
■5km x 4リレー

部門 ゼッケン 1区 2区 3区 ４区

■男性部門

ISO駅伝部 1 小出健一郎 横川湧亮 和村卓哉 村山茂央

烏合のランナーズ 2 林　泰弘 坂口　修 平井　誠 小細　宏人

NESICはやぶさ 3 小林 隆哉 菅沼 泰弘 宮迫 玄 川崎 明宏

アンカー皇居ラン部チームA 4 寺島 亮太 雨宮 清貴 松谷 修 中森 陽介

第一チーム 5 矢吹 経一 米倉 二郎 生井 宏明 上田 博文

第二チーム 6 市井 秀樹 関原 諒 諸戸 伸矢 高須 浩司

NESIC若旦那 7 市原 巧 伊藤 系 渡部 有悟 小澤 遼也

ミニオンズ 13 後藤 晃治郎 樽川 智也 藤河 健太 服部 真也

生沢鷹取RC 14 石塚 元気 渡邊 之仁 二宮 和義 二宮 義彦

CAマラソンチーム 15 井上 健二 山内 直人 丸山 良直 歌川 裕太

川崎北高校 16 大竹　真生 篠崎　遥貴 原田　大夢 林　陸斗

SW1 19 高橋 翔 杉田 翼人 川口　晃生 中栄 敦

■女性部門

花水木RC 8 横張 裕子 茂木 千夏 コール ビリー 久保 書枝

大妻高校陸上部OG 18 座間　千枝 高村　真衣 廣瀬　恵里 小林　知世

■一般部門

NESIC混成 9 吹野 美登 坂本 奈津子 伊藤 和徳 田村 幸江

team KAN 10 菅 信一郎 菅 祐介 菅 かおり 菅 直哉

アンカー皇居ラン部チームB 11 長村 真弓 内田 和利 坪松 孝将 細井 文一

タムタムランニングクラブ 12 石山　悟史 平澤　理子 益田　はるみ 佐藤　心雄

STF05girl 17 渡辺　恵美子 堀田　由佳 張替　愛 高橋　弘尭

SW2 20 亀井 芳樹 後藤 真理子 古里 好則 平松 由香

■一般部門

種目(必須) 部門 ゼッケン 名前 フリガナ 性別

親子1kmの部 6才以上女性 10 大塚　莉子ペア オオツカ　リコ 女性

親子1kmの部 6才未満女性 11 後藤　未羽ペア ゴトウ　ミウ 女性

親子1kmの部 6才以上女性 12 竹村　美橙ペア タケムラ　ミト 女性

親子1kmの部 6才未満女性 13 二宮　遥香ペア ニノミヤ　ハルカ 女性

親子1kmの部 6才未満男性 14 榎本　真翔ペア エノモト　マナト 男性

親子1kmの部 6才以上男性 15 太田　亮佑ペア オオタ リョウスケ 男性

親子1kmの部 6才未満男性 16 近藤　陽太ペア コンドウ　ハルタ 男性

親子1kmの部 6才以上男性 17 田中　秀ペア タナカ　シュウ 男性

親子1kmの部 6才以上男性 18 田中　伶ペア タナカ　レイ 男性

親子1kmの部 6才以上男性 19 平澤　俊大ペア ヒラサワ　シュンダイ 男性

親子1kmの部 6才以上男性 20 小泉　隆之助ペア コイズミ　リュウノスケ 男性

親子1kmの部 6才以上男性 21 鈴木　海晴ペア スズキ　カイセイ 男性

親子1kmの部 6才未満男性 22 中村　海ペア ナカムラ　カイ 男性

3kmの部 6才以上女性 30 山本　悠華 ヤマモト ハルカ 女性

3kmの部 6才以上男性 31 久保 洸晴 クボ コウセイ 男性

3kmの部 6才以上男性 32 二宮 一樹 ニノミヤ イツキ 男性

3kmの部 6才以上男性 33 平澤 弘大 ヒラサワ コウダイ 男性

3kmの部 6才以上男性 34 山本　千紘 ヤマモト カズヒロ 男性

3kmの部 60代男性 35 和知　義夫 ワチ カズオ 男性

3kmの部 10才以上男性 36 池上　達大 イケガミ タツヒロ 男性

3kmの部 10才以上男性 37 小泉 健太郎 コイズミ ケンタロウ 男性

3kmの部 10才以上男性 38 佐藤 結希 サトウ ユウキ 男性

3kmの部 6才以上男性 39 佐藤　幸隆 サトウ ユキタカ 男性
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5kmの部 20代女性 50 藤田 華加 フジタ ハルカ 女性

