
参加者名簿
M4005 天野 寛之 群馬県 オギハラ陸上部

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 M4006 雨宮 賢一 石川県
M0001 会田 雪子 神奈川県 チーム１００マイル M4007 安納 信博 茨城県 千代田走友会
M0002 浅原 かおり 静岡県 M4008 池上 裕倫 高知県 Ｑランナーズ
M0003 内山 みちこ 静岡県 M4009 池田 秀次 神奈川県 未来の瞳
M0004 八橋 三貴子 神奈川県 鎌倉ガチ錬隊 M4010 池田 征寛 富山県 ゴールドウイン
M0005 山本 定子 神奈川県 M4011 石川 憲一 東京都 ＭＹ ＳＴＡＲ

M4012 稲永 雄介 東京都 ＳＤＩＮＧ
M4013 今崎 治男 東京都 ＫＭＣ

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 M4014 岩立 幸一 埼玉県 チーム凰
M1001 大庭 知子 東京都 霞ケ丘ＡＣ M4015 上杉 敏之 静岡県
M1002 片桐 久美 長野県 野沢温泉村社協 M4016 上原 央 静岡県 ＲＯＵＮＤ５
M1003 木村 泰子 東京都 タリルノ会 M4017 碓井 直樹 愛知県 京都マイラーズ
M1004 小峰 邦子 東京都 M4018 碓井 保邦 東京都 viva la vida
M1005 中本 逸恵 兵庫県 M4019 内田 憲匡 東京都 ＴＥＡＭ １００ ＭＩＬＥ

