
50Km男子39才以下

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5000 貝瀬 淳 新潟県 巻機酔いの会
5010 門沢 健太 千葉県 木更津消防
5011 菅原 亮太 埼玉県 東京国際大学
5012 大谷 和史 ⻑野県 早稲田大学
5013 緑川 知也 東京都
5014 松本 伸也 茨城県
5015 村田 諒 東京都 岩本町ＴＲＣ
5016 芦刈 新之介 東京都
5017 岩井 ⻯太 東京都 若葉台接骨院
5018 栗田 達也 愛知県
5019 阪本 健太朗 大阪府
5020 石澤 洋 神奈川県 ゴールドウイン
5021 川原 健太朗 東京都
5022 中村 謙太 東京都
5023 大塚 成基 千葉県
5024 森下 雄斗 東京都
5025 板橋 正太郎 千葉県 チーム森
5026 天野 真也 愛知県
5027 木村 昭太 千葉県
5028 趙 佳林 東京都
5029 佐藤 亮太 神奈川県 ＮＦ
5030 永島 智男 栃木県 岩舟ＦＲＣ
5031 串田 達彦 神奈川県
5032 王 竹彦 埼玉県
5033 宮崎 靖大 神奈川県
5034 中井 雄基 千葉県 ＴｅａｍＡＣＸ
5035 原 健太 千葉県 ＡＳＩＣＳＲＣ
5036 澤田 真也 埼玉県 ⻄埼玉中央病院
5037 岡田 安正 栃木県
5038 横井 淳 静岡県
5039 周東 知希 埼玉県 ＦＣマキタ
5040 市川 裕之 栃木県 本郷北ＴＲＣ
5041 柴田 ⻯徳 愛媛県 ＯＲＲ
5042 杉本 翔太郎 大阪府 すぎもとけ
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ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5043 ⻑崎 康伸 埼玉県
5044 山田 直紀 東京都
5045 平位 和久 神奈川県
5046 石橋 佑太 東京都
5047 高林 誠 東京都
5048 周 游 東京都
5049 馬場 保孝 東京都 STRIDE LAB
5050 田中 善之 東京都 裸足ＲＣ東京
5051 高梨 祥 東京都 ＬＬＬ
5052 福田 慶二郎 東京都
5053 倪 積智 東京都
5054 倉田 丈寛 東京都
5055 上吉 陽人 千葉県
5056 天野 裕充 東京都 山研
5057 柴田 宜記 埼玉県 だだだ団
5058 鈴木 悠太 東京都 ウィンドラン
5059 鈴木 翔太 東京都
5060 木村 隼人 石川県
5061 吉澤 昌宏 埼玉県
5062 家澤 有基 東京都
5063 山野本 陽平 大阪府
5064 河埜 洋平 神奈川県
5065 スコロボガトフ キリル 東京都 ＴＲＭ 東京
5066 岩城 崇志 東京都
5067 神保 政幸 東京都 トリッパーズ
5068 歌代 大輔 埼玉県 ＵＴＣ
5069 永井 康太 東京都
5070 三田 雄一 神奈川県 Running Zushi
5071 木村 秀太朗 東京都 アディダスジャパン
5072 山中 大 千葉県
5073 佐々木 惇 埼玉県
5074 一色 啓 神奈川県 ウルトラポーズ
5075 立花 貴弘 東京都
5076 大野 賢二 神奈川県 ドクタクラブ
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5077 田中 泰臣 東京都
5078 田中 一輝 神奈川県
5079 大嶋 小次郎 千葉県
5080 池田 貴紀 千葉県
5081 李 天華 千葉県
5082 畠山 和嘉 栃木県 名市大ラグビー
5083 園木 誠 栃木県 旧Ｂ１を偲ぶ会
5084 矢野 勝也 東京都 岩本町ＴＲＣ
5085 室井 祐介 東京都
5086 前田 芳樹 東京都
5087 浦中 宏典 東京都
5088 平本 裕太 神奈川県
5089 柏倉 脩平 東京都
5090 佐藤 利文 福島県
5091 篠原 雄一 茨城県 常陸太田市消防
5092 東 加津樹 東京都
5093 奥村 友昭 東京都
5094 大谷 真史 東京都
5095 高良 航貴 東京都
5096 武田 哲 福島県 １ＳＴＲ
5097 佐橋 広紀 東京都 ＮＣＵＲＣ
5098 菊地 悠太 埼玉県 フェリクス
5099 伊藤 徹 東京都 ⻘梅トレラン部
5100 柳田 哲平 東京都
5101 服部 純 千葉県 名市大ラグビー
5102 岡部 洋 北海道 北海道ＴＲＣ
5103 藤村 拓也 神奈川県
5104 田崎 雄一 神奈川県
5105 五十嵐 勝治 埼玉県 富士森走友会
5106 邨井 哲也 千葉県 東京労働局
5107 堀口 徹 東京都 ドクタクラブ
5108 アクメトツァノフ アンドレイ北海道
5109 小林 大輔 新潟県 ｉｎｏｖー８
5110 竹内 健 千葉県 ＺＯＭＢＩＥＳ
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5111 本田 哲也 千葉県
5112 三宅 正人 茨城県 Ｔｅａｍゆま
5113 高野 大輔 東京都
5114 大坂谷 賢三 東京都
5115 岡田 朋大 埼玉県 丸の内駈山部
5116 佐藤 広之 埼玉県
5117 横井 博公 新潟県 内野アタケ
5118 高橋 充 神奈川県
5119 石川 知宏 東京都
5120 佐々木 敬紘 埼玉県
5121 武内 幸雄 埼玉県
