男性

146 真壁 雄一 マカベ ユウイチ 男性 40代男性

147 増田 宏 マスダ ヒロシ 男性 30代男性

148 水島 万寿男 ミスシマ マスオ 男性 30代男性

149 宮城 基郎 ミヤギ モトオ 男性 50代男性

150 宮城　洋介 ミヤギ ヨウスケ 男性 30代男性

151 矢野 勉 ヤノ ツトム 男性 40代男性

152 山口 彰 ヤマグチ アキラ 男性 40代男性

153 山田 茂 ヤマダ シゲル 男性 50代男性

【ハーフの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

200 赤沼 奈々緒 アカヌマ ナナオ 女性 30代女性

201 奥山　知咲 オクヤマチサキ 女性 10代女性

202 小笠原　綾乃 オガサワラ アヤノ 女性 10代女性

203 岡田　沙紀 オカダ サキ 女性 30代女性

204 川上 望 カワカミ ノゾミ 女性 50代女性

205 高橋 郁美 タカハシ イクミ 女性 40代女性

206 髙橋 香 タカハシ カオリ 女性 40代女性

207 三森 春奈 ミツモリ ハルナ 女性 10代女性

208 山本 萌乃 ヤマモト モエノ 女性 20代女性

209 吉田　香里 ヨシダ カオリ 女性 40代女性

210 秋庭 智泰 アキバ トモヤス 男性 40代男性

211 秋本 英樹 アキモト ヒデキ 男性 40代男性

212 飯島 潔 イイジマ キヨシ 男性 60代男性

213 井尻 右征 イジリ ユウセイ 男性 10代男性

214 出水 知憲 イズミ トモノリ 男性 30代男性

215 大内　俊介 オオウチ シュンスケ 男性 30代男性

216 大島 裕二 オオシマ ユウジ 男性 30代男性

217 太田 洋平 オオタ ヨウヘイ 男性 40代男性



218 大月 大輔 オオツキ ダイスケ 男性 30代男性

219 大場 雄二郎 オオバ ユウジロウ 男性 40代男性

220 小笠原　朗 オガサワラ アキラ 男性 50代男性

221 岡田 啓太郎 オカダ ケイタロウ 男性 30代男性

222 岡村 富士夫 オカムラ フジオ 男性 40代男性

223 小川 宏行 オガワ ヒロユキ 男性 40代男性

224 小木　哲也 オギ テツヤ 男性 30代男性

225 甲斐 清徳 カイ キヨノリ 男性 50代男性

226 甲斐 俊太郎 カイ シュンタロウ 男性 30代男性

227 角頼 恵一 カクライ ケイイチ 男性 30代男性

228 金井 敏夫 カナイ トシオ 男性 60代男性

229 菊地 啓二 キクチ ケイジ 男性 30代男性

230 熊倉 亮 クマクラ リョウ 男性 30代男性

231 倉澤 友輔 クラサワ ユウスケ 男性 30代男性

232 小島 一行 コジマ カズユキ 男性 40代男性

233 小林　直史 コバヤシ ナオフミ 男性 20代男性

234 佐々木 貴之 ササキ タカユキ 男性 40代男性

235 笹本 響 ササモト ヒビキ 男性 20代男性

236 佐藤 貴史 サトウ タカシ 男性 30代男性

237 柴崎 善勝 シバサキ ヨシカツ 男性 40代男性

238 菅 真一 スガ シンイチ 男性 50代男性

239 鈴木　亜久里 スズキ アグリ 男性 30代男性

240 隅野 辰則 スミノ タツノリ 男性 30代男性

241 高野 亮 タカノ リョウ 男性 40代男性

242 高橋 祐司 タカハシ ユウジ 男性 60代男性

243 滝本 忠夫 タキモト タダオ 男性 50代男性

244 谷山 雅男 タニヤマ マサオ 男性 30代男性

245 堤 大樹 ツツミ タイキ 男性 20代男性

246 戸村 岳 トムラ　タケシ 男性 50代男性

247 中川 均 ナカガワ ヒトシ 男性 60代男性

248 中澤 文彦 ナカザワ フミヒコ 男性 30代男性

249 中島 洋 ナカジマ ヒロシ 男性 40代男性

250 中田 貫太 ナカダ カンタ 男性 20代男性

251 柳楽 達彦 ナギラ タツヒコ 男性 50代男性



252 西永 昌人 ニシナガ マサト 男性 50代男性

253 野島 優補 ノジマ ユウスケ 男性 20代男性

254 長谷川 泰之 ハセガワ ヒロユキ 男性 30代男性

255 原 大輔 ハラ ダイスケ 男性 30代男性

256 原 寿史 ハラ トシフミ 男性 50代男性

257 樋口 修通 ヒグチ ノブユキ 男性 50代男性

258 平川　信也 ヒラカワ ノブヤ 男性 60代男性

259 平野 健治 ヒラノ ケンジ 男性 30代男性

