
ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1000 Cordis Hall UNITED STATES adidas TERREX

1001 木村 隼人 石川県 モンタナスポーツ金沢

1002 菊嶋 啓 静岡県

1003 細山 雄一 東京都 武蔵ＵＭＣ

1004 沈 在徳 千葉県 コロンビア・モントレールKOREA

1005 横山 峰弘 群馬県 THE NORTH FACE

男子招待選手



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1010 篠原 尚哉 東京都 ホノマラ

1011 山口 兼孝 山梨県

1012 城 義博 熊本県

1013 西方 勇人 静岡県 浜松うましか

1014 臼井 朝飛 岐阜県

1015 本田 昌誉 愛知県

1016 中山 翔太 愛知県

1017 入間川 穂高 広島県 広島県庁RC

1018 大崎 洋平 千葉県

1019 木戸 康平 東京都

1020 壽 良祐 神奈川県

1021 中居 恭平 東京都

1022 吉田 龍介 東京都 日本登攀クラブ／㈱アルテリア

1023 宮崎 靖大 神奈川県

1024 守隨 吉将 東京都

1025 中尾 圭介 神奈川県

1026 鈴木 俊介 神奈川県

1027 上岡 勇輝 神奈川県

1028 糸井 駿平 長野県

1029 阿部 洋祐 埼玉県 東京トレイルランニング

1030 吉村 憲彦 大阪府 ＭＯＮＴＵＲＡ

1031 大西 将人 兵庫県 京都マイラーズ

1032 下村 仁紀 東京都

1033 鈴木 洋平 東京都

1034 千保 翼 群馬県 前橋トレラン部

1035 野平 恭兵 静岡県 スポアロ心身

1036 伴 正春 東京都 チーム今岡

男子39歳以下



1037 宮崎 友良 千葉県

1038 山中 邦仁 東京都

1039 縄倉 正人 東京都 キヤノンマーケティングジャパン

1040 高島 拓也 神奈川県 キヤノンＭＪ

1041 有馬 智之 大阪府 近畿大学病院小児科

1042 武笠 翼 埼玉県

1043 池田 啓 大阪府

1044 吉田 孝弘 埼玉県 Teamコブラ

1045 丈光 智史 神奈川県

1046 小倉 健児 東京都

1047 林 健太郎 群馬県 上州アスリート

1048 平塚 伸一郎 東京都

1049 齋藤 邦彦 沖縄県

1050 一堂 啓介 東京都 雲水

1051 相澤 祐毅 東京都

1052 江島 良 東京都 まりおくらぶ

1053 千坂 充宏 兵庫県

1054 鳥海 政樹 千葉県 ワールドディザスター

1055 及川 和範 千葉県 ＴＥＡＭ　ＰＩ

1056 原山 翔太 東京都 いいづなやま

1057 山岸 洋一 東京都

1058 石本 佳久 東京都

1059 杉山 宏之 茨城県

1060 箕田 史彦 兵庫県

1061 吉 哲郎 埼玉県

1062 村田 壮 長野県

1063 翁 祖燁 東京都 ＦＬＡＳＨ　ＴＲＡＩＬ

1064 小池 透馬 東京都 ＡＶＡＮＴＩ

1065 奥村 友昭 東京都



1066 萩原 由之 東京都

1067 村上 大介 大阪府

1068 岩崎 脩 東京都

1069 上田 晃久 東京都

1070 矢嶋 信 埼玉県 スポーツエイドジャパン

1071 朝長 秀誠 神奈川県

1072 柳田 哲平 東京都 ファンラン

1073 田中 啓介 大阪府

1074 岡部 洋 北海道 北海道ＴＲＣ

1075 小島 大 神奈川県 ＢｕｋｋａＳｋｙＣｌｕｂ

1076 雲藤 健 茨城県 太田走友会／あかべこ

1077 梶 正城 島根県 ＫＴＣ

1078 新井 智博 北海道 トレイルＥＺＯ

1079 藤井 昌彦 神奈川県 厚木大学ＴＲＣ

1080 関 優 東京都 チーム１００Ｍ

1081 邨井 哲也 千葉県 東京労働局

1082 島田 毅 埼玉県

1083 齋藤 正啓 北海道 岩田地崎ＳＲＣ

1084 太刀川 晋平 北海道

1085 山中 教聖 東京都

1086 中村 弘雄  埼玉県 ひだまり山荘

1087 中村 龍志 愛知県

1088 齋藤 高志 東京都 とりごぼう

1089 大塚 宗廣 愛知県