5122 伊藤 敏文 宮城県
5123 平野 大輔 東京都 とれもち
5124 藤城 光一 茨城県
5125 ⼾次 裕也 神奈川県
5126 ⻑谷 年男 東京都 町田市役所
5127 平賀 義隆 神奈川県
5128 植木 徹 東京都
5129 川畑 浩大 東京都 ＲＲＣ✖ＦＴ
5130 佐藤 亮介 東京都 １０００ＢＲＣ
5131 中島 良 埼玉県
5132 ⻑田 康助 東京都 スクランブルＳ
5133 岡田 直也 茨城県
5134 野津 海太 東京都
5135 河辺 喬 神奈川県
5136 池内 草平 兵庫県
5137 林 克洋 東京都 adidas
5138 海野 陽平 茨城県
5139 島田 勇人 新潟県
5140 釜下 智博 東京都
5141 北田 進 埼玉県
5142 大竹 圭輔 新潟県
5143 安井 良吏 千葉県
5144 朝⻑ 拓也 東京都 トリッパーズ
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5145 小原 昌吾 埼玉県
5146 進藤 馨 千葉県
5147 髙橋 武文 東京都
5148 武田 智道 東京都
5149 倉林 良徳 埼玉県 LENS BASE
5150 小林 良平 東京都
5151 後藤 健二 神奈川県
5152 川口 太郎 埼玉県 ワラーチ大好き
5153 坂本 洋二 東京都
5154 川村 孝志 千葉県
5155 白石 智也 栃木県
5156 久保 徹也 埼玉県
5157 福田 健太郎 茨城県
5158 山田 安志 神奈川県
5159 小木曽 弘幸 東京都 ＤＡＹＳ
5160 酒楽 忠 東京都 神商Ｒｕｎ部
5161 石川 秀倫 東京都 日生研冒険部
5162 阿多 智之 東京都
5163 佐藤 功 埼玉県 小日向事務所
5164 菊池 純平 神奈川県
5165 齋藤 健二 山形県
5166 富樫 陽 東京都
5167 花香 貴寿 茨城県 ＪＴＲＡＩＬＳ
5168 浅野 真一 茨城県
5169 二田 佑 秋田県 ＵＴＭＴ
5170 浅見 哲寛 埼玉県 浅見整体
5171 阿部 勝彦 東京都
5172 齋藤 寛明 東京都 ｔｅａｍ−Ｇ
5173 永井 純 東京都 北原病院リハ科
5174 野口 浩毅 静岡県 小島会計事務所
5175 藤本 信一 愛知県
5176 大⻄ 友和 神奈川県 チガジョグ
5177 森井 暢崇 東京都 ＮＯＮＡＣ
5178 三浦 雄 秋田県 大仙市役所
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5179 掛水 義博 東京都 どＭ倶楽部
5180 浅賀 亮二 埼玉県
5181 佐々木 裕介 東京都
5182 小林 篤史 東京都
5183 堀 真也 東京都 東書アズーリ
5587 吉田 龍介 埼玉県 アルテリア、日本登攀クラブ
5588 ZESHENG HU PR OF CHINA (CHN)
5589 YUICHIU WONG HONG KONG, CHINA (HKG)
5590 WaiKeiRicky Lee HONG KONG, CHINA (HKG)
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5184 上ノ川 知也 東京都 やまぶきいろ
5185 米沢 正史 東京都
5186 大橋 聡 埼玉県 ちちぶさとあつ
5187 網野 智幸 ⻑野県
5188 福崎 宙 東京都
5189 島村 直樹 神奈川県
5190 榎本 洋司 埼玉県
5191 坂本 和弘 埼玉県
5192 ⻑谷川 智彦 神奈川県
5193 原 佑一 東京都 芝郵便局
5194 渡邊 淳 東京都 チーム８８
5195 大越 有人 東京都
5196 谷藤 毅 静岡県 こまさ
5197 大住 和弘 千葉県
5198 依岡 恭弘 東京都 栄和ビルド
5199 平田 一友 東京都
5200 菊川 信也 神奈川県
5201 藤代 きよ 神奈川県 ＧＮＲ
5202 高木 洋平 東京都
5203 林 声明 東京都
5204 伊東 毅 東京都
5205 鶴見 英⻫ 埼玉県 ウルトラポーズ
5206 河田 匡教 東京都 品川山走塾
5207 大竹 正明 東京都
5208 清水 貢 東京都
5209 小川 拓也 東京都
5210 藤原 清文 東京都 島田療育病院
5211 水飼 俊秀 神奈川県 走馬会
5212 本間 広樹 埼玉県
5213 宮崎 桂輔 神奈川県 ラミリート
5214 ⻑塚 淳 山形県 ＠ｌｆａｌｆａ
5215 澤部 慶 茨城県 チーム山猿
5216 岡田 達哉 埼玉県 おなホールズ
5217 泉 祐介 東京都
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5218 寺岡 裕喜 東京都 寺岡工房
5219 小林 義和 茨城県
5220 鈴木 克治 茨城県 ナムチェＴＲＣ
5221 井上 篤浩 東京都
5222 船渡 伸彦 ⻘森県
5223 大野 貞夫 群馬県 ⺠宿たばこや
5224 庄司 龍平 静岡県 ｅｎｊｏｇ
5225 高木 崇行 東京都 ルネ練馬高野台
5226 宅間 英則 千葉県 鴨川国保病院
5227 岡田 哲人 神奈川県
5228 羽田 巧 東京都
5229 高井 直人 静岡県 株式会社駿東
5230 竹葉 良太郎 東京都
5231 山崎 大樹 東京都
5232 東良 俊孝 東京都
5233 飯田 浩章 千葉県
