
■スケジュール　 2019年 9月 7日 ( 土曜日 )

１０キロ　競技説明会

１０キロ　スタート

全競技終了 ＆ 閉会宣言

 【制限時間】

　①フル駅伝＝４時間半　②３０キロ駅伝＝３時間半　③３０キロ個人＝４時間半

　④２０キロ駅伝＝２時間半　⑤２０キロ個人＝３時間　⑥１０キロ＝９０分

　⑦５キロ＝５０分　⑦３キロ＝３０分　⑧１．５キロ＝１５分

　 　※　３０キロ個人は残り30分を越えて次の周回には入れません。
　※　入賞者の確定には多少の時間がかかります。賞状・メダルの対象者は受取ってからご帰宅下さい。
　　　賞状は種目総合1〜6位入賞者、メダルは個人種目各カテゴリー1〜3位入賞者が対象となります。
　※   表彰式は各種目総合３位入賞者が確定した時点でおこないます。※ペア・ファミリー除く
　※   ペア・ファミリー種目の完走者には「完走メダル」が出ます。必ず受け取ってください。
■注意　
　□　1周２.５kmの周回コースを使用　※フル駅伝は１周目のみ、２.１９５kmコース
　　　３キロ種目・ファミリーは1.5kmの周回コースを使用
　□　フルは17周、30キロは12周、20キロは8周、10キロは4周、5キロは2周します。
　□　各個人種目は輪ゴムを用意します。30キロは11本、20キロは7本、10キロは3本。腕にはめて
　　　1周終わるごとに輪ゴム回収BOXへ入れます。輪ゴムがなくなればラスト周回になります。

　□　ゼッケンに付いているICチップは必ず返却して下さい。
　□　給水所は1ヶ所設置設置します。
　□　更衣室は更衣室テントをご利用ください。
　□　お渡ししたビニール袋に手荷物を入れ手荷物置き場に保管してください。