1090 昌子 裕一 千葉県

1091 高野 達 北海道 ＨＢＡＲＣ

1092 佐藤 広之 埼玉県

1093 寺戸 洋介 神奈川県

1094 武藤 篤史 神奈川県 えびラン



1095 佐藤 直 大阪府

1096 白井 祥一 神奈川県 Ｔ．Ｔ．Ｒ

1097 潮 仁 千葉県

1098 波部 和俊 京都府

1099 光島 元太 東京都

1100 平賀 義隆 神奈川県

1101 林田 裕介 東京都 ＦＵＮＴＲＡＩＬＳ

1102 三上 秀和 神奈川県

1103 阿部 真也 神奈川県 厚木大学ＴＲＣ

1104 行木 大 東京都 ＥＹ

1105 西田 穂高 栃木県 ＴＥＡＭ２８３

1106 小山 賢 栃木県 振り向くなよ

1107 深堀 洋介 東京都

1108 阿部 泰久 静岡県 リビエラ

1109 井上 友仁 東京都

1110 坂田 亮 神奈川県

1111 高松 寛之 大阪府

1112 荒舩 義誉 東京都 チーム１００М

1113 川上 竜太郎 神奈川県

1114 竹入 英樹 広島県 広島市役所

1115 高木 淳 京都府

1116 若濱 享志 北海道 ＲＵＮㅤＴＫＯ

1117 阿部 知輝 北海道

1118 平田 雄一 滋賀県

1119 橋本 道陽 埼玉県 ＢＵＫＫＡＳＫＹＣＬＵＢ

1120 大石 賢斉 石川県 チーム粟倉

1121 岡崎 喜和 東京都

1122 鈴木 亨 埼玉県

1123 森本 憲太郎 東京都



1124 武田 智道 東京都

1125 平賀 智之 新潟県

1126 萩原 耕一郎 東京都 ウルトラポーズ

1127 犬塚 鉄平 神奈川県

1128 山井 宏益 千葉県

1129 佐々木 朋幸 群馬県 ＭＹＳＴＡＲ

1130 地引 宏和 茨城県 石岡ＴＲＣ

1131 今宮 出雲 東京都 フジヤマＴＲＣ

1132 林 俊泰 東京都

1133 山田 篤志 千葉県 流山ＣＪ

1134 冨樫 謙太郎 埼玉県

1135 小池 宏明 福島県 ふくしまＴＲＣ

1136 藤丸 智幸 東京都

1137 水谷 雄貴 熊本県

1138 嶋津 啓介 千葉県

1139 吉田 涼平 埼玉県 ＫＭＣ

1140 今里 幸宗 東京都 ＼チーム幸宗さま／

1141 熊本 健志 大分県 九州トレイルラン協会

1142 田村 彰一 神奈川県

1143 高岸 史朗 福井県 ラニイ福井貨物

1144 西村 直人 東京都



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1145 露崎 和成 福島県

1146 高坂 恭司 東京都

1147 竹内 勇季 東京都

1148 大塚 智久 神奈川県

1149 森谷 充雄 栃木県

1150 西明 宏之 東京都

1151 木村 尚文 神奈川県 ＳＨＭＣ

1152 弘川 公也 東京都

1153 牧 健 神奈川県

1154 土屋 雅之 山形県

1155 須藤 明広 神奈川県 カモラン

1156 岡本 俊介 神奈川県

1157 箭内 紀男 山梨県

1158 佐藤 航 東京都 多摩湖ＲＣ

1159 横倉 斉 山形県

1160 櫻井 洋一郎 神奈川県 トレイル鳥羽

1161 土井 啓二 東京都

1162 むむ れだ 東京都

1163 川上 貴久 富山県

1164 バキ アミヌディンビン 東京都 東京トレイルランニング

1165 吉野 博 神奈川県 麦茶がぶ飲み会

1166 沼生 隆 栃木県

1167 浜村 竜史 東京都

1168 坂口 隆久 埼玉県 ロジロジ

1169 田邉 恒明 東京都

1170 森口 裕二 北海道 チーム山猿

1171 榎本 洋司 埼玉県

男子40歳代



1172 中垣内 敦詞 愛知県

1173 神谷 圭祐 東京都 アグレッシ部

1174 齊藤 泰臣 埼玉県 東武ＴＯＰ

1175 永井 政行 埼玉県

1176 吉川 友樹 神奈川県 厚木大学

1177 島田 哲 東京都 漆黒

1178 山野 尚大 東京都

1179 遠藤 裕一 兵庫県

1180 市原 貴生 大阪府

1181 山影 智美 岩手県 もんてびあ

1182 太田 哲聡 東京都

1183 西込 大吾 高知県 ＪＣＨＯ高知西病院

1184 原田 佳典 東京都 Ｇｒｅｅｎｓ