5234 松本 弘明 東京都 ラン二ングマン
5235 松本 裕行 埼玉県
5236 豊川 英治 宮城県 ねぶた走友会
5237 鈴木 明 東京都 小鳥キッス
5238 森園 修次 東京都
5239 滝澤 圭一郎 東京都 ＭＡＳＴ
5240 木⼾ 一人 新潟県
5241 森永 明洋 東京都
5242 石崎 健太郎 東京都
5243 寺嶋 太朗 埼玉県 ミドリ安全
5244 山崎 亨 東京都
5245 伊藤 篤史 東京都 苦愛オクム
5246 ⿊澤 信也 東京都
5247 奈良村 亮次 山梨県
5248 漆山 淳 埼玉県 岩本町ＴＲＣ
5249 熊木 雄一 秋田県 山人楽師
5250 角谷 基 東京都
5251 藤井 貴矢 京都府
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5252 名古路 秀和 埼玉県
5253 細川 淳雄 東京都 トリッパーズ
5254 大門 教彦 埼玉県 ルナークスＲＣ
5255 原口 弘樹 東京都
5256 林 泰州 東京都 親方を囲む会
5257 松下 純也 埼玉県
5258 井出 富雄 東京都
5259 大野 健太郎 埼玉県
5260 宮澤 望 神奈川県 トリッパーズ
5261 寺瀬 利展 東京都 翔氣塾
5262 藤田 哲平 東京都
5263 後藤 尚文 東京都
5264 小松 和彦 東京都
5265 坂本 勝 東京都
5266 柴山 学 新潟県 ＪＲ東日本新潟
5267 二見 晃司 神奈川県
5268 石川 憲一 東京都
5269 大橋 祐則 神奈川県 山下ＰＭＣ
5270 五十嵐 正人 東京都
5271 久慈 茂樹 東京都 アサガンズ
5272 石井 学 千葉県
5273 松坂 良一 埼玉県 嵐妃龍
5274 石井 一 東京都 セブン足場
5275 小比類巻 満 神奈川県 丹沢ドＡＣ
5276 服部 圭輔 千葉県 馬鹿兎嶺流
5277 張 勇 東京都 華人マラソン
5278 小林 伸 東京都 ＴＥＡＭ⿊猫
5279 松本 卓也 埼玉県 ＮＲＲ
5280 井村 勝一 東京都
5281 樋田 喜之 東京都 トリッパーズ
5282 根岸 博司 埼玉県 カヌ〜おじさん
5283 森岡 裕生 東京都
5284 紅林 圭太郎 神奈川県 ランナーズハイ
5285 中村 隆治 埼玉県
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5286 天野 雄二 山梨県 チームフジヤマ
5287 篠田 俊明 東京都 システムアイ
5288 椿 喜行 東京都
5289 松田 大樹 東京都
5290 吉澤 亮 東京都
5291 大杉 勇 神奈川県
5292 田開 孝志 神奈川県
5293 石川 欣孝 東京都 漆⿊
5294 三秋 学 埼玉県
5295 掛水 志郎 東京都
5296 立川 尊信 埼玉県 ＤＯＷＡ
5297 中山 征樹 東京都 山王自動車
5298 鐘江 康一郎 東京都
5299 おぎの じゅんや 東京都
5300 濱多 広輝 茨城県 牛久走友会
5301 山本 俊幸 埼玉県 チームＮＡＯ
5302 矢島 義久 東京都 トリッパーズ
5303 松井 健 愛知県 馬鹿兎嶺流
5304 佐藤 修 山梨県
5305 井龍 哲朗 ⻑野県
5306 加藤 達彦 東京都 えーあーるしー
5307 浅見 謙 東京都
5308 草野 友行 東京都 野村證券
5309 柿沼 万寿夫 東京都
5310 小林 俊英 埼玉県
5311 山本 郁夫 神奈川県
5312 芦田 真 東京都 レランパゴス
5313 濱名 武彦 東京都
5314 福岡 一晃 東京都 トリッパーズ
5315 鈴木 貴広 東京都 ＴＵＪ ＲＵＮ
5316 山口 太郎 埼玉県
5317 ⻑田 光 神奈川県
5318 松下 大介 神奈川県
5319 住友 高明 神奈川県
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5320 二口 和督 静岡県
5321 村田 淳 栃木県 ＮＯＮＡＣ
5322 池田 秀次 神奈川県 未来の瞳
5323 越膳 英喜 神奈川県 北海道トレラン
5324 田所 貴光 茨城県 茨城ジョガーズ
5325 堀部 薫 東京都
5326 ⻘山 達郎 東京都
5327 小⻄ 正晃 神奈川県 さわかほ
5328 安川 和秀 富山県
5329 田中 幹章 神奈川県
5330 小田 繁行 広島県 ＪＳＴ中四国
5331 中神 力嗣 岩手県 七時雨ＴＲＣ
5332 矢沢 文崇 東京都 ＦＵＮＲＵＮ
5333 鈴木 健二 岩手県
5334 原 直樹 神奈川県 チーム走人
5335 大貫 博一 神奈川県 ＷＳＳ
5336 森 淳 東京都 ＴＳＭ
5337 羽場 学 東京都
5338 渡邊 賢一 東京都
5339 鈴木 一博 埼玉県
5340 岩沢 勇夫 栃木県
5341 岩崎 洋 群馬県 岩崎道場
5342 大塚 勤 神奈川県
5343 水野 浩児 神奈川県
5344 佐藤 為 東京都
5345 井幡 謙一郎 埼玉県 ＧａｓＯｎｅ
5346 廣田 徹 東京都
5347 原園 一彦 茨城県
5348 小俣 幸祐 神奈川県
5349 御子柴 和弥 東京都 カイジョー
5350 明本 義男 群馬県 豚骨野郎Ａ
5351 勝部 剛 神奈川県
5352 堀内 寛幸 埼玉県 ＡＴＳ＋
5353 小出 祐充 東京都 恵比寿ＲＣ



