
■5km部門

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

500 金井 尚美 カナイ ナオミ 女性

501 樋口 靖 ヒグチ ヤスシ 男性

502 中嶋 拓哉 ナカシマ タクヤ 男性

■10km部門

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

1000 川上 俊之 カワカミ トシユキ 男性

1001 佐藤 剛志 サトウ タケシ 男性

1002 田村 伊佐雄 タムラ イサオ 男性

1003 田村 麗子 タムラ レイコ 女性

1004 長谷川　透 ハセガワ トオル 男性

1005 富久田　夏穂 フクダ カホ 女性

1006 富久田　千穂 フクダ チホ 女性

■ハーフ部門

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

2000 赤坂 優樹 アカサカ ユウキ 男性

2001 阿部 幸男 アベ ユキオ 男性

2002 新井　大智 アライ ダイチ 男性

2003 上杉 なつみ ウエスギ ナツミ 女性

2004 小川 浩一 オガワ コウイチ 男性

2005 荻谷 一男 オギヤ カズオ 男性

2006 片山 秀樹 カタヤマ ヒデキ 男性

2007 神崎　英志 カンザキ エイジ 男性

2008 坂上  有香 サカガミユカ 女性

2009 定岡　博之 サダオカ ヒロユキ 男性

2010 下山 浩太郎 シモヤマ コウタロウ 男性

2011 正慶 智雄 ショウケイ トモオ 男性

2012 杉元 啓二 スギモト ケイジ 男性

2013 鈴木 辰一 スズキ ヨシカズ 男性

2014 高橋　美波 タカハシ ミナミ 女性

2015 辻　祥明 ツジ ヨシアキ 男性

2016 西村 敏正 ニシムラ トシマサ 男性

2017 花房　圭 ハナフサ ケイ 男性

2018 檜山　純平 ヒヤマ ジュンペイ 男性

2019 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ 男性

2020 藤田　洸介 フジタ コウスケ 男性

2021 古屋 晴子 フルヤ ハルコ 女性

2022 松本　仁 マツモト ヒトシ 男性

2023 山田 昌弘 ヤマダ マサヒロ 男性

2024 山中　健太郎 ヤマナカ ケンタロウ 男性

2025 和田　雄也 ワダ ユウヤ 男性

■30km部門

番号 氏名 フリガナ 性別 部門

3000 宇都宮 敦子 ウツノミヤ アツコ 女性

3001 中井一幾 ナカイ カズキ 男性

3002 Popma Remko ポプマ レムコ 男性

3003 芳村　徹 ヨシムラ テツ 男性

3004 芳村　裕子 ヨシムラ ユウコ 女性
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■20kmリレー(5km x 4)混成部門

番号 チーム名 1区 2区 3区 4区

10 フォルテＡＣ－１ 池田 道彦 中村 英資 大原 直子 渡嘉敷 聡

11 フォルテＡＣ－２ 桜沢 功 薮内 透 大橋 知世 望月 慎太郎

12 名簿待ち 名簿待ち 名簿待ち 名簿待ち 名簿待ち

13 名簿待ち 名簿待ち 名簿待ち 名簿待ち 名簿待ち

14 Un dou Busoku 1 横川　紫乃 雨宮　慶 吉川　日奈子 柴田　航

15 Un dou Busoku２ 緑川　千佳恵 林　海斗 横塚　千慧 林　海斗

16 川口組合 川口　晃生 林 勝則　 平松　由香 杉田 翼人

■20kmリレー(5km x 4)男性部門

17 亀井結社 亀井　芳樹 鎌倉　央雄 藤倉　聡 中榮　敦

18 健康一番 高橋 翔 高久　正義 松浦　信二 斎藤　五郎