1185 高橋 智彦 東京都 フイナムＲＣ

1186 山田 篤佳 高知県 Ｑランナーズ

1187 小澤 弘和 埼玉県

1188 藤代 きよ 神奈川県 ＧＮＲ

1189 高木 洋平 東京都

1190 吉井 康裕 東京都 日本鋼管病院

1191 林 声明 東京都

1192 木村 哲也 富山県 岳翔会

1193 夏山 竜一 神奈川県

1194 佐藤 冬彦 神奈川県

1195 重原 政幸 東京都 東京電力

1196 岡本 晋幸 青森県

1197 長岡 正之 埼玉県 山猫は走らない

1198 梶田 輝彦 大阪府 大阪教育大学

1199 大薗 博之 千葉県 千代田山岳会

1200 佐藤 伸洋 神奈川県 飛脚



1201 小机 輝尚 東京都

1202 福原 善行 東京都 どＭ倶楽部

1203 佐藤 正志 神奈川県

1204 細井 辰夫 東京都

1205 新保 和久 新潟県 新潟楽走会事務局長

1206 服部 雄太 千葉県 四街道市役所

1207 三浦 雅寛 茨城県

1208 藤田 俊一 東京都 東書アズーリ

1209 山口 勇次 山形県

1210 松田 知也 滋賀県 ＧＳＫ

1211 高木 進太 東京都

1212 佐伯 康彦 沖縄県

1213 石塚 博愛 茨城県

1214 上平 晋 東京都

1215 高橋 朋之 秋田県 山人楽師

1216 石丸 英之 大阪府

1217 佐藤 和善 東京都

1218 山脇 英樹 神奈川県

1219 岡田 哲人 神奈川県

1220 牧村 亮治 東京都

1221 大内 勝正 東京都

1222 櫻田 和志 岩手県 ＭＯＮＴＥＶＩＡ

1223 太田 森彦 東京都

1224 佐野 与視彦 静岡県 スズキ自販浜松

1225 高橋 竜久 茨城県 アステラスＲＣ

1226 原島 憲章 東京都

1227 宇城 総亮 静岡県

1228 横山 大雅 神奈川県 Ｊ－ＴＲＥＣ

1229 武田 賢二朗 東京都 チームラビット



1230 野口 吉紀 富山県

1231 松本 裕行 埼玉県

1232 豊川 英治 宮城県 青森ねぶた走友会

1233 塩田 泰之 北海道

1234 中村 直弘 富山県 もんたて

1235 池上 裕倫 高知県 Ｑランナーズ

1236 碓井 鉄雄 東京都

1237 木戸 一人 新潟県

1238 岩崎 恭二 埼玉県

1239 田中 宏樹 静岡県 走人

1240 郷田 博基 大阪府 フィジカルケア

1241 熊澤 光 東京都

1242 寺嶋 太朗 埼玉県 ミドリ安全

1243 清水 嘉男 千葉県

1244 山崎 亨 東京都

1245 肘井 直人 東京都 制御技研ＲＣ

1246 白石 幸司 埼玉県 ルナークスＲＣ

1247 角谷 基 東京都

1248 村橋 史彦 茨城県 茨城ジョガーズ

1249 横山 雄誠 静岡県 三島信用金庫

1250 中原 豪 神奈川県

1251 井出 祐介 東京都

1252 凪 真太朗 山梨県

1253 ＤＡＬＡ ＪＯＥＹ 東京都 ＴＴＲ

1254 八木 利昌 岡山県 羅針盤

1255 鈴木 啓市 神奈川県 ザ・スペース

1256 堀 慎太郎 兵庫県

1257 松下 純也 埼玉県

1258 関 裕一 愛媛県



1259 鶴田 典之 茨城県

1260 馬場 康弘 埼玉県

1261 菊地 厚史 東京都

1262 山屋 光司 埼玉県

1263 古賀 英蔵 福岡県 山崎軍団

1264 石川 憲一 東京都 ＭＹ　ＳＴＡＲ

1265 小山 智久 東京都 飛脚

1266 小川 等 福岡県

1267 山下 央 埼玉県

1268 笹野 秀 東京都

1269 渡辺 雄一郎 東京都 モンベル

1270 長谷 佳之 千葉県 ＰＡＣ

1271 吉川 達也 北海道 滑登走

1272 髙井 裕之 神奈川県

1273 川畑 隆 東京都 白馬焼肉走友会

1274 黒岩 乙水 東京都

1275 塩田 哲也 岡山県 羅針盤

1276 谷川 重雄 福岡県 直立真顔クラブ福岡本部

1277 渡辺 彦道 岡山県

1278 津野 秀樹 千葉県 ちゃんぷ練

1279 菅原 賢 東京都 ＣＲＴＲＣ

1280 斉藤 直紀 群馬県 デンカ伊勢崎

1281 加藤 大雅 埼玉県

1282 平岩 義生 東京都

1283 大友 幸憲 秋田県 山人楽師