260 前原　靖信 マエハラ ヤスノブ 男性 40代男性

261 松尾 将幸 マツオ マサユキ 男性 30代男性

262 松本 正夫 マツモト マサオ 男性 50代男性

263 豆田　拓也 マメタ タクヤ 男性 30代男性

264 三浦 英行 ミウラ ヒデユキ 男性 40代男性

265 宮川 潤 ミヤカワ ジュン 男性 50代男性

266 宮本 孝治 ミヤモト タカハル 男性 60代男性

267 村上 拓也 ムラカミ タクヤ 男性 40代男性

268 村上　拓也 ムラカミ タクヤ 男性 30代男性

269 村上 哲朗 ムラカミ テツヲ 男性 50代男性

270 八百 健二 ヤオ ケンジ 男性 50代男性

271 山内 明 ヤマウチ アキラ 男性 50代男性

272 山中 隆司 ヤマナカ リユウジ 男性 40代男性

273 山本 聖 ヤマモト サトシ 男性 40代男性

274 柚木 三夫 ユノキ ミツオ 男性 70代男性

275 吉田　太郎 ヨシダ タロウ 男性 40代男性

276 米山 浩文 ヨネヤマ ヒロフミ 男性 50代男性

277 来田 陽史 ライタ ヨウジ 男性 50代男性

278 ロブレス ジャイロ ロブレス ジャイロ 男性 30代男性

【30kの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

3000 植野 恵美子 ウエノ エミコ 女性 40代女性

3001 上原 静恵 ウエハラ シズエ 女性 40代女性

3002 奥村 知香 オクムラ チカ 女性 50代女性

3003 鴇田 紗織 トキタ サオリ 女性 30代女性



3004 萩野 美恵子 ハギノ ミエコ 女性 40代女性

3005 森 千紗 モリ チサ 女性 30代女性

3006 山岸 祐子 ヤマギシ ユウコ 女性 30代女性

3007 朝岡 信行 アサオカ ノブユキ 男性 60代男性

3008 朝岡 信行 アサオカ ノブユキ 男性 60代男性

3009 石原 壮 イシハラ タケシ 男性 30代男性

3010 伊藤 直人 イトウ ナオト 男性 50代男性

3011 井上 茂 イノウエ シゲル 男性 40代男性

3012 井上 泰一 イノウエ ヒロカズ 男性 40代男性

3013 植野 譲 ウエノ ユズル 男性 40代男性

3014 遠藤 進司 エンドウ シンジ 男性 40代男性

3015 遠藤 祐一郎 エンドウ ユウイチロウ 男性 40代男性

3016 大澤 智徳 オオサワ トモノリ 男性 40代男性

3017 大野　和也 オオノ　カズヤ 男性 30代男性

3018 奥平 哲朗 オクダイラ テツロウ 男性 50代男性

3019 勝俣 大輔 カツマタ ダイスケ 男性 40代男性

3020 金子 雅信 カネコ マサノブ 男性 40代男性

3021 河合 浩二 カワイ コウジ 男性 40代男性

3022 草野 智 クサノ トモ 男性 30代男性

3023 黒澤 祐介 クロサワ ユウスケ 男性 30代男性

3024 桑原 智彦 クワハラ トモヒコ 男性 30代男性

3025 小泉 裕資 コイズミ ヒロシ 男性 50代男性

3026 木場 広和 コバ ヒロカズ 男性 30代男性

3027 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 男性 30代男性

3028 坂田 温史 サカタ アツシ 男性 20代男性

3029 重見 尚希 シゲミ ナオキ 男性 40代男性

3030 鈴木 那由太 スズキ ナユタ 男性 30代男性

3031 田村 弘 タムラ ヒロシ 男性 60代男性

3032 筒井 ネルソン ツツイ ネルソン 男性 40代男性

3033 長塚 直樹 ナガツカ ナオキ 男性 40代男性

3034 萩原 卓郎 ハギワラ タクロウ 男性 50代男性

3035 萩原 直樹 ハギワラ ナオキ 男性 30代男性

3036 福田 竜弥 フクダ タツヤ 男性 40代男性

3037 古田 秀章 フルタ ヒデアキ 男性 40代男性



3038 松尾 泰寛 マツオ ヤスヒロ 男性 40代男性

3039 村松 篤 ムラマツ アツシ 男性 40代男性

3040 与島 正彦 ヨジマ マサヒコ 男性 60代男性

3041 四方 俊司 ヨモ シュンジ 男性 50代男性

【5km x 4リレー男性の部】

マルコメＲＣ 谷川原 竹彦 永山 伸也 今井 順 高橋 秀行

TOWA 田島 宏昭 小野 源太 山崎 隼平 浜川 幸大

MEKS 三浦 臨 榎本 光晃 鎌倉 智彦 佐藤 俊一