　□　貴重品は各自の責任で管理してください。
　□　大勢の一般歩行者、自転車利用者がいます。競技中の走行は係員の指示に従って下さい。

■参加賞（ゴール後、下記の中から一つお選びください）
　１）　Ｔシャツ　　　２）　スポーツタオル　　３）　オリジナルゼッケン留め　　　　ほか

■持ち込んだゴミは必ず各自で持ち帰ってください。

■忘れ物が大変多くなっています。ご注意ください。
http://www.earthrunclub.net/

１５：３２ ３０キロ・２０キロきずな駅伝　スタート

１５：３４ ３０キロ個人・２０キロ個人　スタート

１８：３０ １．５キロファミリー　スタート

１８：４５

１９：００

２０：００

２１：３０

３キロ　スタート

５キロ　競技説明会

１９：１５

第11回東京お台場サマー＆イブニングマラソン
＝臨海副都心青海夏マラソン＝

１４：００ 受付開始（各種目スタート３０分前まで）

１５：１５ 開会式 ＆ 各駅伝・３０キロ個人・２０キロ個人　競技説明会

１５：３０ フルきずな駅伝スタート

５キロ　スタート

１９：４５

１６：３０ 全種目受付開始

１８：１５ １．５キロファミリー・３キロ　競技説明会



■フル：駅伝

ゼッケン チーム名 都道府県

大塚　康弘 中田　勝己

茂木　弘信 田中　明

鈴木　健一 山川　敬子

塚本　圭介 山本　さやか

吉橋　純一 金子哲也

松島　辰弥 冨原　宏弥

山田　幸満 井手　一幸

中谷　利 稲葉　賢士

大内　悟 山口　達也

網代　浩一 串田　賢弥

小野　敦樹 小滝　香穂

徳原　光 新原　拓

飯島　仁

河合　美香 北鹿渡　真帆

四百目　拓磨 山本　和紀

伊藤　謙介

小菅　恭一 高橋　英樹

古川　陽平 ウチョク　パルリアン

松本　綾子

上部　泰秀 田中　晴彦

中田　浩史 苅谷　伸

永松　美由紀

中野　達郎 長峰　裕紀

千羽　諒平 網代　大介

中山　翔平

大月　修 佐野　公紀

見当　誠 川崎　紘誉

大木　晶宏

金谷　多絵 堀本　梨里

山田　徹 鈴木　智也

田上　靖 はした　まさなり

徳留　祥太郎 浅野　弘之

岡安　洋 渡辺　祥平

佐野　祐美 荒井　美帆子

鎌田　眞実 上澤　光輝

瀧沢　祐哉 平　拓基

宗　直輝 沢野　遼

田浦　尚之 野島　篤史

伊藤　孝志 田中　一斉

大坂　龍太郎 松﨑　和司

米田　和也 春木　英人

有川　清一郎 依田　徹

宮本　健 吉田　桂子

尾形　翔平 菅野　均

木村　慎太郎 石代　剛之

近藤　一樹 藤澤　萌人

藤井　康輔

熊部　賢寿 髙橋　明椰

新野　佑 徳田　勝幸

海野　鈴実 田澤　孝知

柴﨑　拓也 中村　駿

日々野　亮平 冠木　健太郎

山中　郁子 高橋　大貴

22 しばたくランクラブ

14 EAT&RUN

6 ISID-A 神奈川県

東京都

13 Arco 神奈川県

東京都

16 TEAMタウリン 神奈川県

15 KMT駅伝部 神奈川県

18

21 東京都

17

東京都

第11回東京お台場サマー＆イブニングマラソン

　メンバー

4 関東名西３８会

5 極楽湯★皇居ラン部 Bチーム 東京都

スバル走年会

2 マレリンズ 東京都

3 ヤングスバル 群馬県

大林組A 神奈川県

群馬県1

東京都

10 チームUWABE 埼玉県

11 極楽湯★皇居ラン部 Aチーム

キンカンwithヨッシー＆M 千葉県

東京都

しいたけ

20 ゴイゴイスー2

ゴイゴイスー1 東京都19

クロシェット新川崎で飲みたい

愛知県

12

ISID-B 神奈川県

8 ウインテック横浜

7

神奈川県



美座　誠道 二瓶　徳之

渡邉　崇司 佐々木　信吾

佐々木　志保 菊池　万里絵

熊坂　美季 秋好　淳平

米野　涼 内田　啓太

畠山　明宗 蔭山　貴弘

赤尾　玲子 與倉　秀俊

松嶋　沙織 小林　健

野崎　将道 海野　凌真

矢島　遥 菊地　静司

坂井　智代美 大澤　友美

小島　優 古指　伊織

米山　直樹 吉田　恵子

加藤木　澄子 西村　典子

佐藤　友治 小山内　順子

能登　達也 松本　翔吾

大田　翔平 金児　恒輝

足立　道紀 杉谷　勇一

中川　隆正 飯田　真理子

田森　瑞穂 川上　由紀

小林　智美 幅野　典子

森　愛 武藤　裕之

森　正樹 安部　滋幹

山本　哲也 森　祐樹

児玉　凌 具志堅　雅也

天野　隼聡 吉田　飛鳥

尾野　健太 馬越　廉士

佐野　良介 中山　満弘

松尾　健 中村　ひかる

高野　彩 廣川　藜子

山本　輝和 渡辺　正

山本　紘子 今井　英夫

寺田　篤 櫻井　絢子

足立　大輔

相澤　南 相澤　直亮

谷　有人 谷　志乃

賀川　絵美 賀川　智之

新保　博文

石田　悠真 金井　兼介

川島　麗 川谷　友郎

榊原　大雅 瀧川　絵梨佳

関島　勝巳

中村　俊哉 中原　司

栗田　貴之 小池　絢子

矢崎　芽生 松村　拓憲

仁茂田　芳枝 柴田　健一郎

小河原　房男 棚田　丸輝

大渕　秀仁 高橋　哲子

吉田　沙和子

齋藤　雄太郎 長崎　玄吾

長崎　知絵 押尾　麻未

若松　さち子 間宮　葵

佐藤　未菜

太田　真由美 山口　真也

田上　裕介 梶原　翔

大谷　吉弘 村上　健太

井上　裕之

緒方　貴光 冨田　大介

中島　健太 本田　裕人

松崎　裕子 花牟禮　健一郎

中野　雄基

31 女子力向上委員会 東京都

千葉県

Ariake Campers 東京都

24 チームSOTC２ 東京都

25 チーム赤尾 東京都

26 チーム矢島 埼玉県

27 なつぞら 東京都

28 もぐら組

35 ISID-C 神奈川県

36 JWSランニングチーム風神 東京都

23 ストロンチウム

29

34

神奈川県

39 TEAMオオタリン 神奈川県

40 TEAMオガタリン 埼玉県

ランアライブ JAPAN 東京都

33 ACRC

37 JWSランニングチーム雷神 東京都

38 NB FRC 東京都

30 金友情 神奈川県

32 冬のリヴィエRUN 東京都

埼玉県



橋原　朋央 長崎　匠

前川　広貴 山内　良泰

西谷　直樹 吉原　達己

曽根　大輝

今野　光昭 牧野　扶佐枝

田中　真央 東嶋　和太

泉　紀子 濱田　浩

篠田　幸樹

若山　哲雄 池田　義晃

山田　政紀 中山　幹大

村上　杏子 柏村　早紀

松尾　俊宏

野島　貴久 篠原　弘明

山口　昭徳 阿部　英明

加藤　暁之 金原　理予

松田　凌

松元　優典 竹内　啓

桐澤　毅 高橋　利弥

笠原　知行 大阿久　菜摘

太田　亜門

牧野　望 太刀川　正祐

池田　友憲 尾崎　洋輔

田村　雄太郎 打土井　利春

野尻　昭嗣

齊藤　梓 山本　泰嗣

佐藤　可那子 北原　大輔

村木　秀貴 友成　美香子

豊留　隆央 ﾌﾛｴﾐﾝｸﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ

嶋　俊 一瀬　武志

吉見　祐紀 小國　健太

横山　巧 高巣　晃一

風穴　佳祐 小暮　謙太郎

内田　勉 五百蔵　晃嗣

永島　康行 荒井　邦昭

木ノ村　直樹 吉田　勇真

中嶋　みずほ 亀井　智矢

松本　嘉行 木崎　一行

神田　祐介 田邉　洋平

岡村　航太 佐藤　佑貴

藤井　広志 尾崎　美帆

辻　誠二 安岡　興治

山村　英樹 西山　知隆

土方 健志 木村　哲也

鈴木　涼平 井川　航太

小松原　和樹 北島　文記

篠田　安史 筒井　恵也

坂本　健司郎 中澤　哲也

村中　佳和子 高橋　史也

武田　友美佳 志茂　亨輔

青島　直輝 益子　大輝

鄭　于珊 橋本　一馬

三輪　明寛 Turmandakh　Bat-Orgil　

桑原　克和 小島　立寛

青山　晴香 有田　圭吾

相良　光彦 山口　大輝

Pham　Van-Long 林　真一郎

金田　将吾 吉岡　歩莉

小島　健太郎 吉田　裕貴

唐澤　知詩 駒形　有

岡安　弘之 山本　英治

後藤　朋之

山田補佐と魔法のランプ 神奈川県

44 大みか調達陸上部チームN 茨城県

45 大みか調達陸上部チームT 茨城県

46 肥好ランナーズ

48 あいぴー１ 千葉県

49 あいぴー２ 千葉県

52 チーム小松原 埼玉県

54 パワエレB 埼玉県

50 あいぴー３ 千葉県

51 あいぴー４ 千葉県

47 Amazon Pay 東京都

55 アユリと愉快な仲間たち

41 W陸上部短距離 東京都

42 化粧品ＤＳ陸上部 神奈川県

43

東京都

53 パワエレA 埼玉県

茨城県



高橋　哲也 廣田　隆一

小田島　卓也 西沢　秋都

守屋　知純 坂上　謙

和田　由美子 松田　百菜美

山本　由美

田口　裕一 福田　良章

三森　康央 中村　和平

荒川　玲 猪鼻　祥康

中寺　麻由美 池田　直生

吉田　一博

大沼　泰樹 本藤　和仁

篠田　康大 松山　浩子

柳澤　一樹 平田　恵

亀田　行康 長野　広晃

中村　真憲

金平　拓磨 萩原　竜一

松本　祐次 永森　広治

西田　浩規 陣内　裕一郎

清水　康平 林　和夫

元村　潤次 草野　克哉

竹田　諭 今野　貴文

棚橋　翔一 中村　大樹

藤原　智伸 浅見　圭介

渚　恵輔 高橋　智宏

千田　健 飯川　絵理

金田　大輝 緑川　阿具利

石川　宗浩 高橋　洋介

郡司　直明 金谷　匠真

直田　彰悟 高野　真一

大原　和樹 石岡　諒士

前田　耕太郎 石渡　克広

中村　亮太 青山　浩和

八重垣　修平 田中　圭一

藤田　大輝 林　宏一

渋井　俊典 塩野　憲太

牧野　航 今野　隆吾

鈴木　太人 竹内　俊也

廣瀬　貴信 原島　一輔

水野　愛子 岩月　彩花

村木　智明 渡辺　悠太

村上　哲久 福田　浩樹

大田垣　洋 塩見　昌人

茶木　健 成瀬　全宏

飯田　彦二郎 杉谷　英生

原口　宏之 中村　祐一

西井　健一 柳沢　信太郎

藤田　雅敏 石田　昌也

高村　幸司 磯崎　怜司

立島　達也 ケレハー　翔太

新妻　智恵 中村　智美

一重　祐樹 城之内　雅

宮本　類 月舘　彩子

鳰原　岳 鳰原　由子

椎　俊雄 小川　高明

正木　裕美 石田　さやか

田中　邦秀 稲田　丈司

金子　純一 藤本　真臣

山崎　努 大村　元文

迫田　和美 小成　一広

北島　輝光 垣内　南美

増渕　正博 白井　浩史

白井　諒 佐藤　若葉

藤村　裕理 井田　博之

井田　達之 清水　紗恵

池田　彩由佳 小松　圭太

67 ジョージにおまかせ 神奈川県

68 ランランＴＢＣ 神奈川県

NAMランニング同好会 東京都

65 Runs SAP 東京都

66 SSLAB　チーム一重 東京都

64

61 BOC（Ｉ）C 神奈川県

62 BOC（Ｉ）D 神奈川県

57 チーム下野庭 神奈川県