M4020 海野 裕介 静岡県 ＲＯＵＮＤ５
M4021 江川 孝宏 栃木県 塩野室ＲＣ

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 M4022 江畑 宏洋 福岡県 脊振縦走向上委員会
M2001 青木 光洋 山梨県 ホカオネオネ M4023 大澤 元成 千葉県 ＣＲＣ
M2002 赤松 亮 大阪府 ひゃっほい太郎 M4024 太田 周宏 東京都
M2003 足立 滋 島根県 ＫＴＣ M4025 大谷 英樹 埼玉県
M2004 阿部 真也 神奈川県 厚木大学 M4026 岡田 敦司 埼玉県 鴻巣楽しく走る会
M2005 荒舩 義誉 東京都 チーム１００Ｍ M4027 小川 久男 千葉県
M2006 石尾 和貴 富山県 M4028 小河原 成哲 神奈川県
M2007 石川 秀倫 東京都 日生研冒険部 M4029 小楠 武也 福岡県
M2008 石坂 智行 東京都 M4030 小野 幸輝 愛知県
M2009 石崎 智己 神奈川県 さがみはらクロカン部 M4031 垣内 康介 岐阜県 ＫＡＳＨＩＷＡ
M2010 石曽根 崇浩 神奈川県 M4032 柿間 努 神奈川県
M2011 一堂 啓介 東京都 雲水 M4033 加藤 君典 新潟県 角田山柿ガール柿ボーイ
M2012 岩崎 広行 神奈川県 M4034 門田 元 東京都 ＢＯＮＴＲＡＩＬ
M2013 海老原 竜太 東京都 M4035 河畑 和宏 大阪府 堺オートサービス
M2014 及川 耕太郎 北海道 北海道ＴＲＣ M4036 神戸 錬一郎 東京都 ＶＦＦ
M2015 大友 類 東京都 練馬乃風 M4037 工藤 宗光 青森県 つがわさん
M2016 大西 将人 兵庫県 M4038 國富 徳英 愛媛県
M2017 大山 良樹 千葉県 M4039 蔵品 誠 東京都 清水建設
M2018 金井 ハルヒト 東京都 多摩桜の丘学園 M4040 小池 征宏 神奈川県 ウルトラゾンビ
M2019 川野 貴司 東京都 ウルトラボーズ M4041 越田 嘉尚 石川県
M2020 木戸 謙介 神奈川県 ＮＯ ＧＯＡＬ ＮＯ ＨＯＭＥ M4042 木場 広和 群馬県 松井田山岳会
M2021 黒川 裕規 東京都 トレイル鳥羽ちゃん M4043 近内 京太 東京都 丸の内総合法律事務所
M2022 小池 宏明 福島県 ふくしまＴＲＣ M4044 坂田 満 東京都 man3DALs
M2023 石澤 毅士 埼玉県 ウルプロ M4045 櫻井 宏一 東京都
M2024 小林 鉄也 福井県 アッパーズ福井 M4046 櫻井 洋一郎 神奈川県 トレイル鳥羽／厚木大学
M2025 斉藤 健太 茨城県 筑波雲稜会 M4047 佐々木 朋幸 群馬県 ＭＹＳＴＡＲ
M2026 齋藤 高志 東京都 とりごぼう M4048 佐藤 謙介 神奈川県 岩本町ＴＲＣ
M2027 阪本 修平 京都府 京都マイラーズ M4049 佐藤 祐介 東京都 岩本町ＴＲＣ
M2028 佐藤 哲久 神奈川県 草魂 M4050 佐原 啓仁 千葉県 日本教育新聞社
M2029 佐藤 朋広 東京都 M4051 鮫田 康明 埼玉県
M2030 澤 道人 東京都 ｄｆｔｒ M4052 猿橋 具和 神奈川県 海洋研究開発機構
M2031 島崎 昌敏 北海道 作．ＡＣ札幌 M4053 重原 政幸 東京都 東京電力
M2032 菅原 充 神奈川県 木曜日もくもく階段練 M4054 宍戸 慶太 岐阜県 飛騨猟友会
M2033 関口 力雄 新潟県 ＤＡＩＧＯ！！＊ＲＵＮＢＡＫＡ M4055 清水 貢 東京都
M2034 千保 翼 群馬県 前橋トレラン部 M4056 社家間 太郎 静岡県 ＲＯＵＮＤ５
M2035 高野 善明 東京都 M4057 庄司 周平 神奈川県
M2036 高橋 淳平 東京都 ｄｆｔｒ M4058 白子 涼介 茨城県
M2037 千葉 信也 神奈川県 チームＨ M4059 菅原 渉 神奈川県 ＷＭＴ
M2038 塚田 晃二 長野県 信州トレマン M4060 鈴木 顕仁 千葉県 小鳥キッス
M2039 津川 永士 東京都 M4061 鈴木 淳二 神奈川県 厚木大学ＴＲＣ
M2040 津島 浩平 東京都 M4062 清野 宏之 東京都
M2041 戸田 良樹 福島県 ふくしまＴＲＣ M4063 瀬尾 崇 茨城県
M2042 鳥居 大輔 東京都 三丁目の鳥居家 M4064 関 秀一 埼玉県
M2043 長栄 潔 東京都 Monster M4065 高石 淳 宮城県 七時雨ＴＲＣ
M2044 中島 木延 長野県 はしるひと M4066 高岸 史朗 福井県 ラニイ福井貨物
M2045 中村 敏久 神奈川県 なかむら整骨院 M4067 高田 全希 栃木県
M2046 仁科 昌憲 東京都 すぽるちば M4068 高橋 博之 神奈川県 ウルトラゾンビ
M2047 野坂 伸吾 千葉県 空挺団特大２中 M4069 竹中 祐三 東京都 Ｇコ山
M2048 長谷川 慎一 埼玉県 ＪＳＡ M4070 田代 浩志 千葉県 ランニコ部
M2049 波多野 和儀 東京都 バルテック M4071 館野 久之 神奈川県 内田治療院ＡＣ
M2050 馬場 保孝 東京都 ストライドラボ M4072 玉岡 亮一 東京都
M2051 林 健太郎 群馬県 上州アスリート M4073 田村 展也 東京都 こわれもの
M2052 林 宏行 新潟県 ＦＴＲＣ M4074 千田 誠 東京都 RUN OR DIE
M2053 原 健太 埼玉県 ちーむこはる M4075 寺尾 修 静岡県 見次クラブ
M2054 原田 丈継 京都府 M4076 土井 啓二 東京都 チーム１００Ｍ
M2055 平賀 義隆 神奈川県 M4077 永井 宗太 大阪府 むらいち商店
M2056 福井 翔 神奈川県 LDA-RC M4078 中川 望 神奈川県
M2057 藤中 大貴 京都府 M4079 長瀬 康一 千葉県 ⚫ＵＴＫＫ⚫
M2058 星加 博之 東京都 M4080 中台 孔一 千葉県 ＪＲＲ／／／
M2059 前田 芳樹 東京都 M4081 中村 賢次 千葉県
M2060 松本 寿幸 山梨県 M4082 中村 正宏 神奈川県 とれもち
M2061 實籾 博康 千葉県 M4083 那須野 公輔 静岡県 高草山ＲＣ
M2062 宮澤 健一 宮城県 おーろく M4084 奈良村 亮次 山梨県
M2063 椋開地 晋吾 埼玉県 ＢＳＣ M4085 根岸 洋一郎 神奈川県 フールハーディ
M2064 森下 輝宝 愛知県 共走進 M4086 野崎 昇 埼玉県 蓮
M2065 森本 和樹 東京都 ビームスとハトスズ M4087 橋野 泰明 滋賀県
M2066 矢儀 晋也 千葉県 M4088 長谷川 貴史 埼玉県 パワーアップ光の国
M2067 山上 和也 山梨県 厚木大学ＴＲＣ M4089 服部 一宏 千葉県 ポポロＡＣ
M2068 山下 仁 埼玉県 れ会 M4090 平岩 義生 東京都
M2069 山中 教聖 東京都 M4091 弼化 鄭 Republic of Korea ＯＶＤ
M2070 山本 賢太 東京都 うさかめ M4092 藤井 教之 神奈川県
M2071 山本 健文 三重県 M4093 藤池 良親 神奈川県
M2072 渡辺 俊介 埼玉県 コンフィアンサ遊走船 M4094 藤澤 敏也 神奈川県
M2073 渡辺 隆宏 埼玉県 パーゴワークス M4095 藤田 慎一郎 東京都 ゴーストランナーズ
M2074 渡辺 寿彦 岐阜県 名古屋市役所 M4096 古舘 正輝 岩手県 ＭＯＮＴＥＶＩＡ

M4097 降矢 信彦 神奈川県 京都マイラーズ
M4098 星野 克茂 東京都

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 M4099 堀江 勇気 兵庫県 山爽走
M4001 秋田 直紀 兵庫県 M4100 前田 洋 京都府 京都マイラーズ
M4002 浅見 大紀 宮城県 M4101 増田 雅之 静岡県
M4003 阿部 賢 神奈川県 M4102 松井 浩一 東京都 チーム１００マイル
M4004 阿部 二郎 東京都 M4103 松下 英樹 東京都

