
種目番号 氏名漢字 都道府県 陸連登録団体名 ローマ字表記

■カテゴリー２

400 青野 勇紀 愛媛 愛媛陸協 Aono　Yuki

401 富田 繁生 福岡 福岡陸協 Tomita　Shigeo

402 新妻 拓弥 神奈川 関東ＲＣ Niitsuma　Takuya

403 高藤 夕揮 大分 宇佐市陸協 Takafuji　Yuki

404 塚本 浩一 熊本 肥後銀行 Tsukamoto　Koichi

405 平野 隆之 福岡 南部指導者クラブ Hirano　Takayuki

406 内藤 亜輝亜 静岡 Ｈｏｎｄａ-ＲＣ Naito　Akia

407 岩山 海渡 奈良 奈良陸協 Iwayama　Kaito

408 中根 孝太 大阪 大阪陸協 Nakane　Kota

409 原 良和 兵庫 蒼穹クラブ Hara　Yoshikazu

410 山田 吉秀 福岡 舞鶴ランニングクラブ Yamada　Yoshihide

411 宗石 和久 埼玉 東京陸協 Muneishi　Kazuhisa

412 穴井 雄大 大分 中央発条工業 Anai　Katsuhiro

413 城本 尚斗 和歌山 和歌山県庁 Shiromoto　Naoto

414 高橋 正尚 岡山 岡山陸協 Takahasi　Masanao

415 深谷 慧 島根 Ｘ－Ｒａｂｂｉｔｓ Fukatani　Satoru

416 野本 哲晃 福岡 福岡陸協 Nomoto　Tetsuaki

417 安西 健二郎 長崎 長崎長与ＡＣ Anzai　Kenjiro

418 宮沢 将幸 広島 呉市陸協 Miyazawa　Masayuki

419 松下 剛大 東京 東京陸協 Matsushita　Takehiro

420 筧 善朗 北海道 札幌陸協 Kakehi　Yoshiro

421 鈴木 康祐 千葉 日本製鉄君津 Suzuki　Kosuke

422 澤原 雄一 愛知 庄内ＲＴ Sawahara　Yuichi

423 森 雅俊 神奈川 ＲＵＮＷＥＢ Mori　Masatoshi

424 治田 寛郎 東京 東京陸協 Hatta　Hiroo

425 吉村 仁志 埼玉 ＮＥＣ三田 Yoshimura　Hitoshi

426 薮谷 忠大 京都 蒼穹クラブ Yabutani　Tadahiro

427 田本 一了 熊本 オーデンＡＣ Tamoto　Kazuaki

428 吉田 健太郎 千葉 東京陸協 Yoshida　Kentaro

429 鶴田 博之 福岡 北九州ＲｉＣ Tsuruda　Hiroyuki

430 浜田 勝義 鳥取 琴浦町 Hamada　Katsuyoshi

431 深瀬 雅文 神奈川 新潟市陸協 Fukase　Masafumi

432 長井 和樹 北海道 ちばりよ～ＲＣ Nagai　Kazuki

433 一楽 信尚 東京 アラスカＡＣ Ichiraku　Nobuhisa

434 白濱 宏樹 東京 福岡ＲＷＳ Shirahama　Hiroki

435 近藤 敏明 埼玉 越谷陸協 Kondo　Toshiaki

436 建部 有佑 福井 福井陸協 Tatebe　Yusuke　

437 久米 正史 静岡 見次クラブ Kume　Tadashi

438 角熊 徹 福岡 室見川ＲＣ Tsunokuma　Toru

439 新谷 彰宏 大阪 枚方マスターズ Shintani　Akihiro

440 田尻 貴雄 大阪 枚方マスターズ Tajiri　Takao

441 加藤 淳司 神奈川 八王子富士森走友会 Kato　Atsushi

442 豊田 浩司 島根 鹿足郡陸協 Toyota　Koji

443 武藤 晃治 愛知 三菱重工名古屋 Muto　Koji

444 宇野 議浩 千葉 千葉陸協 Uno　Norihiro

445 小林 尚生 北海道 空知陸協 Kobayashi　Naotaka

446 木村 昭平 宮崎 串間市陸協 Kimura　Shohei

447 田中 賢一 島根 松江市陸協 Tanaka　Kenichi

448 下村 和也 千葉 市川マラソンクラブ Shimomura　Kazuya

449 大竹 基之 埼玉 ラフラフＲＣ Otake　Motoyuki

450 鈴木 将吾 東京 東京陸協 Suzuki　Shogo

451 中江 克公 福岡 福岡県庁 Nakae　Katsumasa

452 野中 大地 福岡 九州大学 Nonaka　Daichi

453 横山 順一 東京 東京陸協 Yokoyama　Junichi

454 若杉 厚至 広島 三原市陸協 Wakasugi　Atsushi

455 三原 佑太 北海道 北極星ＡＣ Mihara　Yuta

456 大八木 元貴 東京 東京陸協 Oyagi　Motoki



457 中田 勝己 広島 呉市陸協 Nakata　Katsumi

458 木畑 貴行 和歌山 花王 Kibata　Takayuki

459 前田 亮太 岐阜 ＦＯＲＯＵＲＳ Maeda　Ryota

460 石川 昌敬 福岡 室見川ＲＣ Ishikawa　Masataka

461 後藤 大樹 岡山 岡山陸協 Goto　Daiki

462 田島 祐介 東京 東京陸協 Tajima　Yusuke

463 中村 卓也 福岡 直鞍クラブ Nakamura　Takuya

464 新出 航平 神奈川 石川陸協 Shinde　Kohei

465 浦川 和幸 福岡 本城陸上クラブ Urakawa　Kazuyuki

466 吉延 毅朗 東京 東京陸協 Yoshinobu　Takeo

467 佐熊 康生 神奈川 Ｄ．Ｒ．ＡＣ Sakuma　Yasuo

468 奥田 和史 兵庫 神戸市陸協 Okuda　Kazushi

469 吉川 昌宏 大分 杵築市陸協 Yoshikawa　Masahiro

470 木村 宣久 岡山 岡山ＡＣ Kimura　Norihisa

471 下地 由祐 沖縄 沖縄陸協 Shimoji　Yusuke

472 田尻 貴之 熊本 オーデンＡＣ Tajiri　Takayuki

473 小川 博史 愛知 天白川走友会 Ogawa　Hiroshi

474 木村 雅幸 愛知 鳳来ＲＴ Kimura　Masayuki

475 山下 智弘 三重 ＴＥＡＭ奈良 Yamashita　Tomohiro

476 上田 譲 大阪 ＧｒｏｗｉｎｇＭＡＮ Ueda　Yuzuru

477 北濱 涼 京都 宝が池ＳＴＣ Kitahama　Ryo

478 山田 正宏 北海道 クラブＲ２北海道 Yamada　Masahiro

479 大石 賢 東京 内田治療院陸上部 Oishi　Ken

480 古川 優太 神奈川 ＫＹＢ Furukawa　Yuta

481 桑門 広 東京 世田谷区ランナーズクラブ Kuwakado　Hiroshi

482 高田 大介 静岡 静岡陸協 Takada　Daisuke

483 絹山 誉紹 埼玉 川越市陸協 Kinuyma　Takatsugu

484 安澤 嘉崇 岐阜 岐阜陸協 Yasuzawa　Yoshitaka

485 原 慎弥 千葉 多摩川クラブ Hara　Shinya

486 園田 孝允 福岡 ＳＭＳ－ＡＣ Sonoda　Takayoshi

487 平野 賢 千葉 ＷｉｎｄＲｕｎ Hirano　Ken

488 渡部 裕之 奈良 奈良陸協 Watanabe　Hiroyuki

489 佐藤 幸夫 新潟 魚沼市陸協 Sato　Yukio

490 志村 史雄 宮城 宮城陸協 Shimura　Fumio

491 植村 雄一郎 東京 東京陸協 Uemura　Yuichiro

492 中村 泰二 福岡 舞鶴ランニングクラブ Nakamura　Taiji

493 山田 真也 福岡 Ｉｔｏｉｘ　ＲＣ Yamada　Shinya

494 吉冨 恭平 山口 山口市陸協 Yoshidomi　Kyohei

495 西垣 和幸 福岡 福岡陸協 Nishigaki　Kazuyuki

496 遠藤 修史 兵庫 森野ＡＣ Endo　Shuji

497 中村 勇太 島根 鹿足郡陸協 Nakamura　Yuta

498 竹之内 康孝 広島 呉市陸協 Takenouchi　Yasutaka

499 浦城 直人 神奈川 Ｄ．Ｒ．ＡＣ Uraki　Naoto

500 山田 瑞穂 埼玉 埼玉陸協 Yamada　Mizuho

501 伊藤 正隆 東京 東京陸協 Ito　Masataka

502 辻 真幸 滋賀 滋賀陸協 Tsuji　Masayuki

503 小林 勝太 長野 北佐久郡陸協 Kobayashi　Shota

504 藤原 岳久 神奈川 藤原商会 Fujiwara　Takehisa

505 秋山 貫太 東京 東京陸協 Akiyama　Kanta

506 新見 雅志 広島 トップギア広島 Niimi　Masashi

507 藤井 浩文 兵庫 神戸市陸協 Fujii　Hirofumi

508 政近 裕貴 広島 東広島市陸協 Masachika　Yuki

509 井上 明弘 神奈川 横須賀市陸協 Inoue　Akihiro

510 高橋 進 茨城 ＳＯＭＰＯ　ＲＣ Takahashi　Susumu

511 林 邦彦 神奈川 小田原ＮＲ Hayashi　Kunihiko

512 寺本 隆史 大阪 ランバロウズ Teramoto　Takashi

513 山崎 純弥 茨城 我流ＡＣ Yamazaki　Junya

514 角田 智史 沖縄 ＢＴＲＣ沖縄 Kakuda　Satoshi

515 森 正裕 京都 チーム嶋田組 Mori　Masahiro



516 鎌田 正行 大阪 ＤＥＥＡＲＳ Kamada　Masayuki

517 岡田 達明 東京 東京陸協 Okada　Tatsuaki

518 竹中 敏郎 山口 岩国市役所 Takenaka　Toshiro

519 大滝 一夫 北海道 北極星ＡＣ Otaki　Kazuo

520 堀 伸嘉 三重 三重陸協 Hori　Nobuyoshi

521 松尾 高良 京都 西京極練習会 Matsuo　Takayoshi

522 宮園 太志 広島 広島疾風クラブ Miyazono　Futoshi

523 井上 裕介 東京 東京陸協 Inoue　Yasutaka

524 林田 嘉人 広島 倉敷福田走友会 Hayashida　Yoshito

525 新井 龍 東京 東京陸協 Arai　Ryo

526 藤本 直樹 兵庫 加東市陸協 Fujimoto　Naoki

527 阿部 宇宙 福岡 福岡陸協 Abe　Takamichi

528 夏目 晋太郎 東京 リスタート Natsume　Shintaro

529 中川 慎太郎 茨城 土浦市陸上競技会 Nakagawa　Shintaro

530 池内 雅裕 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Ikeuchi　Masahiro

531 柏井 太郎 東京 東京陸協 Kashiwai　Taro

532 芥川 誠 愛媛 新居浜楽走会 Akutagawa　Makoto

533 手塚 知樹 東京 東京陸協 Tezuka　Tomoki

534 郷間 章 東京 東京陸協 Goma　Akira

535 長島 伸太郎 茨城 茨城陸上競技会 Nagashima　Shintaro

536 近森 明 兵庫 川西市陸協 Chikamori　Akira

537 田中 章浩 長野 長野市陸協 Tanaka　Akihiro

538 重松 克尚 熊本 熊本陸協 Shigematsu　Katsuhisa

539 杉尾 隆一 山口 海響アスリートクラブ Sugio　Ryuichi

540 松政 正之 大阪 浪速ＡＣ Matsumasa　Masayuki

541 川人 慎二 大阪 狭山池夕焼けラン Kawahito　Shinji

542 豊桑 逸 埼玉 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Toyokawa　Itsu

543 大木 将也 福岡 ミリカＡＣ Oki　Masaya

544 江口 尚志 福岡 室見川ＲＣ Eguchi　Hisashi

545 野中 健史 愛媛 吉田浜クラブ Nonaka　Takeshi

546 野村 高弘 埼玉 尼崎ナイトランナーズ Nomura　Takahiro

547 三浦 優平 東京 東京陸協 Miura　Yuhei

548 石澤 卓也 東京 えもと塾 Ishizawa　Takuya

549 堀井 康裕 愛知 庄内ＲＴ Horii　Yasuhiro

550 本山 健 島根 クラブＲ２西日本 Motoyama　Takeshi

551 渡辺 祐矢 千葉 流通経済大学クラブ Watanabe　Yuya　

552 後藤 良太 福岡 佐賀陸協 Goto　Ryota

553 長 秀憲 北海道 北極星ＡＣ Cho　Hidenori

554 石津 秀喜 広島 大竹市陸協 Ishizu　Hideki

555 舩越 悠介 東京 東京陸協 Funakoshi　Yusuke　

556 正岡 隼 宮城 宮城陸協 Masaoka　Shun　

557 我妻 総 東京 鴨川走友会 Wagatsuma　Satoshi

558 丸山 貴弘 兵庫 裏六甲サブスリー会 Maruyama　Takahiro

559 薮谷 幸治 大阪 枚方マスターズ Yabutani　Koji

560 高橋 英雄 神奈川 オーテックＲＣ Takahashi　Hideo

561 原田 敬宏 兵庫 淡路陸上教室 Harada　Takahiro

562 内山 信之 千葉 日本製鉄君津 Uchiyama　Nobuyuki

563 横大路 広也 福岡 富山陸協 Yokooji　Hiroya

564 岩原 宏司 神奈川 ランナーズハイ Iwahara　Hiroshi

565 飯塚 智 奈良 ＮＲＦ Iizuka　Satoshi

566 菊川 信人 兵庫 宝塚市陸協 Kikukawa　Nobuto

567 佐藤 真吾 北海道 ＪＲ北海道ＭＣ Sato　Shingo

568 浅井 創太 神奈川 陸上競技多摩川クラブ Asai　Sota

569 遠藤 剛 愛知 クラブＲ２中日本 Endo　Tsuyoshi

570 岡 英一 長野 北佐久郡陸競 Oka　Eiichi　

571 藤曲 夏樹 東京 東京都庁 Fujimagari　Natsuki

572 吉松 久恵 山口 周南市役所 Yoshimatsu　Hisae

573 児玉 明紀 沖縄 沖縄陸協 Kodama　Akinori

574 山本 晃之 愛知 蒲郡クラブ Yamamoto　Akiyuki



575 柏原 秀太郎 兵庫 明石市陸協 Kashihara　Shutaro　

576 荒井 大樹 神奈川 クラブＲ２東日本 Arai　Daiki

577 金森 匡昭 福岡 トヨタ九州ＲＣ Kanamori　Masaaki

578 南波 直満 神奈川 長岡市陸協 Namba　Naomitsu

579 小山 成祐 熊本 熊本陸協 Koyama　Seisuke

580 眞渕 和幸 広島 マスターズ陸上広島 Mabuchi　Kazuyuki

581 小関 訓 千葉 千葉陸協 Koseki　Satoshi

582 横山 航希 長崎 西彼杵郡陸協 Yokoyama　Koki

583 平下 修 高知 高知県庁ＲＣ Hirashita　Osamu

584 堀之内 邦洋 宮崎 宮崎市陸協 Horinouchi　Kunihiro

585 成山 裕一郎 大阪 サウルスジャパン Nariyama　Yuichiro

586 稲田 貴敬 千葉 福岡陸協 Inada　Takanori

587 吉田 浩二 千葉 ウィングＡＣ Yoshida　Koji

588 島田 純喜 山口 防府市陸協 Simada　Junki

589 石田 克成 神奈川 陸上競技多摩川クラブ Ishida　Katsunari

590 中野 学 東京 東京陸協 Nakano　Manabu

591 山口 達也 兵庫 ＧＲｌａｂ兵庫 Yamaguchi　Tatsuya

592 南野 尚樹 石川 石川陸協 Minamino　Naoki

593 岩田 貴一 神奈川 川崎市陸協 Iwata　Kiichi

594 植田 大介 大阪 尼崎ナイトランナーズ Ueda　Daisuke

595 南 刀太郎 兵庫 山猿373製麺所 Minami　Totarou

596 福田 圭介 千葉 千葉陸協 Fukuda　Keisuke

597 磯田 章太 熊本 ＪＮＣ Isoda　Shota

598 山本 直博 大阪 長居ＷＩＮＤ Yamamoto　Naohiro

599 七里 雄大 鹿児島 福岡陸協 Shichiri　Yudai

600 若松 鉄也 神奈川 横浜市陸協 Wakamatsu　Tetsuya

601 川崎 隆士 兵庫 ウラ六甲サブスリー会 Kawasaki　Takashi

602 久我 直登 東京 ＡＣ・ＫＩＴＡ Kuga　Naoto

603 堀尾 勇 福岡 脚膝倶楽部 Horio　Isamu

604 松村 義雅 福岡 ソニック福岡ＲＣ Matsumura　Yoshimasa

605 尾方 亮介 福岡 Ｋ３ＦＡＬＣＯＮ Ogata　Ryousuke

606 北川 誠晃 奈良 奈良陸協 Kitagawa　Masaaki

607 高尾 勇吉 愛媛 新居浜楽走会 Takao　Yukichi

608 青木 昌弘 北海道 札幌陸協 Aoki　Masahiro

609 安島 雄二 宮城 宮城陸協 Ajima　Yuji

610 奥洞 雄也 長野 長野陸協 Okubora　Yuya

611 篠崎 勝也 福岡 福岡マスターズ Shinozaki　Katsuya

612 松下 正和 千葉 浦安ランナーズ Matsushita　Masakazu

613 木野内 健次郎 埼玉 埼玉陸協 Kinouchi　Kenjlro

614 池嵜 大祐 熊本 ＢＥＬＩＥＶＥ Ikezaki　Daisuke

615 松田 和磨 東京 ＳＯＭＰＯＲＣ Matsuda　Kazuma

616 大森 活 岡山 岡山県陸協 Omori　Katsu

617 飯 俊治 東京 クラブＲ２東日本 Ii　Toshiharu

618 飯田 光 神奈川 ポポロＡＣ Iida　Akira

619 松宮 賢人 滋賀 パナソニックホームズ Matsumiya　Kento

620 安倍 健太郎 愛知 川崎重工 Abe　Kentaro

621 橋本 和浩 大阪 大阪陸協 Hashimoto　Kazuhiro

622 後藤 哲 東京 東京陸協 Goto　Satoshi

623 脇 康洋 熊本 熊本陸協 Waki　Yasuhiro

624 藤城 健 愛知 愛知マスターズ Fujishiro　Ken

625 井上 崇 愛知 愛知陸協 Inoue　Takashi

626 河村 剛 大分 大分陸協 Kawamura　Tsuyoshi

627 千田 俊輔 東京 クラブＲ２北海道 Senda　Shunsuke

628 長副 紘樹 東京 ＧＲｌａｂ関東 Nagasoe　Hiroki

629 染葉 司 静岡 静岡陸協 Someha　Tsukasa

630 長岡 査憲 山口 ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！ Nagaoka　Satoshi