58 リリー 東京都

59 BOC（Ｉ）A 神奈川県

60 BOC（Ｉ）B 神奈川県

56 チームお台場２２２ 神奈川県

63 dRUNk 千葉県



佐藤　友美 明石　宗臣

明石　純子 中西　義博

中西　由架理 田中　俊信

足立　大輔 岸　陽介

山本　頼子 山本　雄

今井　史郎 中田　真一

矢田　矢田 唐澤　唐澤

清川　清川 岡野　岡野

山北　山北 西田　西田

田邊　田邊 吉澤　吉澤

邊見　勇太 新田　良太郎

河村　祐人 享保　由美子

小野原　学 西木　佐代子

坂本　和巳 村上　勇太

鈴木　智子 森崎　千寿

山崎　哲

齋藤　美貴 加藤　佳澄

横田　優 平沼　典代

堀　淳子 勝村　佳代

田中　理絵 柴田　実奈子

竹薮　夕子 中谷　千津

増田　かほり

平林　到 小石川　秀彦

小石川　裕美子 石川　恵美子

松久　てるみ 川崎　幸

崔　真由美 山中　利勝

知久　裕威 榎田　美砂子

増田　美智子 山本　香織

山本　司 足利　聖子

中原　司 近江　正彦

足利　大輔 津曲　かおり

植嶋　弓子 佐藤　友美

遠藤　久美子 佐々木　宏美

武石　暁 武石　美里

山本　聡 大久保　敏博

亀井　健太郎 宮本　俊光

土橋　聡 土橋　美穂子

前田　祐介 井上　勝一

宮城　幸子 矢野　安理

山本　美由紀 須藤　太一

手老　佑樹 濱田　研輔

岡田　光正 海津　礼知

島田　健 武田　明子

落合　理恵 奥村　英穂

奥秋　良重 米津　佳代

菊地　千春 佐藤　陽子

矢ヶ崎　陽太 今井　ひとみ

明石　宗臣 明石　純子

中西　義博 中西　由架理

田中　俊信 内間　和宏

岸　陽介 浅沼　友一

スレスタ　ディルプラサド 山村　謙三

東京都

パンラン部 東京都72

75 一生 安泰 東京都

69 一生安泰３ 東京都

grab .R 東京都

74 あ こーすてぃっく 東京都

73

71 SSLAB　チーム邊見 東京都

70 宮前平小学校親父の会 神奈川県

77 令和一発目 東京都

76 団ラン部



■３０キロ：駅伝

ゼッケン チーム名 都道府県

九石　研一 萩原　崇史

木下　和哉 早川　靖郎

堀口　大輔 米村　聖次

赤石　仁 高野　友宏

濱屋　宏之 上田　亮

中澤　想 田中　涼太

藤吉　亮輔 武田　真理子

小林　隆久 小川　隼人

塩見　勝永 村上　宏樹

松味　邦治 井上　孝輔

鉄尾　敏之 四方　一成

吉田　仁也 塩見　武志

櫻井　俊秀 飯田　和也

越智　洸 稲葉　絋平

酒井　大輔 酒井　康平

小野　一弘 神田　美希

大平　幸恵 大平　剛史

矢田　恵理奈 柏原　陽子

岡本　直樹 岩田　千聖

及川　純人 河瀬　圭一

川崎　広明

野村　剛 亀田　悟史

千葉　光一 林　鉄太郎

今井　厚子

森本　貴之 五十嵐　聡

米山　洋平 柳　貴教

鈴木　毅

下山　久光 井上　真

石嶋　桃子 須原　敦

渡邊　秀

河原崎　昌義 青木　隆

相川　靖 都竹　朋子

勇　大亮

山本　雄 伊藤　西志

松岡　一奴 金子　智哉

城後　駿也

植田　美穂 小島　良平

大房　均 小西　亨

金田　浩子

山本　仁志 金沢　研太郎

木村　理 柚木　祐介

向井　良 谷岡　由樹

安武　純一 村上　拓也

山崎　康平 宇部　優子

近藤　彩乃 谷口　陽太

川島　塁 嶺山　スー

井手　ちちる 蘇　柏任

山中　慶太郎 山下　流星

嶋田　真樹 田島　美保代

平谷　淳 柿沼　達明

初芝　菜生 中島　彩香

間部　理美 重本　真紀

有山　博之 長谷川　久美

北山　哲也 牧谷　洸希

赤木　聡介

須藤　英子 登坂　健

栗山　若葉 掛須　春希

小林　蒼 廣瀬　太郎

高橋　拓也 角田　友希

107 Team櫻井 東京都

108 わがままボディ二軍 神奈川県

109 かしわ餅 神奈川県

110 ハピネス is where!? 千葉県

111 SCらんなーZ 千葉県

120 上州わっしょいスパルタン 群馬県

117 青い流星 神奈川県

116 上州わっしょい 群馬県

わがままボディ 神奈川県

118 神結構動隊 神奈川県

115 清流疾走ランナーズ 神奈川県

105 Team村上 東京都

106 Team鉄尾 東京都

104 VivaRuninTokyo 東京都

　メンバー

101 大林組B 神奈川県

102 チーム日精 埼玉県

103 チーム伸一郎 東京都

122 青い彗星 神奈川県

119 ネットマイル 東京都

121 鬼怒兄 神奈川県

112 story so far… 埼玉県

113 西山の弟子たち 埼玉県

114



山田　裕治 宇野　桃子

小田倉　慶貴 會田　朋美

堤　航平 藤本　陽介

上本　英史 大和　靖典

功刀　紀宏 関口　直也

永友　航 出雲　洋人

鷲頭　健一 椎葉　千文

山下　真智子 山口　貴大

佐藤　有純 木村　亮太

小川　大地 遊川　駿

春原　佳代子 大熊　凌平

田野入　由佳 喜多見　麻衣

田村　竜也 林辺　翔子

横倉　正岐

125 ららぽーとランナーズクラブ 神奈川県

123 青い惑星 神奈川県

124 シグナルズ 神奈川県



■2０キロ：駅伝

ゼッケン チーム名 都道府県

萩尾　裕一 住田　拳人
長谷川　真美 泉　智子
青木　啓輔 渡邉　岳

飯塚　みなみ 若林　唯
加倉田　雄次 鬼本　光二郎
小林　桂子 高橋　なつ子
荒居　裕明 後藤　悠
内田　雅樹 森田　大介
山﨑　秀雄 宮島　宏明
中山　直樹 安達　雄太
廣瀬　康之 福田　大貴

髙根沢　光平 北川　亜紗美
今井　貴之 高山　拓也

森田　ゆき乃 倉持　春香
尾張　純一 梁井　望美
吉原　瑠美 藤原　みほ
尾崎　大吾 赤穂　俊彦
丸山　裕樹 古川　昌司
小宮　正大 藤田　剣
鈴木　康子 小林　加恵
遠藤　正樹 岡部　雅樹
伊藤　智子 柏倉　由季

てぃー　てぃーてぃー りん　りん
てる　ざね じん　りき
土屋　真理 猪瀬　順子

谷津　久美子 橋本　芳枝
藤森　章夫 篠原　辰夫
今野　賢一 稲垣　正彰
市田　真己 二川　実
澤　一弘 上村　亮

松田　耕治 平野　達也
シトロン　ヨーコ 森川　優

山田　英史 平岡　乾
渡邊　菜摘 伊奈　律子
西野　浩 中根　浩子

水川　あさみ 島崎　均
前野　佑大 林　寛之
岡本　太郎 小堤　峻

宇田川　佳子 八木橋　美紀
永井　まなみ 石坂　かおり
鎌田　直美 新原　幸子
金田　理恵 甲木　由紀

千原　安見子 菊　薫子
山田　祐子 坂本　友香
倉澤　和枝 井出　弥穂子

松岡　芙実子 佐藤　瑞紀
岩崎　紀子 道下　徹子

石垣　伽那子 平林　芙美江
有我　由香里 藤沼　美枝子
岡田　景子 加藤　祐美
中西　雅之 中西　亜紀子
鈴木　光二 徳永　洋輝
澤井　勇人 坂井　研介
遠山　厚 笹渕　潤一

西川　美代子 八木橋　香織
山田　枝里 北森　由里子
高野　荒平 鈴木　惟國
木下　愛美 芝　祥竜
柴田　玲 安藤　清夏

上瀧　尚子 尾上　いと
青木　郁

221

223

225

227

229

224

209 ＳＣＲダイゴさんずラブ 埼玉県

220 ランガールA 東京都

222 ランガールC 東京都

東京都ランガールB

ランガールE

ランガールG

走れま１０

品格ストリート

ファイターズ

埼玉県

207 ＳＣＲ 〜チーム夏色〜 埼玉県

205 NBIおやじの会 東京都

埼玉県

神奈川県

バテバテ塾C 東京都

218

211

A 埼玉県

　メンバー

215 バテバテ塾A 東京都

217

チーム大森214

216

219

228

バテバテ塾B

ビバランチームガチ

Team Yuki

バテバテ塾D

203 C

213 がんばれみーすけ 東京都

201

ＦＲＣ

PTRC_まぶダチ

ＳＣＲアイドル☆with

じゅんいち

ＳＣＲチーム高崎

おてる

202

204

206

208

ランガールF

210

212

B

東京都

埼玉県

埼玉県

東京都

千葉県

東京都

東京都

埼玉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

226 夏バテヨレヨレ

東京都

東京都

美と健康のために 千葉県

230 ランガールD 東京都



飯沼　拓也 佐藤　薫
遠藤　巧樹 三橋　幹太
池田　洋

山田　剛史 箱崎　吟子
中崎　祐介 藤原　秀樹
小島　喬
林　剛史 深谷　隆介

吉﨑　健人 古畑　夏海
高澤　萌恵
片島　宏二 桑原　潤
吉川　吾一 久高　真理子

中野村　敬広
北詰　めぐみ 木島　静
原村　進一 高田　明子
田島　香菜
村松　大輔 田中　靖生
平田　洋一 宮野　菜摘

百瀬　亜紗美
八塚　春子 樫野　雅裕
榎本　響介 加藤　哲義
千野　元就
五十嵐　崇 田島　結子
水野　明子 桜井　恵理子
天野　明子
根本　雅史 福永　真人
樋口　摩耶 鈴木　里織
山口　清貴
室　智文 後藤　昌晃

加藤　祐彦 渡辺　温子
木崎　美里 磯野　佑太
屋葺　克也 佐藤　愛
菊地　紘子 山本　菜美
黒澤　宏明 伊藤　和樹
高山　秋久 小川　寿幸
三好　正起 金井　健祥
清水　華恵 岡本　ひかり
鈴木　勲 鈴木　淳也
菊地　昇 伊藤　朋美

水品　由季 清水　麻斗架
博多　陽子 中田　芳江
柴田　知子 沖根　真紀
井上　明美 平尾　千景
香川　美絵

植井　美佐代 吉原　彩
岡谷　晃司 横山　厚子
余語　知幸 廣瀬　佳恵

竹内　さゆり
和田　章 小野寺　藍
須藤　海 柴田　美織

浅井　雪彦 尾崎　純
三上　一有
舘　篤史 和田　結

荒木　麻衣 杉浦　由香
山下　凌世 瀧田　真理

田川　香菜子
竹内 和田
川上 内田

宇田川 吉川
菊地

庄司　裕之 大久保　ろりえ
鎌田　内輔 西村　祥子
伊東　仁 北原　真美
高田　幹

245 teddy 神奈川県

240 おにく大好き！ 東京都

Team Media 東京都233

がんばIFS 神奈川県

235 デスパシオ 東京都

239 樋口工務店 東京都

232 JEITA B 千葉県

241 チームｏｖｅｒ 東京都

237 加藤 動きます 埼玉県

238 頂きマス！ 東京都

234

231

236 パパ 走ります 埼玉県

JEITA A 千葉県

246 チームａｂｌｅ 東京都

242 ビバラン チームA 東京都

243 ビバラン チームB 東京都

244 team豆大福 東京都

247 チームｂａｋｅｒ 東京都

248 山吹走RUN会 東京都

249 秋高1995 神奈川県



竹田　光浩 滝澤　薫
和田　正男 駒塚　祐輔
山内　諭史 矢野　道教
近藤　一真 福島　匠
高橋　宏一 鈴木　裕之
槇　正二郎 清水　和弘
山川　糧平 岡田　祐輝
大田　英樹 中村　美咲
林　浩幸 名嶋　美智子