1284 泉川 憲一郎 神奈川県

1285 大川 良太 東京都

1286 萱嶌 一秀 東京都

1287 宮原 智彦 千葉県 俣富士陸上部



1288 馬淵 洋志 静岡県 ＲＯＵＮＤ５

1289 奥野 博士 長野県 信州トレマン

1290 小島 健二 東京都 ＸＣＥＳＳ

1291 海江田 真 東京都

1292 鬼頭 知宏 新潟県 能生国民健康保険診療所

1293 加藤 陽造 東京都

1294 棚田 隆幸 福島県 チームＧＯＴＬ

1295 吉田 和彦 埼玉県 小鳥キッス

1296 小峰 史 東京都 青梅トレラン部

1297 園部 正貴 茨城県 日立会瀬ＴＲＣ

1298 赤瀬 崇 長野県 デカスリート

1299 上野 孝治 静岡県

1300 清水 克利 東京都 府中ＡＦＣ

1301 荘司 裕太 東京都 朝飯前

1302 山口 眞弘 群馬県 うさぴょん

1303 石川 佳嗣 京都府

1304 小林 大起 静岡県

1305 伊賀 拓郎 東京都 ハイブリッド

1306 アレックス チャン 東京都

1307 小林 俊英 埼玉県

1308 山本 一彦 富山県 チームホタルイカ

1309 長江 孝仁 静岡県 ＶＦジャパン

1310 大手 博之 栃木県 ＢＩＧＨＡＮＤ

1311 松永 和明 静岡県 めいこう

1312 西田 秀一 兵庫県

1313 奈須 孝哲 新潟県

1314 長田 光 神奈川県

1315 仲 健一郎 大阪府 大阪府庁

1316 三浦 誠司 大阪府 ガンバフンバ



1317 福島 正明 神奈川県

1318 二口 和督 静岡県

1319 坪井 誠 茨城県 チームとのてん

1320 浅井 照仁 東京都

1321 上野 暁生 東京都 ＴＥＡＭ１００ＭＩＬＥ

1322 小野寺 隆志 東京都

1323 木佐貫 誠 神奈川県 チガジョグ

1324 佐原 啓仁 千葉県 日本教育新聞

1325 宮崎 亮 神奈川県 東京ハセツネクラブ

1326 藤谷 晃 神奈川県 ＪーＴＲＥＣ

1327 本田 光弘 神奈川県

1328 横山 真信 埼玉県

1329 霧生 秀治 東京都 あさまＤＲＣ

1330 松澤 斉之 東京都

1331 太田 崇 大阪府

1332 小野 泰敬 千葉県 ナツメン

1333 齊藤 茂晃 北海道 滑登走

1334 鈴木 淳二 神奈川県 厚木大学

1335 後藤 航也 茨城県 ネットワン

1336 降矢 信彦 神奈川県 ランニングコブラ（ツイスト）

1337 矢沢 文崇 東京都

1338 原 直樹 神奈川県

1339 能川 博司 東京都

1340 柘植 康宏 大阪府 一庫Ｒ山の駅

1341 西 哲也 神奈川県 千代田化工

1342 織田 聡 埼玉県

1343 森田 拓之 埼玉県

1344 藤田 尚武 東京都

1345 小川 真吾 静岡県 裾野走ろう会亀



1346 平田 哲男 徳島県

1347 岩沢 勇夫 栃木県

1348 蘇 軍 東京都

1349 石垣 光広 群馬県

1350 今泉 吉明 東京都 ランピース／Bukka Sky Club

1351 柳町 年輝 茨城県

1352 松下 愛則 栃木県 じょじじょじ

1353 風間 洋一 東京都

1354 米花 貴 神奈川県 ＭＲＣ

1355 張 成道 千葉県 張家

1356 箱田 有亮 東京都 苦愛オクム

1357 宇田川 剛史 東京都 ＬＲＣ

1358 小久保 淳 神奈川県

1359 杉本 憲司 神奈川県 小川司法ラン部

1360 市川 良弘 神奈川県 青竹荘

1361 三森 靖弘 神奈川県

1362 森田 一彦 埼玉県 金毘羅オネオネ

1363 藤澤 敏也 神奈川県

1364 山根 智 東京都 株式会社やまね

1365 西村 健一 東京都

1366 久野 健二郎 北海道 ＲＵＮ　ＴＫＯ

1367 塚本 夏樹 埼玉県 北区スキー山岳部

1368 北野 善知 東京都 ウィズィー

1369 懸田 剛 愛媛県 ランジョイ

1370 山崎 広和 栃木県

1371 Ｆｌｙｎｎ Ａｎｄｒｅｗ 東京都

1372 鈴木 博文 東京都 ＭＨＩＲ

1373 牧 洋二郎 千葉県 チー１００

1374 和田 国敏 千葉県



1375 西村 仁 東京都

