
ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5000 松原 克博 岡山県 マツバラトレイル

5001 町田 知宏 東京都

5002 牧羽 貴彦 神奈川県

5003 嶋田 哲也 東京都

5010 岸 哲也 埼玉県 飯能ヤマノススメ連合

5011 上野 航季 東京都

5012 山口 純平 東京都 ＥＬＤＯＲＥＳＯ

5013 緑川 知也 東京都

5014 韓 君民 東京都

5015 村田 諒 東京都

5016 加藤 健 東京都 堀内林業

5017 河崎 鷹丸 東京都

5018 大倉 祥 埼玉県 ＲＣＲ

5019 長井 秀興 東京都 あんどら

5020 阿久津 知宏 栃木県

5021 佐藤 亮太 神奈川県 ＮＴＹＭ

5022 返町 雄一 神奈川県

5023 三森 弘満 東京都

5024 鈴木 貴丸 東京都 ダブサバ

5025 加野 雅士 東京都 西濃倶楽部

5026 渡邉 昌成 静岡県 浜松うましか

5027 永島 智男 栃木県 岩舟ＦＲＣ

5028 高見 健治 東京都

5029 野崎 貴大 東京都

5030 吉田 龍介 東京都 日本登攀クラブ

5031 松本 健太 東京都

5032 島田 純 埼玉県

5033 川崎 郷師 埼玉県

5034 渡辺 隆宏 埼玉県

5035 大西 将人 埼玉県

5036 横井 淳 静岡県

5037 大木 昇太 千葉県 オールスポーツ

5038 寺田 智哉 東京都 ＲＲＴ

5039 市川 裕之 栃木県 栃木やまんちゅ

5040 合田 和也 神奈川県
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5041 樋口 正和 埼玉県