桑野　貴之 須佐　歩
松下　陽子 眞子　昌一

向野　久美子 石田　勇樹
松本　朋子 大橋　雄一

伊藤　幸次郎 花田　真仁

柳川　佳慶

渡辺　美樹 高橋　範泰
中野渡　敬教 塚原　洋一
平島　秀章 中込　よしえ
長崎　耕三 篠原　耕一郎
立花　弘幸 岩田　敏
板橋　祐一 忠津　ひとみ
張替　鋼一 田中　孝一
小坂　就敏 小川　翔太
岸本　一 若林　勝彦

山口　光徳 佐藤　佳孝
福田　亮子 糖塚　雅樹
笹木　浩次 鷲頭　天胤
山下　智之 堀内　光陽
飯岡　直人 桑山　浩一
益山　嘉通 古澤　裕人

長久保　佳祐 佐藤　友貴
臼井　晃一 白鳥　恵
大池　篤 反保　雅貴

石田　良介 杉立　淳
秋山　仁美 石田　恒輔
梅本　眞 鈴木　富雄

星崎　賢一 甲子　康郎
原　敏多 宮久地　佳正

長井　俊朗 石垣　純一
河本　匠真
山上　竜二 宮崎　剛志
吉田　有人 酒井　憲太郎
田浦　智宏
竹田　幸史 池田　健
宮内　忠信 中村　篤史
大川　裕太
西原　義雄 安部　勉
辰巳　大祐 鈴木　俊彦
湯澤　秀人
尾上　健一 関　優
佐藤　慎吾 竹島　洋一郎
青木　秀文

