
【親子1kmの部】 合計: 27 人 男性: 19 人 女性: 8 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

10 阿久津　由宇ペア アクツ　ユウ 女性 総合

11 大山　心葉ペア オオヤマ コトハ 女性 総合

12 木庭　遥花ペア コバ　ハルカ 女性 総合

13 三林　千紘ペア サンバヤシ チヒロ 女性 総合

14 竹田　琴実ペア タケダ コトミ 女性 総合

15 西　珠希ペア ニシ　タマキ 女性 総合

16 藤井　結希ペア フジイ　ユウキ 女性 総合

17 村上　桃菓ペア ムラカミ モモカ 女性 総合

18 阿久津　公太ペア アクツ　コウタ 男性 総合

19 上野　伊織ペア ウエノ　イオリ 男性 総合

20 大鹿　海里ペア オオジカ カイリ 男性 総合

21 大吉　巧真ペア オオヨシ タクマ 男性 総合

22 桑野　武琉ペア クワノ タケル 男性 総合

23 近藤　陽太ペア コンドウ　ハルタ 男性 総合

24 三林　大起ペア サンバヤシ タイキ 男性 総合

25 塩屋　雄輝ペア シオヤ ユウキ 男性 総合

26 柴田　祐歩ペア シバタ ユウト 男性 総合

27 清田　匠真 セイタ　タクマ 男性 総合

28 高田　健吾ペア タカダ　ケンゴ 男性 総合

29 田口　航大ペア タグチ コウダイ 男性 総合

30 仲條　将大ペア ナカジョウ　マサヒロ 男性 総合

31 中橋　駿介ペア ナカハシ　シュンスケ 男性 総合

32 西　恒太朗ペア ニシ　コウタロウ 男性 総合

33 廣瀬　翼ペア ヒロセ ツバサ 男性 総合

34 福田　蒼真ペア フクダ　アオマ 男性 総合

35 三枝　優祐ペア ミエダ　ユウスケ 男性 総合

36 渡辺　光樹ペア ワタナベ コウキ 男性 総合

【3kmの部】 合計: 6 人 男性: 4 人 女性: 2 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

300 池田　伶 イケダ レイ 女性 10代女性

301 中野 真実 ナカノ マナミ 女性 40代女性

302 雨宮 清貴 アメミヤ キヨタカ 男性 30代男性

303 金田 幸輝 カネダ コウキ 男性 20代男性

304 前田 直哉 マエダ ナオヤ 男性 50代男性

305 吉田　寿文 ヨシダ トシフミ 男性 50代男性
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【5kmの部】 合計: 18 人 男性: 13 人 女性: 5 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 小川 由紀子 オガワ ユキコ 女性 60代女性

502 神部　尊子 カンベ タカコ 女性 50代女性

503 小島　典子 コジマ ノリコ 女性 50代女性

504 古谷 裕美子 フルヤ ユミコ 女性 40代女性

505 阿部　孝夫 アベ タカオ 男性 70代男性

506 今井 和幸 イマイ カズユキ 男性 50代男性

507 江龍田　崇大 エリュウデン タカヒロ 男性 20代男性

508 小阪　裕昭 オサカ ヒロアキ 男性 30代男性

509 笠井 清登 カサイ キヨト 男性 40代男性

510 佐藤 由羽 サトウ ユウ 男性 20代男性

511 鈴木 徹平 スズキ テッペイ 男性 40代男性

512 千葉 立 チバ タツル 男性 20代男性

513 露雪　英雄 ツユキ ヒデオ 男性 60代男性

514 藤田 直哉 フジタ ナオヤ 男性 50代男性

515 松永 寛之 マツナガ ヒロユキ 男性 50代男性

516 山本　景太 ヤマモト ケイタ 男性 30代男性

517 吉田 匡希 ヨシダ マサキ 男性 30代男性

【10kmの部】 合計: 68 人 男性: 50 人 女性: 18 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