100mile 女子18～44歳

100mile 女子45歳以上

100mile 男子18～39歳

100mile 男子40歳代 Teamクラポリック

柴犬in the sky



M4104 松村 博史 東京都
M4105 松本 隆之 茨城県 竹園ファミリークリニック No. 氏　　名 都道府県 所　　属
M4106 馬見塚 仁 東京都 K0001 藍野 真実 神奈川県 白馬トレラン部
M4107 三井 雅貴 東京都 K0002 浅原 里美 東京都
M4108 宮沢 英樹 兵庫県 チーム山猿 K0003 臼杵 真菜 神奈川県
M4109 宮島 悟史 千葉県 所属なし K0004 榎 祥子 東京都
M4110 宮野 義則 埼玉県 森の路 K0005 大竹 淳子 神奈川県 ＭＳＰ
M4111 宮本 定治 静岡県 有玉パン K0006 奥澤 優香 埼玉県
M4112 宮本 浩 静岡県 チーム満観峰 K0007 尾関 瑞穂 神奈川県
M4113 向川 寛志 埼玉県 しむらのうしろ K0008 金子 麻有美 東京都
M4114 柳下 大 埼玉県 K0009 小坂 泰子 秋田県 ＵＴＭＴ
M4115 安増 隆 東京都 ち－１００ＯＢ K0010 齋藤 史香 東京都 きみのーず
M4116 山田 慎也 神奈川県 ふとるちば K0011 佐野 陽菜 埼玉県 Ｇｒｅｅｎｓ
M4117 山根 康之 東京都 岩本町ＴＲＣ K0012 田中 香緒莉 東京都
M4118 山野 浩嗣 千葉県 K0013 TEO WEE CHUANG シンガポール
M4119 横田 英嗣 兵庫県 新宮テニスクラブ K0014 仲平 春奈 東京都 ウルプロ
M4120 横山 英樹 神奈川県 望星薬局 K0015 野水 希美 新潟県
M4121 吉川 友樹 神奈川県 厚木大学ＴＲＣ K0016 松井 理恵 千葉県 ナイスおっさん
M4122 渡辺 彦道 岡山県 K0017 松永 朋子 東京都 チームチョキ

K0018 森田 裕香 東京都
K0019 山田 恵子 千葉県

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 K0020 湯田 満希 東京都
M5001 麻川 泰秀 群馬県 ＮＨＫ前橋放送局 K0021 吉田 希 富山県 ＷｉｎｄＲｕｎ
M5002 阿部 壮夫 東京都
M5003 飴本 義一 神奈川県
M5004 五十嵐 雅彦 東京都 No. 氏　　名 都道府県 所　　属
M5005 池内 一朗 愛知県 丹沢ＴＲ K1001 飯山 美由紀 東京都 Ｇｒｅｅｎｓ
M5006 石川 和良 東京都 ランこよ K1002 石黒 美由紀 東京都
M5007 井田 智章 神奈川県 プルデンシャル K1003 板井 麻恵 千葉県 直立真顔クラブ関東支部
M5008 梅野 道明 千葉県 袖ヶ浦かけっこ ナイスおっさん K1004 稲田 恵美子 千葉県 電力中央研究所
M5009 梅原 弘行 静岡県 １００ｃｏｍ K1005 及川 華恵 東京都
M5010 大原 秀記 静岡県 K1006 大江 秀美 東京都
M5011 小田 智之 東京都 チームケンズ K1007 大川 智恵子 神奈川県
M5012 遠田 賢吾 宮城県 K1008 大塚 由美子 千葉県
M5013 加藤 康介 神奈川県 K1009 亀卦川 俊子 千葉県 HAPPPY TRAIL
M5014 菊池 広明 埼玉県 浦和駄馬の会 K1010 岸 景子 神奈川県
M5015 木戸 耕一 埼玉県 K1011 佐々木 新子 東京都
M5016 小谷 邦彦 埼玉県 K1012 佐藤 美和子 東京都
M5017 齊藤 豪俊 東京都 沼トラ K1013 渋谷 花恵 栃木県
M5018 阪部 高史 千葉県 K1014 田中 さゆり 東京都
M5019 佐藤 剛 千葉県 こわれもの K1015 中西 めぐみ 千葉県 ２０３ＭＳＱ
M5020 設楽 篤史 山梨県 MMATT50 K1016 西木 径子 東京都
M5021 鈴木 裕二 東京都 K1017 野口 昌代 東京都
M5022 関野 智勝 千葉県 千葉パイレーツ K1018 浜 彩子 東京都
M5023 曽根 正則 神奈川県 未来会議 K1019 弘中 志保 東京都
M5024 大門 孝行 埼玉県 ラフラフＲＣ K1020 柾谷 美智子 東京都
M5025 宅間 英夫 東京都 K1021 松澤 祐子 神奈川県
M5026 中條 健次 神奈川県 ＺＢＲＣ K1022 松島 優 新潟県
M5027 坪井 伸一 神奈川県 山たのクラブ K1023 三浦 美佐子 東京都
M5028 中川 太 神奈川県 フィリップス K1024 宮寺 真美 東京都
M5029 中島 達哉 茨城県 石岡ＴＲＣ K1025 本橋 教子 埼玉県
M5030 南雲 忠彦 埼玉県 K1026 山谷 典子 千葉県 seaweed
M5031 野口 純嗣 埼玉県
M5032 畑 秀信 東京都 酒鬼老天狗
M5033 平野 仁 神奈川県 岩本町ＴＲＣ No. 氏　　名 都道府県 所　　属
M5034 渕上 義之 東京都 チームぽんた K2001 相澤 克典 東京都
M5035 古澤 法之 愛知県 チームばんどり K2002 相澤 優 宮城県
M5036 前田 充国 東京都 ｍｍｒｃ K2003 青柳 潤 新潟県
M5037 町田 吉広 東京都 ＩＴＯＩＴＥＸ K2004 浅田 理一 埼玉県 大井ランニングクラブ
M5038 松田 誠 埼玉県 チームＭＤＣ K2005 浅野 哲 東京都
M5039 松永 洋司 東京都 K2006 新井 俊哉 群馬県
M5040 三澤 覚 神奈川県 オーリンゲン K2007 荒川 浩一 神奈川県
M5041 森嵜 稔 福井県 福井鉄人会 K2008 飯島 亮 栃木県 ＯＭＴＧ
M5042 山越 一弘 神奈川県 K2009 飯田 健一 千葉県 ＳＡＫＵＲＡｔｒｃ
M5043 山本 隆二 埼玉県 裸足ＲＣ K2010 井口 遥希 千葉県 勝浦ジョギングクラブ
M5044 吉岡 義昭 千葉県 佐原高校トレラン部 K2011 石川 悟 神奈川県
M5045 吉川 玄徳 東京都 K2012 石田 寛樹 埼玉県 総務省トレラン部
M5046 吉田 祐一 神奈川県 ハイタッチ K2013 石田 裕樹 静岡県
M5047 吉本 剛 山口県 湘南ホノルルマラソン倶楽部 K2014 石本 佳久 東京都
M5048 渡辺 邦久 東京都 ポポロＡＣ K2015 伊藤 哲矢 新潟県