631 立入 弘人 滋賀 チームモタンヤ Tachiiri　Hiroto

632 松田 純平 神奈川 ＤｒｅａｍＡＣ Matsuda　Jumpei

633 遊川 恵治 兵庫 神戸ＰＩＪＣ Yukawa　Yoshiharu



634 佐藤 洋樹 福岡 福岡陸協 Sato　Hiroki

635 中原 義浩 大分 中津市陸協 Nakahara　Yoshihiro

636 井上 靖数 東京 Ｔ・Ｔ－ＡＣ Ikami　Yasukazu

637 中原 理行 愛媛 新居浜楽走会 Nakahara　Masayuki

638 野村 茂行 埼玉 凡人ＲＣ Nomura　Shigeyuki

639 山本 英史 長崎 佐世保市陸協 Yamamoto　Hidefumi

640 江本 陽 東京 Ｔ・Ｔ－ＡＣ Emoto　Yo

641 中村 強 東京 ポポロＡＣ Nakamura　Tsuyoshi

642 西田 駿児 福岡 本城陸上クラブ Nishida　Shunji

643 梶原 遥 大阪 ミズノ Kajiwara　Yo

644 田中 友歩 東京 東京陸協 Tanaka　Yuho

645 富士田 覚 東京 三鷹市陸協 Fujita　Satoru

646 小島 隼人 三重 鹿族 Kojima　Hayato

647 中尾 孝昭 福岡 本城陸上クラブ Nakao　Takaaki

648 福本 悠葵 兵庫 コマネチランニングクラブ Fukumoto　Yuki

649 眞鍋 裕生 大阪 大阪陸協 Manabe　Yuki　

650 萩野 裕幸 大阪 大阪陸協 Hagino　Hiroyuki

651 田中 幸二 東京 ランフィールド Tanaka　Koji

652 宮下 毅 千葉 アトミクラブ Miyashita　Takeshi

653 柿並 剛 山口 山口市役所 Kakinami　Go

654 野口 将司 岡山 岡山陸協 Noguchi　Masashi

655 大森 隆生 福岡 久留米ＳＴＲＣ Omori　Takao

656 河村 孝文 広島 黄金山陸上競技クラブ Kawamura　Takafumi

657 藤澤 舞 北海道 札幌エクセルＡＣ Fujisawa　Mai

658 青木 雅史 長野 長野市陸協 Aoki　Masashi

659 荒木 諭志 熊本 熊本市消防局 Araki　Satoshi

660 平井 慎吾 埼玉 埼玉陸協 Hirai　Shingo

661 杉本 和貴 熊本 熊本県庁 Sugimoto　Kazutaka

662 谷口 貴則 宮崎 日南市陸協 Taniguchi　Takanori

663 佐藤 健太 福岡 福岡陸協 Sato　Kenta

664 間嶋 陵 大阪 大阪陸協 Majima　Ryo

665 杉本 智哉 東京 日テレＪＣ Sugimoto　Tomoya

666 光畑 佳和 兵庫 裏六甲サブスリー会 Mitsuhata　Yoshikazu

667 小原 直登 宮崎 都城市陸協 Ohara　Naoto

668 野末 雅仁 愛知 クラブＲ２中日本 Nozue　Masahito

669 友口 貴裕 熊本 熊本市消防局 Tomoguchi　Takahiro

670 三浦 健次 大分 豊後大野陸協 Miura　Kenji

671 小池 孝範 東京 立川市陸協 Koike　Takanori

672 吉岡 由貴 大阪 大阪陸協 Yoshioka　Yoshitaka

673 丸田 聡 神奈川 横浜市陸協 Maruta　Satoshi

674 小濱 健太 神奈川 東京陸協 Kohama　Kenta

675 木村 洋史 奈良 沖縄陸協 Kimura　Hiroshi

676 加瀬谷 拓 宮城 宮城陸協 Kaseya　Taku

677 末松 大樹 福岡 福岡陸協 Suematsu　Daiki

678 小倉 徹 愛媛 愛媛陸協 Ogura　Toru

679 岡本 圭右 神奈川 東京陸協 Okamoto　Keisuke

680 石川 健太郎 東京 東京陸協 Ishikawa　Kentaro

681 森山 光 福岡 福岡陸協 Moriyama　Hikaru

682 谷口 寛和 福岡 福岡陸協 Taniguchi　Hirokazu

683 倉光 康宏 福岡 福岡陸協 Kuramitsu　Yasuhiro

684 近藤 邦彦 神奈川 横須賀市陸協 Kondo　Kunihiko

685 松田 拓朗 東京 東京陸協 Matsuda　Takuro

686 渡部 周平 愛媛 愛媛陸協 Watanabe　Shuhei

687 西澤 悟志 長野 山二発條 Nishizawa　Satoshi

688 岡本 隆史 東京 東京陸協 Okamoto　Takashi

689 杉本 浩二 長野 腰越ＪＳＣ（Ａ） Sugimoto　Koji

690 高山 孝一 鹿児島 鹿児島陸協 Takayama　Koichi

691 並木 律朗 京都 静岡陸協 Namiki　Ritsuro

692 堤 昭広 佐賀 福岡県庁 Tsutsumi　Akihiro



693 吉澤 剛司 東京 東京陸協 Yoshizawa　Takeshi

694 柏原 宏紀 広島 トップギア広島 Kashihara　Hiroki

695 大田 伸彦 岐阜 多治見ランナーズ Ota　Nobuhiko

696 中山 竜也 茨城 ビーイング Nakayama　Tatsuya

697 佐川 元太 東京 Ｇ－ｔｅｃ Sagawa　Genta

698 原田 新也 神奈川 ＴＯＫＹＯＰＢＡＹＲＣ Harada　Shinya

699 亀井 康弘 千葉 日本製鉄君津 Kamei　Yasuhiro

700 後藤 洋平 北海道 道南陸協 Goto　Yohei

701 末川 克博 鹿児島 鹿児島陸協 Suekawa　Katsuhiro

702 早川 浩司 埼玉 クラブＲ２中日本 Hayakawa　Koji

703 吉田 尚平 群馬 ＪＩＮＧＥＲ Yoshida　Shohei

704 武富 康平 神奈川 ブリヂストン Takedomi　Kohei　

705 森 翔一朗 福岡 福岡陸協 Mori　Shoichiro

706 稲田 功一 福岡 舞鶴ランニングクラブ Inada　Kouichi

707 西尾 純 兵庫 大阪陸協 Nishio　Jun

708 赤池 克史 兵庫 神戸市陸協 Akaike　Katsufumi

709 西野 悠 広島 広島市役所 Nishino　Hisashi

710 河野 裕介 広島 トップギア広島 Kono　Yusuke

711 山本 貴政 神奈川 神奈川Ｍ Yamamoto　Takamasa

712 木下 嘉博 熊本 ＩＢＵＳＵＫＩ．ＲＢ Kinoshita　Yoshihiro

713 徳留 英裕 宮崎 宮崎市陸協 Tokudome　Hidehiro

714 広畑 誠 神奈川 ハートブレイク Hirohata　Makoto

715 牧田 浩孝 神奈川 川崎市陸協 Makita　Hirotaka

716 村川 雄一 東京 阿見アスリートクラブ Murakawa　Yuichi

717 吉光 陽紀 岡山 倉敷福田走友会 Yoshimitsu　Haruki

718 小方 壽浩 福岡 筑紫ＡＣ Ogata　Toshihiro

719 太田 誠司 石川 金沢市役所ＡＣ Ota　Seiji

720 稲垣 芳隆 福井 坂井ランナーズ Inagaki　Yoshitaka

721 岩木 憲一 熊本 Ｔｅａｍ阿蘇 Iwaki　Kenichi

722 島津 亨 千葉 クラブＲ２東日本 Shimazu　Toru

723 田原 義夫 東京 東京陸協 Tahara　Yoshio

724 平田 時正 福岡 福岡陸協 Hirata　Tokimasa

725 宮脇 信行 兵庫 川西市陸協 Miyawaki　Nobuyuki

726 吾妻 良則 兵庫 神戸市陸協 Azuma　Yoshinori

727 大橋 虎也 愛知 南山大学 Ohashi　Koya

728 北里 信雄 福岡 直鞍クラブ Kitazato　Nobuo

729 原田 勝人 東京 小金井公園おじさん練習会 Harada　Masato

730 島津 光雄 大阪 西練 Shimazu　Mitsuo

731 末吉 秀太郎 千葉 出光千葉 Sueyoshi　Shutaro

732 髙橋 真也 茨城 アステラス製薬陸上部 Takahashi　Shinya

733 内田 涼太 大分 大分市消防局 Uchida　Ryota

734 杉山 茂雄 福岡 ＥＲＵＮＮＥＲＳ Sugiyama　Shigeo

735 藤木 新也 東京 ＷｉｎｄＲｕｎ Fujiki　Shinya

736 林 真也 広島 呉市陸協 Hayashi　Shinya

737 福田 一志 大阪 枚方マスターズ Fukuda　Kazuyuki

738 坂東 篤 神奈川 リスタート Bando　Atsushi

739 吉田 正樹 愛知 愛知陸協 Yoshida　Masaki

740 野寄 真史 大阪 火曜日練習会 Noyori　Masashi

741 磯田 正和 神奈川 東京工芸大学ＡＣ Isoda　Masakazu

742 込山 真也 群馬 上州アスリートクラブ Komiyama　Shinya　

743 桝本 和大 長野 盛岡市陸協 Masumoto　Kazuhiro

744 南 武宏 岡山 ランプロＲＣ Minami　Takehiro

745 新谷 満 神奈川 海老名市陸協 Niiya　Mitsuru

746 古山 浩巳 静岡 クラブＲ２中日本 Koyama　Hiromi

747 河野 誠 神奈川 クラブＲ２東日本 Kono　Makoto

748 佐藤 大輔 埼玉 埼玉陸協 Sato　Daisuke

749 本間 俊之 東京 アトミクラブ Homma　Toshiyuki

750 安部 康暢 大分 杵築市陸協 Abe　Yasunobu

751 林 孝則 香川 ＲＡＫ Hayashi　Takanori



752 岡本 隆志 大阪 火曜日練習会 Okamoto　Takashi

753 浜崎 秀雄 茨城 笠松走友会 Hamasaki　Hideo

754 岩崎 太郎 東京 東京陸協 Iwasaki　Taro

755 荒木 孝文 千葉 ウィングＡＣ Araki　Noriyuki

756 梅田 淳平 兵庫 コマネチランニングクラブ Umeda　Jumpei

757 奥村 直樹 東京 東京陸協 Okumura　Naoki

758 当麻 彰 大阪 枚方マスターズ Toma　Akira

759 福地 芳律 東京 東京陸協 Fukuchi　Yoshinori

760 渡辺 淳二 神奈川 横浜市陸協 Watanabe　Junji

761 桂川 直也 埼玉 栃木陸協 Katsuragawa　Naoya

762 石井 一行 福岡 本城陸上クラブ Ishii　Kazuyuki

763 宮嶋 馨 北海道 クラブＲ２北海道 Miyajima　Kaoru

764 佐藤 惇 福岡 クラブＲ２東北 Sato　Jun

765 今野 洋志 東京 東京陸協 Konno　Hiroshi

766 三宅 充 熊本 ツボイＲＣ Miyake　Takashi

767 三島 晴幸 福岡 Ｋ３　ＦＡＬＣＯＮ Mishima　Haruyuki

768 宮本 優 大阪 山猿３７３製麺所 Miyamoto　Masaru

769 武藤 真弘 東京 ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ Muto　Masahiro

770 鈴木 一暢 福岡 ＣＬＵＴＣＨ Suzuki　Kazunobu

771 三好 克哉 大阪 大阪陸協 Miyoshi　Katsuya

772 柳原 隆 千葉 Ｔ・Ｔ－ＡＣ Yanagihara　Takashi

773 永松 和良 福岡 まどかＲＣ Nagamatsu　Kazuyoshi

774 前田 誓良 大阪 大阪陸協 Maeda　Chikara

775 落合 健太 東京 板橋区陸協 Ochiai　Takehiro

776 樋口 直樹 福岡 ＧＧＲＣ熊本 Higuchi　Naoki

777 北岡 裕 愛知 中京スピリッツ Kitaoka　Yu　

778 飯塚 宣夫 千葉 ニッポンランナーズ Iizuka　Nobuo

779 加賀谷 弥人 東京 宮古市陸協 Kagaya　Hiroto

780 萩原 裕磨 神奈川 川崎市陸協 Hagiwara　Yuma

781 赤坂 吉観 大阪 ハイウインドＲＣ Akasaka　Yoshimi

782 保田 心平 埼玉 埼玉陸協 Yasuda　Shinpei

783 高木 洋彦 神奈川 横浜市陸協 Takagi　Hirohiko

784 西野 達也 愛知 クラブＲ２中日本 Nishino　Tatsuya　

785 古川 惣一 佐賀 県陸協 Furukawa　Soichi

786 坂本 直希 大阪 大阪陸協 Sakamoto　Naoki

787 古谷 友則 東京 東京陸協 Furuya　Tomonori

788 丸岡 真輝 東京 天童東村山陸協 Maruoka　Masaki

789 糸賀 一将 千葉 千葉陸上協議協会 Itoga　Kazumasa

790 吉丸 博隆 和歌山 和歌山マスターズ Yoshimaru　Hirotaka

791 井上 宏一郎 神奈川 クラブＲ２東日本 Inoue　Koichiro

792 中村 裕之 石川 中条走四浪会 Nakamura　Hiroyuki

793 片寄 博幸 島根 雲南市陸協 Katayose　Hiroyuki

794 菅沼 伸哉 沖縄 沖縄県陸協 Suganuma　Shinya

795 山下 淳一 熊本 熊本陸協 Yamashita　Junichi　

796 東山 孝生 千葉 千葉陸協 Higashiyama　Takao

797 須藤 建 群馬 前橋市陸協 Suto　Tatsuru

798 吉永 有志 熊本 ツボイＲＣ Yosinaga　Yusi

799 島本 敏史 愛知 三菱重工名古屋 Shimamoto　Satoshi

800 住田 龍也 千葉 ＲＦＡ　Ｊａｐａｎ Sumida　Tatsuya

801 内田 収泰 佐賀 佐賀陸協 Uchida　Atsuhiro

802 伊藤 耕二 大阪 火曜日練習会 Ito　Koji

803 飯島 勝起 東京 流山ＣＪ Iijima　Katsuki

804 横尾 孔一郎 福岡 佐賀陸協 Yokoo　Koichiro

805 松内 隆洋 大阪 堺市消防局 Matsuuchi　Takahiro

806 山口 満 東京 東京陸協 Yamaguchi　Mitsuru

807 鴛海 奉守 大分 大分陸協 Oshiumi　Tatemori

808 澤 知樹 千葉 千葉陸協 Sawa　Tomoki

809 篠原 直秀 千葉 Ｒｕｎ　Ｆｉｅｌｄ Shinohara　Naohide

810 池田 耕一郎 長崎 ＳＲＣ９０４関西 Ikeda　Koichiro



811 大越 一彦 埼玉 クラブＲ２東日本 Okoshi　Kazuhiko

812 山崎 弘靖 静岡 草薙激走会 Yamazaki　Hiroyasu

813 山内 健一 山梨 南アルプス陸協 Yamauchi　Kennichi

814 岡本 幸喜 福岡 福岡陸協 Okamoto　Koki

815 長島 英文 東京 リコー Nagashima　Hidefumi

816 原 翔平 北海道 さいたま走友会 Hara　Shohei

817 信原 邦啓 静岡 静岡陸協 Nobuhara　Kunihiro

818 岡田 佳剛 三重 三重マスターズ Okada　Yoshitaka

819 籾山 勇次 東京 さいたま走友会 Momiyama　Yuji

820 松本 玲磨 東京 東京陸協 Matsumoto　Reima

821 毛利 有紀彦 東京 東京陸協 Mohri　Yukihiko

822 菊永 一人 山口 山口市陸協 Kikunaga　Kazuto

823 西川 拓司 広島 トップギア広島 Nishikawa　Takuji

824 宮崎 親一 東京 クラブＲ２東日本 Miyazaki　Shinichi

825 立花 則夫 愛知 クラブＲ２中日本 Tachibana　Norio　

826 東 公徳 熊本 ツボイＲＣ Higashi　Kiminori

827 猿楽 武志 東京 東京陸協 Sarugaku　Takeshi

828 米田 道生 兵庫 大阪陸協 Yoneda　Michio

829 林 一宏 埼玉 ウィングＡＣ Hayashi　Kazuhiro

830 岡本 達伸 広島 呉市陸協 Okamoto　Tatsunobu

831 品川 雅俊 広島 廿日市市陸協 Shinagawa　Masatoshi

832 齋藤 武志 神奈川 旭化成東京ＲＣ Saito　Takeshi

833 柴田 貴行 静岡 静岡陸協 Shibata　Takayuki

834 渋口 達也 愛媛 新居浜楽走会 Shibuguchi　Tatsuya

835 井上 博 千葉 ｅＡ東京 Inoue　Hiroshi

836 奥田 直礼 大阪 大阪陸協 Okuda　Naoyuki

837 矢島 秀悟 埼玉 埼玉陸協 Yajima　Hidenori

838 植嶋 玄 福岡 福岡陸協 Uejima　Gen

839 近藤 雄二 東京 東京陸協 Kondo　Yuji

840 瀬沼 一成 神奈川 横浜市陸協 Senuma　Kazunari

841 伊藤 健一 神奈川 陸上競技多摩川クラブ Ito　Kenichi

842 田中 裕也 大阪 ララ学園ＡＣ Tanaka　Yuya

843 今津 悠生 香川 ＡＳＰＥＲＩＴＹ Imazu　Yuuki

844 堀内 翔太 東京 東京陸協 Horiuchi　Shohta

845 峠 哲雄 岡山 玉島の森クラブ Toge　Tetsuo

846 中井 弘志 大阪 ランコネ Nakai　Hiroshi

847 井上 圭人 愛知 Ｔ．ＫＡＫＥＲＵ Inoue　Yoshihito

848 灰谷 知純 埼玉 ワセダクラブ Haitani　Tomosumi

849 白木 利昌 福岡 福岡陸協 Shiraki　Toshimasa

850 鈴木 考 宮城 宮城陸協 Suzuki　Ko

851 内田 哲治 山口 防府市陸協 Uchida　Tetsuharu

852 畠野 裕史 東京 調布市陸協 Hatano　Hirofumii

853 寺田 修 東京 ＡＳＲＣ Terada　Osamu

854 山口 延広 東京 小金井公園おじさん練習会 Yamaguchi　Nobuhiro