5042 若山 諒 東京都

5043 山城 將嗣 東京都

5044 芝 佑樹 東京都 キズキ共育塾　美脚部

5045 橋本 智輝 栃木県

5046 高橋 佳宏 東京都 ふじ家

5047 作間 康法 宮城県

5048 小柴 雄三 埼玉県

5049 石塚 真人 栃木県

5050 和中 尭久 東京都

5051 平沢 晋太郎 埼玉県 トリッパーズ

5052 久留島 義信 東京都 北区赤羽ランナーズ

5053 曽雌 泰央 栃木県 小山高校陸上部ＯＢ会

5054 井上 晴雄 東京都 綺羅星十字団

5055 中野 一樹 東京都 青梅トレラン部

5056 松村 拓哉 東京都 びあふっと

5057 中原 宏史郎 東京都

5058 赤津 達矢 埼玉県 別所沼スマイル

5059 福田 慶二郎 東京都

5060 宮崎 友良 千葉県

5061 加藤 秀典 茨城県 筑波大学附属病院

5062 辻本 哲也 千葉県

5063 島田 健太郎 東京都

5064 山本 祐輔 埼玉県 ＮＳＴ

5065 森井 泰弘 東京都

5066 傳田 尚徳 千葉県 楽走リバー

5067 原山 浩輔 東京都

5068 大嶋 小次郎 千葉県

5069 熊田 啓信 東京都

5070 杉本 諭 新潟県

5071 渡辺 聡 新潟県

5072 菅野 佑也 埼玉県

5073 室井 祐介 東京都

5074 平間 紀昭 埼玉県

5075 信太 亨仁 東京都

5076 木森 寛 埼玉県 ＩＧＳＲＴトレラン部

5077 長谷川 旭 東京都



5078 半田 大士 東京都

5079 嶋崎 真司 茨城県

5080 高橋 隆介 東京都

5081 菊地 章一 山梨県 飯能連合

5082 富塚 翔亮 東京都

5083 長崎 玄吾 東京都

5084 高井 直人 静岡県 伊東市民病院

5085 朝長 秀誠 神奈川県

5086 千早 文隆 埼玉県 無所属

5087 アンダーウッド ジェームス 千葉県

5088 大矢 将人 千葉県

5089 砂川 良太 神奈川県

5090 佐藤 信之 東京都

5091 浅田 剛志 兵庫県 にっぴ陸上班

5092 芳賀 亮 千葉県

5093 金子 裕一 群馬県

5094 林 克洋 東京都

5095 高仲 俊宏 神奈川県

5096 余吾 拓紀 千葉県

5097 松本 和徳 東京都 ココロ揺さぶる

5098 友松 亮 神奈川県

5099 和具 佑輔 東京都 福生ブロディ

5100 志村 聖 東京都 ブロディ

5101 齋藤 超 東京都

5102 阿部 拓也 東京都 ハトスズ

5103 本田 哲也 千葉県

5104 佐々木 智範 千葉県 日本中央競馬会

5105 岡田 朋大 埼玉県 丸の内駈山部

5106 加藤 大介 神奈川県 ＴＦＤ

5107 佐藤 広之 埼玉県

5108 下村 猛 東京都

5109 河合 和也 千葉県 ＫＲＣ

5110 小林 陽輔 埼玉県 おまんじゅう

5111 新居 悠輝 埼玉県

5112 北田 正力 千葉県

5113 角 裕一 千葉県 ＦＡＪ

5114 進藤 馨 千葉県 株式会社エフエ



5115 田邊 龍彦 青森県 ハニーグッド

5116 小栗 裕介 東京都

5117 光島 元太 東京都

5118 川畑 浩大 東京都 ＦｕｎＴｒａｉｌｓ

5119 吉岡 稔洋 千葉県

5120 山口 剛司 埼玉県

5121 蔦宗 明紘 広島県

5122 坂田 亮 神奈川県

5123 穴沢 祐也 埼玉県 ＴｅａｍＦＴ

5124 冨沢 大介 千葉県 パパよし

5125 岡崎 喜和 東京都

5126 松村 喜明 三重県

5127 阿多 智之 東京都

5128 青木 巧真 神奈川県

5129 山岸 信介 神奈川県



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5004 仙波 憲人 福井県

5005 山本 博史 東京都 フイナム ランニング クラブ♡

5006 雨宮 浩樹 福島県

5130 上野 賢太郎 東京都

5131 佐々木 朋幸 群馬県 ＭＹＳＴＡＲ

5132 小林 億 東京都

5133 武田 真治 東京都

5134 宗形 賢 東京都 新橋ＳＬ走場

5135 冨樫 謙太郎 埼玉県 無所属天狗倶楽部

5136 藤丸 智幸 東京都

5137 岡本 俊介 神奈川県 イエローテイルズ

5138 浦川 忠郎 東京都

5139 佐藤 航 東京都 多摩湖ＲＣ

5140 佐藤 功 埼玉県 明成法務司法書士法人

5141 浅賀 亮二 埼玉県

5142 高木 良一 東京都

5143 荻野 稔樹 神奈川県

5144 浦山 龍太 神奈川県 日立システムズ

5145 新井 岳志 埼玉県

5146 田ノ上 聡 埼玉県

5147 池森 英俊 千葉県

5148 山岸 竜二 埼玉県 加治体協

5149 新田 継一 埼玉県

5150 杉林 隆生 埼玉県

5151 渡邉 雅史 東京都

5152 高見 順 千葉県

5153 竹下 潤一 埼玉県 埼玉大井

5154 高橋 大悟 埼玉県

5155 関根 友則 東京都

5156 磯田 和也 埼玉県

5157 三島 尚 埼玉県

5158 金指 伴哉 東京都

5159 沼生 隆 栃木県

5160 越塚 岳広 千葉県 稲毛インター

5161 照内 義明 埼玉県
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5162 齊藤 泰臣 埼玉県 東武ＴＯＰ