1000 Ａｒａｉ　Ｙｕｋｉ アライ ユキ 女性 30代女性

1001 石原 恵理子 イシハラ エリコ 女性 50代女性

1002 大久保　裕里 オオクボ ユリ 女性 20代女性

1003 岸 正恵 キシ マサエ 女性 40代女性

1004 岸本　佳 キシモトケイ 女性 30代女性

1005 齊藤　愛 サイトウ アイ 女性 20代女性

1006 佐々木　えりな ササキ エリナ 女性 30代女性

1007 寺迫 歩美 テラサコ アユミ 女性 20代女性

1008 西山　えりか ニシヤマ エリカ 女性 30代女性

1067 平山　美音子 ヒラヤマ　ミネコ 女性 50代女性

1009 増澤　直子 マスザワ ナオコ 女性 30代女性

1010 松井　恵 マツイ メグミ 女性 60代女性

1011 松本 ふみえ マツモト フミエ 女性 40代女性

1012 三浦 敏子 ミウラ トシコ 女性 40代女性

1013 水谷 俊美 ミズタニ トシミ 女性 60代女性

1014 光石 佳子 ミツイシ ヨシコ 女性 50代女性

1015 百瀬 彩子 モモセ アヤコ 女性 40代女性

1016 吉居 麻子 ヨシイ アサコ 女性 40代女性



1017 新井　俊介 アライ シュンスケ 男性 30代男性

1018 安藤 敬太 アンドウ ケイタ 男性 40代男性

1019 池上　智也 イケガミ　トモヤ 男性 20代男性

1020 石原 哲也 イシハラ テツヤ 男性 50代男性

1021 井出 圭祐 イデ ケイスケ 男性 40代男性

1022 今河 環 イマカワ タマキ 男性 50代男性

1023 岩澤 正憲 イワサワ マサノリ 男性 40代男性

1024 岩元 成年 イワモト シゲトシ 男性 40代男性

1025 上山 喜和 ウエヤマ ヨシカズ 男性 40代男性

1026 江龍田　章 エリュウデン アキラ 男性 60代男性

1027 大榎田　朋広 オオエノキダ トモヒロ 男性 50代男性

1028 小川　哲史 オガワ サトシ 男性 20代男性

1029 上條 祐樹 カミジョウ ユウキ 男性 20代男性

1030 神部　宗之 カンベ ムネユキ 男性 50代男性

1031 小柴 仁 コシバ ヒロシ 男性 30代男性

1032 小山 博司 コヤマ ヒロシ 男性 50代男性

1033 佐々木　俊祐 ササキ シュンスケ 男性 20代男性

1034 清水 章登 シミズ アキト 男性 20代男性

1035 清水　真人 シミズ マナト 男性 30代男性

1036 白井　由浩 シライ ヨシヒロ 男性 50代男性

1037 白竹　秀行 シラタケ ヒデユキ 男性 40代男性

1038 杉本 徳人 スギモト ノリヒト 男性 30代男性

1039 高木 祐 タカギ ユウ 男性 40代男性

1040 高畠　憲人 タカバタケ ノリト 男性 40代男性

1041 田中 博己 タナカ ヒロキ 男性 30代男性

1042 塚本　治 ツカモト オサム 男性 50代男性

1043 土屋 拓貴 ツチヤ ヒロキ 男性 20代男性

1044 戸本 譲治 トモト ジョウジ 男性 50代男性

1045 中井　敏昭 ナカイ トシアキ 男性 50代男性

1046 中川 卓也 ナカガワ タクヤ 男性 20代男性

1047 中澤　毅紀 ナカザワ タケノリ 男性 20代男性

1048 中谷 冴一 ナカタニ コウイチ 男性 30代男性

1049 長野 善朗 ナガノ ヨシオ 男性 50代男性

1050 西野 肇 ニシノ ハジメ 男性 70代男性

1051 西山　弘晃 ニシヤマ ヒロアキ 男性 30代男性

1052 浜中　広助 ハマナカ コウスケ 男性 20代男性

1053 深井　真行 フカイ マサユキ 男性 30代男性

1054 藤崎　雄斗 フジサキ　ユウト 男性 20代男性

1055 藤沢 佳隆 フジサワ ヨシタカ 男性 40代男性

1056 渕田 恭孝 フチダ ヤスタカ 男性 50代男性

1057 牧野 奨 マキノ ショウ 男性 20代男性



1058 松崎　圭佑 マツザキ ケイスケ 男性 20代男性

1059 三浦 浩 ミウラ ヒロシ 男性 60代男性

1060 盛 宣弥 モリ ノブヤ 男性 30代男性

1061 森本　敏行 モリモト トシユキ 男性 40代男性

1062 山城 光男 ヤマシロ ミツオ 男性 40代男性

1063 山田 和文 ヤマダ カズフミ 男性 50代男性

1064 鑓水　正実 ヤリミズ マサミ 男性 40代男性

1065 吉田 勝 ヨシダ マサル 男性 40代男性

1066 若林 清伸 ワカバヤシ キヨノブ 男性 30代男性

【ハーフの部】 合計: 159 人 男性: 127 人 女性: 32 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