吉田　サトヴィ 今田　久美子
岩下　夕子 桑田　美由起
近藤　賀子
鈴木　治仁 鍋倉　翔陽
皆川　侑子 長谷川　和哉
辻　健司
守屋　冠 山口　政広

小野塚　健 武井　里美
湯川　立哉
近藤　吉将 平田　賢児
中村　宏之 小山田　宜孝
伊藤　彰啓

250

260 オキシバリアソロ１ 神奈川県

茨城県IRRC run club

251 SHOE　RC 埼玉県

252 東京鞍陵会陸上部 神奈川県

270 オキシバリア環境経営G 神奈川県

271 オキシバリア足柄走友会 神奈川県

273 オキシバリア FX多摩 東京都

274
オキシバリア YMM

Aチーム
神奈川県

275
オキシバリア YMM

Bチーム
神奈川県

264 オキシバリア　はりーさん1 東京都

265 オキシバリア　はりーさん2 東京都

266 オキシバリア　はりーさん3 東京都

272 オキシバリア でっ 神奈川県

267 オキシバリア  はりーさん４ 東京都

268
オキシバリア

ワコーケミカルA
神奈川県

269

オキシバリア

鳳凰山山小屋でTシャツ忘れて

んじゃないよチーム

神奈川県

261 オキシバリア  YMM Sチーム 神奈川県

262 オキシバリア　ソロ2 東京都

263 オキシバリア　チーム岩田 神奈川県

279
オキシバリア【FICT】

ガイア
神奈川県

276
オキシバリア

ワコーケミカルB
神奈川県

277 オキシバリア.バルバレス子 東京都

278
オキシバリア【FICT】

オルテガ
神奈川県

280
オキシバリア【FICT】

マッシュ
神奈川県



梅谷　修 岡安　信也
谷口　里美 小早川　智子

郭　興
鶴岡　茂 江本　博行

大森　和朗 加藤　雅之
高垣　昭二
加藤　純一 福田　竜也
上野　基喜 濵地　源一郎
金澤　珠美
齋藤　貢世 佐々木　英和
竹澤　友紀 中村　崇

手島　一昭

林　純子 藤原　由佳里
守田　翔一 山野井　康具
小室　奎太 永井　好郎

281 オキシバリアADs 神奈川県

282 オキシバリアFXSC East 東京都

283 オキシバリアFXSC West 東京都

284
オキシバリア

つくばチャレンジ
埼玉県

285 オキシバリア.まんぼうず 東京都



■３０キロ：女子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

301 瀧島　菜央 タキシマ　ナオ ～44歳 東京都

302 川上　敦子 カワカミ　アツコ ～44歳 東京都

303 恩田　晴香 オンダ　ハルカ ～44歳 群馬県

304 小笠原　久美子 オガサワラ　クミコ ～44歳 神奈川県

305 三浦　智穂 ミウラ　チホ ～44歳 東京都

306 渡邊　未来子 ワタナベ　ミキコ 45歳〜 東京都

307 西山　浩美 ニシヤマ　ヒロミ 45歳〜 神奈川県

308 小野　朝子 オノ　トモコ 45歳〜 千葉県

309 堀　加奈子 ホリ　カナコ 45歳〜 東京都

310 戸田　理恵子 トダ　リエコ 45歳〜 神奈川県

311 吉田　幸代 ヨシダ　サチヨ 45歳〜 東京都

312 川上　靖子 カワカミ　ヤスコ 45歳〜 京都府



■３０キロ：男子
ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

401 阿部　寛之 アベ　ヒロユキ ～34歳 宮城県

402 軍司　聖響 グンジ　キヨト ～34歳 東京都

403 バックナー　サミュエル バックナー　サミュエル ～34歳 岐阜県

404 中野　翔太郎 ナカノ　ショウタロウ ～34歳 東京都

405 堀　佳樹 ホリ　ヨシキ ～34歳 東京都

406 朱　家立 シュ　カリップ ～34歳 神奈川県

407 矢部　尭 ヤベ　タカシ ～34歳 神奈川県

408 大久保　祐穂 オオクボ　ユウホ ～34歳 神奈川県

409 宮崎　大樹 ミヤザキ　ダイキ ～34歳 東京都

410 鈴木　洋邦 スズキ　ヒロクニ ～34歳 茨城県

411 大竹　岬 オオタケ　ミサキ ～34歳 東京都

412 濱岡　敦 ハマオカ　アツシ ～34歳 茨城県

413 南野　和之 ミナミノ　カズユキ ～34歳 東京都

414 柿澤　祐樹 カキザワ　ユウキ ～34歳 神奈川県

415 鈴木　悠悟 スズキ　ユウゴ ～34歳 東京都

416 小倉　和之 オグラ　カズユキ 35～44歳 茨城県

417 松井　亮太 マツイ　リョウタ 35～44歳 東京都

418 岩佐　直樹 イワサ　ナオキ 35～44歳 東京都

419 長谷川　雄一 ハセガワ　ユウイチ 35～44歳 神奈川県

420 杉田　大 スギタ　マサル 35～44歳 東京都

421 加藤　清士 カトウ　キヨシ 35～44歳 東京都

422 山田　昌敏 ヤマダ　マサトシ 35～44歳 東京都

423 矢崎　将一 ヤザキ　ショウイチ 35～44歳 神奈川県

424 冨永　茂太 トミナガ　シゲタ 35～44歳 東京都

425 長藤　健太 ナガフジ　ケンタ 35～44歳 東京都

426 山森　智治 ヤマモリ　トモハル 35～44歳 埼玉県

427 中村　真 ナカムラ　マコト 35～44歳 山形県

428 野口　修 ノグチ　オサム 35～44歳 埼玉県

429 浅井　乾一郎 アサイ　ケンイチロウ 35～44歳 東京都

430 永井　利幸 ナガイ　トシユキ 35～44歳 千葉県

431 櫻井　将之 サクライ　マサユキ 35～44歳 東京都

432 武藤　大介 ムトウ　ダイスケ 35～44歳 千葉県

433 中村　功 ナカムラ　イサオ 35～44歳 東京都

434 黒川　高志 クロカワ　タカシ 45～54歳 東京都

435 後藤　正樹 ゴトウ　マサキ 45～54歳 神奈川県

436 小笠原　敏也 オガサワラ　トシヤ 45～54歳 神奈川県

437 白鹿　博之 シラカ　ヒロユキ 45～54歳 東京都

438 長谷井　宏之 ハセイ　ヒロユキ 45～54歳 東京都

439 國本　真司 クニモト　シンジ 45～54歳 東京都

440 古川　浩樹 コガワ　ヒロキ 45～54歳 埼玉県

441 櫻庭　明 サクラバ　アキラ 45～54歳 東京都

442 竹井　陽一 タケイ　ヨウイチ 45～54歳 東京都

443 菅原　利克 スガワラ　トシカツ 45～54歳 神奈川県

444 堀　貴久 ホリ　タカヒサ 45～54歳 東京都

445 寺林　伸政 テラバヤシ　ノブマサ 45～54歳 埼玉県

446 別府　謙次 ベップ　ケンジ 45～54歳 東京都

447 荻谷　一男 オギヤ　カズオ 45～54歳 東京都

448 中尾　健 ナカオ　タケシ 45～54歳 東京都

449 藤田　望 フジタ　ノゾム 45～54歳 愛知県

450 井口　智明 イグチ　トモアキ 45～54歳 東京都

451 日下　順詞 クサカ　ジュンジ 45～54歳 千葉県

452 持田　篤志 モチダ　アツシ 45～54歳 神奈川県

453 瀧島　和則 タキシマ　カズノリ 45～54歳 東京都

454 細田　克己 ホソダ　カツミ 45～54歳 埼玉県

455 久保　力 クボ　イサオ 55～64歳 埼玉県

456 明戸　直隆 アケト　ナオタカ 55～64歳 群馬県

457 川崎　祐之 カワサキ　ユウシ 55～64歳 東京都

458 西田　鉄郎 ニシダ　テツロウ 55～64歳 東京都

459 川上　宏伸 カワカミ　ヒロノブ 55～64歳 京都府

460 張間　善次郎 ハリマ　ゼンジロウ 55～64歳 東京都



■20キロ：女子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

501 臼井　のどか ウスイ　ノドカ ～34歳 東京都

502 平野　ふみ ヒラノ　フミ ～34歳 東京都

503 池谷　日伽里 イケヤ　ヒカリ ～34歳 神奈川県

504 吉川　夏未 ヨシカワ　ナツミ ～34歳 神奈川県

505 村田　和香奈 ムラタ　ワカナ ～34歳 東京都

506 條野　真奈美 ジョウノ　マナミ ～34歳 北海道

507 今井　悠 イマイ　ハルカ 35～44歳 神奈川県

508 高橋　雅美 タカハシ　マサミ 35～44歳 東京都

509 石井　夏江 イシイ　ナツエ 35～44歳 千葉県

510 武藤　安奈 ムトウ　アンナ 35～44歳 東京都

511 高橋　輝美 タカハシ　キミ 35～44歳 東京都

512 堀　飯豊 ホリ　イイデ 35～44歳 東京都

513 桐生　博美 キリュウ　ヒロミ 35～44歳 神奈川県

514 西原　麗亜 ニシハラ　レア 35～44歳 東京都

515 スリンガーランド　明子 スリンガーランド　メイコ 45歳〜 東京都

516 椎葉　恵 シイバ　メグミ 45歳〜 神奈川県

517 小川　智子 オガワ　トモコ 45歳〜 東京都

518 大野　香代 オオノ　カヨ 45歳〜 神奈川県

519 志賀　真貴 シガ　マキ 45歳〜 東京都

520 久保田　恵子 クボタ　ケイコ 45歳〜 東京都

521 田中　京子 タナカ　キョウコ 45歳〜 神奈川県

522 井上　悦子 イノウエ　エツコ 45歳〜 東京都

523 金内　素子 カネウチ　モトコ 45歳〜 東京都



■20キロ：男子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

601 山野　悠 ヤマノ　ユウ ～34歳 東京都

602 片岡　涼祐 カタオカ　リョウスケ ～34歳 神奈川県

603 岡本　大輝 オカモト　ダイキ ～34歳 神奈川県

604 須崎　時継 スザキ　トキツグ ～34歳 東京都

605 森田　智大 モリタ　チヒロ ～34歳 神奈川県

606 延澤　侑司 ノブサワ　ユウジ ～34歳 千葉県

607 内海　湧斗 ウツミ　ユウト ～34歳 千葉県

608 田村　怜 タムラ　リョウ ～34歳 東京都

609 とうん　あるべると トウン　アルベルト ～34歳 東京都

610 山口　博史 ヤマグチ　ヒロシ ～34歳 東京都

611 関根　清貴 セキネ　キヨタカ ～34歳 東京都

612 大岩　淳 オオイワ　アツシ ～34歳 東京都

613 下　利明 シモ　トシアキ ～34歳 千葉県

614 野住　渓太朗 ノズミ　ケイタロウ ～34歳 東京都

615 安田　悠一 ヤスダ　ユウイチ 35～44歳 東京都

616 竹内　紀勝 タケウチ　ノリカツ 35～44歳 神奈川県

617 濱田　潤 ハマダ　ジュン 35～44歳 東京都

618 しゅう　はら シュウ　ハラ 35～44歳 東京都

619 公平　誠 コウダイラ　マコト 35～44歳 東京都

620 西山　和郎 ニシヤマ　カズオ 35～44歳 埼玉県

621 玉岡　和之 タマオカ　カズユキ 35～44歳 長野県

622 吉見　廉平 ヨシミ　レンペイ 35～44歳 東京都

623 柿崎　和朗 カキザキ　カズオ 35～44歳 山形県

624 嘉藤　常生 カトウ　ツネキ 35～44歳 神奈川県

625 松原　弘和 マツバラ　ヒロカズ 35～44歳 神奈川県

626 横塚　紀博 ヨコツカ　トシヒロ 35～44歳 東京都

627 遠藤　尚 エンドウ　ショウ 35～44歳 千葉県

628 渡辺　知彦 ワタナベ　トモヒコ 35～44歳 東京都

629 米沢　哲也 ヨネザワ　テツヤ 35～44歳 千葉県

630 葛西　貴志 カサイ　タカシ 45～54歳 千葉県

631 服部　敬一 ハットリ　ケイイチ 45～54歳 東京都

632 浅川　秀之 アサカワ　ヒデユキ 45～54歳 神奈川県

633 櫻庭　明 サクラバ　アキラ 45～54歳 東京都

634 内藤　賢二 ナイトウ　ケンジ 45～54歳 京都府

635 行弘　信仁 ユクヒロ　ノブヒト 45～54歳 神奈川県

636 前原　直輝 マエハラ　ナオキ 45～54歳 沖縄県

637 古谷　章 フルヤ　アキラ 45～54歳 東京都

638 佐藤　尚 サトウ　ヒサシ 45～54歳 神奈川県

639 佐藤　守 サトウ　マモル 45～54歳 東京都

640 深津　隆二 フカツ　リュウジ 45～54歳 東京都

641 矢後　等 ヤゴ　ヒトシ 45～54歳 福島県

642 牧志　倫 マキシ　ヒトシ 45～54歳 沖縄県

643 岩山　伸也 イワヤマ　シンヤ 45～54歳 東京都

644 江良　昌俊 エラ　マサトシ 45～54歳 神奈川県

645 川本　和彦 カワモト　カズヒコ 55歳〜 東京都

646 小川　淳 オガワ　アツシ 55歳〜 東京都

647 久保田　康史 クボタ　ヤスシ 55歳〜 東京都

648 大野　征士 オオノ　マサシ 55歳〜 神奈川県

649 加藤　久佳 カトウ　ヒサヨシ 55歳〜 神奈川県

650 石島　徹 イシジマ　トオル 55歳〜 神奈川県

651 椎木　茂 シイノキ　シゲル 55歳〜 神奈川県



■1.5キロ：ファミリー

ゼッケン チーム名 都道府県

701 ピカチュウ 杉山　輝樹 杉山　真樹 埼玉県

702 チーム レッディ 猪熊　陽子 猪熊　敏博 東京都

703 チーム・ウルトラ 泉　瞬 泉　京介 東京都

704 Team G 蛯原　久敬 蛯原　稜久 東京都

705 田口詠一朗 田口　雅之 田口　詠一朗 東京都

706 チーム セリナ 黒田　晃寛 黒田　清莉菜 東京都

707 謎のピーピー 伊庭　将生 伊庭　亜樹子 千葉県

708 5454 遠藤　良二 遠藤　航至 東京都

709 ＨＡＬ 竹内　暖 竹内　美樹 神奈川県

710 HAYATA 青笹　剛士 青笹　隼大 東京都

711 Kengo 小山　毅 小山　賢悟 東京都

712 のぞみファイト 神谷　一興 神谷　志 東京都

713 ツインズ 小笠原　世羅 小笠原　由羅 東京都

714 チーム野中① 野中　泰仁 野中　晴登 東京都

715 チーム野中② 野中　弥香子 野中　優月 東京都

716 佐藤家 佐藤　淳二 佐藤　誠悟 千葉県

717 Noiri 野入　千絵 野入　笑奈 埼玉県

吉中　弘明 吉中　眞穂
吉中　眞弘
菊田　正明 菊田　香織
菊田　葵

米田　義成 米田　ルミ
米田　夏菜子
喜久　尚子 喜久　譲
喜久　雄斗
杉山　真美 杉山　春樹
喜久　領太
大隈　一輝 大隈　一颯
大隈　琉生
上田　幸栄 上田　孝
上田　芽生
大館　博昌 大館　東子
大館　恵介
尾崎　愛美 尾崎　浩一
尾崎　ノア
吉住　美玲 吉住　美咲
吉住　幸延
益尾　隆彦 益尾　晴
益尾　祐志