50Km男子40才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5354 柴田 康年 神奈川県
5355 中川 健 神奈川県
5356 鵜沢 利和 東京都
5357 和田 国敏 千葉県
5358 根津 尚義 千葉県 ＵＴＫＫ
5359 板倉 延樹 富山県
5360 渡辺 靖雄 千葉県 ＧＧ会縦走部
5361 山田 光春 埼玉県
5362 植田 英之 静岡県
5363 鈴木 学 秋田県
5364 外池 真 埼玉県 京セラ
5365 小安 嘉弘 千葉県
5366 本橋 和之 埼玉県
5367 ⻄條 秀樹 静岡県 ユリタエタクマ
5368 三原 美政 神奈川県
5369 菊地 巌 茨城県 石岡トレランＣ
5370 国井 博之 神奈川県 リコー陸友会
5371 佐藤 秀和 東京都
5372 中澤 真矢 埼玉県 腹ペコ
5373 外舘 明 神奈川県 Ｊａｅらん会
5374 福江 和則 東京都
5375 安藤 裕樹 神奈川県
5376 漆崎 剛志 神奈川県
5377 山崎 則昭 埼玉県 ＲＵＮＡＲＸ
5378 坪井 真 東京都 ＫＤＤＩ
5379 山岸 秀行 神奈川県 タッパーウェア
5380 鈴木 智征 東京都
5381 山下 正哉 東京都
5382 水野 裕司 茨城県
5383 河⻄ 秀章 山梨県 上阿原走友会
5384 大木 勇司 千葉県 ＴＳＭ
5385 矢崎 友則 東京都
5386 佐藤 英顕 神奈川県
5387 大島 健 東京都