K2016 稲村 淳 神奈川県
K2017 上杉 隆寛 東京都 苦愛オク厶

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 K2018 植原 義久 埼玉県 ベアリスＲＣ
M6001 高木 幹生 埼玉県 チームみきお K2019 内海 順平 静岡県
M6002 真壁 広樹 新潟県 チーム松永 K2020 鵜沼 巧 群馬県
M6003 Yamagata Kunishige USA K2021 漆原 映彦 東京都
M6004 山崎 博之 神奈川県 横浜都筑ＡＣ K2022 大野 毅 神奈川県 ザ・スペース

K2023 岡田 直也 茨城県 石岡ＴＲＣ
K2024 岡田 洋平 神奈川県

No. 氏　　名 都道府県 選　　手 K2025 小野 勝太 東京都 チームハイジ
PM01 岩瀬 友香 神奈川県 中村 敏久 K2026 尾上 和起 東京都
PM02 上野 暁生 東京都 会田 雪子 K2027 梶浦 孝一郎 東京都 きみのーず
PM03 小川 るり子 埼玉県 高木 幹生 K2028 加藤 基行 埼玉県
PM04 齋藤 伸也 東京都 荒舩 義誉 K2029 金子 裕一 群馬県
PM05 酒井 星 神奈川県 田代 浩志 K2030 加畑 徹朗 神奈川県
PM06 佐藤 大輔 栃木県 川野 貴司 K2031 河合 和也 千葉県
PM07 志野木 賢 神奈川県 木戸 謙介 K2032 河北 直知 滋賀県
PM08 神野 晃光 東京都 塚田 歩 K2033 河野 剛成 栃木県 水郷山岳会
PM09 菅原 晋也 東京都 宮沢 英樹 K2034 河辺 喬 神奈川県
PM10 高永 俊幸 山梨県 奈良村 亮次 K2035 菊池 孝之 栃木県 ＮＲＣ＼羽黒ＮＩＧＨＴ
PM11 田中 良一 東京都 前田 洋 K2036 北崎 信也 大阪府
PM12 土井 啓二 東京都 松本 寿幸 K2037 北島 由陛 徳島県 ソティエ美容室
PM13 永澤 信悟 神奈川県 中村 正宏 K2038 北村 龍一 東京都 ＡＣＲＯ
PM14 中島 洋光 神奈川県 八橋 三貴子 K2039 窪田 千尋 福岡県
PM15 藤井 昌彦 神奈川県 櫻井 洋一郎 K2040 高野 岳彦 新潟県 ＴＥＣＮＩＣＡ
PM16 益邑 斉 静岡県 降矢 信彦 K2041 河野 友哉 東京都
PM17 宮本 友美 静岡県 宮本 定治 K2042 古口 英己 埼玉県 ＯＭＴＧ
PM18 武笠 翼 埼玉県 渡辺 俊介 K2043 古藤 智弥 新潟県 ＴＯＫＩＭＩＮＧＯ
PM19 村山 修 神奈川県 石川 和良 K2044 後藤 優一 埼玉県 東京ハセツネクラブ