四十物　大輔 四十物　良真
四十物　和真
満屋　隆司 満屋　芽生
満屋　桃杏
泉　祐介 泉　洋輝
泉　直子

寺田　ちさと 寺田　悠月
寺田　美央莉
小野　由香里 小野　莉里亜
小野　龍正
阿部　勝子 阿部　龍心
阿部　南夏

718 チームまひろ 東京都

722 ソルガレオ 埼玉県

723

赤門 東京都

725 ランランラン 埼玉県

720 カモミールA 長野県

　メンバー

733 TEAM小野 千葉県

721 イーブイ 埼玉県

734 TEAM阿部 千葉県

719 きくた 東京都

724

まくおお 東京都

726 オザキ 東京都

727 チーム ヨシズミ 東京都

728 フグタ家 東京都

732 TE3 東京都

729 良真と和真と大輔 千葉県

730 みつやFC 東京都

731 チームひろくん 東京都



■３キロ：ペア

ゼッケン チーム名 都道府県

801 コマガール 村井　いずみ 稲井田　裕加子 神奈川県

802 チーム高野家 高野　哲 高野　悠翔 茨城県

803 クニイシ 石塚　真紀 國谷　美佐子 東京都

804 おちょ 遠藤　勇祐 原田　莉江 東京都

805 セブチ 昼間　伶菜 昼間　煌太 千葉県

806 ジュニア 宇佐美　諭志 宇佐美　賢志 東京都

807 チーム三木 三木　武志 三木　愛子 東京都

808 ゆるかっぱラン部 麦谷　信行 麦谷　柚衣 東京都

809 ひまわり 大原　万由子 伊藤　瑞穂 東京都

810 TEAM DREAM 関根　麻奈美 関根　友夢 東京都

811 親不知 渡邉　明香 長藤　健太 東京都

812 コソルベンシー 星　麻優 田畑　友脩 東京都

813 KOTA 荻窪　防仁 荻窪　虎太郎 東京都

814 微美 土屋　麻由美 稲葉　香代子 東京都

815 チョー気持ちいい 添野　義光 添野　まり子 埼玉県

816 チャコ&マッキー 中島　麻貴恵 菅野　尚子 千葉県

■３キロ：女子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

901 根本　うみな ネモト　ウミナ 6～12歳 千葉県

902 根本　はるな ネモト　ハルナ 6～12歳 千葉県

903 田中　美和子 タナカ　ミワコ 35歳〜 東京都

904 芹澤　梢 セリザワ　コズエ 35歳〜 神奈川県

905 鈴木　智子 スズキ　トモコ 35歳〜 茨城県

906 明貝　路子 ミョウカイ　ミチコ 35歳〜 静岡県

907 津田　里美 ツダ　サトミ 35歳〜 東京都

908 由川　京子 ヨシカワ　キョウコ 35歳〜 東京都

909 藤原　由美 フジワラ　ユミ 35歳〜 東京都

910 吉津　圭子 ヨシヅ　ケイコ 35歳〜 東京都

■３キロ：男子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

1001 梶浦　裕太 カジウラ　ユウタ 6～12歳 東京都

1002 由川　晃 ヨシカワ　アキラ 6～12歳 東京都

1003 由川　真友里 ヨシカワ　マユリ 6～12歳 東京都

1004 飯塚　史徒 イイヅカ　フミト 6～12歳 東京都

1005 史　姚熹 シ　ヨウキ 6～12歳 東京都

1006 田中　廉士郎 タナカ　レンシロウ 6～12歳 東京都

1007 中津川　修真 ナカツガワ　シュウマ 6～12歳 千葉県

1008 増永　涼大 マスナガ　リョウタ 13～24歳 神奈川県

1009 飯野　恭平 イイノ　キョウヘイ 13～24歳 神奈川県

1010 田村　龍介 タムラ　リョウスケ 13～24歳 神奈川県

1011 小笠原　凌 オガサワラ　リョウ 13～24歳 東京都

1012 中村　海渡 ナカムラ　カイト 13～24歳 東京都

1013 日比野　崇 ヒビノ　シュウ 13～24歳 茨城県

1014 川上　諒 カワカミ　リョウ 13～24歳 神奈川県

1015 篠塚　鴻一郎 シノヅカ　コウイチロウ 25歳〜 神奈川県

1016 宮澤　博文 ミヤザワ　ヒロフミ 25歳〜 埼玉県

1017 中嶋　拓哉 ナカシマ　タクヤ 25歳〜 東京都

1018 角田　勝明 スミダ　カツアキ 25歳〜 千葉県

1019 菅原　淳 スガワラ　アツシ 25歳〜 千葉県

1020 由川　秀明 ヨシカワ　ヒデアキ 25歳〜 東京都

1021 浅水　明彦 アサミズ　アキヒコ 25歳〜 埼玉県

1022 石渡　正美 イシワタリ　マサミ 25歳〜 東京都

　メンバー



■５キロ：ペア

ゼッケン チーム名 都道府県

1101 コマガール 山口　美和 有野　眞理 東京都

1102 コマガール 大塚　弘子 松嶋　美佐 神奈川県

1103 コマガール 河井　朋子 伊藤　晴子 東京都

1104 ＴｅａＴｅａ兄弟 中島　佑季 新井　裕衣 東京都

1105 スターランナーズ 和知　久美子 山本　喜寛 埼玉県

1106 みーちゃん 武田　浩之 武田　美穂 東京都

1107 Ｉｔｏｓ 伊藤　真代 伊藤　克久 東京都

1108 明日はスカイダイビングする 猪岐　咲文 古屋　智恵里 東京都

1109 Ｋｅｉｔｏ 竹内　まさゆき 竹内　景才 神奈川県

1110 かみやんぐ 神谷　裕子 神谷　風奈 東京都

1111 猫 木村　あき 木村　徹 東京都

1112 Mr.and Mrs. Ishikawa 石川　リサ 石川圭悟 東京都

1113 チームベリー @_@ 渡辺　郷 渡辺　聡子 東京都

1114 Dogiragon 大木　順子 埼玉県

1115 ＲｕｎＪｏｙ４６ 首藤　庸造 首藤　弘子 東京都

■５キロ：女子
ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

1201 坂内　花恋 バンナイ　カレン 34歳〜 愛媛県

1202 小林　花香 コバヤシ　ハナカ 34歳〜 神奈川県

1203 西岡　美怜 ニシオカ　ミサト 34歳〜 東京都

1204 冨宇加　秋音 トミウカ　アキネ 34歳〜 千葉県

1205 平岩　佳恵 ヒライワ　ヨシエ 34歳〜 埼玉県

1206 丸山　悠香 マルヤマ　ユカ 34歳〜 東京都

1207 中塚　智子 ナカツカ　トモコ 34歳〜 千葉県

1208 片倉　亜紀恵 カタクラ　アキエ 35～44歳 神奈川県

1209 冨永　結衣子 トミナガ　ユイコ 35～44歳 神奈川県

1210 中尾　香代子 ナカオ　カヨコ 35～44歳 千葉県

1211 水沼　亜樹 ミズヌマ　アキ 35～44歳 東京都

1212 永野　はるみ ナガノ　ハルミ 35～44歳 東京都

1213 中津川　夏織 ナカツガワ　カオリ 35～44歳 千葉県

1214 丸山　美穂 マルヤマ　ミホ 35～44歳 東京都

1215 宮田　由紀奈 ミヤタ　ユキナ 35～44歳 東京都

1216 島田　恵 シマダ　メグミ 35～44歳 東京都

1217 及川　留美 オイカワ　ルミ 35～44歳 千葉県

1218 坂内　智津子 バンナイ　チヅコ 35～44歳 神奈川県

1219 吉田　美智子 ヨシダ　ミチコ 35～44歳 千葉県

1220 境　由理香 サカイ　ユリカ 35～44歳 埼玉県

1221 米倉　いずみ ヨネクラ　イズミ 45～54歳 東京都

1222 広瀬　真紀 ヒロセ　マキ 45～54歳 東京都

1223 岡田　美和 オカダ　ミワ 45～54歳 東京都

1224 松川　直恵 マツカワ　ナオエ 45～54歳 東京都

1225 脇田　薫 ワキタ　カオル 45～54歳 神奈川県

1226 綾辺　美和子 アヤベ　ミワコ 45～54歳 神奈川県

1227 石塚　美恵 イシヅカ　ミエ 45～54歳 東京都

