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ゼッケン 氏名 ゼッケン 氏名 ゼッケン 氏名 ゼッケン 氏名

156 寺山　尚志

101 青木　秀剛 157 永嶋　章二 201 稲吉　里美 11 加藤　悠仁

102 秋山　達也 158 永田　高教 202 川井　人美 12 望月　響人

103 浅井　孝哉 159 中藤　智 203 佐藤　典子

104 浅沼　貴文 160 中村　直喜 204 佐藤　秀美 21 大倉　柚姫

105 浅野　晃吉 161 濁澤　直也 205 原田　升美 22 西郷　武史

106 井澤　達哉 162 野田　宜邦 206 平口　夕夏 23 社家間　友介

107 石田　賢生 163 深澤　慶尚 207 細野　美典 24 畠山　芽衣

108 井上　智弘 164 藤浪　照史 208 新関　八千代 25 山下　晴大

109 伊代田　雄大 165 桝谷　宣夫 26 若菜　晴

110 内田　晃 166 松永　佳樹 27 海野　暁

111 内山　達矢 167 松本　雄太

112 梅原　智 168 丸山　照之 31 大倉　光貴

113 江川　貴久 169 丸山　洋 32 折山　駿俊

114 大倉　賢一 170 宮原　淳一 33 川瀬　真由

115 太田　光彦 171 武藤　喜彦 34 渋川　世廉

116 大野　寿昭 172 持山　祐規 35 十河　渉

117 大原　威雄 173 森田　祐史 36 谷村　姫花

118 近江　孝一 174 諸我　隆史 37 中川　理央

119 尾崎　正和 175 八木　大輔 38 中藤　浩輝

120 小澤　慎司 176 矢野　尚立 39 望月　和香菜

121 尾野　賢二郎 177 山口　貴宏

122 香川　博 178 山口　哲矢

123 加藤　康之 179 山口　英彦

124 金厚　宏 180 柚木　康宏

125 上西　洋 181 吉田　博昭

126 川田　雅之 182 斉藤　剛

127 菊田　光昭

128 工島　浩資

129 楮原　聡

130 小林　稔和

131 小林　博明

132 匂坂　敦志

133 作田　祥司

134 佐藤　長己

135 佐藤　和彦

136 佐内　秀輔

137 佐野　正博

138 澤入　充

139 篠原　一師

140 柴田　伸夫

141 柴田　祐希

142 白石　好

143 菅沼　淳

144 杉山　成一

145 杉山　剛久

146 鈴木　和寿

147 鈴木　卓

148 鈴木　孝典

149 鈴木　俊幸

150 鈴木　政宏

151 鈴木　保孝

152 鈴木　芳人

153 高瀬　英夫

154 高橋　昌也

155 田中　聡

個人3時間走 個人3時間走 

男子 女子

約4km　kids

小学1・2年

小学3・4年

個人3時間走 

小学5・6年
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ゼッケン チーム名 人数 氏名(メンバー1) 氏名(メンバー2) 氏名(メンバー3) 氏名(メンバー4)

301 クロネコ山走会 4 石上　公規 山田　一貴 小田巻　治 小田　正紀

302 ５２年会A 2 伊場　健一郎 伊丹　啓

303 スカンダ 4 岩崎　友則 濱村　泰司 望月　祥和 藪崎　大介

304 スマイルくん 4 遠藤　寛巳 小長谷　健 久保田　雄介 安藤　滉貴

305 YY-C 4 尾崎　敬史 望月　悠希 柳原　健人 杉山　竜一

306 89 2 佐々木　淳 寺田　万友

307 シャモヶ岳 3 佐藤　広規 石原　義仁 青木　真也

308 52年会Ｂ 2 鈴木　健太郎 加藤　哲允

309 鈴与ロゲ部１号 3 外山　達也 大庭　正守 和田　雄規

310 静岡とらいあんぐる 4 名倉　秀顕 榛地　廣行 堀内　均 加藤　雅朗

311 YY-D 4 望月　義晴 宮村　直樹 牧野　徹也 水口　敬次

312 鈴与ロゲ部3号 3 八橋　岳史 水上　泰章 河江　知範

313 大豆 4 山本　靖英 渡辺　広 引地　貴憲 桜井　正伸

314 鈴与ロゲ部2号 3 横田　圭一郎 中村　直樹 加藤　和秀

315 アンダンテ 3 横山　友敬 近藤　保志 大滝　健二

316 YY-A 4 渡辺　雅晴 用丸　直樹 村松　昇 加藤　翔

401 アラジン・ダークホース 4 岩本　昌子 長井　清子 居村　沙依 糠谷　美智子

402 アラジンガールズ　ゴールド 4 内山　みち子 畠山　望美 竹本　かよこ 金原　由貴江

403 富士山ガールズ 3 杉崎　夕子 大多和　あずさ 河村　菜奈子

404 アラジンの極妻たち 4 高橋　幸子 和田　和代 望月　志津歩 レッドフォード　賀代子

405 にこにこペース～マハロ～ 3 光岡　智子 花田　麻子 光岡　まなみ

501 ベルフォーレ 4 井上　陸人 佐野　晋理 石川　貴之 杉村　奈美

502 ☆ゴット4姉弟☆ 4 緒方　謙太朗 萩原　鈴恵 田中　聡美 緒方　美幸

503 チーム4年目 4 折山　亜佑美 渡部　真也 高柳　伸悟 松林　亮太

504 静岡とらいあんぐるＡ 4 赤堀　正 大森　隆 松下　妙子 奥村　康之

505 うさぎとかめ 4 清水　真理 堀池　裕文 折山　洋輔 伊藤　美栄子

506 オニック2 4 杉山　富夫 大倉　由美 志村　さくら 青木　美子

507 こりき企画 4 鈴木　亜希子 池田　司 西島　研一 仁科　俊介

508 絆トレラン部 4 高橋　直人 浅原　かおり 望月　亜紀子 荒木　涼子

509 チームたっしー 4 田代　明良 高橋　拓矢 石黒　奈穂子 杉村　昌紀

510 チームタナカ 4 田中　大貴 渡邉　桃詩美 白井　美波 大石　弓恵

511 登猿（TOZARU） 4 寺田　芳之 櫻井　廣一郎 中村　香子 栗田　英里

512 ILVENTO 4 中野　暁子 石橋　晃 酒井　徹 天野　優

513 清流館トレ部 4 名倉　靖之 齋藤　篤 齋藤　智子 坂本　伊代

514 SKYボーイズ 4 平野　涼子 大石　勝義 中西　健 三浦　泰伸

515 川田塾だよし 4 水口　駿介 池永　圭 家田　昌幸 吉田　千夏

516 竜爪園 3 望月　彩乃 齋藤　英輔 山本　雄介

517 YY-B 4 望月　正紀 杉村　則久 重安　陽介 成澤　真由美

601 ぱおとら 4 北原　晃一郎 北原　美咲 北原　佑太朗 望月　開路

602 チームAK 3 竹腰　晴久 深川　宏美 深川　朱里

家族チーム

チーム4時間走

男子チーム

女子チーム

男女混成チーム