855 原 泰朗 福岡 久留米広域消防本部 Hara　Yasuaki

856 水越 友洋 東京 東京陸協 Mizukoshi　Tomohiro

857 新井 貴仁 京都 西練 Arai　Takahito

858 関 隆晴 大分 大分県庁 Seki　Takaharu

859 大坪 智志 福岡 福岡陸協 Otsubo　Satoshi

860 佐藤 大 神奈川 さいたま走友会 Sato　Dai

861 筒浦 康正 大阪 大阪長居ＡＣ Tsutsuura　Yasumasa

862 西谷 祐介 福井 福井陸協 Nishitani　Yusuke

863 鳥谷峯 信男 東京 ドリームアシスト Toyamine　Nobuo

864 栗原 克己 兵庫 神戸市陸協 Kurihara　Katsumi

865 仲野 新一郎 三重 鹿族 Nakano　Shinichiro

866 前田 雄太 福岡 福岡陸協 Maeda　Yuta

867 若月 法洋 東京 クラブＲ２東日本 Wakatsuki　Norihiro

868 大野 瑛 東京 東京陸協 Ono　Akira

869 田村 禎章 神奈川 ＫａＪＡＣ Tamura　Yoshiaki　



870 荻野 淳 大阪 大阪陸協 Ogino　Atsushi

871 阿部 正也 山口 宇部興産 Abe　Masaya

872 瀧口 哉 静岡 ＮＴＮ磐田 Takiguchi　Hajime

873 向井 惇 和歌山 和歌ＲＣ Mukai　Jun

874 嵐 敬晶 愛知 三菱重工冷熱 Arashi　Noriaki

875 小野寺 毅 兵庫 三菱重工神戸 Onodera　Takeshi

876 秋山 武久 岡山 岡山陸協 Akiyama　Takehisa

877 齊藤 悠介 東京 クラブＲ２東日本 Saito　Yusuke

878 安田 裕二 広島 呉市陸協 Yasuda　Yuji

879 飯島 健太郎 千葉 大阪陸協 Iijima　Kentaro

880 福井 将貴 岡山 岡山陸協 Fukui　Masaki

881 岩波 潤史 滋賀 滋賀陸協 Iwanami　Junji

882 中條 誉喬 東京 Ｍ．Ａ．Ｋ． Chujo　Yoshitaka

883 後藤 謙仁 岐阜 岐阜陸協 Goto　Kenji

884 本山 寛樹 愛知 クラブＲ２中日本 Motoyama　Hiroki　

885 山越 言 京都 蒼穹クラブ Yamakoshi　Gen

886 渡邉 旬 静岡 静岡陸協 Watanabe　Jun

887 松井 正仁 愛知 ｅＡ愛知 Matui　Masahito

888 高見 瑞樹 神奈川 川崎市陸協 Takami　Mizuki

889 白方 健一 東京 ＴｏｐＧｅａｒ Shirakata　Kenichi

890 鷲見 浩之 大阪 大阪陸協 Sumi　Hiroyuki

891 中村 貴明 熊本 熊本山鹿ＲＣ Nakamura　Takaaki

892 矢尻 真実 東京 クラブＲ２東日本 Yajiri　Masami

893 高山 堅志 熊本 オーデンＡＣ Takayama　Kenshi

894 松岡 泰宏 神奈川 クラブＲ２東日本 Matsuoka　Yasuhiro

895 山本 慎二 神奈川 Ｇｏ　ｕｐ Yamamoto　Shinji

896 山脇 健治 兵庫 尼崎ナイトランナーズ Yamawaki　Kenji

897 平山 信幸 大阪 大阪マスターズ Hirayama　Nobuyuki

898 齋木 進 千葉 ＣＲ．ｍ Saiki　Susumu

899 池田 潤一 愛知 クラブＲ２中日本 Ikeda　Junichi

900 鳥越 健吾 神奈川 東京陸協 Torigoe　Kengo

901 橋本 健太郎 東京 新宿陸協 Hashimoto　Kentaro

902 末好 正名 鳥取 鳥取県 Sueyoshi　Masana

903 怡土 順治 福岡 福岡中央ロータリー Ito　Junji

904 大坪 義明 千葉 東京陸協 Otsubo　Yoshiaki　

905 園田 勝貴 福岡 本城陸上クラブ Sonoda　Masaki

906 鈴木 聡 福岡 福岡陸協 Suzuki　Satoshi

907 中川 光二 愛媛 愛媛陸協 Nakagawa　Koji

908 村上 寛之 神奈川 川崎市陸協 Murakami　Hiroyuki

909 石黒 大 愛知 愛知陸協 Ishiguro　Dai

910 川口 翔平 神奈川 静岡陸協 Kawaguchi　Shohei

911 中村 徹 福岡 福岡県庁 Nakamura　Toru

912 山下 亮 福岡 福岡陸協 Yamashita　Ryo

913 桑田 紹 広島 広島疾風クラブ Kuwata　Tasuku

914 守田 博紀 東京 アトミクラブ Morita　Hiroki

915 田中 周 福岡 福岡陸協 Tanaka　Makoto

916 香月 徳重 佐賀 ランランラン佐賀 Katsuki　Tokushige

917 妹尾 創太 東京 Ｔ・Ｔ－ＡＣ Seno　Sota

918 林 健太郎 群馬 上州アスリートクラブ Hayashi　Kentaro

919 山下 雅人 神奈川 東京陸協 Yamashita　Masato

920 西谷 康昌 千葉 千葉陸協 Nishitani　Yasumasa

921 羽野 明百 香川 クラブＲ２中日本 Haono　Akio

922 平林 修 東京 東京陸協 Hirabayashi　Osamu

923 平山 順一 大阪 大阪陸協 Hirayama　Junichi

924 植田 君明 鹿児島 ＨＡｒＴ． Ueta　Kimiaki

925 古賀 太郎 愛知 大阪陸協 Koga　Taro

926 和田 孝雄 岐阜 川崎重工陸上部 Wada　Takao

927 吉田 利幸 神奈川 川崎市陸協 Yoshida　Toshiyuki

928 吉村 和哲 福岡 福岡陸上競技会 Yoshimura　Kazunori



929 早川 直樹 東京 大阪長居ＡＣ Hayakawa　Naoki

930 阿部 真也 長崎 長崎市陸協 Abe　Shinya

931 中山 知昭 千葉 ＧＲｌａｂ関東 Nakayama　Tomoaki

932 川口 大貴 埼玉 ＪＩＮＧＥＲ Kawaguchi　Daiki

933 若生 昇太 千葉 千葉陸協 Wako　Shouta

934 石井 良 岡山 三井E&S玉野 Ishii　Ryo

935 笹川 英哉 東京 クラブＲ２東日本 Sasakawa　Hideya

936 高橋 真悟 東京 Ｔ・ＴーＡＣ Takahashi　Shingo

937 土橋 宏一 広島 呉市陸協 Tsuchihashi　Koichi

938 石澤 毅士 栃木 栃木陸協 Kokuzawa　Tsuyoshi

939 小坂 拓也 東京 ＮＴＴドコモ陸上部 Kosaka　Takuya

940 竹内 勇季 東京 東京陸協 Takeuchi　Yuki

941 藤田 晋 大分 大分陸協 Fujita　Susumu

942 齊藤 太郎 千葉 ニッポンランナーズ Saito　Taro

943 小澤 昂平 東京 東京都庁 Ozawa　Kohei

944 瀬古 優太 京都 亀岡クラブ Seko　Yuta

945 瀬戸口 寛 鹿児島 鹿児島陸協 Setoguchi　Kan

946 羽岡 哲郎 東京 東京陸協 Haoka　Tetsuo

947 樋口 哲 福岡 福岡陸協 Higuchi　Satoshi

948 車田 善紀 奈良 ＹＦＳＣ Kurumada　Yoshinori

949 山口 秋伸 鹿児島 鹿児島陸協 Yamaguchi　Akinobu

950 篠原 聡 東京 品川区陸協 Shinohara　Satoshi

951 山口 智和 熊本 熊本陸協 Yamaguchi　Tomokazu

952 鈴木 勇 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Suzuki　Isamu

953 山下 哲史 福岡 京都陸協 Yamashita　Tetsushi

954 田中 剛 宮城 広瀬川ＲＣ Tanaka　Tsuyoshi

955 平田 篤史 岡山 倉敷福田走友会 Hirata　Atsushi

956 吉田 充宏 愛知 湯布院ハンモックＡＣ Yoshida　Mitsuhiro

957 金子 昌央 千葉 東京陸協 Kaneko　Masateru

958 佐藤 圭太 滋賀 滋賀陸協 Sato　Keita　

959 松浦 幹太 東京 東大クラブ Matsuura　Kanta

960 本渡 之盛 愛知 大阪長居ＡＣ Hondo　Yukimori

961 森田 良平 大阪 大阪陸協 Morita　Ryohei

962 矢島 和樹 東京 東京陸協 Yajima　Kazuki

963 宇津美 佳知 静岡 静岡陸協 Utsumi　Yoshitomo

964 鈴木 智之 北海道 苫小牧陸協 Suzuki　Tomoyuki

965 野房 和彦 東京 東京陸協 Nofusa　Kazuhiko

966 野仲 典理 茨城 ミズベリング Nonaka　Tenri

967 秋田 直洋 愛知 セカンドウィンド Akita　Nobuhiro

968 上原 茂 北海道 クラブＲ２北海道 Uehara　Shigeru

969 小林 幸司 香川 ＲＡＫ Kobayashi　Koji

970 伊藤 正悟 山口 ＴＥＡＭ　ＶＥＶＡ！ Ito　Shogo

971 太田 孝志 大阪 大阪陸協 Ota　Koshi

972 古田 茂 神奈川 川崎市陸協 Furuta　Shigeru

973 前川 文彦 茨城 茨城陸協 Maekawa　Fumihiko

974 三浦 尚克 福島 クラブＲ２東北 Miura　Naokatsu

975 坪田 健二 東京 東京陸協 Tsubota　Kenji

976 飯田 恵夢 北海道 ｅＡ東京 Iida　Megumu

977 竹本 亮太 神奈川 クラブＲ２東日本 Takemoto　Ryota

978 竹又 正敏 高知 高知ＦＲＣ Takemata　Masatoshi

979 広江 昭太 岐阜 川崎重工 Hiroe　Shouta

980 山崎 剛士 神奈川 横浜市陸協 Yamazaki　Tsuyoshi

981 冨永 尚宏 東京 小金井公園おじさん練習会 Tominaga　Takahiro

982 木村 英二 滋賀 チームモタンヤ Kimura　Eiji

983 里中 英二 東京 Ｄ．Ｒ．ＡＣ Satonaka　Eiji

984 清水 慎也 長野 松本市陸協 Shimizu　Shinya

985 神能 竜哉 千葉 早稲田アスレチック Jinno　Tatsuya

986 井上 真弥 千葉 千葉陸協 Inoue　Masaya

987 浮津 康宏 東京 東京陸協 Ukitsu　Yasuhiro



988 吉見 政悟 東京 えもと塾 Yoshimi　Seigo

989 北島 浩 福岡 福岡陸協 Kitajima　Hiroshi

990 河村 健太 三重 クラブＲ２中日本 Kawamura　Kenta

991 齊藤 正純 京都 京都陸協 Saito　Masazumi

992 磯部 健 大阪 大阪長居ＡＣ Isobe　Ken

993 倉本 武寿 岐阜 岐阜陸協 Kuramoto　Taketoshi

994 中村 孝一 東京 ＮＴＴドコモ陸上部 Nakamura　Koichi

995 宮路 胤哉 京都 ＴＥＡＭ　Ｒ×Ｌ＋ Miyaji　Kazuya

996 米山 修平 東京 東京陸協 Yoneyama　Shuhei

997 佐藤 弘行 新潟 豊栄駅伝クラブ Sato　Hiroyuki

998 廣森 一馬 京都 京RUN走 Hiromori　Kazuma

999 松本 勝治 神奈川 クラブＲ２東日本 Matsumoto　Katsuharu

1000 奥山 英俊 千葉 習志野市役所 Okuyama　Hidetoshi

1001 畑中 俊彦 東京 クラブＲ２東日本 Hatanaka　Toshihiko　

1002 小杉 英樹 新潟 十日町市陸協 Kosugi　Hideki

1003 油井 智也 山形 米沢市陸協 Yui　Tomoya

1004 西村 隆 埼玉 ＲＵＮＷＥＢ Nishimura　Ryu

1005 鈴木 健介 石川 横浜中央走友会 Suzuki　Kensuke

1006 三浦 颯士 兵庫 サウルスジャパン Miura　Soshi

1007 三浦 雄亮 和歌山 和歌山県庁 Miura　Yusuke

1008 重谷 茂人 福岡 本城陸上クラブ Sigetani　Takato

1009 高橋 純一 埼玉 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Takahashi　Junichi

1010 小杉 陽子 東京 東京陸協 Youko　Kosugi

1011 春日 昇 福岡 スーパーマンクラブ Kasuga　Noboru

1012 早坂 研 宮城 宮城陸協 Hayasaka　Ken

1013 内田 忠雄 三重 アクシスＡＣ Uchida　Tadao

1014 艶島 真 熊本 ツボイＲＣ Tsuyashima　Makoto

1015 森下 泰夫 兵庫 尼崎ナイトランナーズ Morishita　Yasuo

1016 加藤 基行 長野 内田治療院陸上部 Kato　Motoyuki

1017 今泉 利教 愛知 愛知マスターズ東三河 Imaizumi　Toshinori

1018 奈良 悠冬 東京 東京工業大学 Nara　Yuto

1019 佐藤 誠 滋賀 滋賀マスターズ Sato　Makoto

1020 矢次 武 広島 倉敷福田走友会 Yatsugi　Takeshi

1021 家入 友博 熊本 熊本陸協 Ieiri　Tomohiro

1022 稲森 雅幸 大阪 狭山池夕焼けラン Inamori　Masayuki

1023 金内 正 埼玉 埼玉大井ランニングクラブ Kaneuchi　Tadashi

1024 平金 健 熊本 熊本山鹿ＲＣ Hiragane　Takeru　

1025 松屋 百合男 福岡 室見川ＲＣ Matsuya　Yurio

1026 新井 良和 東京 JR東日本東京 Arai　Yoshikazu

1027 吉田 靖男 千葉 千葉陸協 Yoshida　Yasuo

1028 岡田 庄平 愛知 クラブＲ２中日本 Okada　Shohei

1029 石井 正人 東京 東京陸協 Ishii　Masato

1030 木内 武志 千葉 ニッポンランナーズ Kiuchi　Takeshi

1031 砂走 裕一 神奈川 日テレＪＣ Sunahashiri　Yuichi

1032 岩田 憲一郎 熊本 ＳＡＣ Iwata　Kenichiro　

1033 太田 哲平 京都 京都陸協 Ota　Teppei

1034 福井 隆光 愛知 クラブＲ２中日本 Fukui　Takamitsu

1035 菅山 裕史 三重 三重陸協 Sugayama　Hiroshi

1036 斎藤 亮 山口 山口合同ガス Saito　Ryo

1037 岩村 聖華 熊本 熊本陸協 Iwamura　Seika

1038 大河原 宏樹 茨城 茨城陸協 Okawara　Hiroki

1039 神崎 慎吾 長崎 長崎長与ＡＣ Kanzaki　Shingo

1040 篠原 邦弘 香川 香川マスターズ Shinohara　Kunihiro

1041 岩橋 正英 愛知 中馬塾 Iwahashi　Masahide

1042 大場 和久 福岡 本城陸上クラブ Oba　Kazuhisa

1043 中村 将太 広島 トップギア広島 Nakamura　Shota

1044 北村 雅季 兵庫 西宮市陸協 Kitamura　Masatoshi

1045 長岡 啓介 埼玉 クラブＲ２東日本 Nagaoka　Keisuke

1046 高橋 豊 神奈川 湘南スターズ Takahashi　Yutaka



1047 坂田 浩慈 神奈川 横浜市陸協 Sakata　Koji

1048 廣 健太郎 神奈川 佐賀陸協 Hiro　Kentaro

1049 中野 雄貴 奈良 ＮＲＦ Nakano　Yuki

1050 北 正樹 石川 チームＥＩＺＯ Kita　Masaki

1051 中島 圭一 東京 東京陸協 Nakashima　Keiichi

1052 眞子 剛幸 福岡 福岡県庁 Manako　Noriyuki

1053 伊藤 卓也 大阪 大阪市立大学陸友会 Ito　Takuya　

1054 槇野 大介 兵庫 岡山陸協 Makino　Daisuke

1055 安部 修司 大分 宇佐陸協 Abe　Shuji　

1056 渋谷 一秀 東京 東京陸協 Shibuya　Kazuhide

1057 藤野 敦 京都 太陽が丘ＪＣ Fujino　Atsushi

1058 山村 正人 大阪 アスレックＲＣ Yamamura　Masato

1059 尾崎 一博 鹿児島 狂犬夜走鹿児島 Ozaki　Kazuhiro

1060 丹羽 歩 大阪 かけっこ和光 Niwa　Ayumu

1061 森 孝博 東京 東京陸協 Mori　Takahiro

1062 渡辺 隆昭 山口 萩市陸協 Watanabe　Takaaki

1063 関谷 卓也 東京 東京学芸大学ＡＲＣ Sekiya　Takuya

1064 宮武 幹夫 兵庫 神戸市陸協 Miyatake　Mikio

1065 西原 正明 福岡 クラブＲ２九州 Nishihara　Masaaki

1066 黒澤 夏楠 茨城 笠松走友会 Kurosawa　Kana

1067 上荷 修誉 兵庫 赤穂市陸協 Uwani　Nobutaka

1068 岡村 義之 東京 東京陸協 Okamura　Yoshiyuki

1069 折内 一昭 東京 ＤｒｅａｍＡＣ Oriuchi　Kazuaki

1070 兼松 幹雄 熊本 熊本陸協 Kanematsu　Mikio

1071 栗田 淳一 東京 江戸川区陸協 Kurita　Junichi

1072 青木 莉楠 茨城 茨城陸協 Aoki　Rina

1073 阿部 靖 東京 東京陸協 Abe　Yasushi

1074 壇 耕平 福岡 福岡市役所 Dan　Kohei

1075 松井 敏 山口 萩市役所 Matsui　Satoshi

1076 兼松 藍子 愛知 ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ Kanematsu　Aiko