K2045 小橋 正和 栃木県 湖南病院リハ部
K2046 小林 裕司 埼玉県

100km 女子18～44歳

100mile 男子50歳代

100km 女子45歳以上

酒/ランズ

100km 男子18～39歳

チーム100マイル
100mile 男子60歳代

100mile ペーサー



K2047 小日向 風太 新潟県 チーム朝日山 K4040 置田 宏幸 東京都
K2048 小渕 直幸 静岡県 駒沢公園ＪＣ K4041 奥瀬 敬之 千葉県
K2049 桜井 勇太 神奈川県 株式会社総栄 K4042 奥野 博士 長野県 信州トレマン
K2050 佐々木 惇 埼玉県 K4043 小高 浩靖 千葉県 ちゃんぷ練
K2051 篠田 賢之助 東京都 K4044 落合 悟 東京都
K2052 島田 勇人 新潟県 茨城ジョガーズ K4045 落合 祐一 埼玉県 ルナークスＲＣ
K2053 清水 俊樹 東京都 K4046 柿木 英典 東京都 東京トレイルランナーズ
K2054 清水 俊宏 東京都 K4047 家久来 章太 埼玉県 ＴｅａｍＣｏｂｒａ
K2055 下釜 央 愛知県 K4048 風間 哲也 東京都 黄金旅程
K2056 菅原 泰輝 岩手県 山人楽師 K4049 柏木 勝也 東京都 とべるずらか？
K2057 杉浦 貴光 兵庫県 ｍｅｌｃｏ K4050 片山 靖久 鳥取県
K2058 鈴木 俊之 神奈川県 横浜魚類 K4051 加藤 純一 埼玉県 Ｇｒｅｅｎｓ
K2059 瀬川 達也 埼玉県 ＧＲＳ K4052 金井 徹 埼玉県 帰りの足が痛い
K2060 関 祐一 東京都 K4053 金嶋 剛 埼玉県
K2061 関根 雄太 千葉県 K4054 川口 太郎 埼玉県 越生ぐるぐる
K2062 芹澤 晃 静岡県 ピースランナー K4055 河瀬 均 東京都
K2063 高橋 洋人 東京都 K4056 北沢 秀也 神奈川県 ウルプロ
K2064 瀧原 純 茨城県 土浦協同病院 K4057 木村 亮太 東京都 ＡＱＲＣ
K2065 武石 勇哉 埼玉県 アスリート農家 K4058 九鬼 克紀 愛知県
K2066 武田 力 東京都 ＨＯＣ K4059 釘宮 浩介 神奈川県
K2067 田中 晶 埼玉県 ランニコ部 K4060 黒川 裕朗 栃木県 鹿沼健康走ろう会
K2068 辻屋 翼 北海道 K4061 小杉 尊道 東京都 多摩川サブ３
K2069 徳弘 翔太 千葉県 ＷＩＮＤＲＵＮ K4062 小瀬川 正尚 岩手県 ＦＤＨ
K2070 富山 椋介 岡山県 チーム伝熱 K4063 小林 篤史 東京都
K2071 内藤 朋之 東京都 やなぎ会 K4064 小林 寛 埼玉県
K2072 中川 正博 愛知県 チームおじーちゃん K4065 齋藤 和幸 東京都
K2073 長島 知広 神奈川県 横浜市陸協 K4066 斉藤 幸則 東京都
K2074 中島 良 埼玉県 K4067 佐伯 康彦 大阪府
K2075 中埜 肇 埼玉県 東京メトロ K4068 酒井 淳也 新潟県 きのこトレラン部
K2076 中村 考英 埼玉県 越生ぐるぐる K4069 坂上 志彦 奈良県
K2077 浪岡 孝志 東京都 K4070 阪本 圭 東京都
K2078 西村 直人 東京都 ルナークスＲＣ K4071 坂本 浩一 埼玉県 苦愛オクム
K2079 野水 聡 新潟県 猫パンチング K4072 坂本 隆太 静岡県
K2080 羽賀 康昂 埼玉県 K4073 左川 倫乙 埼玉県
K2081 日夏 健介 群馬県 四万温泉柏屋旅館 K4074 佐藤 和人 神奈川県
K2082 平沢 晋太郎 埼玉県 K4075 澤口 淳 東京都
K2083 平島 敦史 東京都 K4076 篠田 俊明 東京都 システムアイトレラン部
K2084 福田 慶二郎 東京都 K4077 地引 宏和 茨城県 石岡ＴＲＣ
K2085 福田 貴仁 静岡県 K4078 清水 聡 福島県 ふくしまＴＲＣ
K2086 藤原 圭祐 大阪府 K4079 白井 純也 神奈川県
K2087 藤本 哲也 神奈川県 K4080 菅原 秀樹 東京都
K2088 坊井 洋介 千葉県 ＭｉｌｅＰｏｓｔＲａｃｉｎｇ K4081 菅谷 吉史 千葉県 ＩＮＧ＋
K2089 本間 大介 新潟県 新潟万代病院 K4082 杉浦 征人 千葉県
K2090 松井 真樹 茨城県 K4083 杉戸 崇彦 東京都 チームオコジョ
K2091 松岡 良英 神奈川県 K4084 鈴木 敦 東京都 ちーむ山猿
K2092 三上 秀和 神奈川県 チーム丸腰 K4085 鈴木 一憲 埼玉県 ＲＵＮ塾
K2093 宮崎 直人 神奈川県 K4086 鈴木 智人 東京都 智隊
K2094 村田 良介 東京都 ＲＲＴ K4087 鈴木 雅勝 千葉県
K2095 矢田 大 東京都 ＴＲＥＡＴ K4088 須藤 秀樹 神奈川県 スーハーズ
K2096 山下 由樹 神奈川県 K4089 砂川 大輔 群馬県
K2097 山田 真悟 静岡県 K4090 関谷 勝司 東京都 イオマーレ
K2098 山田 哲也 東京都 K4091 大門 教彦 埼玉県 ルナークスＲＣ
K2099 山本 健太 東京都 K4092 高木 秀和 埼玉県
K2100 山本 紳一郎 東京都 K4093 高木 賢 茨城県 チームしちりん
K2101 山本 諒馬 岡山県 チーム伝熱 K4094 高田 政治 神奈川県 ＴＲ２ＥＣ
K2102 横井 秀輔 静岡県 日本トリム浜松 K4095 高橋 宗志 埼玉県
K2103 吉田 竜矢 富山県 K4096 高橋 典孝 埼玉県
K2104 吉原 潤 栃木県 K4097 高橋 春樹 東京都
K2105 吉原 亨 栃木県 K4098 高橋 洋之 埼玉県