1376 中村 賢次 千葉県

1377 板倉 延樹 富山県

1378 上原 広輝 神奈川県

1379 稲田 光弘 東京都 ＢＢワラーチ商會（オジサンズ）

1380 小野 貴志 神奈川県 樂走組

1381 ＴＡＮ ＡＤＩＧＵＮＡ 東京都

1382 松村 和幸 東京都

1383 石井 一光 東京都 小川司法ラン部

1384 福井 俊治 茨城県 Ｆ１ｘＲＵＮ

1385 阿部 勇 埼玉県 ＴＥＡＭ　ＲＥＳＰＥＣＴ

1386 山中 洋 埼玉県 エルブレス

1387 伊藤 明 東京都 小岩小学校ＰＴＡ

1388 名島 健志 東京都

1389 土佐 信博 秋田県 一つ森ＳＭＣ

1390 古我 宣久 東京都 トラベルＤＢ

1391 大崎 正裕 千葉県 上市場でれすけ倶楽部

1392 佐竹 真彰 神奈川県

1393 伊藤 健人 東京都

1394 杉野 昭仁 長野県

1395 井上 幸信 埼玉県

1396 片岡 雅彦 東京都

1397 鈴木 智征 東京都 新菱冷熱工業

1398 内山 謙 山梨県

1399 櫻田 功 秋田県 ＵＴＭＴ

1400 ＧＡＯ ＹＡＮ 東京都

1401 高橋 正知 静岡県 ちゅんちゅん号

1402 齋藤 和彦 埼玉県

1403 山口 守 東京都



1404 吉田 憲司 東京都 ＰＷＣ

1405 藤井 誠 愛知県

1406 村山 靖志 神奈川県

1407 竹内 泰之 愛知県

1408 阿久根 圭 神奈川県 とびうお君

1409 堀篭 宏章 埼玉県

1410 小野 和幸 東京都 フランブル

1411 松浦 徹 静岡県 ダウンヒルジャンキー

1412 羽根田 雅弘 東京都 チームパリマラソン

1413 山下 謙一 東京都 小金井市民

1414 佐藤 哲哉 神奈川県

1415 武堂 貴宏 埼玉県 ジュニパーネットワークス

1416 岡本 敦 神奈川県

1417 木戸 達夫 東京都 チームタバッキ

1418 川向 義和 埼玉県 大泉スマラン

1419 池内 匡史 東京都

1420 稲永 雄介 東京都 ＳＤＩＮＧ

1421 高橋 淳 東京都 オリコ

1422 原田 元彦 東京都 ＫＪＣ

1423 永田 恭司 大阪府

1424 関野 智勝 千葉県 千葉パイレーツ

1425 鈴木 利季 福島県 ＦＴＲＣ

1426 山本 浩之 千葉県

1427 落合 さとる 東京都

1428 春日部 直樹 東京都 駒沢公園ＪＣ

1429 久保 正彦 東京都 ＡＪたまがわ

1430 藤原 一郎 大阪府

1431 中嶋 明 愛知県



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1432 鈴木 昭博 茨城県

1433 杉坂 健次 東京都 ＦｕｎＲｕｎ

1434 笠原 規男 千葉県 ＭＩＧＨＴＹ

1435 中村 淳 長野県

1436 佐々木 有司 東京都 ＭＩＦＲＣ

1437 桑田 尚之 東京都 えびトレ

1438 定元 智幸 千葉県 み春野陸上部

1439 吉川 玄徳 東京都

1440 小島 俊之 神奈川県

1441 川合 哲也 神奈川県 ランフィールド

1442 栗山 聡 東京都 チーム寿花

1443 草野 行治 埼玉県 複十字病院

1444 布川 健太郎 神奈川県

1445 松森 正彦 神奈川県

1446 大橋 昌幸 神奈川県 ＲＵＮ５５５

1447 反田 丈裕 東京都 青梅トレラン部

1448 中村 健一 東京都

1449 福良 浩一 千葉県

1450 土橋 秀行 大阪府

1451 関 康文 埼玉県

1452 井上 正治 埼玉県 サンデーワークス

1453 加藤 政義 東京都

1454 山本 越郎 神奈川県

1455 丸橋 浩 神奈川県 WILD BOARS

1456 長谷川 雄 神奈川県 東京ハセツネクラブ

1457 光島 太郎 神奈川県

1458 大島 義之 宮城県 ＬＩＸＩＬ東北

男子５0歳代



1459 山田 剛介 東京都

1460 秋葉 光太郎 千葉県 チーム⭐秋の道

1461 小野寺 厚博 千葉県 ベストスマイルランニングクラブ

1462 小久保 英一 東京都

1463 坂田 純一 岩手県 健脚大木組

1464 種谷 則之 東京都

1465 千明 昭彦 群馬県 臼井ランクラブ