1077 上山 祥史 東京 ブリヂストン Kamiyama　Yoshifumi

1078 後和 直樹 東京 東京陸協 Gowa　Naoki

1079 井上 俊太郎 東京 東京陸協 Inoue　Shuntaro

1080 川西 宏幸 東京 Ｔ．Ｔ－ＡＣ Kawanishi　Hiroyuki

1081 作田 徹 北海道 作.ＡＣ北海道 Sakuta　Toru

1082 浦 広樹 神奈川 川崎市陸協 Ura　Hiroki

1083 永井 義之 東京 八王子富士森走友会 Nagai　Yoshiyuki

1084 平田 昭雄 東京 東京陸協 Hirata　Akio

1085 藤野 優也 大分 大分陸協 Fujino　Yuya

1086 山本 史暁 愛知 弥富市ＲＣ Yamamoto　Fumiaki

1087 福森 顕一 大阪 北摂を走ろう Fukumori　Kenichi

1088 本居 和也 岡山 チームサンタ Motoi　Kazuya

1089 岡田 竜児 愛知 鳳来ランニングチーム Okada　Ryuji

1090 安田 滋 大阪 大阪陸協 Yasuda　Shigeru

1091 森長 孝太 広島 トップギア広島 Morinaga　Kota

1092 近藤 央行 愛知 西三河陸協 Kondou　Hisayuki

1093 菊地 章一 山梨 山梨陸協 Kikuchi　Shoichi

1094 三原 茂生 大阪 大阪陸協 Mihara　Shigeo

1095 久保 先史 埼玉 埼玉滑川走友会 Kubo　Sakifumi

1096 島田 裕二 東京 東京陸協 Shimada　Yuji

1097 上宮 吾一 京都 西京極練習会 Uemiya　Goichi

1098 木下 哲一 千葉 千葉陸協 Kinoshita　Norikazu

1099 妻沼 朋己 神奈川 東京陸協 Tsumanuma　Tomomi

1100 齋藤 賢一 東京 東京陸協 Saito　Kenichi

1101 林 学 大阪 島本ランニング友の会 Hayashi　Manabu

1102 道山 大吾 鹿児島 ＨＡｒｔ． Michiyama　Daigo

1103 久保 壮大 大分 大分陸協 Kubo　Takehiro　

1104 梶田 剛 愛知 セカンドウィンド Kajita　Tsuyoshi

1105 子谷 一貴 兵庫 姫路市陸協 Kotani　Kazuki



1106 沼田 泰輝 埼玉 埼玉陸協 Numata　Taiki

1107 岡田 夏来 大阪 尼崎ナイトランナーズ Okada　Natsuki

1108 小田 佳輝 東京 Ｈａｒｒｉｅｒｓ Oda　Yoshiteru

1109 鈴木 勝浩 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Suzuki　Katsuhiro

1110 高橋 利和 千葉 千葉陸協 Takahashi　Toshikazu

1111 平野 帆峻 神奈川 三浦郡陸協 Hirano　Hodaka

1112 武田 直樹 兵庫 神戸ＰＩＪＣ Takeda　Naoki

1113 大矢 敏夫 東京 千代田走友会 Oya　Toshio

1114 吉田 達男 兵庫 武庫川スポーツクラブ Yoshida　Tatsuo

1115 中山 実貴 滋賀 滋賀県陸上協議会 Nakayama　Miki

1116 西田 幸平 東京 東京陸協 Nishida　Kohei

1117 山﨑 絵里子 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Yamazaki　Eriko

1118 藤光 俊彰 佐賀 三養基陸協 Fujimitsu　Toshiaki

1119 中村 美香 東京 東京陸協 Nakamura　Mika

1120 国友 祐磨 大阪 大阪陸協 Kunitomo　Yuma

1121 田嶋 昭彦 大分 大分陸協 Tashima　Akihiko

1122 立川 太郎 岐阜 ＦＯＲＯＵＲＳ Tachikawa　Taro

1123 西井 祐人 神奈川 ＧＲｌａｂ関東 Nishii　Yuto

1124 清水 利活 大分 大分陸協 Shimizu　Toshikatsu

1125 那須 政広 兵庫 尼崎市陸協 Nasu　Masahiro

1126 日吉 一郎 東京 リスタート Hiyoshi　Ichiro

1127 松本 充弘 大分 大分陸協 Matsumoto　Mituhiro

1128 伊藤 駿宏 福岡 九州大学 Ito　Toshihiro

1129 中村 賢次 千葉 クラブＲ２東日本 Nakamura　Kenji

1130 中野 光 東京 クラブＲ２東日本 Nakano　Hikaru

1131 村田 大一 東京 東京陸協 Murata　Daiichi

1132 門脇 徹 富山 富山陸協 Kadowaki　Toru

1133 巽 伸行 埼玉 ウィングＡＣ Tatsumi　Nobuyuki

1134 豊福 勇 宮崎 延岡マラソンクラブ Toyofuku　Isamu

1135 中川 聡 千葉 千葉陸協 Nakagawa　Satoshi

1136 井町 洋平 福岡 クラブＲ２九州 Imachi　Yohei

1137 白井 隆政 東京 東京陸協 Shirai　Takamasa

1138 武山 敏明 東京 鎌倉ＦＲＣ Takeyama　Toshiaki

1139 高橋 勇気 東京 東京陸協 Takahashi　Yuki

1140 高橋 律雄 千葉 農林走友会 Takahashi　Ritsuo

1141 仁田原 慎 福岡 筑豊陸上競技クラブ Nitahara　Makoto

1142 磯崎 学 山口 ビークルーエッセ Isozaki　Manabu

1143 岡 達彦 福岡 福岡陸協 Oka　Tatsuhiko

1144 黒川 理 静岡 ＳＴ函南 Kurokawa　Osamu

1145 其阿弥 駿 滋賀 滋賀陸協 Goami　Shun

1146 高橋 陽介 福岡 クラブＲ２九州 Takahashi　Yosuke

1147 村田 慎一 京都 クラブＲ２西日本 Murata　Shinichi

1148 天谷 晃人 神奈川 神奈川陸協 Amagai　Akito

1149 大道 行雄 兵庫 加西市陸協 Omichi　Ikuo

1150 原 敏雄 埼玉 刀水アスリートクラブ Hara　Toshio

1151 平林 稔介 山梨 山梨陸協 Hirabayashi　Toshiyuki

1152 大久保 貴之 東京 ＲｕｎＷａｖｅ Okubo　Takayuki

1153 山下 高史 大阪 森野ＡＣ Yamashita　Takashi

1154 谷水 強 広島 三原市体協 Tanimizu　Tsuyoshi

1155 谷本 憲太郎 千葉 ＴＯＫＹＯＰＢＡＹＲＣ Tanimoto　Kentaro

1156 今井 和也 大阪 ラン愛練習会 Imai　Kazuya

1157 岡田 雅之 東京 東京陸協 Okada　Masayuki

1158 玉谷 哲郎 兵庫 森野ＡＣ Tamatani　Tetsuro

1159 大久保 勝明 東京 東京陸協 Okubo　Katsuaki

1160 石倉 康範 千葉 ニッポンランナーズ Iishikura　Yasunori

1161 後藤 大介 熊本 熊本陸協 Goto　Daisuke

1162 山田 日出見 大阪 大阪マスターズ Yamada　Hidemi

1163 山本 一暁 大阪 大阪陸協 Yamamoto　Kazuaki

1164 相田 浩幸 神奈川 藤沢市陸協 Aida　Hiroyuki



1165 橘川 大地 神奈川 ＪＲ東海 Kikkawa　Daichi

1166 飯野 大祐 福岡 ガチＲＵＮ Iino　Daisuke

1167 木田 哲治 東京 日テレＪＣ Kida　Tetsuji

1168 上野 力 埼玉 アトミクラブ Ueno　Tsutomu

1169 北川 泰輔 福岡 福岡陸連 Kitagawa　Taisuke

1170 橋本 祐樹 山口 山障陸連 Hashimoto　Yuuki

1171 森田 八州彦 東京 東京陸協 Morita　Yasuhiko

1172 黒須 大地 宮城 東北大学 Kurosu　Daichi

1173 佐野 繁 神奈川 平塚市陸協 Sano　Shigeru

1174 杉山 聡 東京 クラブＲ２東日本 Sugiyama　Satoshi

1175 中山 栄二 兵庫 姫路市陸上競技会 Nakayama　Eiji

1176 松本 佳哲 大阪 ＮＴＴドコモ Matsumoto　Yoshiaki

1177 坂口 幸一 神奈川 日野自動車陸上部 Sakaguchi　Kouichi

1178 乙藤 祐樹 福岡 西南学院大学 Otofuji　Yuki

1179 北川 浩之 千葉 ニッポンランナーズ Kitagawa　Hiroyuki

1180 坂本 竜一 熊本 Ｔｅａｍ阿蘇 Sakamoto　Ryuichi

1181 重久 浩一 福岡 東京陸協 Shigehisa　Koichi

1182 芹澤 晃 岩手 岩手マスターズ陸連 Serizawa　Akira

1183 平山 敦 埼玉 ＪＩＮＧＥＲ Hirayama　Atsushi

1184 吉田 茂樹 大阪 堺市消防局 Yoshida　Shigeki

1185 桑原 悟 東京 東京陸協 Kuwabara　Satoru

1186 森崎 敦 大分 大分陸協 Morisaki　Atsushi

1187 野田 嘉彦 島根 ＴｅａｍＯＪＣ Noda　Yoshihiko

1188 日高 久登 福岡 ラン・ラン・ラン佐賀 Hidaka　Hisato

1189 赤平 慎也 北海道 北海道マラソンクラブ Akahira　Shinya

1190 住谷 卓也 大阪 Ｔａｅｍ　ｏｍａｒｕ Sumitani　Takuya

1191 岩根 和幸 福岡 航空自衛隊築城 Iwane　Kazuyuki

1192 岡本 利明 福岡 福岡陸協 Okamoto　Tosiaki

1193 木下 有一郎 愛知 ＦＲＯＧＦ Kinoshita　Yuichiro　

1194 田中 一成 大阪 大阪陸協 Tanaka　Kazunari

1195 山内 幸輝 福岡 ソニック福岡ＲＣ Yamauchi　Koki

1196 中井 正人 北海道 クラブＲ２北海道 Nakai　Masato

1197 中西 悠 東京 Ｒｕｎｂｂｉｔｓ Nakanishi　Toru

1198 新貝 孝宏 大分 家島ランナーズ Shingai　Takahiro

1199 鈴木 康之 神奈川 ｅＡ東京 Suzuki　Yasuyuki

1200 坂井 俊介 熊本 上野塾 Sakai　Shunsuke

1201 福田 泰 新潟 うなぎいぬ新潟 Fukuda　Yutaka

1202 小澤 秀聡 大阪 大阪陸協 Ozawa　Hideaki

1203 松永 拓哉 愛知 クラブＲ２中日本 Matsunaga　Takuya

1204 井上 智紀 東京 ＮＥＣ三田 Inoue　Tomoki

1205 櫻庭 健 北海道 札幌陸協 Sakuraba　Takeshi

1206 森本 悠理 埼玉 クラブＲ２東日本 Morimoto　Yuri

1207 石本 純也 大阪 コマネチランニングクラブ Ishimoto　Junya

1208 田中 礼美 神奈川 平塚市陸協 Tanaka　Yoshimi

1209 合庭 俊二 福岡 福岡県庁 Aiba　Shunji

1210 遠藤 直弥 群馬 クラブＲ２東日本 Endo　Naoya

1211 佐藤 弘 東京 東京陸協 Sato　Hiroshi

1212 丹下 和則 岡山 桃太郎夢クラブ Tange　Kazunori

1213 久保田 真広 愛知 愛知陸協 Kubota　Masahiro

1214 後藤 逸斗 東京 東京陸協 Goto　Hayato

1215 中村 成紀 茨城 笠松走友会 Nakamura　Shigenori

1216 古怒田 修 千葉 ポポロＡＣ Konuta　Osamu

1217 田中 毅 東京 東京陸協 Tanaka　Takeshi

1218 藤井 智 大阪 Ｆｒｅｅｍａｘ Fujii　Satoshi

1219 藤森 誠 埼玉 クラブＲ２東日本 Fujimori　Makoto

1220 加崎 翔也 埼玉 埼玉陸協 Kasaki　Shoya

1221 佐藤 亮吏 神奈川 クラブＲ２東日本 Sato　Ryoji

1222 川村 知行 福岡 本城陸上クラブ Kawamura　Tomoyuki

1223 竹入 英樹 広島 広島市役所 Takeiri　Hideki



1224 西 英晶 兵庫 西川ランニング教室 Nishi　Hideaki

1225 佐々木 大輔 千葉 ニッポンランナーズ Sasaki　Daisuke

1226 西崎 昌宏 東京 小金井公園おじさん練習会 Nishizaki　Masahiro

1227 石川 一幸 山形 山形市役所 Ishikawa　Kazuyuki

1228 城 潔 新潟 うなぎいぬ新潟 Jo　Kiyoshi

1229 中ノ瀬 一彦 長崎 三菱重工ＲＣ Nakanose　Kazuhiko

1230 柳澤 保志 北海道 作.ＡＣ札幌 Yanagisawa　Yasushi

1231 窪村 良二 東京 東京陸協 Kubomura　Ryoji　

1232 武居 和義 山口 岩国市陸協 Takesue　Kazuyoshi

1233 楠瀬 祐子 東京 東京陸協 Kusunose　Yuko

1234 関野 和馬 神奈川 田中貴金属 Sekino　Kazuma

1235 日野 将也 東京 東京陸協 Hino　Masaya

1236 藤本 陽平 東京 東京陸協 Fujimoto　Yohei

1237 喜多川 学 神奈川 富士通 Kitagawa　Manabu

1238 釘岡 適良 大分 大分陸協 Kugioka　Tekira

1239 阪本 修平 京都 京都陸協 Sakamoto　Shuhei

1240 金山 紀彦 山口 下松市陸協 Kanayama　Norihiko

1241 毎田 篤彦 神奈川 陸上競技多摩川クラブ Maida　Atsuhiko

1242 佐藤 良昭 大分 大分陸協 Sato　Yoshiaki

1243 平野 武 千葉 ＲＤＣ Hirano　Takeshi

1244 森本 善智 奈良 奈良陸協 Morimoto　Yoshitomo

1245 小塚 満幹 兵庫 神戸ＰＩＪＣＰ Kozuka　Mitsutoshi

1246 浅井 輝彦 愛知 庄内ＲＴ Asai　Teruhiko

1247 大坪 幸夫 福岡 まどかＲＣ Otsubo　Yukio

1248 北川 拓也 千葉 ＳＨＵＲＵＮ Kitagawa　Takuya

1249 玉田 祐介 埼玉 クラブＲ２東日本 Tamada　Yusuke

1250 佐藤 和仁 岐阜 関体協 Sato　Kazuhito

1251 阿部 泰明 東京 東京陸協 Abe　Yasuaki

1252 川野 雅博 神奈川 クラブＲ２東日本 Kawano　Masahiro

1253 高口 英樹 福岡 福岡陸協 Koguchi　Hideki

1254 横坂 卓也 東京 八王子富士森走友会 Yokosaka　Takuya

1255 大西 文平 東京 東京陸協 Onishi　Bumpei

1256 坂田 錦吾 宮崎 宮崎市陸協 Sakata　Kingo

1257 島末 裕 大分 オスプレイズ Shimasue　Yu

1258 古林 茂人 兵庫 姫路市陸協 Furubayashi　Shigeto