K4099 高橋 義和 東京都
K4100 高畑 道博 福島県 ふくしまＴＲＣ

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 K4101 滝沢 篤 静岡県
K4001 明石 謙太 東京都 K4102 宅野 聡悟 愛知県
K4002 浅井 幸也 東京都 K4103 田中 祥貴 埼玉県
K4003 浅原 伸介 兵庫県 K4104 田辺 史雄 東京都
K4004 新井 岳志 埼玉県 K4105 田村 和也 埼玉県
K4005 石井 清祥 東京都 K4106 近澤 剛士 神奈川県 ゼロベースランニングクラブ
K4006 石井 達也 愛知県 東三河山ぽ会 K4107 塚本 夏樹 埼玉県
K4007 石井 一 東京都 セブン足場 K4108 柘植 聡人 埼玉県 チームＴ
K4008 石川 誠 神奈川県 チーム鏡花水月 K4109 土屋 健一 埼玉県
K4009 石塚 勝宣 東京都 K4110 土屋 雅之 山形県
K4010 石丸 英之 大阪府 K4111 照内 義明 埼玉県
K4011 泉 邦和 埼玉県 K4112 豊川 英治 宮城県 青森ねぶた走友会
K4012 泉 祐介 東京都 K4113 虎山 一郎 東京都 岩本町ＴＲＣ
K4013 市川 智哉 東京都 K4114 ﾄﾝﾌﾟｷﾝｽ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ USA チームがみポン
K4014 市川 泰彦 福岡県 K4115 中畝 豊 埼玉県
K4015 伊藤 友英 埼玉県 チームウープス K4116 長嶋 幸吉良 茨城県
K4016 伊東 励輔 香川県 K4117 凪 真太朗 山梨県
K4017 稲垣 吉正 東京都 ソニック K4118 西村 洋一 大阪府
K4018 稲田 光弘 東京都 K4119 二宮 友博 神奈川県
K4019 今里 幸宗 東京都 K4120 橋本 一光 神奈川県 苦愛オクム
K4020 井村 貴雄 兵庫県 K4121 羽田 隼人 山梨県 マウントフジランニングクラブ
K4021 岩崎 真吾 埼玉県 K4122 服部 光次 神奈川県 ひばり湯
K4022 岩沢 勇夫 栃木県 ＭＣＣ K4123 早見 真 埼玉県
K4023 岩澤 将 埼玉県 K4124 原 直樹 神奈川県 チーム走人
K4024 岩室 健 神奈川県 森の路 K4125 原 佑一 東京都 芝郵便局
K4025 植松 厚夫 広島県 ＤＤＨ１８４ K4126 原島 憲章 東京都
K4026 碓井 鉄雄 東京都 K4127 針谷 剛 埼玉県 リスペクト
K4027 梅田 知伸 東京都 微炭酸 K4128 馬場 康弘 埼玉県
K4028 宇山 陽太 新潟県 新潟万代病院 K4129 平井 俊輔 東京都
K4029 海野 貴之 神奈川県 ＲＵＮ塾 K4130 福井 俊治 茨城県 Ｆ１ｘＲＵＮ
K4030 江田 和彦 埼玉県 ◆ＬＲＣ◆ K4131 福田 泰 新潟県 ゆ
K4031 大口 太郎 神奈川県 ＢＩＧＭＯＵＴＨ１００ K4132 藤井 克昌 埼玉県 ウルトラポーズ
K4032 大杉 勇 神奈川県 K4133 藤井 康介 東京都 ＢＢワラーチ商会
K4033 大杉 高志 滋賀県 積水京走会 K4134 藤井 義友 群馬県 上州山楽走
K4034 大武 孝安 埼玉県 チーム立ち飲み K4135 藤原 清文 東京都 島田療育センター
K4035 大塚 智久 神奈川県 K4136 藤山 勇二 神奈川県 あほ部
K4036 大坪 英司 東京都 K4137 藤原 剛 千葉県
K4037 大野 健太郎 埼玉県 K4138 古田 恵一 東京都 アダチジョガーズ
K4038 大森 整 長野県 K4139 保坂 亮 千葉県
K4039 小木曽 弘幸 東京都 日鉄住金物産 K4140 星 淳 神奈川県