5163 後藤 稔功 東京都

5164 佐野 慎一 静岡県 遠藤塾

5165 橋本 哲二 東京都 フルトーンズ

5166 菅原 晋也 東京都

5167 井口 岳史 神奈川県

5168 志賀 千章 東京都

5169 政本 靖満 栃木県

5170 谷田 茂 東京都 ＡＲ

5171 岡部 正克 埼玉県

5172 原島 憲章 東京都

5173 福田 宏之 東京都

5174 下平 龍平 東京都

5175 矢野 周作 千葉県 ランボーズ

5176 野嵜 康博 千葉県

5177 千葉 拓史 東京都

5178 滝澤 圭一郎 東京都 お部屋探しＭＡＳＴ

5179 田中 孝典 東京都 鎌倉ガチ錬隊

5180 原口 竜成 埼玉県

5181 増田 佳輔 埼玉県

5182 漆山 淳 埼玉県

5183 森田 輝明 埼玉県 埼玉石心会病院

5184 松本 智文 静岡県

5185 小川 裁也 埼玉県 ＩＧＳＲＴ

5186 今崎 治男 東京都 ＫＭＣ

5187 東良 俊孝 東京都

5188 宮澤 望 神奈川県 星芋ジャパン

5189 佐藤 基香 東京都

5190 加藤 敦 神奈川県

5191 青木 隆顕 神奈川県

5192 佐藤 健司 神奈川県

5193 長部 祥明 東京都 ５ＲＣ

5194 塩田 泰之 北海道

5195 石井 学 千葉県 ＺＢＲＣ

5196 中村 伸司 東京都

5197 岸 康孝 埼玉県 青梅トレラン部

5198 天野 寛之 群馬県 オギハラ陸上部



5199 藤井 克昌 埼玉県 ニトリ

5200 豊内 一昌 東京都

5201 岩崎 真吾 埼玉県

5202 英 顕治 千葉県

5203 中村 隆治 埼玉県

5204 原口 弘樹 東京都

5205 荒川 喜弘 東京都

5206 栗原 直大 千葉県

5207 泉川 憲一郎 神奈川県

5208 土屋 直登 埼玉県

5209 松坂 良一 埼玉県 嵐妃龍

5210 岩橋 政 埼玉県 ＩＧＳＲＴ

5211 大谷 英樹 埼玉県

5212 西沢 卓 東京都

5213 松本 卓也 埼玉県 ＮＲＲ

5214 柿沼 万寿夫 東京都

5215 猪飼 拓也 東京都 おもてなしランナー

5216 大手 博之 栃木県 ＢＩＧＨＡＮＤ

5217 松原 弘樹 埼玉県 前田塾

5218 西野 太 東京都 ＭＤＴ

5219 岩室 健 神奈川県

5220 萩原 智 埼玉県

5221 盛田 憲一郎 東京都

5222 宇野 英隆 福島県

5223 福田 英治 埼玉県 埼玉陸協

5224 安川 尊裕 東京都 すぽるちば

5225 田開 孝志 神奈川県

5226 堀部 薫 東京都

5227 小西 正晃 神奈川県 さわかほ

5228 冨沢 哲夫 東京都

5229 松澤 斉之 東京都

5230 水野 龍也 東京都 トーマツランニング部

5231 石川 功 埼玉県 河村電器産業

5232 鈴木 昌典 東京都

5233 加藤 達彦 東京都 ＡＲＣ

5234 髙田 明則 埼玉県 立川南北友好連盟

5235 森 将之 神奈川県



5236 中村 圭介 東京都 カネパッケージ

5237 鈴木 貴広 東京都 ＴＵＪＲＵＮ

5238 小澤 善文 東京都 福生ブロディ

5239 三井 誠司 埼玉県

5240 種市 哲哉 千葉県 マックス・魂！

5241 浅井 照仁 東京都

5242 早川 秀人 神奈川県 ＴＧ１０

5243 磯野 周平 東京都 ウルプロ

5244 山下 清喜 神奈川県

5245 岸原 直人 東京都 ＤＰＴ

5246 西村 健一 東京都

5247 木佐貫 誠 神奈川県 チガジョグ

5248 須藤 健二 千葉県 ＮＳＴ

5249 田茂井 章浩 東京都 苦愛オクム

5250 塚本 夏樹 埼玉県

5251 森 正幸 茨城県 Ｔ‐ＢＡＳＥ