1466 土井 公平 神奈川県

1467 村鳥 康幾 福岡県 チーム無一文

1468 日置 勝之 埼玉県 朝霞ＡＣ

1469 田中 喜明 埼玉県 妙高高原ビール

1470 須藤 好 栃木県

1471 吉田 徹 千葉県 りょうちゃんず

1472 田島 光一 東京都

1473 早野 晋 大阪府 老体オールスターズ

1474 曽根 正則 神奈川県

1475 土田 隆良 東京都

1476 松本 直也 広島県

1477 斎藤 広幸 新潟県

1478 佐々木 信二 東京都

1479 田中 政人 長野県

1480 一條 太郎 東京都 まんぼう

1481 橋本 唯一 新潟県

1482 井上 準也 京都府 KIRAWAY

1483 北村 恒治 京都府

1484 若井 隆純 茨城県 サンビーチＡＣ

1485 竹本 晋一 東京都 ランランクラブ

1486 山下 正司 神奈川県 初トラ

1487 斎藤 晃 神奈川県 チーム舟知



1488 矢島 尚 神奈川県

1489 大橋 清文 東京都 ぬらりひょん

1490 高野 雄市 東京都 ＴＦＪトレイル

1491 藤原 一清 千葉県 チーム秋の道

1492 下山 知宏 東京都 八丁目青年部

1493 吉原 誠二 佐賀県 ＦＥＲＣ

1494 山ノ井 茂雄 埼玉県

1495 國府田 正雄 東京都

1496 西脇 泰行 千葉県

1497 大門 孝行 埼玉県 ラフラフＲＣ

1498 引間 徹 埼玉県 トレラン・セラピー秩父

1499 コー サム 東京都

1500 関 定男 東京都

1501 松本 善行 東京都

1502 海野 勝義 千葉県

1503 藤田 浩 千葉県 トラベルＤＢ

1504 稲村 和弘 東京都 ＯＡＣ

1505 田辺 修三 埼玉県 ウルトラスピリッツ

1506 長 一修 東京都

1507 李家 眞理 北海道 北海道ＴＲＣ

1508 田中 康雄 東京都 世田谷クミン

1509 小本 雅隆 埼玉県 航空自衛隊

1510 橘 秀樹 神奈川県

1511 ハント ロビン 東京都

1512 伊藤 幸雄 東京都

1513 菊地 隆博 神奈川県 ＴＢＬ

1514 眞野 豊司 千葉県

1515 原田 三千丈 山口県 維新ランナーズ

1516 外崎 則夫 埼玉県 ゼロベース



1517 平田 恵介 東京都

1518 宮田 佳幸 北海道 市立札幌みなみの杜高等支援学校

1519 井上 憲一 東京都 ＭＴＲＣ

1520 森田 勇 埼玉県

1521 金田 恭典 東京都 日本生命

1522 布上 滋大 神奈川県

1523 安樂 太佳司 岡山県 Ｖａ　Ｂｅｎｅ

1524 大島 光浩 長野県 ＵＴＪ－Ｍ

1525 高村 俊介 埼玉県 べるっぽくらぶ

1526 布間 章裕 神奈川県 なし

1527 江原 敏信 東京都

1528 小湊 義彰 神奈川県 ULTRA POSE

1529 楠元 秀一郎 千葉県 Ｆｕｎトレイル

1530 松本 透 埼玉県

1531 宇田川 和之 東京都

1532 小田 英男 千葉県

1533 櫻田 浩史 静岡県

1534 矢島 真 神奈川県

1535 楜沢 康博 茨城県 ミルクハウス

1536 内海 正人 神奈川県

1537 中島 隆夫 埼玉県

1538 伊藤 寿行 埼玉県

1539 石黒 英之 兵庫県

1540 表寺 務 東京都 ラン友

1541 日下 淳一 東京都

1542 松田 弘 埼玉県 十腕形上目

1543 松枝 太 東京都

1544 土屋 隆行 神奈川県 チームＳＯＴＡ

1545 関根 実 岐阜県 ララ無理



1546 外薗 智明 神奈川県

1547 内藤 滋信 静岡県 水曜練習会

1548 大藤 光浩 京都府

1549 川原 幸則 福岡県

1550 染谷 喜一郎 東京都 そめちゃんち

1551 向山 忍 千葉県 ＧＳＲ

1552 淺野 太洋 福井県 福井赤十字病院

1553 鵜飼 峰生 千葉県 チーム１００マイル

1554 井嶋 健一 北海道 フラテ山の会ＯＢ

1555 斎藤 光広 埼玉県 越生七福神

1556 石井 宏 神奈川県 走快倶楽部

1557 坂本 俊雄 愛知県 サーラＲＣ

1558 木戸 耕一 埼玉県

1559 中村 彰男 茨城県 玉川ランナーズ