100km 男子40歳代

BBワラーチ商會（OJISAN’S）
v(^O^)vがんばるー



K4141 細山 雄一 東京都 武蔵ＵＭＣ K5062 神野 浩 千葉県 ＴＢＲＣ
K4142 堀 慎太郎 兵庫県 K5063 新明 浩司 埼玉県
K4143 堀口 治彦 山梨県 チームＡＣＥ K5064 杉坂 健次 東京都 ＦｕｎＲｕｎ
K4144 牧野 克彦 東京都 K5065 鈴木 勝己 東京都 日本生命
K4145 政本 靖満 栃木県 K5066 須藤 和也 宮城県 出光
K4146 松井 慶史郎 埼玉県 アイビスＡＣ K5067 砂口 豊秀 東京都 ＳＵＢＡＲＵ
K4147 松井 豊 千葉県 ナイスおっさん K5068 関 満 埼玉県
K4148 松原 克明 埼玉県 ウルトラポーズ K5069 瀬谷 一也 東京都
K4149 松本 英敬 埼玉県 うさぎ登山部 K5070 高尾 昌明 富山県 高重記念クリニック
K4150 松谷 宏之 神奈川県 K5071 高村 俊介 埼玉県 べるっぽくらぶ
K4151 磨 健一郎 千葉県 K5072 高柳 和茂 神奈川県 ＣＲＣ
K4152 三森 靖弘 神奈川県 K5073 竹島 正道 東京都 フォーミュラ１
K4153 宮内 慶一朗 東京都 K5074 田代 智也 神奈川県 チームタスク
K4154 向山 暁彦 埼玉県 K5075 田中 敏和 愛知県
K4155 村井 健二 東京都 K5076 田中 政人 長野県
K4156 森 夏樹 千葉県 ふくろう K5077 種谷 則之 東京都
K4157 森末 茂男 埼玉県 K5078 長 一修 東京都 ＧＬＩＤＩＮＧ
K4158 森田 哲 東京都 ランボーズ K5079 辻 真顕 徳島県 ウルトラソウル
K4159 八木 淳 神奈川県 K5080 寺内 浩司 神奈川県
K4160 矢野 敦志 埼玉県 K5081 遠嶋 修二 埼玉県 日産プラザソル
K4161 籔本 嘉和 千葉県 K5082 外崎 則夫 埼玉県 ゼロベース
K4162 山口 守 東京都 K5083 豊田 幸一 埼玉県
K4163 山田 貴幸 埼玉県 きのこトレランクラブ K5084 直林 広高 埼玉県 妻
K4164 山村 泰我 東京都 K5085 中島 竜之助 東京都 バンバンクラブ
K4165 山本 要 千葉県 武志下塾 K5086 中田 肇 埼玉県
K4166 山本 敏弘 埼玉県 K5087 中野 嘉一郎 神奈川県
K4167 吉田 輝史 東京都 吉田家 K5088 中村 彰男 茨城県 玉川ランナーズ
K4168 吉田 智樹 福岡県 K5089 西脇 泰行 千葉県
K4169 吉野 昌宏 神奈川県 K5090 野木 宏 神奈川県 バンバンクラブ
K4170 吉村 雅憲 埼玉県 ５２年会 K5091 野口 高志 神奈川県 岩峯登高会
K4171 吉村 克 東京都 コロワイド K5092 萩原 隆行 埼玉県 ATS+
K4172 依岡 恭弘 東京都 大谷ランナーズ K5093 萩原 知徳 東京都 フラーレン
K4173 脇村 尚樹 奈良県 K5094 長谷川 淳一 神奈川県 神奈川走ろう会
K4174 鷲澤 雄一郎 群馬県 サクラクラスタ K5095 長谷川 彰一 京都府 なでしこ岳友会
K4175 渡辺 悟史 神奈川県 K5096 長谷川 守 神奈川県 FunTrails
K4176 渡辺 正道 埼玉県 ＣＨＩＮＩＴＡ K5097 服部 良隆 神奈川県 ｆｒｕｎクジラ
K4177 渡辺 満広 東京都 駒込公園組 K5098 花木 則幸 千葉県

K5099 羽根田 宏治 東京都 Ｏｋｏｊｏ
K5100 福原 行良 埼玉県 ＲＲＴ

No. 氏　　名 都道府県 所　　属 K5101 藤井 雅弘 埼玉県 OJISAN'S
K5001 青沼 崇生 東京都 K5102 藤田 克人 東京都
K5002 浅田 智司 神奈川県 スクワッ党 K5103 藤田 義貴 埼玉県
K5003 浅野 克也 東京都 うさカメ K5104 藤原 一清 千葉県 チーム秋の道
K5004 足利 成 高知県 ヒーローズ K5105 布間 章裕 神奈川県
K5005 阿部 元紀 東京都 K5106 星野 賢一 山梨県
K5006 有賀 平 東京都 K5107 堀口 康伸 高知県
K5007 飯野 光徳 東京都 K5108 前多 洋嗣 東京都
K5008 井口 和弥 千葉県 Ｍａｃｈａｎ K5109 前野 達人 埼玉県
K5009 池内 匡史 東京都 K5110 正光 信也 愛知県 東邦液化ガス
K5010 池田 修一 愛知県 K5111 増田 浩二 東京都 樂走組
K5011 池谷 義昭 東京都 タマウラヤマ族 K5112 松野 幸夫 埼玉県 浦和駄馬０－０
K5012 石川 勝也 埼玉県 ◆いかりん◆ K5113 水嶋 弘 千葉県
K5013 石橋 健一 千葉県 三田３２ K5114 宮崎 秀和 神奈川県 横浜ベイＲＣ
K5014 一條 太郎 東京都 まんぼう K5115 向田 真一 岐阜県 飛騨山岳会
K5015 伊藤 健治 神奈川県 ＳＶＡＣ K5116 椋田 浩之 神奈川県 ランニングデポ
K5016 伊藤 寿行 埼玉県 K5117 森田 充洋 東京都
K5017 伊藤 博聡 東京都 K5118 盛田 豊 神奈川県
K5018 稲垣 宣康 埼玉県 K5119 柳沢 磯安 茨城県 石岡ＴＲＣ
K5019 稲田 高明 東京都 若葉台体育振興会 K5120 山口 律 東京都 坂東遥守護神会
K5020 稲村 厚志 東京都 よつや苑 K5121 山崎 伸広 東京都
K5021 井上 憲一 東京都 ＭＴＲＣ K5122 山田 幸満 東京都
K5022 浮田 典昭 神奈川県 K5123 山本 直也 東京都
K5023 梅原 成郎 東京都 三井住友銀行 K5124 山本 浩之 千葉県
K5024 梅森 正信 埼玉県 K5125 湯原 史修 埼玉県 ＫＫＮＴ
K5025 遠藤 光広 静岡県 遠藤塾 K5126 吉崎 睦 宮城県 ロムブルー
K5026 大越 淳史 東京都 ｆｒｕｎ K5127 吉澤 輝章 埼玉県 いもり－ず
K5027 大高 淳 埼玉県 K5128 吉田 周平 東京都 ランニコ部
K5028 大野 博志 千葉県 ５ｍｉｎ． K5129 渡辺 弘康 神奈川県 横浜都筑ＡＣ
K5029 大橋 淳志 静岡県
K5030 岡田 恒夫 茨城県 土浦協同病院
K5031 荻原 栄司 群馬県 ＯＧＩＨＡＲＡ No. 氏名 都道府県 所　　属
K5032 奥村 昌泰 千葉県 K6001 新 健治 東京都
K5033 小原 信夫 東京都 小金井公園ＲＣ K6002 内野 英夫 神奈川県
K5034 数澤 真也 東京都 K6003 大塚 進 千葉県
K5035 片岡 計 静岡県 ＮＥＣ K6004 岡本 昭 茨城県
K5036 加藤 崇 東京都 ルナークスＲＣ K6005 小澤 晶 埼玉県 さいたま走友会
K5037 加藤 利隆 東京都 K6006 小沢 和典 神奈川県
K5038 加藤 政義 東京都 ゼロベースＲＣ K6007 小瀬 健夫 埼玉県 郵船ロジ陸上部
K5039 神木 謙 埼玉県 K6008 川村 隆夫 神奈川県
K5040 川井 真照 神奈川県 K6009 小林 勇 群馬県 美土里ＴＲＣ
K5041 川島 俊博 茨城県 小江戸大江戸ＴＷ K6010 佐々木 秀一 神奈川県 チームマグナム
K5042 岸川 忠男 神奈川県 エアラン東京 K6011 佐藤 晋 埼玉県 さいたま走翔
K5043 久我 充昭 東京都 K6012 塩田 聡史 埼玉県
K5044 日下 健祐 東京都 K6013 鈴木 昭宏 神奈川県
K5045 久保田 大三 東京都 糸井生活文化研究所 K6014 高木 裕 東京都 タマウラヤマ族
K5046 栗山 昌也 神奈川県 経営法友会 K6015 富澤 明男 東京都 ｅＡ東京
K5047 小池 健 東京都 タイフーン３号 K6016 中村 伸一 神奈川県 多摩川クラブ
K5048 小久保 英一 東京都 K6017 松澤 一 埼玉県
K5049 小塚 哲也 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 K6018 森 光生 静岡県
K5050 小山 亨 長野県 K6019 山田 篤司 神奈川県 ＲＵＮＴＭ
K5051 近藤 省吾 三重県 桑名シニアＦＣ
K5052 近藤 正樹 神奈川県 ＴＡＲＣ蘇州
K5053 斎藤 光広 埼玉県 越生七福神
K5054 櫻澤 康 新潟県
K5055 佐々木 宏忠 東京都
K5056 佐武 隆一 神奈川県 チームのらくろ
K5057 佐藤 久徳 神奈川県 望星薬局
K5058 佐藤 良之 神奈川県
K5059 柴生田 章 埼玉県 チーム山猿
K5060 清水 圭二 東京都
K5061 霜下 英之 東京都