50Km男子40才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5388 国米 彰 神奈川県
5389 早見 真 埼玉県 チームまる高
5390 加藤 宝夫 東京都 ＴＣＭＣ
5391 久保田 剛行 埼玉県 苦愛オクム
5392 高橋 正一 千葉県
5393 堀越 由忠 埼玉県 彩湖ラファール
5394 竹嶋 康史 千葉県
5395 ⼾田 裕士 神奈川県
5396 三宅 利洋 埼玉県
5397 赤田 敏男 神奈川県 ＧＬＺ／ＲＣ
5398 山下 謙一 東京都 小⾦井市⺠
5399 廣木 正行 東京都 チーム寿花
5400 大澤 弘 千葉県
5401 川村 敦史 神奈川県 劇団＠いちみつ
5402 佐藤 忍 埼玉県
5403 武堂 貴宏 埼玉県 ファイア・アイ
5404 ⻑谷川 政智 宮城県 大崎市岩出山
5405 望月 旬 千葉県
5406 籔本 嘉和 千葉県
5407 北島 一広 茨城県 石岡ＴＲＣ
5408 内藤 元 東京都 内藤⻭科医院
5409 奥川 考透 埼玉県
5410 大城 浩貴 神奈川県 横浜都筑ＡＣ
5411 久保 正彦 東京都
5412 鈴木 昭博 茨城県
5413 福島 良行 東京都
5414 伊東 常行 千葉県
5415 伊藤 啓恭 東京都 鈴鹿
5416 佐藤 篤志 東京都
5417 鈴木 俊親 静岡県
5418 最上 格 東京都 鹿島建設
5419 斎藤 和吉 東京都 山走会
5420 高田 健太 神奈川県
5421 水谷 秀忠 愛知県 ＨＭフリーマン