1259 北村 裕 神奈川 アトミクラブ Kitamura　Yutaka

1260 山口 克仁 東京 東京陸協 Yamaguchi　Katsuhito

1261 宇佐美 亨 神奈川 クラブＲ２東日本 Usami　Toru

1262 亀安 勇斗 大分 ダイハツ九州駅伝部 Kameyasu　Yuto

1263 田村 直洋 長野 長野市陸協 Tamura　Naohiro

1264 池亀 綾実 千葉 ＡＣ・ＫＩＴＡ Ikegame　Ayami

1265 岡本 壮太郎 東京 東京陸協 Okamoto　Sotaro

1266 権瓶 岳史 東京 東京陸協 Gompei　Takeshi

1267 藤原 亮太 兵庫 神戸市消防局 Fujiwara　Ryota

1268 山本 洋彰 福岡 福岡陸協 Yamamoto　Hiroaki

1269 与国 信明 山口 山口市役所 Yokuni　Nobuaki

1270 小ヶ内 雄斗 大分 大分陸協 Ogauchi　Yuto

1271 小西 明伸 大阪 クラブＲ２中日本 Konishi　Hironobu

1272 坪井 伸一 神奈川 川崎市陸協 Tsuboi　Shinichi

1273 鈴東 健太 兵庫 コマネチランニングクラブ Suzuto　Kenta

1274 上尾 克治 大分 家島ランナーズ Agario　Katsuji

1275 杉山 巧 千葉 クラブＲ２東日本 Sugiyama　Satoshi

1276 重 勝商 兵庫 鳩印Ｇ＆Ｔ Shige　Katsuaki

1277 浦 省吾 鹿児島 鹿児島陸協 Ura　Shogo

1278 野田 大介 岡山 TＡＲＣ東京 Noda　Daisuke

1279 馬渕 雅史 東京 東京陸協 Mabuchi　Masashi

1280 八木 雅久 神奈川 横浜市陸協 Yagi　Masahisa

1281 山津 信幸 佐賀 ガレットＡＣ Yamatsu　Nobuyuki

1282 小島 成久 福岡 ウイングフット Kojima　Narihisa



1283 藤堂 真人 東京 東京陸協 Todo　Masato　

1284 藤井 亮史 山口 周南市陸協 Fujii　Ryoji

1285 一野 智 愛媛 久万高原町体育協会 Ichino　Satoshi

1286 上野 剛嗣 神奈川 多摩川クラブ Ueno　Takeshi

1287 牧野 渡 東京 東京陸協 Makino　Wataru

1288 石川 誠 神奈川 東京陸協 Ishilawa　Makoto

1289 海老原 美保 東京 ＡＣ・ＫＩＴＡ Ebihara　Miho

1290 伊藤 健介 神奈川 ランニング・デポ Ito　Kensuke

1291 田中 利章 佐賀 ｌａｄｄｅｒｆｌａｔ Tanaka　Toshiaki

1292 西坂 雷太 佐賀 佐賀陸協 Nishizaka　Raita

1293 清原 洋人 大阪 大阪陸協 Kiyohara　Hiroto

1294 本多 滋明 愛知 愛知陸協 Honda　Shigeaki

1295 大塚 拓雄 栃木 クラブＲ２中日本 Otsuka　Takuo

1296 清水 和典 埼玉 アトミクラブ Shimizu　Kazunori

1297 笠木 良平 愛知 愛知陸協 Kasagi　Ryohei

1298 大崎 浩次 福岡 フリーダムＲＣ Osaki　Hirotsugu　

1299 佐久間 祥光 静岡 静岡陸協 Sakuma　Yoshiaki

1300 飯野 拓真 長野 長野市陸協 Iino　Takuma

1301 国府 貴大 東京 東京陸協 Kokubu　Takahiro

1302 上澤 亮二 愛知 クラブＲ２中日本 Kamizawa　Ryoji

1303 近藤 伸明 福岡 ソニック Kondo　Nobuaki

1304 吉川 俊子 奈良 ＹＦＳＣ Yoshikawa　Toshiko

1305 稲崎 真吾 東京 東京陸協 Inasaki　Shingo

1306 稲葉 大輔 福岡 小倉ＳＡＴ Inaba　Daisuke

1307 柴倉 誠 京都 京都陸協 Shibakura　Makoto　

1308 松藤 龍治 神奈川 川崎市陸協 Matsufuji　Ryuji

1309 坂口 裕紀 東京 ハノハノ陸上部 Sakaguchi　Hiroki　

1310 前田 昴 福岡 久留米広域消防本部 Maeda　Subaru

1311 大谷 潤子 兵庫 西宮市陸協 Otani　Junko

1312 平尾 一朗 愛知 岡崎クラブ Hirao　Ichiro

1313 松本 幸二郎 神奈川 横浜市陸協 Matsumoto　Kojiro

1314 川口 浩二 福岡 福岡県庁 Kawaguchi　Koji

1315 齊藤 政行 茨城 茨城マスターズ Saito　Masayuki

1316 秋山 健太 神奈川 横浜市陸協 Akiyama　Kenta

1317 嶋村 真一 兵庫 姫路市陸協 Shimamura　Shinichi

1318 藤本 秀久 福岡 福岡陸協 Fujimoto　Hidehisa

1319 唐鎌 航也 熊本 上球磨消防 Karakama　Koya

1320 高井 風馬 大分 家島ランナーズ Takai　Fuma

1321 天貝 諭史 千葉 茨城陸協 Amagai　Satoshi

1322 枝吉 太郎 埼玉 ラン愛練習会 Edayoshi　Taro

1323 植木 真 福岡 まどかＲＣ Ueki　Makoto

1324 森安 利之 神奈川 東京陸協 Moriyasu　Toshiyuki

1325 吉永 和夫 熊本 ツボイＲＣ Yoshinaga　Kazuo

1326 竹崎 泰史 東京 ＳＢＩアラプロモＲＣ Takezaki　Yasushi

1327 相浦 勇人 埼玉 クラブＲ２中日本 Aiura　Hayato　

1328 近江屋 拓 神奈川 東京陸協 Omiya　Taku

1329 山本 悠二 広島 岡山クラブ Yamamoto　Yuji

1330 諏訪 達也 埼玉 ｅＡ埼玉 Suwa　Tatsuya

1331 番場 直行 沖縄 沖縄陸協 Bamba　Naoyuki

1332 諸岡 邦行 大阪 長居ＷＩＮＤ Morooka　Kuniyuki

1333 久保 謙二 山口 萩市陸協 Kubo　Kenji

1334 松原 史哲 兵庫 神戸市陸協 Matsubara　Fumiaki

1335 江藤 創志 宮崎 宮崎陸協 Eto　Soshi

1336 山田 靖雄 神奈川 富士通 Yamada　Yasuo

1337 中山 苑香 東京 内田治療院陸上部 Nakayama　Sonoka

1338 小澤 一郎 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Ozawa　Ichirou

1339 松平 進 大阪 長居つながりＲＣ Matsuhira　Susumu

1340 山中 達也 神奈川 キヤノンＲＣ Yamanaka　Tatsuya

1341 本木 央 北海道 北海道陸協 Motoki　Hisashi



1342 高田 忠雄 兵庫 クラブＲ２中日本 Takada　Tadao

1343 井上 大知 大分 大分陸協 Inoue　Daichi

1344 桑野 博輔 東京 Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ Kuwano　Hirosuke

1345 岡本 敬史 東京 東京陸協 Okamoto　Takafumi

1346 青山 由佳 神奈川 相模原市役所RC Aoyama　Yuka

1347 太田 哲也 東京 ＤｒｅａｍＡＣ Ota　Tetsuya

1348 久保田 伸彦 静岡 静岡陸協 Kubota　Nobuhiko

1349 青嶋 和夫 東京 東京陸協 Aoshima　Kazuo

1350 佐々木 雅典 神奈川 クラブＲ２東日本 Sasaki　Masanori

1351 原田 直樹 愛知 愛知三好走ろう会 Harada　Naoki

1352 重松 健由 東京 駒沢公園ＪＣ Shigematsu　Kenyu

1353 妹尾 拓海 兵庫 ＧＲｌａｂ兵庫 Seo　Takumi

1354 伊藤 隆之 福島 福島マスターズクラブ Ito　Takayuki

1355 高野 英二 神奈川 サウルスジャパン Takano　Eiji

1356 冨永 雅和 福岡 福岡陸協 Tominaga　Masakazu

1357 山本 拓也 大分 大分陸協 Yamamoto　Takuya

1358 笹田 哲文 青森 弘前公園ＲＣ Sasada　Tetsufumi

1359 永田 嵐 佐賀 佐賀陸協 Nagata　Ran

1360 南 良典 東京 東京陸協 Minami　Yoshinori

1361 多田 政則 千葉 ＣＩＡ Tada　Masanori

1362 渡辺 賢人 千葉 ＣＳＲＣ Watanabe　Kento

1363 小柳 貴雄 東京 東京陸協 Koyanagi　Takao

1364 利根川 賢 愛知 グランシエル Tonegawa　Ken

1365 出口 修 福岡 大牟田市陸協 Deguchi　Osamu

1366 吉田 里志 神奈川 横浜市陸協 Yoshida　Satoshi

1367 長田 誠 神奈川 エビトラＡＣ Osada　Makoto

1368 喜多村 和弘 京都 京都陸協 Kitamura　Kazuhiro

1369 松井 清人 神奈川 横浜市陸協 Matsui　Kiyoto

1370 松谷 大介 広島 尾道市陸協 Matsuya　Daisuke

1371 栗山 哲也 広島 三原市陸協 Kuriyama　Tetsuya

1372 赤澤 省吾 神奈川 東京地下鉄 Akazawa　Shogo

1373 久保田 真司 山口 大和走ろう会 Kubota　Shinji

1374 山田 真 佐賀 戸上電機製作所 Yamada　Makoto

1375 大須賀 伸弥 愛知 クラブＲ２中日本 Osuka　Shinya

1376 鎌田 正弘 三重 鹿族 Kamada　Masahiro

1377 森本 健太郎 長崎 三菱重工ＲＣ Morimoto　Kentaro

1378 山口 正広 大阪 枚方マスターズ Yamaguchi　Masahiro

1379 金藤 侑輝 福岡 まどかＲＣ Kanefuji　Yuki

1380 黒石田 紀文 東京 かけっこ和光ＲＣ Kuroishida　Norifumi

1381 鍋島 孝 広島 広島市役所陸上競技部 Nabeshima　Takashi

1382 柴 晃浩 東京 東京陸協 Shiba　Akihiro

1383 濱野 幸次郎 神奈川 クラブＲ２東日本 Hamano　Kojiro

1384 川崎 達也 東京 クラブＲ２中日本 Kawasaki　Tatsuya

1385 吉田 武志 茨城 牛久走友会 Yoshida　Takeshi

1386 橘 彩 東京 東京陸協 Tachibana　Aya

1387 真砂 毅 東京 東京陸協 Masago　Tsuyoshi

1388 米村 祐輔 大分 大分陸協 Yonemura　Yusuke

1389 坂口 大輔 福岡 福岡陸協 Sakaguchi　Daisuke

1390 髙田 福司 静岡 クラブＲ２中日本 Takada　Fukuji

1391 星川 賢 東京 青梅市陸協 Hoshikawa　Satoshi

1392 渡辺 毅 埼玉 東京陸協 Watanabe　Takeshi

1393 小山内 健一 青森 青森陸協 Osanai　Kenichi

1394 安本 昭 福岡 Ｅランナーズ Yasumoto　Akira

1395 村井 誠 東京 ポポロＡＣ Murai　Makoto

1396 高田 哲也 兵庫 サウルスジャパン Takata　Tetsuya

1397 石黒 正巳 神奈川 M.平塚 Ishiguro　Masami

1398 大貫 正彦 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Onuki　Masahiko

1399 池冨 智 大分 大分陸協 Iketomi　Satoshi

1400 塩澤 章吾 東京 東京陸協 Shiozawa　Shogo



1401 城田 泰久 東京 小金井公園おじさん練習会 Shirota　Yasuhisa

1402 吉田 成伸 兵庫 絆ランニングクラブ Yoshida　Shigenobu

1403 大瀬 秀樹 北海道 札幌エクセルＲＣ Ose　Hideki

1404 田中 翔 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Tanaka　Sho

1405 藤原 夏望 福岡 大和走友会 Fujihara　Kaduki

1406 前川 佑弥 京都 京都陸協 Maekawa　Yuya

1407 坪地 宏嘉 東京 東京陸協 Tsubochi　Hiroyoshi

1408 湊山 祐一 滋賀 滋賀マスターズＡＣ Minatoyama　Yuichi

1409 廣瀬 允也 北海道 ちばりよ～ＲＣ Hirose　Mitsunari

1410 渡會 啓司 大阪 京都府陸協 Watarai　Hiroshi

1411 宮川 研悟 神奈川 クラブＲ２東日本 Miyagawa　Kengo

1412 石 一彦 新潟 前橋市陸協 Seki　Kazuhiko

1413 湯朝 啓之 兵庫 ミズノ Yuasa　Takayuki

1414 堀 勇進 大分 大分陸協 Hori　Yushin

1415 木村 英紀 埼玉 東京陸協 Kimura　Hideki

1416 井出 富雄 東京 東京陸協 Ide　Tomio

1417 宮口 洋毅 長崎 西彼杵郡陸協 Miyaguchi　Hiroki

1418 宮野 一弘 山口 阿知須陸協 Miyano　Kazuhiro

1419 本村 耕平 石川 クラブＲ２中日本 Motomura　Kohei

1420 古谷 祐也 東京 T・T－ＡＣ Furuya　Masaya

1421 阿萬 洋弥 宮崎 宮崎市陸協 Aman　Hiroya

1422 坪井 隆樹 東京 クラブＲ２東日本 Tsuboi　Takaki

1423 橘 良祐 神奈川 福岡陸協 Tachibana　Ryosuke

1424 中隈 圭祐 福岡 スーパーマンクラブ Nakakuma　Keisuke

1425 矢吹 和也 岡山 玉島の森クラブ Yabuki　Kazuya

1426 奈良部 知則 東京 東京陸協 Narabu　Tomonori

1427 宇都 豪郁 大阪 スターヒルズ Uto　Toshifumi

1428 高田 和義 東京 ＴＫＤーＢＲＣ Takada　Kazuyoshi

1429 松隈 直樹 福岡 まどかＲＣ Matukuma　Naoki

1430 小田 克矢 東京 東京陸協 Oda　Katsuya

1431 亀井 一樹 香川 綾川ＡＣ Kamei　Kazuki

1432 新美 惣一朗 愛知 愛知陸協 Niimi　Soichiro

1433 山本 陽一 愛媛 愛媛陸協 Yamamoto　Youichi

1434 田中 夏樹 東京 クラブＲ２東日本 Tanaka　Natsuki

1435 小永井 心 東京 ＳＨＵＲＵＮ Konagai　Shin

1436 田村 修治 兵庫 尼崎ＮＲ Tamura　Shuji

1437 山本 強志 山口 山口県庁 Yamamoto　Tsuyoshi

1438 横山 正尭 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Yokoyama　Masataka