2000 安澤 百合子 アンザワ ユリコ 女性 40代女性

2001 伊藤　礼美 イトウ　アヤミ 女性 30代女性

2002 井上 ゆり イノウエ ユリ 女性 50代女性

2003 今井 久美子 イマイ クミコ 女性 50代女性

2004 岩崎　瑞生 イワサキ ミズキ 女性 20代女性

2005 太田 由梨 オオタ ユリ 女性 30代女性

2006 岡澤 千尋 オカザワ チヒロ 女性 50代女性

2007 加藤 その花 カトウ ソノカ 女性 30代女性

2008 上條 美穂 カミジョウ ミホ 女性 40代女性

2009 岸本 めぐみ キシモト メグミ 女性 40代女性

2010 口分田京子 クモデキョウコ 女性 40代女性

2011 栗本 真実 クリモト マミ 女性 10代女性

2012 小林 麻里 コバヤシ マリ 女性 30代女性

2013 斎藤　美香 サイトウ ミカ 女性 40代女性

2014 澤田 美奈子 サワダ ミナコ 女性 40代女性

2015 しぇぶちぇんこ　たちあな シェブチェンコ タチアナ 女性 20代女性

2016 清水郁乃 シミズアヤノ 女性 30代女性

2017 生田　佳奈子 ショウダ カナコ 女性 30代女性

2018 杉山信子 スギヤマノブコ 女性 50代女性

2019 鈴木　陽香 スズキ ハルカ 女性 20代女性

2020 高蔵 奈々 タカクラ ナナ 女性 30代女性

2021 高島 真梨奈 タカシマ マリナ 女性 30代女性

2022 多木　裕加里 タキ ユカリ 女性 20代女性

2023 田口 亮子 タグチ リョウコ 女性 40代女性

2024 鳥海 久美子 トリウミ クミコ 女性 40代女性

2025 永井 明美 ナガイ アケミ 女性 30代女性

2026 橋本　恭子 ハシモト キョウコ 女性 40代女性

2027 前波 真理 マエナミ マリ 女性 30代女性

2028 山崎　裕子 ヤマザキ ヒロコ 女性 40代女性



2029 山本 理恵 ヤマモト リエ 女性 40代女性

2030 吉原 裕美 ヨシハラ ヒロミ 女性 30代女性

2031 渡邉 香穂 ワタナベ カホ 女性 20代女性

2032 青木 満彦 アオキ ミツヒコ 男性 40代男性

2033 秋元 英二 アキモト エイジ 男性 40代男性

2034 飯田　直和 イイダ ナオカズ 男性 40代男性

2035 生島 利彦 イクシマ トシヒコ 男性 30代男性

2036 石蔵 泰三 イシクラ タイゾウ 男性 30代男性

2037 石崎 隆宏 イシザキ タカヒロ 男性 40代男性

2038 石田　善啓 イシダ ヨシヒロ 男性 50代男性

2039 磯田　祐史 イソダ ユウジ 男性 50代男性

2040 市川 真司 イチカワ シンジ 男性 40代男性

2041 伊藤 祐 イトウ タスク 男性 30代男性

2042 伊東　強 イトウ ツヨシ 男性 50代男性

2043 井上 洋 イノウエ ヒロシ 男性 60代男性

2044 井上 隆二 イノウエ リュウジ 男性 40代男性

2045 岩崎 重雄 イワサキ シゲオ 男性 50代男性

2046 岩崎　柊次 イワサキ シュウジ 男性 20代男性

2047 岩崎　央 イワサキ ヒサシ 男性 30代男性

2048 浮田　正史 ウキタ マサフミ 男性 20代男性

2049 内 貴志 ウチ タカシ 男性 40代男性

2050 内田 和利 ウチダ カズトシ 男性 30代男性

2051 宇都出　甲斐 ウツデ カイ 男性 20代男性

2052 大垣 卓司 オオガキ タカシ 男性 50代男性

2053 大島　和博 オオシマ カズヒロ 男性 20代男性

2054 大塚　通 オオツカ トオル 男性 40代男性

2055 大成 正晃 オオナリ マサアキ 男性 30代男性

2056 小川 大輔 オガワ ダイスケ 男性 40代男性

2057 沖二　俊 オキニ シュン 男性 20代男性

2058 小澤 春貴 オザワ ハルキ 男性 20代男性

2059 小野　紳一郎 オノ シンイチロウ 男性 40代男性

2060 甲斐　義章 カイ ヨシフミ 男性 30代男性

2061 甲斐田 徹 カイダ トオル 男性 40代男性

2062 梶原 浩希 カジワラ ヒロキ 男性 10代男性