神宮外苑MTC

100km 男子50歳代

ゼロベースRC

与野FCH

100km 男子60歳代

小江戸大江戸TW



No. 氏　　名 都道府県 選　　手 No. チーム名 選　　手
PK01 青木 尚也 神奈川県 板井 麻恵 EM01
PK02 安藤 大輔 神奈川県 宮崎 秀和 EM02 SHE By TTR
PK03 糸原 舞 東京都 大川 智恵子 EM03 Team Tahoe
PK04 大川 康 千葉県 飯野 光徳 EM04 TTR Depress
PK05 小笠原 望 東京都 篠田 賢之助 EM05 TTR Meridian125
PK06 倉品 良輔 東京都 大竹 淳子 EM06 TTR Triple S
PK07 佐藤 祐子 神奈川県 稲田 光弘 EM07 TTR-172 Self Robert/Gutierrez Guillermo/Cozy Davi
PK08 佐野 慎一 静岡県 遠藤 光広 EM08 ランオアダイ
PK09 椎葉 誠司 東京都 原 佑一 EM09 ランニコ部コネコ
PK10 柴田 佳恵 東京都 岩崎 真吾 EM10
PK11 清水 嘉男 千葉県 松井 理恵
PK12 鈴木 純子 東京都 鈴木 智人
PK13 鈴木 正彦 千葉県 金嶋 剛 No. チーム名 選　　手
PK14 野口 直樹 埼玉県 西木 径子 EK01 こんぺいとう
PK15 室井 祐介 東京都 平島 敦史 EK02
PK16 吉川 俊之 東京都 石川 悟 EK03
PK17 渡邉 麻由佳 東京都 北村 龍一 EK04 チームＮＧＣ

EK05 ひばり湯

100km ペーサー 100mile 駅伝

FGT達人X3 鈴木 潤子/陰山 学/古茶 轄己
宮寺 史織/KNOX HANNIE/DO EMI
中島 瑞恵/柴田 聰志/寺林 崇
阿部 洋祐/Lastapis Jerome

鈴木 善允/ｷｱ ﾄﾏｽ/ﾀﾞﾗ ｼﾞｮｲ
Statter Andrew/ｻﾝﾊﾟｲｵ ﾙｲｽ/ｻﾝﾊﾟｲｵ ﾙｲｽ

神山 雄三/森尻 崇/加藤 仁彦
小林 紀雄/根本 卓/小野田 誠也

東京TRAILRUNNING MAYER BRIAN/BEITIA GORKA/神保 雄己

100km 駅伝

間中 貴洋/千田 奈歩
シモダ会A 大高 かほり/松森 正彦
シモダ会B 西木 佐代子/山崎 亨

久保 正彦/菊地 悠太
高橋 正一/春谷 浩一


	印刷用名簿２列組