50Km男子40才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5422 池⻲ 英樹 神奈川県
5423 池田 一志 神奈川県 江ノ島ＣＲＣ
5424 小林 浩信 東京都 ＮＳＧＥ
5425 右川 博幹 埼玉県
5426 秋山 雄二 東京都 リブート！！
5427 三浦 勝 埼玉県 埼玉りそな銀行
5428 古瀬 敏行 東京都 のんちゃんパパ
5429 吉澤 輝章 埼玉県 いもり−ズ
5430 中町 昭人 千葉県 ＴＲＲＣ
5431 佐藤 和樹 千葉県 木更津消防
5432 赤堀 日出夫 東京都 月まで走ろう会
5433 三上 優 東京都
5434 斎藤 公恭 神奈川県
5435 福良 浩一 千葉県
5436 ⻄浜 聡一 神奈川県
5437 市原 伸義 東京都 ＮＷ多摩
5438 寺尾 大介 埼玉県
5439 伊藤 博聡 東京都
5440 柳通 浩一 東京都
5441 山内 博之 東京都
5442 加藤 政義 東京都
5443 小島 洋介 埼玉県 ULTRA POSE
5586 伊藤 真平 千葉県 SKINS
5591 Leung MingKei Hong Kong TPH



50Km男子50才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5444 菊池 正幸 岩手県
5445 正垣 均 埼玉県 三菱マテリアル
5446 大島 義之 宮城県 ＬＩＸＩＬ宮城
5447 川⻄ 勉 埼玉県 ＨＴＲＣ
5448 高津 治 東京都 都庁トレラン部
5449 ⼾張 雅実 神奈川県 ポジティ部
5450 小久保 英一 東京都
5451 田中 正樹 神奈川県 シャングリラン
5452 広瀬 知也 神奈川県 5931
5453 ⾦田 明 東京都
5454 千明 昭彦 群馬県 ＵＳＵＩ ＲＣ
5455 須藤 好 栃木県
5456 永井 正哲 千葉県 ＴＳＭ
5457 中村 尚人 福島県 チーム２００
5458 小林 正宏 千葉県
5459 千々和 圭二 宮城県
5460 堂本 健二 東京都 チームファロス
5461 小筆 之総 埼玉県
5462 若森 友見 神奈川県
5463 柴生田 章 埼玉県
5464 高木 伸明 神奈川県
5465 小野澤 松利 東京都 ルネ石神井
5466 森島 忠 神奈川県
5467 稲村 厚志 東京都 よつや苑
5468 山ノ井 茂雄 埼玉県
5469 藤井 雅弘 埼玉県 オジサンズ
5470 小川 浩文 東京都
5471 新明 浩司 埼玉県
5472 渡辺 弘康 新潟県 横浜都筑ＡＣ
5473 ⻄脇 泰行 千葉県
5474 近藤 博史 千葉県 ＫＯＮＣＨＡＮ
5475 波間 浩太郎 東京都 Ｗ−ＳＰＡＣＥ
5476 苫田 晋司 東京都
5477 柴崎 叶 東京都 トリパーズ



50Km男子50才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5478 杜 云鵬 千葉県
5479 原田 陽平 神奈川県
5480 大越 淳史 東京都 ＦＲＵＮ
5481 鈴木 勝己 東京都 日本生命
5482 林 俊之 東京都 ＭＴＲＣ
5483 菅原 和也 茨城県 ＧＬＺ／ＲＣ
5484 田中 康雄 東京都 世田谷クミン
5485 岩崎 敏昭 埼玉県
5486 守谷 浩之 千葉県 江⼾くノ一組
5487 柴内 利能 東京都 ステップビヨ
5488 丸山 成人 東京都 ＳＹＤ
5489 湯本 文雄 群馬県 中之条町役場
5490 野口 高志 神奈川県
5491 清水 圭二 東京都
5492 村内 敦 東京都 ランピース
5493 坂本 雄二 埼玉県 大東流琢磨会
5494 前澤 浩 ⻑野県
5495 方波見 博之 東京都 酔走楽部
5496 松本 透 埼玉県
5497 生田 大朗 東京都 ストーンキッズ
5498 高橋 肇 東京都 ルネサス北伊丹
5499 千野 典仁 山梨県 甲府市役所
5500 古川 満 東京都
5501 ⻄舘 茂樹 東京都
5502 久保田 圭二 東京都
5503 ⻄方 嘉之 埼玉県
5504 砂口 豊秀 東京都 スバル
5505 田中 利幸 埼玉県
5506 佐藤 誠 宮城県
5507 有賀 平 東京都
5508 大矢 龍雄 新潟県 さそこジャパン
5509 富塚 統仁 東京都 ＴＳＭ
5510 蔦谷 隆史 東京都 ⻘梅トレラン部
5511 宅間 英夫 東京都