5kmの部 40代男性 51 佐藤 秋 サトウ シュウ 男性

5kmの部 60代男性 52 伴 弘道 バン ヒロミチ 男性

5kmの部 40代男性 53 山本　大輔 ヤマモト ダイスケ 男性

5kmの部 50代男性 54 吉田　寿文 ヨシダ トシフミ 男性

5kmの部 30代男性 55 吉田 匡希 ヨシダ マサキ 男性

5kmの部 40代女性 56 伊藤 明子 イトウ アキコ 女性

5kmの部 50代女性 57 国広 幸子 クニヒロ ユキコ 女性

5kmの部 40代女性 58 鈴木 眞弥子 スズキ マヤコ 女性

5kmの部 20代女性 59 髙橋 まりの タカハシ マリノ 女性

5kmの部 60代女性 60 深沢 容子 フカサワ ヨウコ 女性

5kmの部 20代男性 61 飯田 勇希 イイダ ユウキ 男性

5kmの部 40代男性 62 尾崎 隆 オサキ リュウ 男性

5kmの部 40代男性 63 小泉 晃司 コイズミ コウジ 男性

5kmの部 20代男性 64 佐藤 由羽 サトウ ユウ 男性

5kmの部 40代男性 65 鈴木 徹平 スズキ テッペイ 男性

5kmの部 40代男性 66 中村 博之 ナカムラ ヒロユキ 男性

5kmの部 60代男性 67 深沢 浩 フカサワ ヒロシ 男性

5kmの部 30代男性 68 山下 啓介 ヤマシタ ケイスケ 男性

10kmの部 40代男性 100 菅 信一郎 カン シンイチロウ 男性

10kmの部 50代男性 101 近藤 慎一 コンドウ シンイチ 男性

10kmの部 20代男性 102 関戸 綾真 セキド リョウマ 男性

10kmの部 50代男性 103 橋本 義紀 ハシモト ヨシキ 男性

10kmの部 50代男性 104 藤田 直哉 フジタ ナオヤ 男性

10kmの部 50代男性 105 八百 健二 ヤオ ケンジ 男性

10kmの部 50代男性 106 和知　義夫 ワチ カズオ 男性

10kmの部 40代女性 107 小坂 則子 コサカ ノリコ 女性

10kmの部 50代男性 108 二宮 孝好 ニノミヤ タカヨシ 男性

10kmの部 50代男性 109 伊藤　靖利 イトウ ヤストシ 男性

10kmの部 40代男性 110 小坂 高史 コサカ タカシ 男性

10kmの部 20代男性 111 平嶋 晃次 ヒラジマ コウジ 男性

10kmの部 30代男性 112 吉松 英輝 ヨシマツ ヒデキ 男性

10kmの部 40代男性 113 若林 宏 ワカバヤシ ヒロシ 男性

15kmの部 40代女性 150 大谷 祐美 オオタニ ユミ 女性

15kmの部 20代女性 151 八木 未早希 ヤギ ミサキ 女性

15kmの部 50代男性 152 金子　弘明 カネコ ヒロアキ 男性

15kmの部 30代男性 153 八木 良介 ヤギ リョウスケ 男性

15kmの部 30代男性 154 山内　健司 ヤマウチ ケンジ 男性

15kmの部 20代女性 155 花田 美里 ハナダ ミサト 女性

15kmの部 30代女性 156 峰岸　智子 ミネギシ トモコ 女性

15kmの部 20代女性 157 吉村 友里子 ヨシムラ ユリコ 女性

15kmの部 20代男性 158 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ 男性

15kmの部 20代男性 159 足立 匠 アダチ タクミ 男性

15kmの部 20代男性 160 北村　昂己 キタムラ コウキ 男性

15kmの部 30代男性 161 桑原 達朗 クワバラ タツロウ 男性

15kmの部 20代男性 162 佐野 雅樹 サノ マサキ 男性

15kmの部 20代男性 163 柴田 裕介 シバタ ユウスケ 男性

15kmの部 20代男性 164 島 忠光 シマ タダミツ 男性

15kmの部 50代男性 165 関島 勝巳 セキジマ カツミ 男性

15kmの部 20代男性 166 髙瀨 魁舟 タカセ カイシュウ 男性

15kmの部 20代男性 167 田中 勇輔 タナカ ユウスケ 男性

15kmの部 40代男性 168 富樫 健一 トガシ ケンイチ 男性

15kmの部 20代男性 169 宮園 智行 ミヤゾノ トモユキ 男性

15kmの部 30代男性 170 向山 智也 ムコヤマ トモナリ 男性

15kmの部 20代男性 171 山崎 由清 ヤマサキ ユウセイ 男性

15kmの部 30代男性 172 山元 孝俊 ヤマモト タカトシ 男性



15kmの部 20代女性 173 花田 美里 ハナダ ミサト 女性

15kmの部 30代女性 174 峰岸　智子 ミネギシ トモコ 女性