1228 青池　亜也 アオイケ　アヤ 45～54歳 神奈川県

1229 佐藤　由貴 サトウ　ユキ 45～54歳 東京都

1230 鈴垣　幸子 スズガキ　ユキコ 45～54歳 埼玉県

1231 麦谷　章子 ムギタニ　アキコ 45～54歳 東京都

1232 十倉　美弥 トクラ　ミヤ 45～54歳 東京都

1233 武山　恵美 タケヤマ　エミ 45～54歳 東京都

1234 井田　浩美 イダ　ヒロミ 45～54歳 千葉県

1235 佐藤　直美 サトウ　ナオミ 45～54歳 神奈川県

　メンバー



1236 川名　智子 カワナ　トモコ 45～54歳 千葉県

1237 佐藤　昌代 サトウ　マサヨ 55歳〜 千葉県

1238 三井　みゆき ミツイ　ミユキ 55歳〜 東京都

1239 外西　滝美 ホカニシ　タキミ 55歳〜 埼玉県

1240 小山　明子 コヤマ　アキコ 55歳〜 神奈川県

1241 三浦　美智子 ミウラ　ミチコ 55歳〜 千葉県

1242 大瀬　節子 オオセ　セツコ 55歳〜 東京都

■５キロ：男子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

1301 坂内　快成 バンナイ　カイセイ ～34歳 神奈川県

1302 福留　大史 フクドメ　ダイシ ～34歳 東京都

1303 野村　奨平 ノムラ　ショウヘイ ～34歳 千葉県

1304 上野　昂希 ウエノ　コウキ ～34歳 千葉県

1305 丸山　倫明 マルヤマ　ミチアキ ～34歳 埼玉県

1306 渡辺　拓也 ワタナベ　タクヤ ～34歳 埼玉県

1307 鈴木　大樹 スズキ　ヒロキ ～34歳 神奈川県

1308 福本　竜太 フクモト　リュウタ ～34歳 東京都

1309 和泉田　祐亮 イズミダ　ユウスケ ～34歳 東京都

1310 杉野　徳政 スギノ　ノリマサ ～34歳 東京都

1311 渕上　直樹 フチカミ　ナオキ ～34歳 東京都

1312 鈴木　桃太郎 スズキ　モモタロウ 35～44歳 東京都

1313 鈴木　裕也 スズキ　ユウヤ 35～44歳 埼玉県

1314 田中　清人 タナカ　キヨト 35～44歳 千葉県

1315 小澤　洋三 オザワ　ヨウゾウ 35～44歳 東京都

1316 西岡　潤 ニシオカ　ジュン 35～44歳 東京都

1317 土肥　勝 ドヒ　マサル 35～44歳 千葉県

1318 中津川　雄二 ナカツガワ　ユウジ 35～44歳 千葉県

1319 小松　功 コマツ　イサオ 35～44歳 埼玉県

1320 山田　親義 ヤマダ　チカヨシ 35～44歳 東京都

1321 飯山　良之 イイヤマ　ヨシユキ 35～44歳 東京都

1322 齋藤　文夫 サイトウ　フミオ 45～54歳 東京都

1323 木下　義貴 キノシタ　ヨシタカ 45～54歳 東京都

1324 柴田　康弘 シバタ　ヤスヒロ 45～54歳 埼玉県

1325 竹ノ内　和政 タケノウチ　カズマサ 45～54歳 神奈川県

1326 宗像　健太 ムナカタ　ケンタ 45～54歳 埼玉県

1327 上田　宏則 ウエダ　ヒロノリ 45～54歳 神奈川県

1328 高橋　史樹 タカハシ　フミキ 45～54歳 東京都

1329 鈴木　猛 スズキ　タケシ 45～54歳 東京都

1330 大森　武 オオモリ　タケシ 45～54歳 東京都

1331 秋吉　利彰 アキヨシ　トシアキ 45～54歳 千葉県

1332 猪熊　敏博 イノクマ　トシヒロ 55歳〜 東京都

1333 豊田　憲二 トヨダ　ケンジ 55歳〜 神奈川県

1334 榎本　衛 エノモト　マモル 55歳〜 東京都

1335 織裳　敏夫 オリモ　トシオ 55歳〜 神奈川県

1336 伴　弘道 バン　ヒロミチ 55歳〜 東京都

1337 内野　昌栄 ウチノ　マサヨシ 55歳〜 埼玉県

1338 塚越　裕 ツカコシ　ユタカ 55歳〜 千葉県

1339 伊藤　史郎 イトウ　シロウ 55歳〜 埼玉県

1340 津田　昌利 ツダ　マサトシ 55歳〜 神奈川県



■１０キロ：ペア

ゼッケン チーム名 都道府県

1401 チームさくら 桜橋　修司 桜橋　ますみ 東京都

1402 Ｙｕｌｉｃｃａ 萩原　里香 土屋　裕一郎 東京都

1403 リョウとユキ 市川　了次 竹内　裕貴子 神奈川県

1404 チーム　ポメ 川口　隼 川口　広美 東京都

1405 大嶋運送 大嶋　真理子 大嶋　茂樹 千葉県

1406 チーム鵠沼 会津　直樹 藤田　真梨奈 神奈川県

1407 いそべやき 西田　萌美 磯部　雄基 千葉県

1408 アールエムハイフンアールエフ 星　誠 桑原　真理 東京都

1409 あざらしくま 加田　譲 鈴木　快香 神奈川県

1410 ＴＡＮＡＫＡ 田中　詩織 田中　俊介 東京都

1411 たくみわっちょ 矢崎　美和 西巻　卓哉 東京都

1412 さくさくパンダ 名嘉眞　拓也 岡本　亜彩美 埼玉県

1413 チームレオ 長澤　恵美子 渡邉　嘉久 千葉県

1414 ゆいＰと愉快な仲間たち 松本　秀樹 松本　唯 東京都

1415 ＴＩＳＳＹ 田代　悠介 石井　俊 東京都

1416 川飲み 高木　知美 勝野　葵 東京都

1417 おぎゃ 大山　幸恵 松下　冴子 埼玉県

1418 POSO 山本　信人 チャンドラ　エリザベス 東京都

1419 オクラバード 市村　萌捺美 谷脇　由将 千葉県

1420 加藤＆阿部ペア 加藤　竜也 持田　朋子 東京都

1421 ゲロリン 五島　隆允 阿部　文香 神奈川県

1422 齋藤＆関ペア 齋藤　千恵 関　厚美 新潟県

■１０キロ：女子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

1501 根本　わかな ネモト　ワカナ ～24歳 千葉県

1502 小松　珠寿 コマツ　スズ ～24歳 東京都

1503 YAO　JINYI ヨウ　キンギ ～24歳 東京都

1504 浅水　千歩 アサミズ　チホ ～24歳 埼玉県

1505 名嘉眞　礼 ナカマ　アヤ ～24歳 埼玉県

1506 志賀　みずき シガ　ミズキ ～24歳 東京都

1507 大岳　菜月 オオタケ　ナツキ ～24歳 神奈川県

1508 片山　真由美 カタヤマ　マユミ ～24歳 神奈川県

1509 酒井　萌子 サカイ　モエコ ～24歳 埼玉県

1510 首藤　はるひ シュドウ　ハルヒ ～24歳 埼玉県

1511 小島　冴生 コジマ　サエミ 25～34歳 栃木県

1512 中村　美月 ナカムラ　ミヅキ 25～34歳 東京都

1513 宮野　友里 ミヤノ　ユリ 25～34歳 埼玉県

1514 石川　かほり イシカワ　カホリ 25～34歳 東京都

1515 佐藤　有紀 サトウ　ユキ 25～34歳 神奈川県

1516 中島　麻貴恵 ナカジマ　マキエ 25～34歳 千葉県

1517 永井　夏美 ナガイ　ナツミ 25～34歳 東京都

1518 三浦　友理恵 ミウラ　ユリエ 25～34歳 東京都

1519 斎藤　陽香 サイトウ　ハルカ 25～34歳 神奈川県

　メンバー



1520 中山　陽子 ナカヤマ　ヨウコ 35～44歳 東京都

1521 宮田　和子 ミヤタ　カズコ 35～44歳 静岡県

1522 千葉　綾 チバ　アヤ 35～44歳 埼玉県

1523 今泉　裕子 イマイズミ　ユウコ 35～44歳 東京都

1524 青柳　景子 アオヤギ　ケイコ 35～44歳 東京都

1525 橋本　桂 ハシモト　カツラ 35～44歳 東京都

1526 東條　由佳子 トウジョウ　ユカコ 35～44歳 東京都