50Km男子50才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5512 ⻄塚 博喜 山形県
5513 谷本 忠駿 東京都 ＴＥＡＭ２４０
5514 飯嶋 哲也 山梨県
5515 ⻑峰 正俊 埼玉県 ⻘梅トレラン部
5516 斎藤 富雄 群馬県
5517 島田 勝明 千葉県 ＭＯＴ走友会
5518 佐藤 良之 神奈川県
5519 筒井 誠 埼玉県 メルシャン
5520 豊田 幸一 埼玉県
5521 福田 利勝 埼玉県
5522 中島 勝則 群馬県 あたし部
5523 村山 正夫 神奈川県 大松
5524 矢口 正暁 東京都
5525 白土 秀樹 埼玉県 チーム陸鳥
5526 坪田 修一 東京都 佐藤工業
5527 吉田 昌弘 埼玉県
5528 池田 裕治 東京都 チームＯＳＪ
5529 遠山 敏幸 東京都 渋谷冒険王
5530 白井 成人 埼玉県 明走会トレラン
5531 三島 裕之 東京都 Ｒ．Ｒ．Ｒｕｎ
5532 芳賀 豊 神奈川県
5533 花木 則幸 千葉県
5534 内藤 勝行 東京都 TBRC
5535 荻原 健 埼玉県 荻原健
5536 府川 哲也 神奈川県 武蔵ウルトラ
5537 猪狩 光男 福島県
5538 根岸 貞夫 埼玉県 ＴＷ＿ＮＥＸＴ
5539 小池 諭 群馬県 こいけ整形外科
5540 藤野 貴之 埼玉県 埼玉ドМ軍団
5541 高橋 公二 埼玉県
5542 松浦 俊弘 埼玉県 FunTrail
5543 相原 政彦 神奈川県 橋本緑走友会
5544 松村 徹 群馬県 上州山楽走
5545 田中 眞二 東京都



50Km男子50才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5546 福澤 直樹 東京都
5547 高橋 健司 埼玉県
5548 佐藤 慎一 埼玉県
5549 鎌田 純 千葉県 明走会トレラン
5550 大野 博志 千葉県 ５ｍｉｎ．
5551 世良 勝宏 神奈川県
5552 松澤 一 埼玉県
5553 森 光生 山形県 余目ＴＲＣ
5554 児島 弘 千葉県
5555 高橋 一夫 千葉県 加波一族ちば
5556 田中 拓夫 神奈川県 アルカディア
5557 佃 章博 埼玉県
5558 池田 光政 静岡県 クミアイ化学



50Km男子60才以上

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5559 藤岡 雅人 茨城県
5560 杉田 裕 埼玉県 苦愛オクム
5561 上岡 一昭 神奈川県
5562 藤原 義彦 東京都 明走會ＪＰＮ
5563 堀 孝志 栃木県 ２８９０ＲＣ
5564 泉山 哲 千葉県 アキランメイツ
5565 弘中 信治 東京都 山サイ研
5566 興梠 冬樹 東京都 猛走会
5567 柴田 久仁夫 東京都
5568 川村 隆夫 神奈川県
5569 先名 弘一 埼玉県 武蔵ＵＭＣ
5570 謝 陽 東京都
5571 土肥 秀雄 群馬県 前橋トレラン部
5572 蜂谷 芳男 東京都
5573 石川 弘 埼玉県 アステラス
5574 山本 幸二 埼玉県
5575 藤田 勝 埼玉県 Ｒｕｎ塾
5576 加藤 洋 東京都 丸の内駈山部
5577 芹沢 完二 埼玉県 武蔵ウルトラ
5578 白鳥 和宏 沖縄県
5579 田中 正徳 東京都 オジサンズ
5580 水原 忠光 静岡県
5581 島田 正悟 東京都 羽村 島田
5582 中野 重春 東京都 ⻘トレヤブ漕ぎ
5583 大塚 進 千葉県
5584 竹内 元 千葉県 市川ＭＣ
5585 竹市 力 愛知県



50Km女子39才以下

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5600 枝元 香菜子 神奈川県
5610 劉 露 千葉県
5611 柴崎 友美 東京都 山研
5612 山越 祥子 神奈川県 トリッパーズ
5613 上田 理沙 東京都
5614 池田 なつき 東京都
5615 丸山 朋子 東京都
5616 甲斐 聖子 東京都
5617 吉住 さやか 東京都 伊藤忠商事
5618 片桐 一絵 新潟県
5619 鈴木 佐江子 千葉県
5620 ⻑谷川 愛⼸ 東京都
5621 起田 麻衣子 東京都
5622 望月 沙織 静岡県 韮山保育園
5623 石川 久美子 東京都 白馬焼肉走友会
5624 橋本 育恵 東京都 ＴＢＲＣ
5625 原 智美 東京都 フイナムＲＣ
5626 大原 芙希子 神奈川県 トリッパーズ
5627 増田 朝美 ⻑野県
5628 原 生子美 北海道
5629 吉田 朱里 東京都
5630 加藤 美保 北海道 ＭＹＳＴＡＲ
5631 永井 麻紀 千葉県 ＴＳＭ
5632 大崎 真美 千葉県
5633 北島 伸代 東京都
5634 佐々木 寛子 岩手県
5635 海沼 豊子 岩手県 七時雨ＴＲＣ
5636 藤岡 真智 東京都 トリッパーズ
5637 畑瀬 桃子 東京都
5638 李 賀 東京都
5639 大導寺 真理 東京都
5640 河内 梨乃 東京都 トリッパーズ
5641 竹内 江里奈 千葉県
5642 小坂 泰子 秋田県