2063 加藤　修一郎 カトウ シュウイチロウ 男性 40代男性

2064 加藤 淳平 カトウ ジュンペイ 男性 30代男性

2065 加納 裕 カノウ ユタカ 男性 50代男性

2066 鎌田　武 カマタ タケシ 男性 40代男性

2067 河合 弘樹 カワイ ヒロキ 男性 40代男性

2068 川口 将光 カワグチ マサミツ 男性 50代男性

2069 川名　純矢 カワナ ジュンヤ 男性 20代男性



2070 菊池　潤一 キクチ ジュンイチ 男性 50代男性

2071 岸本 恭一 キシモト キョウイチ 男性 50代男性

2072 木原　博之 キハラ ヒロユキ 男性 40代男性

2073 木村　健吾 キムラ ケンゴ 男性 30代男性

2074 木村　眞一 キムラ シンイチ 男性 60代男性

2075 串田　亮太 クシダ リョウタ 男性 30代男性

2076 工藤 力 クドウ チカラ 男性 40代男性

2077 黒飛　健留 クロトビ タケル 男性 20代男性

2078 小池 正和 コイケ マサカズ 男性 40代男性

2079 小田切 亮 コタギリ リョウ 男性 40代男性

2080 小林 悟嗣 コバヤシ サトシ 男性 30代男性

2081 小林 雅裕 コバヤシ マサヒロ 男性 40代男性

2082 駒場 雅志 コマンバ マサシ 男性 50代男性

2083 小柳 雅之 コヤナギ マサユキ 男性 30代男性

2084 コルドー　エリック コルドー エリック 男性 40代男性

2085 近藤 威 コンドウ タケシ 男性 60代男性

2086 齋藤 開 サイトウ カイ 男性 20代男性

2087 齋藤 謙介 サイトウ ケンスケ 男性 40代男性

2088 三枝木 貴浩 サエキ タカヒロ 男性 20代男性

2089 笹野直樹 ササノナオキ 男性 40代男性

2090 笹本 英彦 ササモト ヒデヒコ 男性 60代男性

2091 佐藤 剛 サトウ ツヨシ 男性 40代男性

2092 佐藤 冬彦 サトウ フユヒコ 男性 40代男性

2093 佐野 有哉 サノ トモヤ 男性 30代男性

2094 品川 尚慶 シナガワ ショウケイ 男性 60代男性

2095 柴山 良介 シバヤマ リョウスケ 男性 30代男性

2096 清水　健二 シミズ ケンジ 男性 30代男性

2097 清水 達也 シミズ タツヤ 男性 50代男性

2098 末次　祐太 スエツグ ユウタ 男性 30代男性

2099 鈴木 洋介 スズキ ヨウスケ 男性 30代男性

2100 鈴木栄二 スズキエイジ 男性 50代男性

2101 鈴木　宏 スズキヒロシ 男性 50代男性

2102 園田 栄太郎 ソノダ エイタロウ 男性 50代男性

2103 髙田　将紀 タカダ マサノリ 男性 10代男性

2104 高橋 一達 タカハシ カズミチ 男性 50代男性

2105 高橋 祐二 タカハシ ユウジ 男性 50代男性

2106 髙橋 佑太 タカハシ ユウタ 男性 30代男性

2107 田口　瑛平 タグチ ヨウヘイ 男性 30代男性

2108 竹田　幸史 タケダ コウジ 男性 50代男性

2109 谷川 達也 タニカワ タツヤ 男性 40代男性

2110 谷口　研之 タニグチ ケンジ 男性 40代男性



2111 谷口 勝平 タニグチ ショウヘイ 男性 30代男性

2112 土屋 政人 ツチヤ マサト 男性 40代男性

2113 徳永 哲 トクナガ サトシ 男性 60代男性

2114 徳永 律 トクナガ リツ 男性 50代男性

2115 永井　健一郎 ナガイ ケンイチロウ 男性 30代男性

2116 中内 光輝 ナカウチ ミツテル 男性 60代男性

2117 中島 弘 ナカジマ ヒロシ 男性 20代男性

2118 中瀬 正彦 ナカセ マサヒコ 男性 30代男性

2119 永野 実鶴 ナガノ ミツル 男性 30代男性

2120 中村 裕 ナカムラ ユタカ 男性 40代男性

2121 西岡 だいき ニシオカ ダイキ 男性 20代男性

2122 西村 真二 ニシムラ シンジ 男性 30代男性

2123 野島 貴久 ノジマ タカヒサ 男性 50代男性

2124 長谷川 雅義 ハセガワ マサヨシ 男性 30代男性

2125 長谷川重夫 ハセガワシゲオ 男性 60代男性