1439 志賀 竜馬 大分 大分陸上競技会 Shiga　Ryoma

1440 鳥海 一仁 東京 東京陸協 Toriumi　Kazuhito

1441 橋口 靖則 大分 大分陸協 Hashiguchi　Yasunori

1442 田中 知宏 兵庫 クラブＲ２中日本 Tanaka　Chihiro

1443 田部井 一哉 東京 東京陸協 Tabei　Kazuya　

1444 佐藤 慎二 神奈川 クラブＲ２東日本 Sato　Shinji

1445 沢田 博 北海道 クラブＲ２北海道 Sawada　Hiroshi

1446 関谷 英樹 東京 東京陸協 Sekiya　Hideki

1447 矢崎 将一 神奈川 クラブＲ２東日本 Yazaki　Shoichi

1448 林 潤一郎 福岡 小倉ＳＡＴ Hayashi　Junichiro

1449 山多 慶彦 埼玉 クラブＲ２東日本 Yamata　Yoshihiko

1450 旭 洋太 千葉 千葉陸協 Asahi　Yota

1451 太田 英輝 東京 アトミクラブ Ota　Hideki

1452 諸留 寛大 東京 東京陸協 Morodome　Kandai

1453 安達 紀之 兵庫 淀屋橋走年団 Adachi　Noriyuki

1454 染川 健志 大阪 ナイトランＡＣ Somekawa　Takeshi　

1455 郷 良尚 熊本 熊本陸協 Go　Yoshihisa

1456 中村 勝也 三重 四日市Ｔ＆ＦＣ Nakamura　Katsuya

1457 半藤 昂 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Hando　Takashi

1458 吉本 将士 東京 東京陸協 Yoshimoto　Masashi

1459 森田 泰介 熊本 クラブＲ２九州 Morita　Taisuke



1460 勝野 博史 福岡 福岡陸協 Katsuno　Hiroshi

1461 新田 洋介 福岡 福岡陸協 Shinden　Yousuke

1462 鳥井 泰 北海道 北海道マラソンクラブ Torii　Yasushi

1463 山本 広夢 神奈川 ピッツキューブＲＣ Yamamoto　Hiromu

1464 三重野 正道 大分 別府マラソンクラブ Mieno　Masamichi

1465 藤本 博也 神奈川 横浜市陸協 Fujimoto　Hiroya

1466 佐藤 明次 福岡 室見川ＲＣ Satou　Akitsugu

1467 佐伯 辰徳 東京 山口市陸協 Saeki　Tatsunori

1468 中元 隆 東京 東京陸協 Nakamoto　Takashi

1469 米田 靖 埼玉 東京陸協 Yoneta　Yasushi

1470 北村 孝生 滋賀 びわこランナーズ Kitamura　Takao

1471 岩田 知和 兵庫 クラブＲ２中日本 Iwata　Tomokazu

1472 伊東 忠彦 大分 大分陸協 Ito　Tadahiko

1473 上園 一知 千葉 クラブＲ２東日本 Uezono　Kazutomo

1474 武下 剛 佐賀 佐賀陸協 Takeshita　Go

1475 野口 将利 北海道 道南陸連 Noguchi　Masatoshi

1476 国吉 拡 沖縄 沖縄陸協 Kuniyoshi　Hiromu

1477 谷口 優一郎 福岡 福岡陸協 Taniguchi　Yuichiro

1478 掛園 敦征 佐賀 佐賀陸協 Kakezono　Atsuyuki

1479 田沢 康至 埼玉 埼玉陸協 Tazawa　Yasuyuki

1480 森 剛人 愛知 知多教員クラブ Mori　Masato

1481 原田 直亮 神奈川 ランニング・デポ Harada　Naoaki

1482 岡部 進 埼玉 千葉陸協 Okabe　Susumu

1483 田中 耕太郎 福岡 福岡陸協 Tanaka　Kotaro

1484 中嶋 茂雄 岐阜 岐阜陸協 Nakashima　Shigeo

1485 土井 斉 鹿児島 鹿児島陸協 Doi　Wataru

1486 青柳 匡学 福岡 福岡陸協 Aoyagi　Masamichi

1487 稲垣 吉正 東京 東京陸協 Inagaki　Yoshimasa

1488 斎藤 護 山口 宇部市陸協 Saito　Mamoru

1489 山田 衛 神奈川 伊勢原市陸協 Yamada　Mamoru

1490 野本 有紀子 東京 駒沢公園ジョギングクラブ Nomoto　Yukiko

1491 中川 謙 神奈川 相模原市陸協 Nakagawa　Ken

1492 松島 健太 東京 東京陸協 Matsushima　Kenta

1493 高橋 靖典 千葉 千葉陸協 Takahashi　Yasunori

1494 古谷 章 東京 Ｔｅａｍ　Ｏｋｏｊｏ Furuya　Akira

1495 後藤 智晃 大分 大分陸協 Goto　Tomoaki

1496 稲田 旭斗 神奈川 クラブＲ２東日本 Inada　Akito

1497 江上 怜 福岡 福津市陸協 Egami　Ryo

1498 小室 克敏 静岡 静岡陸協 Komuro　Katsutoshi

1499 山本 孝 静岡 静岡陸協 Yamamoto　Takashi

1500 益田 裕美 千葉 ＡＳＲＣ Masuda　Hiromi

1501 黒田 誠一 福岡 福岡陸協 Kuroda　Seiichi

1502 園山 朋実 鳥取 鳥取陸協 Sonoyama　Tomomi

1503 神崎 雅海 神奈川 横浜中央走友会 Kanzaki　Masami

1504 田中 正邦 兵庫 フリーダムＲＣ Tanaka　Masakuni

1505 森田 隆太郎 東京 東京陸協 Morita　Ryutaro

1506 山野内 正吾 神奈川 ＲＵＮ　ＪＯＧ Yamanouchi　Shogo

1507 中田 肇 埼玉 ＴＫＤーＢＲＣ Nakada　Hajime

1508 鶴岡 伸光 神奈川 東京陸協 Tsuruoka　Nobumitsu

1509 後藤 公秀 埼玉 ＳＯＭＰＯＲＣ Goto　Kimihide

1510 松田 恭一 大阪 大阪陸協 Matsuda　Kyoichi

1511 榮 英仁 東京 東京陸協 Sakae　Hidehito　

1512 三田 浩司 愛媛 松山マスターズ Mita　Koji

1513 木屋村 守 東京 陸上競技多摩川クラブ Kiyamura　Mamoru

1514 馬場 真琴 長崎 東彼杵郡陸協 Baba　Makoto

1515 元田 豊仁 熊本 熊本陸協 Motoda　Toyohito

1516 亀山 正義 千葉 千葉陸協 Kameyama　Masayoshi

1517 小澤 弘明 東京 東京陸協 Ozawa　Hiroaki

1518 小早川 英治 埼玉 府中陸協 Kobayakawa　Eiji



1519 藤井 祐 東京 ＪＲ東日本東京 Fujii　Tasuku

1520 黒川 陽平 兵庫 大阪陸協 Kurokawa　Youhei

1521 黒澤 雅臣 神奈川 茅ヶ崎市陸協 Kurosawa　Masaomi

1522 高橋 宏一郎 島根 Ｔｅａｍ　ＯＪＣ Takahashi　Koichiro

1523 武田 和也 千葉 千葉陸協 Takeda　Kazuya

1524 坂本 岳史 兵庫 クラブＲ２西日本 Sakamoto　Takeshi

1525 伊藤 毅一郎 福岡 福岡県庁 Ito　Kiichiro

1526 矢野 寿 福岡 ＦＲＡＣ北九州 Yano　Hisashi

1527 福島 慎吉 滋賀 京都炭山修行走 Fukushima　Shinkichi

1528 片岡 昭子 大阪 らんでぶぅ Kataoka　Akiko

1529 今井 貴宏 千葉 千葉陸協 Imai　Takahiro

1530 丸山 秀行 石川 ブリヂストン Maruyama　Hideyuki

1531 城間 泰佑 大阪 大阪陸協 Shiroma　Taisuke

1532 鈴木 志郎 東京 東京陸協 Suzuki　Shiro

1533 鈴木 伸明 東京 マラソン完走クラブ Suzuki　Nobuaki

1534 村岡 隆幸 大阪 狭山池夕焼ラン Muraoka　Takayuki

1535 浦田 浩孝 大阪 淀屋橋走年団 Urata　Hirotaka

1536 武末 博明 山口 周南市陸協 Takesue　Hiroaki

1537 田中 孝典 福岡 久留米ＳＴＲＣ Tanaka　Takanori

1538 大藤 道矢 福岡 うさおＲＣ Ofuji　Michiya

1539 塚野 聡 東京 クラブＲ２中日本 Tsukano　Satoshi

1540 安藤 裕飛 埼玉 クラブＲ２北海道 Ando　Yuhi

1541 金澤 純 鳥取 鳥取陸協 Kanazawa　Jun

1542 内藤 光幸 千葉 農林走友会 Naito　Mitsuyuki

1543 安田 育弘 兵庫 西宮市陸協 Yasuda　Ikuhiro

1544 秋野 文臣 北海道 札幌陸協 Akino　Tomoshige

1545 岸本 啓治 大阪 枚方マスターズ Kishimoto　Keiji

1546 細木 克彦 愛知 愛知県庁クラブ Saiki　Katsuhiko

1547 川西 貴 大阪 大阪陸協 Kawanishi　Takashi

1548 木村 大典 千葉 千葉陸協 Kimura　Daisuke

1549 福田 康一郎 広島 クラブＲ２西日本 Fukuda　Yasuichiro

1550 中野 直樹 大阪 ＹＭＲＣ Nakano　Naoki

1551 佐藤 匠 山口 三菱重工下関 Sato　Takumi

1552 西塚 真人 北海道 アスリーツ・ラボ Nishizuka　Masato

1553 加藤 知之 福岡 久留米レーシングクラブ Kato　Tomoyuki　

1554 河野 幸夫 大分 別府市役所 Kono　Yukio

1555 坂本 圭 大阪 大阪陸協 Sakamoto　Kei

1556 佐野 亮 福岡 本城陸上クラブ Sano　Ryou

1557 小林 省三 岐阜 岐阜陸協 Kobayashi　Shozo

1558 中野 裕介 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Nakano　Yusuke

1559 廣瀬 信彦 奈良 奈良マスターズ Hirose　Nobuhiko

1560 湊 政昭 福岡 本城陸上クラブ Minato　Masaaki

1561 鍋山 大輔 福岡 Painting Nabeyama　Daisuke　

1562 野本 克央 愛媛 ＪＡ全農えひめ Nomoto　Katsuhisb

1563 矢野 博章 大阪 狭山池夕焼けラン Yano　Hiroaki

1564 寺西 賢二 三重 Ｔｅａｍ　Ｂｌａｓｔ Teranishi　Kenji

1565 宮越 誉弘 愛知 庄内ＲＴ Miyakoshi　Takahiro

1566 昇 秀一 鹿児島 狂犬夜走 鹿児島 Noboru　Shuichi

1567 石井 貴 千葉 クラブＲ２東日本 Ishii　Takashi

1568 清水 勝一 千葉 クラブＲ２東日本 Shimizu　Katsuichi

1569 鈴木 俊也 東京 東京陸協 Suzuki　Shunya

1570 友野 知剛 熊本 熊本市消防局 Tomono　Tomotaka

1571 岡崎 治郎 神奈川 ランニング・デポ Okazaki　Jiro

1572 奥山 隆輔 兵庫 サウルスジャパン Okuyama　Ryusuke

1573 出口 隆寿 福岡 福岡陸協 Deguchi　Takahisa

1574 𠮷田 誠 山口 周南市陸協 Yoshida　Makoto

1575 廣田 侑幹 大阪 大阪長居ＡＣ Hirota　Yuki

1576 大山 一徳 埼玉 第一三共陸上部 Oyama　Kazunori

1577 畑岡 誠也 熊本 ＢＥＬＩＥＶＥ Hataoka　Seiya



1578 小田原 雅己 福岡 Ｅランナーズ Odahara　Masami

1579 當金 卓大 埼玉 埼玉マスターズ陸連 Togane　Takahiro

1580 橋北 哲也 東京 千代田区陸協 Hashikita　Tetsuya

1581 石蔵 裕己 福岡 フリーダムＲＣ Ishikura　Hiroki

1582 石崎 孝幸 茨城 茨城陸協 Ishizaki　Takayuki

1583 宮田 昌一 東京 東京マスターズ陸上 Miyata　Shoichi

1584 阿部 裕樹 宮城 宮城陸協 Abe　Yuki

1585 梅崎 和幸 熊本 走熊会 Umezaki　Kazuyuki

1586 山川 晃央 埼玉 健ちゃん練 Yamakawa　Teruo

1587 飯田 尚弥 福岡 博多陸友会 Iida　Hisaya

1588 濱野 隆一 熊本 Ｒｉｓｅ熊本 Hamano　Ryuichi

1589 松尾 剣吾 大阪 枚方マスターズ Matsuo　Kengo

1590 戸村 健 東京 東京陸協 Tomura　Ken

1591 箱田 秀治 東京 クラブＲ２中日本 Hakoda　Hideharu

1592 森田 周一 東京 小金井公園おじさん練習会 Morita　Shuichi

1593 豊桑 弘美 埼玉 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Toyokawa　Hiromi

1594 又村 清和 東京 東京陸協 Matamura　Kiyokazu　

1595 小柳 誠二 東京 東京陸協 Koyanagi　Seiji

1596 三木 正昭 熊本 熊本陸上競技会 Miki　Masaaki

1597 水谷 雄貴 熊本 熊本陸協 Mizunoya　Yuki

1598 黒田 真伍 広島 チームタスキ Kuroda　Shingo

1599 佐藤 卓志 山口 クラブＲ２西日本 Sato　Takashi

1600 江見 昇 愛知 ララ学園 Emi　Sho

1601 畑中 昌彦 兵庫 らんでぶぅ Hatanaka　Masahiko

1602 池田 謙介 東京 東京陸協 Ikeda　Kensuke

1603 伊藤 栄志 愛知 クラブＲ２中日本 Ito　Eiji

1604 森川 雅樹 東京 東京陸協 Morikawa　Masaki

1605 伊東 裕史 埼玉 さいたま走友会 Ito　Hiroshi

1606 下田 輝夫 千葉 東京ＲＣ Shimoda　Teruo

1607 深沢 裕樹 京都 京都陸協 Fukazawa　Hiroki

1608 倉富 武則 愛知 クラブＲ２中日本 Kuratomi　Takenori

1609 空谷 治 長崎 ＯＭＲＣ Soratani　Osamu

1610 寺沢 計二 神奈川 横浜市陸協 Terazawa　Keiji

1611 西田 淳一 神奈川 クラブＲ２東日本 Nishida　Junichi

1612 伊藤 勇磨 神奈川 ラチエンＡＣ Ito　Yuma

1613 江夏 修治 鹿児島 スサラ Koka　Shuji

1614 小林 亮太 長野 安曇野アスレチッククラブ Kobayashi　Ryota

1615 田中 淳一 兵庫 絆ランニングクラブ Tanaka　Junichi

1616 草薙 雄太 大阪 アトミクラブ Kusanagi　Yuta

1617 吉川 賢一 東京 東京陸協 Yoshikawa　Kenichi

1618 進藤 昭洋 東京 東京陸協 Shindo　Akihiro

1619 石津 和紀 福岡 ＯＢＲＣ Ishizu　Kazunori

1620 木川 大輔 東京 ＤｒｅａｍＡＣ Kikawa　Daisuke

1621 八垣 圭一郎 福岡 チーム100 Yatsugaki　Keiichirou

1622 荒牧 敬二 熊本 熊本陸協 Aramaki　Keiji

1623 阪本 智彦 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Sakamoto　Tomohiko

1624 堀田 朝和 愛知 ＴＢＲＣ Hotta　Tomokazu

1625 富澤 薫 神奈川 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Tomizawa　Kaoru

1626 大井 義人 神奈川 クラブＲ２東日本 Oi　Yoshihito

1627 加藤 剛 茨城 日野自動車陸上競技部 Kato　Takeshi

1628 後藤 秀文 大分 家島ランナーズ Goto　Hidefumi

1629 下元 寛之 高知 高知ＦＲＣ Shimomoto　Hiroyuki

1630 新谷 保志 東京 東京陸協 Shinya　Yasushi

1631 田中 寧 東京 葛西ランナーズ Tananka　Yasushi

1632 山口 知典 福岡 福岡県庁 Yamaguchi　Tomonori

1633 大橋 敦 大阪 輝走倶楽部 Ohashi　Atsushi

1634 野方 誠 滋賀 滋賀マスターズＡＣ Nokata　Makoto

1635 増田 和悦 東京 チームｅｍｄａＲＣ Masuda　Kazuyoshi

1636 岡田 昭宏 山口 下関市役所 Okada　Akihiro



1637 佐々木 俊輔 宮城 宮城陸協 Sasaki　Shunsuke

1638 三ヶ尻 一郎 熊本 熊本陸協 Mikajiri　Ichiro

1639 平賀 恵子 千葉 ウィング・アスリートクラブHiraga　Keiko

1640 山崎 加央里 千葉 ＤｒｅａｍｓＡＣ Kaori　Yamazaki

1641 内藤 将一 千葉 インターバル部 Naito　Shoichi

1642 上田 陽子 埼玉 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Ueda　Yoko

1643 鬼田 聡 愛知 愛知陸協 Onita　Satoshi

1644 木本 一成 広島 クラブＲ２西日本 Kimoto　Kazunari

1645 堂原 一将 大分 大分陸協 Dohara　Kazumasa

1646 中嶋 章 神奈川 座間市陸協 Nakajima　Akira

1647 中岡 雅史 神奈川 ＲＵＮ　ＢＥＹＯＮＤ Nakaoka　Masashi

1648 唐本 由紀 山口 周南市陸協 Karamoto　Yuki

1649 稲冨 周平 福岡 小倉記念病院 Inatomi　Shuhei

1650 椛島 健治 京都 京都陸協 Kabashima　Kenji

1651 足立 吉信 神奈川 東京陸協 Adachi　Yoshinobu

1652 菊地 雅矢 埼玉 東京陸協 Kikuchi　Msaya

1653 飯野 潤二 山梨 甲斐市陸協 Iino　Junji

1654 財津 雅之 神奈川 クラブＲ２東日本 Zaitsu　Masayuki

1655 高橋 保幸 大阪 大阪陸協 Takahashi　Yasuyuki

1656 西村 健太 熊本 熊本市消防局 Nishimura　Kenta

1657 伊東 朋 東京 東京陸協 Ito　Tomo

1658 小山 礼仁 愛知 クラブＲ２中日本 Koyama　Reiji

1659 戸田 英雄 岡山 ＫＮＤ．ＴＣ Toda　Hideo

1660 有田 宗玄 福岡 ＣＬＵＴＣＨ Arita　Muneharu

1661 平原 渉太 神奈川 中郡陸協 Hirahara　Shota

1662 土橋 浩 埼玉 埼玉陸協 Dobashi　Hiroshi

1663 村田 智太郎 神奈川 アトミクラブ Murata　Tomotaro

1664 坂西 正光 熊本 熊本陸協 Sakanishi　Masamitsu

1665 中本 洋志 鳥取 ふれんず鳥取 Nakamoto　Hiroshi

1666 藤井 和輝 大分 大分陸協 Fujii　Kazuki

1667 木村 崇 三重 Ｒｕｎ　ｆｅｅｔ Kimura　Takashi

1668 里見 謙二 愛知 ｅＡ愛知 Satomi　Kenji

1669 星野 稔 千葉 Ｊアスリーツ Hoshino　Minoru

1670 赤羽 海衆 埼玉 東京陸協 Akaba　Hirotomo

1671 岩切 信泰 東京 駒沢公園ＪＣ Iwakiri　Nobuyasu

1672 長井 健時 奈良 奈良陸協 Nagai　Kenji

1673 中井 俊輔 滋賀 クラブＲ２東日本 Nakai　Shunsuke

1674 高橋 健吾 東京 東京陸協 Takahashi　Kengo

1675 広瀬 史明 北海道 道北陸協 Hirose　Fumiaki

1676 小泉 朋朗 京都 京ＲＵＮ走 Koizumi　Tomoaki

1677 菱沼 賢 宮城 宮城陸協 Hishinuma　Masaru

1678 網谷 直紀 東京 富山陸協 Amitani　Naoki

1679 大塚 理輝 広島 福岡陸協 Otsuka　Riki

1680 中島 啓二 佐賀 佐賀陸協 Nakashima　Keiji

1681 中野 健二 北海道 道南陸協 Nakano　Kenji

1682 根本 貴弘 東京 ウルトラプロジェクト Nemoto　Takahiro

1683 石榑 昌也 東京 東京陸協 Ishigure　Masaya

1684 関野 敏正 東京 東京陸協 Sekino　Toshimasa

1685 辰巳 正幸 京都 湘南ランニングクラブ Tatsumi　Masayuki

1686 根本 浩幸 福島 県北陸協 Nemoto　Hiroyuki

1687 細井 浩之 東京 東京陸協 Hosoi　Hiroyuki

1688 本郷 孝知 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Hongo　Takaaki

1689 宮園 貴之 東京 クラブＲ２中日本 Miyazono　Takayuki

1690 上原 哲也 群馬 太田市陸協 Uehara　Tetsuya

1691 大成 忍 大分 豊後高田陸協 Onari　Shinobu

1692 片岡 慎介 北海道 札幌陸協 Kataoka　Shinsuke

1693 村上 豊 東京 クラブＲ２東日本 Murakami　Yutaka

1694 高 君成 大阪 クラブＲ２中日本 Koh　Gunseong

1695 出口 浩己 広島 広島陸協 Deguchi　Hiromi



1696 後藤 則史 北海道 ちばりよ～ＲＣ Goto　Norifumi

1697 松原 健吾 東京 東京陸協 Matsubara　Kengo

1698 湯浅 英樹 北海道 クラブＲ２北海道 Yuasa　Hideki

1699 佐々木 健行 大阪 大阪陸協 Sasaki　Takeyuki

1700 高橋 弘一 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Takahashi　Koichi

1701 星 敬 東京 ｅＡ東京 Hoshi　Kei

1702 高橋 賢 神奈川 アトミクラブ Takahashi　Satoshi

1703 田口 雄誠 神奈川 横浜市陸協 Taguchi　Yusei

1704 西村 岳 福岡 福岡陸協 Nishimura　Takashi

1705 岡崎 輝義 山口 美祢市陸協 Okazaki　Teruyoshi

1706 本宮 祐樹 東京 クラブＲ２東日本 Motomiya　Yuki

1707 山之内 良雄 福岡 福岡陸上競技会 Yamanouchi　Yoshio

■カテゴリー３

1800 谷田 茂 東京 東京陸協 Tanida　Shigeru　

1801 三塩 勝幸 和歌山 ランジョグ Mishio　Katsuyuki

1802 永元 秀知 佐賀 佐賀陸協 Nagamoto　Hidenori

1803 神田 輝夫 広島 マツダＡＣ Kanda　Teruo

1804 杉田 大 東京 クラブＲ２東日本 Sugita　Masaru

1805 佐藤 栄祐 広島 トップギア広島 Sato　Hideo

1806 奥田 一平 東京 ＡＳＲＣ Okuda　Ippei

1807 中山 博文 沖縄 沖縄陸協 Nakayama　Hirofumi

1808 井上 豊 兵庫 久宝寺ＲＣ Inoue　Yutaka

1809 肥塚 茂尚 福岡 福岡陸協 Koizuka　Shigehisa

1810 鈴置 繁雄 愛知 クラブＲ２中日本 Suzuoki　Shigeo

1811 土岡 直樹 愛知 ｅＡ愛知 Tsuchioka　Naoki

1812 向井 靖明 千葉 千葉大学クラブ Mukai　Nobuaki

1813 佐藤 伸 埼玉 クラブＲ２東日本 Sato　Shin

1814 津島 正広 山口 周南市陸協 Tsushima　Masahiro

1815 広田 明 神奈川 藤沢市陸協 Hirota　Akira

1816 淺野 太洋 福井 福井陸協 Asano　Taiyo

1817 門口 亮太 福岡 福岡陸協 Kadoguchi　Ryota

1818 川野辺 陽一朗 神奈川 Ｈａｒｒｉｅｒｓ Kawanobe　Yoichiro

1819 岡本 大介 東京 クラブＲ２東日本 Okamoto　Daisuke

1820 笠 良太 大阪 ＡｌｌＢｕｄｄｙＴＲ Kasa　Ryota

1821 塚本 ゆかり 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Tsukamoto　Yukari