5252 井藤 久隆 埼玉県 インテル山岳会

5253 降矢 信彦 神奈川県 ＦＵＮ　Ｔｒａｉｌｓ

5254 鈴木 健二 岩手県

5255 遠藤 憲治 東京都

5256 鵜沢 利和 東京都

5257 土屋 慎吾 東京都

5258 小川 真吾 静岡県 裾野走ろう会亀

5259 岡山 修平 東京都

5260 戸恒 亮一 千葉県 ドリトレ

5261 佐藤 威 埼玉県 パルシステム埼玉

5262 西谷 康昌 千葉県

5263 大塚 勤 神奈川県

5264 中子 英紀 東京都

5265 根岸 裕司 東京都 ネギ

5266 山田 正人 神奈川県

5267 風間 洋一 東京都

5268 内田 憲匡 東京都 サムズ・アップ

5269 箱田 有亮 東京都

5270 鈴木 雅勝 千葉県

5271 山崎 則昭 埼玉県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ

5272 堀内 寛幸 埼玉県 ＡＴＳ＋



5273 小出 祐充 東京都

5274 中西 一 東京都 チーム若き血

5275 松浦 久志 千葉県

5276 金井 栄作 千葉県

5277 和田 国敏 千葉県

5278 栗原 宏夫 東京都

5279 高橋 孝幸 埼玉県 ＣＯＭ６２

5280 早見 真 埼玉県

5281 大矢 貴之 埼玉県 チームガーデン

5282 北辻 博章 東京都

5283 根岸 浩 埼玉県 たくはる

5284 柿木 英典 東京都 武蔵ＵＭＣ

5285 戸塚 禎靖 静岡県

5286 吉野 昌宏 神奈川県

5287 小野 和幸 東京都 フランブル

5288 茶本 雄一 東京都 サーマル

5289 佐藤 厚 東京都 第一三共陸上部

5290 湯川 高康 東京都

5291 尼子 雅章 千葉県

5292 片岡 雅彦 東京都

5293 柳瀬 豊 東京都

5294 野口 直樹 埼玉県 ひだまり山荘

5295 川瀬 昭隆 東京都 ウルトラポーズ

5296 横浜 直樹 埼玉県

5297 松尾 泰寛 埼玉県 自転車操業

5298 矢崎 友則 東京都

5299 佐藤 永弘 東京都

5300 久保田 剛行 埼玉県 苦愛オクム

5301 安田 昌樹 埼玉県

5302 駒場 貴裕 東京都

5303 小河原 成哲 神奈川県



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5304 杉坂 健次 東京都 ＦｕｎＲｕｎ

5305 宅見 敬一 愛知県

5306 須山 富雄 千葉県 ＳＴＲＣ

5307 松本 幸一郎 東京都 大泉スマラン

5308 堀田 勝治 東京都

5309 中嶋 淳 東京都

5310 福良 浩一 千葉県

5311 井上 正治 埼玉県 サンデーワークス

5312 中野 正幸 千葉県

5313 長島 政史 東京都

5314 島尻 工 沖縄県

5315 奥川 考透 埼玉県 ＴｅａｍＦＴ

5316 近藤 亨成 埼玉県

5317 藤本 真 東京都

5318 伊藤 啓恭 東京都 鈴鹿サーキット

5319 井口 正晴 神奈川県

5320 清水 健一 東京都

5321 佐々木 有司 東京都

5322 宮崎 英樹 東京都 ＭＳ同志会

5323 戸張 雅実 神奈川県

5324 船木 淳 神奈川県

5325 伊藤 毅 千葉県 マンピートレラン

5326 丸橋 浩 神奈川県 ＷＩＬＤＢＯＡＲＳ

5327 三島 修 東京都 まだまだ

5328 星野 賢一 山梨県

5329 柳通 浩一 東京都

5330 山内 博之 東京都

5331 北村 恒治 京都府

5332 浅野 博光 東京都 チームケンズ

5333 濱野 秀夫 埼玉県

5334 黒瀬 博昭 神奈川県

5335 外崎 勝和 千葉県