1560 馬渡 範久 大分県 ひとなり

1561 塚田 晋司 東京都 清瀬くぬぎランナーズ

1562 利根川 剛 神奈川県

1563 芦田 広美 神奈川県 チーム山猿

1564 大高 淳 埼玉県

1565 佐藤 良之 神奈川県

1566 木村 正宏 東京都 マラソン交流会

1567 織田 愛泉 千葉県

1568 久安 亮 神奈川県

1569 山越 一弘 神奈川県

1570 大宅 郁治 東京都

1571 山本 浩 東京都 ＲＲＴ

1572 久我 充昭 東京都

1573 前田 政俊 兵庫県

1574 遠山 敏幸 東京都 渋谷冒険王



1575 津呂本 博隆 大阪府

1576 笠島 光男 茨城県 加波一族

1577 舘林 康行 東京都

1578 斉藤 哲 神奈川県 こわれもの

1579 大橋 晴彦 埼玉県 ウルプロ

1580 山口 久彦 新潟県

1581 白戸 進 神奈川県

1582 岩瀬 鋭二良 静岡県

1583 濱中 隆次 東京都

1584 吉岡 義昭 千葉県 佐原高校トレラン部

1585 山本 隆二 埼玉県 裸足ＲＣ

1586 星子 雅司 千葉県

1587 田口 博伸 神奈川県 Sea of Hands 1974

1588 柴田 誠二 千葉県 冷延トレイルランナーズクラブ

1589 多田 広幸 東京都

1590 荒井 邦忠 東京都 チーム銭洗

1591 天野 祐治 東京都

1592 岡本 晴彦 東京都 チームハーレー

1593 阿部 元晴 東京都 亀蔵倶楽部

1594 飯野 明寛 京都府 京都府立医大病院ＲＣ

1595 伊藤 健治 神奈川県 ＳＶＡＣ

1596 笠原 春吉 埼玉県 草加走ろう会

1597 今井 常晶 北海道 北海道ＴＲＣ

1598 小池 諭 群馬県 こいけ整形外科

1599 最所 克博 埼玉県

1600 高橋 公二 埼玉県

1601 鈴木 秀明 宮城県 チームすすけ

1602 田中 眞二 東京都

1603 高橋 洋一 神奈川県 秦野市役所



1604 田代 智也 神奈川県 チームＴＡＳＫ

1605 福島 眞英 神奈川県

1606 鎌田 純 千葉県 明走会トレラン部

1607 谷川 信一 兵庫県

1608 高木 幹生 埼玉県 チームみきお

1609 武部 義行 京都府 京都府医大ＲＣ

1610 鎌戸 毅 茨城県 ＡＲＣ

1611 内田 知道 埼玉県

1612 西尾 清 三重県 トラベルＤＢ

1613 佐々木 秀一 神奈川県 チームマグナム

1614 富江 泰知 埼玉県 フェニックス

1615 森 光生 静岡県 余目クラブ



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1616 松村 郁男 山梨県

1617 小瀬 健夫 埼玉県 郵船ロジ陸上部

1618 苅込 直和 千葉県 なし

1619 仲川 伸治 千葉県

1620 都留 実 福岡県 ＳＯＲ

1621 阿部 秀司 神奈川県 湘南ベルマーレ

1622 伊藤 輝文 長野県 信州トレマン

1623 中山 陽象 神奈川県 お達者倶楽部

1624 大野 隆晃 埼玉県

1625 阿部 博史 新潟県 立川綜合病院

1626 塩田 聡史 埼玉県

1627 涌井 元博 新潟県 猫山宮尾病院

1628 手嶋 勝美 鳥取県 神在山楽倶楽部

1629 杉田 裕 埼玉県 苦愛オクム

1630 岸 信男 神奈川県 ｖｉｖａｌａｖｉｄａ

1631 齊藤 善文 北海道 北海道ＴＲＣ

1632 平井 清隆 東京都

1633 吉田 洋介 長野県

1634 株田 実 埼玉県

1635 富澤 明男 東京都 荏原製作所

1636 工藤 仁 栃木県

1637 稲田 一也 茨城県 風希波・ＲＴ

1638 高山 正樹 埼玉県 Aniyans

1639 中村 集 東京都 日医ジョガーズ

1640 石川 三玄 兵庫県 ユニバーＳＣ

1641 コリン ヤーカー 東京都 元気外人

1642 井川 久善 兵庫県 三水の会書道部

男子60歳以上



1643 大塚 進 千葉県

1644 内野 英夫 神奈川県 横浜緑走友会



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1701 枝元 香菜子 石川県