50Km女子39才以下

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5709 Chan CheukYan Hong Kong
5710 Jang Boyoung seoul
5711 TSANG WingYee Hong Kong TPH



50Km女子40才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5601 ⻄内 宮佳江 東京都 謎の婦人会
5643 石原 佳奈 埼玉県
5644 児島 幸子 東京都
5645 浅野 菜穂子 東京都 岩本町ＴＲＣ
5646 中村 陽子 埼玉県 トトロの森
5647 今井 加奈子 北海道 北海道ＴＲＣ
5648 知久 雅代 東京都
5649 林 碧英 埼玉県 ｔｃｍｃ
5650 中神 真由美 岩手県 七時雨ＴＲＣ
5651 高橋 順子 埼玉県 ルナークスＲＣ
5652 櫻井 恭子 群馬県 のらのらＴＲＣ
5653 ⾦子 麻有美 東京都
5654 土屋 由美子 埼玉県 マルトヤ
5655 小泉 こずえ 千葉県 ＦＴＲＣ
5656 吉瀬 理恵 神奈川県
5657 寺田 洋子 神奈川県
5658 ⾦子 久美 東京都
5659 渡辺 桂 埼玉県 リスペクト
5660 幅 久美子 埼玉県
5661 河⻄ 千穂 東京都
5662 川合 由季子 東京都 八王子走ろう会
5663 駱 楠 東京都
5664 小峰 邦子 東京都 苦愛オクム
5665 大⻄ まり 東京都
5666 田所 明子 茨城県 茨城ジョガーズ
5667 板橋 美紀 茨城県 ウルトラポーズ
5668 小俣 由佳 東京都 仏果スカイＣ
5669 ⾦子 康代 千葉県
5670 ハリソン 左知子 東京都
5671 田尻 道子 大阪府
5672 久米 さやか 東京都
5673 田村 泉 東京都
5674 山屋 洋子 埼玉県
5675 杉田 貴子 埼玉県 ＦＲＭＴＣ



50Km女子40才代

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5676 竹嶋 千津子 千葉県
5677 稲井 由紀子 東京都
5678 佐々木 晃子 北海道 北海道ＴＲＣ
5679 秋山 雪江 東京都 リブート！！
5680 平田 敬子 東京都
5681 内海 暢子 東京都
5682 木村 奈保子 神奈川県
5683 古屋 有紀 東京都
5684 大塚 由美子 千葉県
5685 望月 弘子 千葉県
5686 佐藤 美和子 東京都



50Km女子50才以上

ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属
5687 永瀬 寛子 東京都
5688 森林 孝子 東京都 ＯＪＯ
5689 山倉 かおり 新潟県
5690 山田 祐美子 埼玉県 苦愛オクム
5691 ⻄塚 孝子 山形県
5692 玉橋 阿由美 埼玉県 鴻巣楽しく走会
5693 安井 千寿代 東京都
5694 久保田 八重子 埼玉県 苦愛オクム
5695 佐々木 絵里 東京都
5696 大野 康子 埼玉県 バンバン
5697 近藤 祥子 神奈川県
5698 勝村 佳代 埼玉県 ＴＲＡＣＫ東京
5699 竹内 恵美子 東京都 苦愛オクム
5700 中島 修子 埼玉県
5701 浅井 郁子 千葉県
5702 佐藤 美穂 山梨県
5703 木村 幸子 埼玉県
5704 畑 ⺠子 東京都
5705 篠田 典子 東京都 はぴとれ
5706 山口 美佐子 神奈川県
5707 余語 由美子 東京都
5708 田村 しのぶ 茨城県