1527 酒井　永恵 サカイ　ヒサエ 35～44歳 東京都

1528 石垣　直美 イシガキ　ナオミ 35～44歳 東京都

1529 百瀬　亜澄 モモセ　アズミ 35～44歳 富山県

1530 榎本　まどか エノモト　マドカ 35～44歳 埼玉県

1531 平山　正誉 ヒラヤマ　マサヨ 35～44歳 千葉県

1532 大川　理香 オオカワ　リカ 35～44歳 神奈川県

1533 栗原　由美子 クリハラ　ユミコ 35～44歳 神奈川県

1534 馬場　明希 ババ　アキ 35～44歳 神奈川県

1535 兼松　幸枝 カネマツ　サチエ 35～44歳 東京都

1536 大熊　清江 オオクマ　キヨエ 35～44歳 埼玉県

1537 左東　摩子 サトウ　マコ 35～44歳 千葉県

1538 荒木　美奈子 アラキ　ミナコ 35～44歳 神奈川県

1539 松原　裕美 マツバラ　ヒロミ 35～44歳 千葉県

1540 和泉　由美 イズミ　ユミ 45歳〜 東京都

1541 石川　彩子 イシカワ　アヤコ 45歳〜 埼玉県

1542 鷹取　智子 タカトリ　トモコ 45歳〜 東京都

1543 永田　朝子 ナガタ　アサコ 45歳〜 神奈川県

1544 森　千香子 モリ　チカコ 45歳〜 東京都

1545 白石　恵理 シライシ　エリ 45歳〜 東京都

1546 野村　尚子 ノムラ　ショウコ 45歳〜 神奈川県

1547 本村　三枝子 モトムラ　ミエコ 45歳〜 神奈川県

1548 浅水　直美 アサミズ　ナオミ 45歳〜 埼玉県

1549 片岡　泰子 カタオカ　ヤスコ 45歳〜 秋田県

1550 酒井　美穂 サカイ　ミホ 45歳〜 埼玉県

1551 石井　美絵 イシイ　ヨシエ 45歳〜 東京都

1552 片桐　祐貴子 カタギリ　ユキコ 45歳〜 神奈川県



■１０キロ：男子

ゼッケン 氏　　名 フリガナ カテゴリー 都道府県

1601 加藤　友滋 カトウ　ユウジ ～24歳 東京都

1602 小野寺　直人 オノデラ　ナオト ～24歳 千葉県

1603 島田　和明 シマダ　カズアキ ～24歳 東京都

1604 遠藤　恵祐 エンドウ　エイスケ ～24歳 神奈川県

1605 加藤　祐作 カトウ　ユウサク ～24歳 東京都

1606 田中　健博 タナカ　タケヒロ 25～34歳 東京都

1607 佐藤　勝弘 サトウ　カツヒロ 25～34歳 東京都

1608 頼富　亮典 ヨリトミ　リョウスケ 25～34歳 東京都

1609 水越　孝幸 ミズコシ　タカユキ 25～34歳 北海道

1610 佐原　圭一 サハラ　ケイイチ 25～34歳 東京都

1611 齋藤　穂高 サイトウ　ホダカ 25～34歳 千葉県

1612 中山　雄斗 ナカヤマ　ユウト 25～34歳 東京都

1613 小原　知毅 オハラ　トモキ 25～34歳 埼玉県

1614 入江　翔太 イリエ　ショウタ 25～34歳 神奈川県

1615 久野　晋一郎 ヒサノ　シンイチロウ 25～34歳 東京都

1616 木皿　祐太 キサラ　ユウタ 25～34歳 神奈川県

1617 シメケル　ヘンリック シメケル　ヘンリック 25～34歳 東京都

1618 エリソン　アンドリュー エリソン　アンドリュー 25～34歳 茨城県

1619 横山　英一 ヨコヤマ　エイイチ 25～34歳 神奈川県

1620 神谷　聡 カミヤ　サトシ 25～34歳 東京都

1621 野尻　宇宙 ノジリ　ウチュウ 25～34歳 埼玉県

1622 山本　貴博 ヤマモト　タカヒロ 25～34歳 東京都

1623 永井　陽一 ナガイ　ヨウイチ 25～34歳 東京都

1624 清田　健嗣 キヨタ　タケシ 25～34歳 東京都

1625 岩水　達矢 イワミズ　タツヤ 25～34歳 神奈川県

1626 三上　匡史 ミカミ　マサシ 25～34歳 東京都

1627 井坂　寛史 イサカ　ヒロシ 35～44歳 神奈川県

1628 坂本　翔 サカモト　ショウ 35～44歳 東京都

1629 佐藤　博紀 サトウ　ヒロノリ 35～44歳 千葉県

1630 永井　雅樹 ナガイ　マサキ 35～44歳 東京都

1631 鎗谷　賢三 ヤリタニ　ケンゾウ 35～44歳 神奈川県

1632 徳永　宏之 トクナガ　ヒロユキ 35～44歳 神奈川県

1633 佐々木　啓二 ササキ　ケイジ 35～44歳 愛知県

1634 大宮　広樹 オオミヤ　ヒロキ 35～44歳 神奈川県

1635 徳永　浩亮 トクナガ　ヒロアキ 35～44歳 東京都

1636 田中　真吾 タナカ　シンゴ 35～44歳 東京都

1637 小島　宏陽 コジマ　ヒロハル 35～44歳 栃木県

1638 増田　賢一 マスダ　ケンイチ 35～44歳 埼玉県

1639 和田　祐児 ワダ　ユウジ 35～44歳 千葉県

1640 近藤　和彦 コンドウ　カズヒコ 35～44歳 千葉県

1641 本庄　良章 ホンジョウ　ヨシアキ 35～44歳 東京都

1642 陣野　大輔 ジンノ　ダイスケ 35～44歳 東京都

1643 中山　享一 ナカヤマ　キョウイチ 35～44歳 東京都

1644 小西　雅人 コニシ　マサヒト 35～44歳 埼玉県

1645 深沢　信哉 フカザワ　シンヤ 35～44歳 東京都

1646 杉本　亮 スギモト　リョウ 35～44歳 静岡県

1647 椎野　啓太郎 シイノ　ケイタロウ 35～44歳 神奈川県

1648 松本　精一 マツモト　アキカズ 35～44歳 東京都

1649 小林　豊 コバヤシ　ユタカ 35～44歳 東京都

1650 高橋　淳 タカハシ　キヨシ 35～44歳 東京都



1651 土屋　裕一郎 ツチヤ　ユウイチロウ 35～44歳 東京都

1652 原田　一朗 ハラダ　イチロウ 35～44歳 神奈川県

1653 和田　高明 ワダ　タカアキ 45～54歳 神奈川県

1654 中岡　秀二 ナカオカ　シュウジ 45～54歳 茨城県

1655 辻　隆之 ツジ　タカユキ 45～54歳 東京都

1656 古河　亜紀 フルカワ　アキ 45～54歳 東京都

1657 定光　裕樹 サダミツ　ユウキ 45～54歳 東京都

1658 古河　康史 フルカワ　ヤスシ 45～54歳 東京都

1659 中坂　明弘 ナカサカ　アキヒロ 45～54歳 兵庫県

1660 冨士寿　寿治 フジハラ　トシハル 45～54歳 埼玉県

1661 原　弘 ハラ　ヒロシ 45～54歳 栃木県

1662 松本　亘弘 マツモト　ノブヒロ 45～54歳 東京都

1663 村田　智太郎 ムラタ　トモタロウ 45～54歳 神奈川県

1664 杉本　真人 スギモト　マサト 45～54歳 千葉県

1665 三木　武志 ミキ　タケシ 55歳〜 東京都

1666 藤田　富美雄 フジタ　トミオ 55歳〜 東京都

1667 藤巻　輝之 フジマキ　テルユキ 55歳〜 山梨県

1668 森村　健太郎 モリムラ　ケンタロウ 55歳〜 東京都

1669 水野　善公 ミズノ　ヨシキミ 55歳〜 東京都

1670 鯉住　彰人 コイズミ　アキト 55歳〜 千葉県

1671 松川　雅一 マツカワ　マサカズ 55歳〜 千葉県

1672 加藤　享子 カトウ　キョウコ 55歳〜 東京都

1673 森　有樹秀 モリ　ユキヒデ 55歳〜 千葉県

1674 押見　敏哉 オシミ　トシヤ 55歳〜 千葉県

1675 宮崎　亮智 ミヤザキ　アキトシ 55歳〜 神奈川県

1676 高橋　信行 タカハシ　ノブユキ 55歳〜 東京都

1677 水野　好信 ミズノ　ヨシノブ 55歳〜 東京都

1678 蓑輪　治 ミノワ　オサム 55歳〜 千葉県

1679 中田　千敏 ナカダ　チトシ 55歳〜 静岡県