1702 田中 はるか 東京都

1703 宮﨑 喜美乃 東京都 THE NORTH FACE

女子招待選手



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1710 舩木 亜由美 東京都 ＩＤＥＣ

1711 竹嶋 碧 山形県 庄内ゆるラン

1712 小倉 遥 東京都 ＣＬＵＢちゃんぷ。練

1713 神里 茉衣 兵庫県

1714 佐野 陽菜 埼玉県 ＧＲＥＥＮＳ

1715 河野 彩子 神奈川県 厚木大学

1716 石井 鮎子 滋賀県

1717 望月 沙織 静岡県 韮山保育園

1718 佐藤 真知 東京都

1719 増田 朝美 長野県

1720 湯田 満希 東京都

1721 城田 暖子 東京都 とれもち

1722 浅原 かおり 静岡県

1723 中村 香織 東京都

1724 浅原 里美 東京都

女子39歳以下



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1725 亀谷 佳子 兵庫県 ガルトレ関西

1726 会田 雪子 神奈川県

1727 清水 可奈子 東京都

1728 坂田 さくら 千葉県

1729 藍野 真実 神奈川県 白馬トレラン部

1730 鈴木 綾子 東京都 ウルトラゾンビ

1731 久保 菜穂 山口県 維新ランナーズ

1732 八橋 三貴子 神奈川県 鎌倉ガチ錬隊

1733 山口 馨 山形県

1734 千田 奈歩 千葉県 小鳥キッス

1735 武井 良江 東京都

1736 平林 博美 京都府

1737 深浦 茂子 神奈川県 ＴＢＲＣ

1738 近藤 さゆり 北海道 静内山岳会

1739 仲田 潔子 埼玉県 岩本町ＴＲＣ

1740 高坂 恭子 兵庫県

1741 寺田 洋子 神奈川県

1742 井上 理恵子 埼玉県

1743 大高 芸 千葉県

1744 谷口 和嘉子 埼玉県

1745 松田 浩美 神奈川県 民宿たばこや

1746 川合 由季子 東京都 東京ハセツネクラブ

1747 佐藤 祐子 神奈川県

1748 永山 奈美子 神奈川県

1749 マツナガ ユカリ 東京都

1750 大川 智恵子 神奈川県

1751 宮本 佐知恵 神奈川県 ＳｌｅｅｐｉｎｇＳｈｅｅｐ

女子40歳代



1752 渡辺 知子 静岡県

1753 檜山 摩里子 東京都 ＶＩＶＡ　ＬＡ　ＶＩＤＡ

1754 長井 清子 静岡県

1755 平塚 亜矢子 東京都

1756 石橋 房子 東京都

1757 横山 絵美 愛知県

1758 石川 弘子 大阪府

1759 松岡 倫子 東京都

1760 益谷 祐子 京都府

1761 小川 るり子 埼玉県

1762 木戸 明子 埼玉県

1763 佐藤 敬子 神奈川県

1764 中澤 重美 神奈川県

1765 布山 伸江 東京都 トラベルＤＢ

1766 古我 由紀子 東京都 トラベルＤＢ



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

1767 田村 久美子 東京都

1768 小宮山 博子 東京都

1769 横井 八重子 広島県

1770 木村 志保 北海道 ＨＴＲＣ

1771 山田 祐美子 埼玉県 苦愛オクム

1772 染谷 公美 東京都 そめちゃんち

1773 永瀬 寛子 東京都

1774 片岡 詩都 神奈川県

1775 細見 喜世 神奈川県 トラベルＤＢ

1776 上西 公美 神奈川県

1777 岩壁 淳子 神奈川県

1778 松岡 郁子 北海道 北海道ＴＲＣ

1779 波多野 麻理 東京都

1780 大川 紀子 千葉県 江戸くノ一組

1781 國母 由香里 北海道 石狩トライアスロン

1782 池田 香 東京都

1783 一色 祐嘉子 神奈川県 ＰＡＳＳＩＯＮ

1784 長澤 順子 秋田県

1785 北村 礼子 岡山県 ＦＥＲＣ

1786 田中 園子 埼玉県 さいたま走翔

1787 松沼 佳子 栃木県

1788 野口 昌代 東京都

1789 三宅 美奈子 愛知県

1790 石黒 美由紀 東京都

1791 間宮 美恵子 和歌山県

1792 武笠 富恵 埼玉県 コンフィアンサ

女子５0歳以上