2126 波多　順之助 ハタ ジュンノスケ 男性 20代男性

2127 平木 裕司 ヒラキ ユウジ 男性 40代男性

2128 福重 貴之 フクジュウ タカユキ 男性 30代男性

2129 藤井 雅之 フジイ マサユキ 男性 50代男性

2130 古本 貴司 フルモト タカシ 男性 30代男性

2131 古谷 雄一郎 フルヤ ユウイチロウ 男性 40代男性

2132 細田 寛文 ホソダ ヒロフミ 男性 40代男性

2133 堀田 剛 ホリタ ツヨシ 男性 40代男性

2134 舛岡 明倫 マスオカ アキノリ 男性 30代男性

2135 増田 紘希 マスダ コウキ 男性 30代男性

2136 松川 裕哉 マツカワ ヒロヤ 男性 20代男性

2137 Ｍａｔｓｕｄａ　Ｙｕｊｉ マツダ ユウジ 男性 30代男性

2138 松谷 修 マツタニ オサム 男性 30代男性

2139 松本 浩一 マツモト コウイチ 男性 40代男性

2140 松本　拓也 マツモト タクヤ 男性 20代男性

2141 松本和宏 マツモトカズヒロ 男性 50代男性

2142 水田 徹 ミズタ トオル 男性 30代男性

2143 三原　洋城 ミハラ ヒロキ 男性 30代男性

2144 森 和範 モリ カズノリ 男性 40代男性

2145 森元 淳也 モリモト ジュンヤ 男性 40代男性

2146 森山 歩 モリヤマ アユム 男性 30代男性

2147 諸岡 隆太 モロオカ リュウタ 男性 40代男性

2148 八木 知輝 ヤギ トモキ 男性 20代男性

2149 山岡 英明 ヤマオカ ヒデアキ 男性 40代男性

2150 山崎 祐司 ヤマザキ ユウジ 男性 30代男性

2151 山野 純一 ヤマノ ジュンイチ 男性 30代男性



2152 鑓水　桂二 ヤリミズ ケイジ 男性 40代男性

2153 横田英介 ヨコタエイスケ 男性 50代男性

2154 吉岡 賢祐 ヨシオカ ケンスケ 男性 30代男性

2155 吉田　諭史 ヨシダ サトシ 男性 20代男性

2156 吉田 竜二 ヨシダ リュウジ 男性 50代男性

2157 若杉 明 ワカスギ アキラ 男性 30代男性

2158 小田　裕平 オダ　ユウヘイ 男性 40代男性

【30kmの部】 合計: 27 人 男性: 24 人 女性: 3 人

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

3000 井上　瑞菜 イノウエ ミズナ 女性 30代女性

3001 濱 優子 ハマ ユウコ 女性 40代女性

3002 米倉 寿音 ヨネクラ ジュネ 女性 30代女性

3003 飯岡 勝之 イイオカ カツユキ 男性 40代男性

3004 猪俣　哲 イノマタサトシ 男性 50代男性

3005 植村　崇明 ウエムラ タカアキ 男性 40代男性

3006 内山　一弘 ウチヤマ カズヒロ 男性 30代男性

3007 大木 肇 オオキ ハジメ 男性 50代男性

3008 大曽根 千朗 オオソネ チアキ 男性 50代男性

3009 北澤 昭彦 キタザワ テルヒコ 男性 50代男性

3010 木村　幸造 キムラ コウゾウ 男性 40代男性

3011 楠本　盛仁 クスモト モリヒト 男性 30代男性

3012 児玉　伸吾 コダマ シンゴ 男性 30代男性

3013 佐藤 公宣 サトウ マサノブ 男性 40代男性

3014 白井 和夫 シライ カズオ 男性 50代男性

3015 新宮　望 シングウ ノゾム 男性 30代男性

3016 杉崎　建治 スギサキ ケンジ 男性 30代男性

3017 関野 暢宏 セキノ ノブヒロ 男性 50代男性

3018 瀬在 祥生 セザイ ヨシオ 男性 40代男性

3019 田口 祐治 タグチ ユウジ 男性 40代男性

3020 田中　貴博 タナカ タカヒロ 男性 30代男性

3021 時澤 豊 トキザワ ユタカ 男性 40代男性

3022 中村 崇宏 ナカムラ タカヒロ 男性 40代男性

3023 林 充 ハヤシ ミツル 男性 40代男性

3024 安原 良昭 ヤスハラ ヨシアキ 男性 40代男性

3025 若山 哲雄 ワカヤマ テツオ 男性 40代男性

3026 渡辺 弘文 ワタナベ ヒロフミ 男性 50代男性