1822 鮒子田 麻衣 埼玉 東京陸協 Fushita　Mai

1823 吉野 雅仁 静岡 クラブＲ２中日本 Yoshino　Masahito

1824 進藤 治紀 福岡 福岡陸協 Shinto　Haruki

1825 丸岡 知浩 福岡 福岡陸協 Maruoka　Tomohiro

1826 社納 裕斗 滋賀 滋賀陸協 Shano　Yuto

1827 平松 直人 東京 東京陸協 Hiramatsu　Naoto

1828 淺田 大吾 東京 南蛮連合 Asada　Daigo

1829 田中 信貴 千葉 東京陸協 Tanaka　Nobutaka

1830 山田 泰三 東京 青梅陸協 Yamada　Taizo

1831 石井 辰欣 福岡 ＰａｉｎｔｉｎｇＲＣ Ishii　Tatsuyoshi

1832 多田 夏彦 三重 ＳＷ四日市 Tada　Natsuhiko

1833 今村 慎二 山口 周南市陸協 Imamura　Shinji

1834 英 潤治 兵庫 西宮市陸協 Hanabusa　Junji

1835 福田 悠平 熊本 熊本陸協 Fukuda　Yuhei

1836 鈴木 秋夫 大阪 大阪陸協 Suzuki　Akio

1837 好士 理恵子 東京 えもと塾 Koshi　Rieko

1838 添田 宏和 大分 大分県庁 Soeda　Hirokazu

1839 賀原 基樹 東京 東京陸協 Kahara　Motoki

1840 甲斐中 正司 岐阜 東京陸協 Kainaka　Masashi

1841 蒲原 弘一 福岡 フリーダムＲＣ Kambara　Koichi

1842 大高 圭太 東京 クラブＲ２東日本 Otaka　Keita

1843 花岡 洋子 福岡 博多陸友会 Hanaoka　Yoko

1844 平片 正憲 埼玉 埼玉陸協 Hirakata　Masanori

1845 栗田 好章 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Kurita　Yoshiaki



1846 宮崎 一博 埼玉 さいたま走翔 Miyazaki　Kazuhiro

1847 角 勇人 大分 大分陸協 Sumi　Hayato

1848 谷村 吉洋 鹿児島 鹿児島狂犬夜走 Tanimura　Yoshihiro

1849 中川 重行 滋賀 てるみんＲＣ Nakagawa　Shigeyuki

1850 仲里 隆 大阪 大阪陸協 Nakazato　Takashi

1851 服部 一宏 静岡 草薙激走会 Hattori　Kazuhiro

1852 大田 諭志 福岡 福岡陸協 Ota　Satoshi

1853 中祖 康智 大阪 大阪陸協 Nakaso　Yasutomo

1854 田中 俊一 静岡 クラブＲ２中日本 Tanaka　Shunichi

1855 金屋 尚泰 神奈川 川崎市陸協 Kanaya　Hisayasu

1856 小池 浩樹 神奈川 横浜市陸協 Koike　Hiroki

1857 山本 浩也 大阪 大阪陸協 Yamamoto　Hiroya

1858 大石 祐三 福岡 福岡陸協 Oishi　Yuzo　

1859 吉田 宏信 神奈川 ＤｒｅａｍＡＣ Yoshida　Hironobu

1860 樋口 究 長崎 長崎長与ＡＣ Higuchi　Kiwamu

1861 入江 卓也 埼玉 ランデザイン Irie　Takuya

1862 石川 篤 静岡 静岡陸協 Ishikawa　Atsushi

1863 加藤 綾子 東京 東京陸協 Kato　Ayako

1864 吉光 和恵 岡山 倉敷福田走友会 Yoshimitsu　Kazue

1865 西村 沙織里 東京 ハノハノ陸上部 Nishimura　Saori

1866 齋藤 敦 愛知 クラブＲ２中日本 Saito　Atsushi

1867 光田 国広 東京 アトミクラブ Mitsuta　Kunihiro

1868 巽 数富 大阪 吹田ヘルス Tatsumi　Kazutomi

1869 中島 益章 大分 大分陸協 Nakashima　Masaaki

1870 保岡 昌彦 埼玉 埼玉陸協 Yasuoka　Masahiko

1871 若森 直樹 兵庫 加古川市陸協 Wakamori　Naoki

1872 菅原 伸明 埼玉 クラブＲ２東日本 Sugawara　Nobuaki

1873 名越 秀国 広島 尾道市陸協 Nagoshi　Hidekni

1874 樋口 誠彦 埼玉 さいたま走友会 Higuchi　Masahiko

1875 椋木 直樹 広島 安芸郡陸協 Mukugi　Naoki

1876 高橋 暢孝 福岡 福岡陸協 Takahashi　Nobutaka

1877 森山 純二 福岡 福岡陸協 Moriyama　Junji

1878 山下 誠一 福岡 福岡陸協 Yamashita　Seiichi

1879 下平 麿利子 東京 リスタート Shimodaira　Mariko

1880 秋山 祐葵 大分 大分陸協 Akiyama　Yuuki

1881 福﨑 徹 福岡 福岡陸協 Fukuzaki　Toru

1882 松本 博 福岡 福岡陸協 Matsumoto　Hiroshi

1883 山本 一浩 福井 福井陸協 Yamamoto　Kazuhiro

1884 正木 裕美 東京 東京陸協 Masaki　Hiromi

1885 甲斐 圭司郎 福岡 クラブＲ２九州 Keishiro　Kai　

1886 刀根 克之 三重 三重県庁ＡＣ Tone　Katsuyuki

1887 織田 陽一 岐阜 岐阜陸協 Oda　Yoichi

1888 上城 伸介 福岡 福岡陸協 Kamijo　Shinsuke

1889 熊谷 修 千葉 ウィングＡＣ Kumagaj　Osamu

1890 出田 浩之 兵庫 神戸市陸協 Izuta　Hiroshi

1891 佐藤 力 北海道 苫小牧陸協 Sato　Chikara　

1892 水野 修一 愛知 ネバーギブアップＲＣ Mizuno　Shuichi

1893 佐々木 雄一 山口 三菱重工下関 Sasaki　Yuichi

1894 中島 洋 滋賀 滋賀マスターズ Nakajima　Hiroshi

1895 池上 裕倫 高知 Ｑランナーズ Ikeue　Yasunori

1896 川西 美穂 東京 内田治療院陸上部 Kawanishi　Miho

1897 渋谷 広志 東京 クラブＲ２東日本 Shibuya　Hiroshi

1898 志村 隼人 埼玉 東京陸協 Shimura　Hayato

1899 小倉 賢 大分 大分陸協 Ogura　Satoshi

1900 大森 太郎 大阪 吹田ヘルス Omori　Taro

1901 川脇 弘之 長崎 長崎桜町ＪＣ Kawawaki　Hiroyuki

1902 釘抜 誠 佐賀 佐賀陸協 Kuginuki　Makoto

1903 上村 俊郎 福岡 福岡陸協 Uemura　Toshiro

1904 酒本 寛之 東京 クラブＲ２東日本 Sakamoto　Hiroyuki



1905 古野 修 京都 京都マスターズ Furuno　Osamu

1906 米増 晋一 東京 陸上競技多摩川クラブ Yonemasu　Shinichi

1907 桝本 学 兵庫 ＭＭＰ Masumoto　Manabu

1908 佐藤 佳孝 東京 東京陸協 Sato　Yoshitaka

1909 鈴木 太 静岡 三島走友会 Suzuki　Futoshi

1910 高橋 公成 東京 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Takahashi　Kiminari

1911 前田 健輔 東京 東京陸協 Maeda　Kensuke

1912 眞鍋 幸宏 福岡 クラブＲ２九州 Manabe　Yukihiro

1913 池戸 計夫 愛知 クラブＲ２中日本 Ikedo　Kazuo

1914 荒川 雅明 神奈川 クラブＲ２中日本 Arakawa　Masaaki

1915 大橋 隼人 福岡 福岡県庁 Ohashi　Hayato

1916 小川 佳伸 兵庫 神戸市陸協 Ogawa　Yoshinobu

1917 徳永 真人 福岡 サウルスジャパン Tokunaga　Masato

1918 大橋 歩 神奈川 茅ヶ崎市陸協 Ohashi　Ayumi

1919 中山 圭 神奈川 東京陸上競技会 Nakayama　Kei

1920 内田 孝史 三重 四日市ＴＦＣ Uchida　Takashi

1921 白川 敏行 千葉 出光千葉 Shirakawa　Toshiyuki

1922 川崎 晃弘 静岡 クラブＲ２中日本 Kawasaki　Akihiro

1923 奈良 仁克 神奈川 クラブＲ２東日本 Nara　Masayoshi

1924 正岡 良彦 大分 大分市陸協 Masaoka　Yoshihiko

1925 永井 雅樹 東京 ＴＯＰ　ＧＥＡＲ Nagai　Masaki

1926 林 辰治 沖縄 沖縄陸協 Hayashi　Tatsuji

1927 東 充良 兵庫 サウルスジャパン Azuma　Mitsuyoshi

1928 呉屋 秀將 沖縄 金秀アスリートクラブ Goya　Hidemasa

1929 向井 哲也 広島 クラブＲ２西日本 Mukai　Tetsuya

1930 塩飽 真之 兵庫 神戸市陸協 Shiwaku　Masayuki

1931 石切山 真孝 東京 愛知県庁クラブ Ishikiriyama　Masataka

1932 野上 祐典 愛知 鈴木ランニングクラブ Nogami　Yusuke

1933 野尻 健司 大分 大分陸協 Nojiri　Kenshi

1934 広畑 堅治 東京 内田治療院ＡＣ Hirohata　Kenji

1935 牟田口 泰秀 福岡 ソニック福岡ＲＣ Mutaguchi　Yasuhide

1936 宇土 貴大 熊本 熊本陸協 Uto　Takahiro

1937 田畑 悦和 東京 東京陸協 Tabata　Yoshikazu

1938 真栄城 均 栃木 栃木陸協 Maeshiro　Hitoshi

1939 竹花 春樹 東京 東京陸協 Takehana　Haruki

1940 祖父江 利夫 愛知 クラブＲ２中日本 Sobue　Toshio

1941 藤山 恭啓 大分 大分陸協 Fujiyama　Yasuhiro

1942 森平 浩司 千葉 千葉陸協 Morihira　Koji

1943 坂田 英之 福岡 福岡県庁 Sakata　Hideyuki

1944 佐々木 望 宮城 石巻ＲＣ Sasaki　Nozomu

1945 佐藤 洋貴 神奈川 ｅＡ東京 Sato　Hirotaka

1946 佐藤 紀子 福岡 福岡陸協 Sato　Noriko

1947 石川 克也 埼玉 埼玉おごせ石川眼科 Ishikawa　Katsuya

1948 入谷 高広 愛知 安城快足ＡＣ Iritani　Takahiro　

1949 佐々木 一基 岩手 遠野ＡＣ Sasaki　Kazuki

1950 篠崎 公一 神奈川 クラブＲ２東日本 Shinozaki　Koichi

1951 萩原 有香 東京 ラン愛練習会 Hagiwara　Yuka

1952 関 元 大阪 北摂を走ろう Seki　Hajime

1953 高橋 良尚 愛知 尾張旭ＲＣ Takahashi　Yoshihisa

1954 田中 拓希 東京 ＲＳＬＡＢ Tanaka　Hiroki

1955 山本 弘隆 福岡 福岡陸協 Yamamoto　Hirotaka

1956 矢山 貴司 福岡 クラブＲ２九州 Yayama　Takashi

1957 木内 周 東京 東京陸協 Kiuchi　Shu

1958 徳原 健太郎 千葉 クラブＲ２東日本 Tokuhara　Kentarou

1959 長屋 千尋 岐阜 関体協 Nagaya　Chihiro

1960 小手川 忠嗣 大分 家島ランナーズ Kotegawa　Tadatsugu

1961 下迫田 義昭 福岡 福岡陸協 Shimosakoda　Yoshiaki

1962 大谷 真稔 福岡 筑豊ＡＣ Otani　Shinnen

1963 鈴木 親広 三重 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ Suzuki　Chikahiro