5336 山ノ井 茂雄 埼玉県

5337 永井 正哲 千葉県

5338 橋本 茂樹 東京都 ＧＬーＺＲＣ

男子50歳代



5339 土田 隆良 東京都 ＦｕｎＲｕｎ

5340 尾原 儀彦 東京都 大泉スマラン

5341 済木 実 埼玉県

5342 森下 巌 埼玉県

5343 大川 高浩 東京都

5344 緒方 浩典 埼玉県 山人楽師

5345 菅原 和也 茨城県 ＧＬＺ／ＲＣ

5346 田中 康雄 東京都 世田谷クミン

5347 橘 秀樹 神奈川県

5348 石亀 譲 神奈川県

5349 遠藤 光広 静岡県 遠藤塾

5350 伊達 由樹 千葉県 トレラン準備室

5351 中島 伸彦 東京都

5352 上杉 浩敏 静岡県

5353 北村 靖ニ 東京都

5354 柴崎 叶 東京都

5355 海野 勝義 千葉県

5356 中島 隆秀 東京都

5357 松村 昌治 東京都 友ＲＵＮ戦

5358 伊藤 寿行 埼玉県

5359 志田 優樹 神奈川県 ザ・スペース

5360 田島 一斉 東京都 東京陸連

5361 丸山 成人 東京都

5362 小澤 伸一 東京都

5363 遠藤 寛巳 静岡県 いえもんズ

5364 湯淺 広 千葉県

5365 高橋 豊 神奈川県

5366 清水 圭二 東京都

5367 布上 滋大 神奈川県

5368 高村 俊介 埼玉県 べるっぽくらぶ

5369 平山 圭一郎 東京都 善福寺川ＲＣ

5370 鴨田 哲彰 東京都 ＲｕｎＦｉｅｌｄ

5371 一色 一行 神奈川県 ＰＡＳＳＩＯＮ

5372 斎藤 光広 埼玉県 越生七福神

5373 山宮 隆昭 東京都 チームパリマラ

5374 島田 勝明 千葉県 ＭＯＴ走友会

5375 佐々木 和久 千葉県



5376 松田 弘 埼玉県 十腕形上目

5377 富塚 統仁 東京都 ＴＳＭ

5378 松浦 美樹 千葉県

5379 松本 等 東京都

5380 舘林 康行 東京都

5381 芦田 広美 神奈川県 チーム山猿

5382 三島 裕之 東京都 ＫＲ会

5383 毛利 光博 東京都

5384 森下 良治 千葉県

5385 山本 浩 東京都 ＲＲＴ

5386 北見 淳 埼玉県 粉飴アスリート倶楽部

5387 水野 秀則 東京都 フューチャサポート

5388 森本 良照 東京都

5389 霜下 英之 東京都

5390 最所 克博 埼玉県 まぞひすと

5391 吉岡 義昭 千葉県 佐原高校トレラン部

5392 髙島 健 埼玉県 テロワール走友会

5393 横山 修 埼玉県

5394 新原 民男 東京都 リスペクト

5395 多田 広幸 埼玉県

5396 大庭 大 東京都 富士山会議

5397 歌代 和正 東京都

5398 田中 眞二 東京都



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5399 町田 順市 山梨県 甲州市体協

5400 原 裕一 茨城県 ＨＢＳ

5401 森本 良成 東京都 エムオーテック

5402 新 健治 東京都 東京陸協

5403 佃 章博 埼玉県

5404 須永 任一 千葉県

5405 笹倉 眞二 東京都 苦愛オクム

5406 謝 陽 東京都 たちとら

5407 黒津 和雄 東京都 加波一族

5408 後藤 賢治 東京都

5409 丸島 康義 東京都 バンバンクラブ

5410 コリン ヤーカー 東京都 元気外人

5411 大塚 進 千葉県

5412 菊入 文弘 神奈川県

男子60歳以上



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5500 髙村 貴子 長野県 Asahikawa Medical University

5501 永山 華奈 神奈川県 adidas Runners

5502 堤 智美 東京都 フイナムランニングクラブ♡

5505 金 暁軍 東京都

5506 関口 千尋 兵庫県

5507 長尾 未来 神奈川県

5508 小笠原 望 東京都 たまらん

5509 岡崎 愛 東京都

5510 舩木 亜由美 東京都 ＩＤＥＣ

5511 長谷川 裕子 神奈川県 ＢＵＫＫＡ

5512 中野 沙知 東京都 青梅トレラン部

5513 村田 美保 東京都

5514 松永 朋子 東京都

5515 片桐 一絵 新潟県

5516 若山 真由美 東京都 ＴＢＲＣ

5517 土井 悠子 神奈川県 軍団アオキ

5518 佐々木 暁子 東京都

5519 望月 沙織 静岡県

5520 橋本 育恵 東京都 ＴＢＲＣ

5521 坂元 千絵 東京都 ＩＧＬｅｇｅｎｄｓ

5522 大崎 真美 千葉県

5523 志賀 郁子 東京都

5524 湯田 満希 東京都

5525 梅沢 美代子 東京都

5526 八木 悦子 東京都

女子39歳以下



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5527 泉 佳代 埼玉県

5528 田代 記世美 千葉県

5529 大野 りえ 東京都 （株）キャラバン

5530 中村 陽子 埼玉県 トトロの森

5531 市村 千鶴 埼玉県

5532 高橋 奈巳 神奈川県 トラベルＤＢ

5533 土屋 由美子 埼玉県

5534 林 雲飛 東京都 雷石投資

5535 柾谷 美智子 東京都

5536 松村 若葉 東京都

5537 仲田 潔子 埼玉県 ランボーズ

5538 今野 香織 群馬県

5539 柴田 佳恵 東京都

5540 鳥井 いおり 東京都

5541 小林 八重子 千葉県 宴來

5542 久米 さやか 東京都 ＦｕｎＴｒａｉｌｓ

5543 後藤 満美 埼玉県

5544 板橋 美紀 茨城県 サロモンあみ

5545 弘中 志保 東京都

5546 小柳 輝枝 千葉県

5547 及川 華恵 東京都

5548 清野 由紀 埼玉県

5549 久保田 敦子 埼玉県 苦愛オクム

5550 鈴木 恵里子 埼玉県 チームトリッパーズ

5551 小川 るり子 埼玉県

5552 中澤 重美 神奈川県

5553 鈴木 文 神奈川県

5554 鈴木 亜希子 東京都 ウルトラポーズ

女子40歳代



ナンバー 氏名漢字 都道府県名 所属

5555 筧 友子 東京都

5556 川端 美央 東京都

5557 小宮山 博子 東京都

5558 佐藤 美和子 東京都

5559 露木 直子 東京都

5560 松本 佳代子 東京都

5561 上杉 裕子 静岡県

5562 松井 麻子 東京都

5563 田沢 美加 東京都

5564 稲田 恵美子 千葉県 電力中央研究所

5565 小池 雅子 東京都

5566 一色 祐嘉子 神奈川県 ＰＡＳＳＩＯＮ

5567 岩根 一子 東京都

5568 北原 淳子 神奈川県 準備室

5569 高塚 直子 東京都 松丘アンジェリー

5570 岡田 泉 東京都

5571 藤原 美芽 愛知県

5572 田中 園子 埼玉県 さいたま走翔

5573 大島 恵美子 神奈川県

5574 柳沢 浩子 埼玉県

女子50歳以上