1964 陶山 隆史 鳥取 鳥取陸協 Suyama　Takashi

1965 染矢 雄二 大分 二豊ＡＣ Someya　Yuji

1966 増永 康行 東京 クラブＲ２東日本 Masunaga　Yasuyuki

1967 元木 克幸 東京 東京陸協 Motoki　Katsuyuki

1968 末永 崇洋 山口 長府製作所 Suenaga　Takahiro

1969 内山 正幸 埼玉 埼玉陸協 Uchiyama　Masayuki

1970 鳥山 浩 東京 東京陸協 Toriyama　Hiroshi

1971 工藤 隆一 奈良 奈良陸協 Kudo　Ryuichi

1972 会本 信秀 千葉 Ｈａｒｒｉｅｒｓ Emoto　Nobuhide

1973 大城 絢也 沖縄 沖縄陸協 Oshiro　Junya

1974 近藤 龍也 熊本 チーム近藤 Kondo　Tatsuya

1975 境 兵庫 福岡 室見川ＲＣ Sakai　Hyogo

1976 荒谷 直史 北海道 室蘭陸連 Araya　Naofumi

1977 洞庭 唯史 千葉 千葉陸協 Doniwa　Tadashi

1978 濵田 卓也 広島 ＳＡＴランニングチーム Hamada　Takuya

1979 川村 真礼 広島 トップギア広島 Kawamura　Masanori

1980 北 寿一 茨城 ニッポンランナーズ Kita　Toshikazu　

1981 森園 貴啓 鹿児島 スサラ Morizono　Takahiro

1982 卯田 絵美里 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Uda　Emiri

1983 井形 俊章 福岡 博多陸友会 Igata　Toshiaki

1984 石橋 佑介 福岡 福岡陸協 Ishibashi　Yusuke

1985 谷口 雅男 奈良 奈良陸協 Taniguchi　Masao

1986 水川 航生 広島 クラブＲ２西日本 Mizukawa　Koki

1987 今中 剛 京都 クラブＲ２西日本 Imanaka　Tsuyoshi

1988 高岩 洋輔 福岡 アクシアン Takaiwa　Yosuke

1989 安永 幸男 神奈川 横浜都筑ＡＣ Yasunaga　Yukio

1990 山田 隼 東京 千代田走友会 Yamada　Hayato

1991 加島 由美子 東京 アトミクラブ Kashima　Yumiko　

1992 荒井 亮 北海道 北海道マラソンクラブ Arai　Ryo

1993 加藤 雄士 東京 ランニング・デポ Kato　Yushi

1994 曾我部 敏一 高知 土佐ＡＣ Sogabe　Toshikazu

1995 東 栄三 熊本 熊本陸協 Higashi　Eizo

1996 柴田 達也 福岡 福岡陸協 Shibata　Tatuya

1997 末長 語 福岡 福岡陸協 Suenaga　Kataru

1998 高山 史徳 福岡 福岡陸協 Takayama　Fuminori

1999 廣松 幹紀 福岡 クラブＲ２九州 Hiromatsu　Mikinori

2000 上倉 修 神奈川 クラブＲ２東日本 Kamikura　Osamu

2001 中澤 真矢 埼玉 農林走友会 Nakazawa　Shinya

2002 原田 和昭 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Harada　Kazuaki

2003 村上 陽一 熊本 熊本ＣＡＣ Murakami　Youichi

2004 森 智史 兵庫 神戸市陸協 Mori　Satoshi

2005 石川 聡 岡山 児島マラソンクラブ Ishikawa　Satoshi

2006 鈴木 夏人 東京 月まで走ろう会 Suzuki　Natsuhito

2007 瀬戸 優 千葉 道南陸協 Seto　Yutaka

2008 牧原 哲也 愛知 愛知陸協 Makihara　Tetsuya

2009 石川 真之 埼玉 クラブＲ２東日本 Ishikawa　Masayuki

2010 川野 祥吾 大分 大分陸協 Kawano　Shogo

2011 佐野 達郎 神奈川 東京陸協 Sano　Tatsuro

2012 川端 英莉 東京 東京陸協 Kawabata　Eri

2013 大湯 忠彦 東京 アトミクラブ Oyu　Tadahiko

2014 宮本 定樹 大阪 尼崎ナイトランナーズ Miyamoto　Sadaki

2015 寺西 利之 神奈川 パナソニック横浜 Teranishi　Toshiyuki

2016 戸山 謙一 東京 北区陸協 Toyama　Kenichi

2017 松本 茂 兵庫 兵庫ハンモックＡＣ Matsumoto　Shigeru

2018 山川 春夫 鳥取 鳥取陸協 Yamakawa　Haruo

2019 大森 智泰 岐阜 下呂陸上クラブ Omori　Tomohiro

2020 津田 准哉 熊本 熊本陸協 Tsuda　Junya

2021 川村 正俊 埼玉 クラブＲ２東日本 Kawamura　Mssatoshi

2022 菅 洋 神奈川 南足柄市陸協 Kan　Hiroshi



2023 五反田 嘉 大阪 大阪陸協 Gotanda　Yoshimi

2024 木村 一 沖縄 クラブＲ２沖縄 Kimura　Hajime

2025 倉地 秀朋 東京 東京陸協 Kurachi　Hidetomo

2026 野正 辰紀 福岡 クラブＲ２九州 Nomasa　Tatsunori

2027 小川 佳祐 神奈川 横浜市陸協 Ogawa　Keisuke

2028 田口 雅史 福岡 本城陸上クラブ Taguchi　Masashi

2029 矢ケ部 章二 東京 Ｇｏ　ｕｐ Yakabe　Shoji

2030 秋山 勇人 東京 東京陸協 Akiyama　Hayato

2031 富田 貴也 兵庫 宝塚市陸協 Tomita　Takaya

2032 福嶋 毅 東京 東京陸協 Fukushima　Takeshi

2033 大山 優斗 東京 東京陸協 Oyama　Yuto

2034 中村 啓二 広島 トップギア広島 Nakamura　Keiji

2035 槙 大輔 福岡 ＣＬＵＴＣＨ Maki　Daisuke

2036 吉成 篤 埼玉 東京陸協 Yoshinari　Atsushi

2037 浅井 将尚 東京 東京陸協 Asai　Masanao

2038 源根 秀一 兵庫 ユニバーＳＣ Genne　Hidekazu

2039 立野 幸紀 東京 八王子富士森走友会 Tateno　Koki

2040 永井 豊 東京 東京陸協 Nagai　Yutaka

2041 村瀬 純一 神奈川 ポポロＡＣ Murase　Junichi

2042 石田 直也 埼玉 埼玉陸協 Ishida　Naoya

2043 神谷 賢司 東京 東京陸協 Kamiya　Kenji

2044 中嶋 貴則 熊本 Ｔｅａｍ阿蘇 Nakashima　Takanori

2045 増井 桐郎 東京 ＴＫＤーＢＲＣ Masui　Kirio

2046 西田 裕一郎 福岡 福岡陸競 Nishida　Yuichiro

2047 藤井 教之 千葉 ニッポンランナーズ Fujii　Noriyuki

2048 宮川 博光 東京 クラブＲ２東日本 Miwagawa　Hiromitsu

2049 森山 泰宜 熊本 オーデンＡＣ Moriyama　Yasunori

2050 新留 礼子 鹿児島 鹿児島陸協 Shindome　Reiko

2051 喜多 智彦 大阪 大阪陸協 Kita　Tomohiko

2052 大家 秀行 大阪 狭山池夕焼けラン Ooie　Shuko

2053 楠田 篤 大阪 淀屋橋走年団 Kusuda　Atsushi

2054 永松 良市 福岡 福岡陸協 Nagamatsu　Ryoichi

2055 村越 好晴 愛知 クラブＲ２中日本 Murakoshi　Yoshiharu

2056 柳生 貴宏 山口 下関市陸協 Yagyu　Takahiro

2057 秋山 勝美 長野 長野市陸協 Akiyama　Katsumi

2058 太田 聖 東京 東京陸協 Ota　Sei

2059 石川 幹 愛知 クラブＲ２中日本 Ishikawa　Kan

2060 越智 哲夫 北海道 オホーツク陸協 Ochi　Tetsuo

2061 田畑 耕平 鹿児島 鹿児島陸上協議会 Tabata　Kohei

2062 辻野 睦 愛知 クラブＲ２中日本 Tsujino　Mutsumi

2063 尾上 稔 愛知 天白川走友会 Onoe　Minoru

2064 今井 利幸 群馬 クラブＲ２東日本 Imai　Toshiyuki

2065 伊藤 由香 愛知 中馬塾 Ito　Yuka

2066 安達 博之 東京 Ｄ．Ｒ．ＡＣ Adachi　Hiroyuki

2067 川原井 司 茨城 茨城ジョガーズ Kawarai　Tsukasa

2068 大地 穂 東京 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Ochi　Sui　

2069 安達 好彦 埼玉 えもと塾 Adachi　Yoshihiko

2070 泉澤 直人 東京 ドリームアシスト東京 Izumisawa　Naoto

2071 松木 洋祐 岡山 岡山陸協 Matsuki　Yosuke

2072 原田 幸司 三重 鹿族 Harada　Kouji

2073 比嘉 庸一郎 東京 東京陸協 Higa　Yoichiro

2074 安井 潤 滋賀 びわこランナーズ Yasui　Jun

2075 五島 啓太 大阪 ランコネ Goshima　Keita

2076 永野 一敏 熊本 熊本陸協 Nagano　Kazutoshi

2077 荷宮 和生 大阪 楽しかったらＥＥＹＡＮ Ninomiya　Kazuo

2078 寺井 清人 神奈川 横浜市陸協 Terai　Kiyohito

2079 高橋 正敬 岡山 上南アスリートクラブ Takahashi　Masataka

2080 内山 努 奈良 日本マスターズ Uchiyama　Tsutomu

2081 山田 洋治 山口 宇部市陸協 Yamada　Yoji



2082 吉村 文長 熊本 熊本陸協 Yoshimura　Fuminaga

2083 麻生 正和 長崎 ＭＲＣ ＳＡＳＥＢＯ Asou　Masakazu

2084 臼井 恒仁 岐阜 岐阜陸協 Usui　Tsunehito　

2085 宇野 敏和 神奈川 ランニング・デポ Uno　Toshikazu

2086 坂本 知則 兵庫 洲本市陸協 Sakamoto　Tomonori

2087 鈴木 伸太朗 東京 クラブＲ２東日本 Suzuki　Shintaro

2088 土屋 正春 東京 クラブＲ２東日本 Tsuchiya　Masaharu

2089 道上 博 福岡 大濠ランナーズ Michiue　Hiroshi

2090 白井 宏樹 茨城 茨城陸協 Shirai　Hiroki

2091 大久保 庄吾 神奈川 ラミリート Okubo　Shogo

2092 中村 吉史 長崎 佐世保陸協 Nakamura　Yosifumi

2093 入江 義則 福岡 本城陸上クラブ Irie　Yoshiori

2094 植田 知樹 大阪 大阪陸協 Ueda　Tomoki

2095 別所 信博 三重 ウイニングラン Bessho　Nobuhiro

2096 久保田 典利士 山口 クラブＲ２西日本 Kubota　Noritoshi

2097 小本 欣伸 山口 下松市陸協 Komoto　Yoshinobu

2098 近藤 健介 千葉 ＣＲ．ｍ Kondo　Kensuke　

2099 櫻江 紀雄 山口 光市陸協 Sakurae　Norio

2100 田中 辰宜 東京 東京陸協 Tanaka　Tatsunori

2101 駒形 陽子 神奈川 ＤＡＣ東京 Komagata　Yoko

2102 鴨尾 健 埼玉 あいおいニッセイ同和 Kamoo　Takeshi

2103 木村 康之 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Kimura　Yasuyuki

2104 野仲 勝彦 大分 大分陸協 Nonaka　Katsuhiko

2105 井原 康孝 東京 東京陸協 Ihara　Yasutaka

2106 立花 義章 岡山 岡山クラブ Tachibana　Yoshiaki

2107 松本 一彦 大阪 ナイトランＡＣ Matsumoto　Kazuhiko

2108 吉崎 伸之 東京 東京陸協 Yoshizaki　Nobuyuki

2109 渡辺 昭啓 千葉 ニッポンランナーズ Watanabe　Akihiro

2110 渡邊 陽介 東京 東京陸協 Watanabe　Yosuke　

2111 加藤 正吾 大阪 ＯＳＡＫＡ．Ｔ．Ｃ Kato　Shogo

2112 中村 敏久 神奈川 藤沢市陸協 Nakamura　Toshihisa

2113 松永 健士 東京 健ちゃん練 Matsunaga　Kenshi

2114 太田 祐介 岐阜 岐阜陸協 Ota　Yusuke　

2115 北村 徹弥 神奈川 川崎市陸協 Kitamura　Tetsuya

2116 細井 秀之 福井 福井陸協 Hosoi　Hideyuki

2117 小浜 茂 滋賀 カルティケーヤ Kohama　Shigeru

2118 鈴木 俊祐 神奈川 クラブＲ２中日本 Suzuki　Shunsuke

2119 中島 牧雄 大阪 枚方マスターズ Nakajima　Makio

2120 仲山 賢司 東京 T・TーＡＣ Nakayama　Kenji

2121 飯島 直之 神奈川 ランニング・デポ Iijima　Naoyuki

2122 今村 幸一 神奈川 アトミクラブ Imamura　Koichi

2123 窪田 健 京都 クラブＲ２西日本 Kubota　Takeshi

2124 本庄 俊和 愛知 愛知県庁クラブ Honjo　Toshikazu

2125 藤木 隆裕 福岡 クラブＲ２九州 Fujiki　Takahiro

2126 山中 哲二 埼玉 クラブＲ２中日本 Yamanaka　Tetsuji

2127 伊藤 健一 東京 東京陸協 Ito　Kenichi

2128 古屋 清隆 福岡 福岡陸協 Koya　Kiyotaka

2129 辻 康一 京都 クラブＲ２中日本 Tsuji　Koichi

2130 中津 敬介 熊本 ツボイＲＣ Nakatsu　Keisuke

2131 山口 みゆき 兵庫 尼崎ナイトランナーズ Yamaguchi　Miyuki　

2132 星川 真也 静岡 クラブＲ２中日本 Hoshikawa　Shinya

2133 村上 泰広 愛知 名城ＡＲＣ Murakami　Yasuhiro

2134 上田 浩 千葉 出光興産徳山 Ueda　Hiroshi

2135 小幡 優 岐阜 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Obata　Yuu

2136 熊谷 茂 東京 東京陸協 Kumagai　Shigeru

2137 木村 将弘 京都 滋賀マスターズ Kimura　Masahiro

2138 石毛 充之 愛知 Ｔｅａｍ百花繚ＲＵＮ Ishige　Mitsuyuki

2139 今津 潤一郎 神奈川 東京陸協 Imazu　Junichiro

2140 森下 正起 大分 クラブＲ２九州 Morishita　Masaoki



2141 住野 泰弘 大分 大分陸協 Sumino　Yasuhiro　

2142 芦崎 亮太 富山 富山陸協 Ashizaki　Ryota

2143 上村 良友 大分 大分陸協 Uemura　Yoshitomo

2144 東司 正治 福岡 福岡陸協 Touji　Masaharu

2145 藤原 幸生 東京 東京陸協 Fujiwara　Yukio

2146 一ノ瀬 博文 東京 目黒区陸協 Ichinose　Hirofumi

2147 住永 悟司 福岡 Ｅランナーズ Suminaga　Satoshi

2148 大島 梢 神奈川 クラブＲ２東日本 Oshimna　Kozue

2149 西山 英志 兵庫 尼崎市陸協 Nishiyama　Eiji

2150 古畑 俊男 東京 東京陸協 Furuhata　Toshio

2151 白石 昭司 熊本 熊本陸協 Shiraishi　Shoji

2152 八田 敏郎 長崎 長崎マスターズ陸上 Hatta　Toshiro

2153 辻中 友理 大阪府 楽しかったらＥＥＹＡＮ Tsujinaka　Yuri

2154 恵藤 祐一郎 熊本 熊本陸協 Eto　Yuichirou

2155 大木 聡 埼玉 クラブＲ２東日本 Oki　Satoshi

2156 樺澤 秀近 神奈川 横浜市陸協 Kabasawa　Hidechika

2157 小山 賢太郎 熊本 オーデンＡＣ Koyama　Kentaro

2158 坂本 和弘 大阪 らんでぶぅ Sakamoto　Kazuhiro

2159 鈴木 一憲 埼玉 東京陸協 Suzuki　Kazunori

2160 中島 啓 神奈川 T・TーＡＣ Nakajima　Akira

2161 石野 真史 大阪 狭山池夕焼けラン Ishino　Masashi

2162 金澤 健 大分 大分県庁 Kanazawa　Takeshi

2163 西山 信人 宮崎 宮崎陸協 Nishiyama　Nobuhito

2164 森 良太 大阪 大阪陸協 Mori　Ryota

2165 吉田 周一朗 兵庫 サウルスジャパン Yoshida　Shuichirou

2166 長谷川 雄樹 愛知 鈴木ランニングクラブ Hasegawa　Yuki

2167 川島 淳 東京 東京陸協 Kawashima　Atsushi

2168 林 俊介 愛知 クラブＲ２中日本 Hayashi　Shunsuke

2169 船津 典孝 佐賀 佐賀陸協 Funatsu　Noritaka

2170 岩田 惠五 神奈川 逗子市陸協 Iwata　Keigo

2171 川辺 啓伍 茨城 本城陸上クラブ Kawanabe　Keigo

2172 椛 宏一 愛知 天白川走友会 Kamba　Koichi

2173 中町 昭人 千葉 千葉陸協 Nakamachi　Akihito

2174 山室 和也 東京 東京陸協 Yamamuro　Kazuya

2175 奥永 俊哉 埼玉 埼玉陸協 Okunaga　Toshiya

2176 門脇 孝 島根 松江市陸協 Kadowaki　Takashi

2177 須長 君夫 茨城 不忍池ＡＣ Sunaga　Kimio

2178 松田 好弘 東京 蒼穹クラブ Matsuda　Yoshihro

2179 松元 ごうすけ 東京 ジャパンポスト東京 Matsumoto　Gosuke

2180 馬地 良覚 愛知 福井陸協 Umaji　Ryogaku

2181 酒井 勝 福岡 熊本陸連 Sakei　Masaru

2182 高田 幸典 埼玉 広瀬川ＲＣ Takata　Yukinori

2183 平野 幸一 東京 東京陸協 Hirano　Koichi

2184 青木 浩人 鹿児島 鹿児島陸協 Aoki　Hiroto　

2185 三村 直樹 三重 Ｔｅａｍ　Ｂｌａｓｔ Mimura　Naoki

2186 柄澤 弘範 東京 東京陸協 Karasawa　Hironori

2187 重村 庸介 東京 駒沢ジョギングクラブ Shigemura　Yosuke

2188 増山 修次 山口 萩市役所陸上部 Mashiyama　Shuji

2189 松岡 継文 兵庫 クラブＲ２中日本 Matsuoka　Tsugufumi

2190 森 泰夫 熊本 熊本陸協 Mori　Yasuo

2191 舟田 正芳 神奈川 セカンドウィンドＡＣ横浜 Funada　Masayoshi

2192 馬渡 範久 大分 大分陸協 Mawatari　Norihisa

2193 満永 章月 埼玉 福岡陸協 Mitsunaga　Akizuki

2194 和田 大和 兵庫 豊岡市陸協 Wada　Yamato

2195 安藤 研策 福岡 福岡陸協 Ando　Kensakt

2196 石井 裕基 香川 香川ＲＣ遊 Ishii　Yuki

2197 月岡 崇 東京 東京陸協 Tsukioka　Takashi

2198 奥西 眞弓 神奈川 紐育的寿司集団 Okunishi　Mayumi

2199 谷村 潤也 熊本 Ｔｅａｍ阿蘇 Tanimura　Junya



2200 鶴野 拓也 熊本 熊本陸協 Tsuruno　Takuya

2201 吉田 忠春 大分 大分陸協 Yoshida　Tadaharu

2202 岩下 朋亨 福岡 福岡陸協 Iwashita　Tomoyuki

2203 松元 敬 宮崎 宮崎市陸協 Matsumoto　Kei

2204 島田 進司 神奈川 横浜市陸協 Shimada　Shinji

2205 土屋 和彦 愛知 愛知陸協 Tsuchiya　Kazuhiko

2206 吉川 浩幸 和歌山 和歌山マスターズ Yoshikawa　Hiroyuki

2207 加来 奈津子 東京 内田治療院陸上部 Kaku　Natsuko

2208 井手 善彦 長崎 長崎市陸協 Ide　Yoshihiko

2209 大塚 高樹 東京 東京陸協 Otsuka　Takaki

2210 松原 徹 埼玉 東京陸協 Matubara　Toru

2211 森澤 安倫 高知 高知陸協 Morisawa　Yasunori

2212 尾嶋 康宏 千葉 千葉陸協 Ojima　Yasuhiro

2213 地口 剛 神奈川 クラブＲ２東日本 Chiguchi　Tsuyoshi

2214 赤嶺 一夫 福岡 福岡陸協 Akamine　Kazuo　

2215 川嶌 正 東京 東京マスターズ陸上 Kawashima　Tadashi

2216 粉川 幸司 東京 明走会 Kogawa　Koji

2217 添田 知宏 東京 立川市陸協 Soeda　Tomohiro

2218 都 祥生 千葉 千葉陸協 Miyako　Sachio

2219 加藤 千代子 愛知 名古屋市役所走友会 Kato　Chiyoko

2220 高田 裕司 千葉 クラブＲ２東日本 Takada　Yuji

2221 廣瀬 隆輔 神奈川 川崎市陸協 Hirose　Ryusuke

2222 森 亮平 広島 クラブＲ２中日本 Mori　Ryohei

2223 石井 佑典 東京 Harriers Ishii　Yusuke

2224 松本 真 新潟 別所沼スマイルＲＣ Matsumoto　Makoto

2225 稲田 保 宮崎 延岡マラソンクラブ Inada　Tamotsu

2226 柏崎 健治 宮崎 串間市陸協 Kashiwazaki　Kenji

2227 河野 好治 兵庫 神戸市陸協 Kawano　Yoshiharu

2228 北野 健太郎 千葉 ニッポンランナーズ Kitano　Kentaro

2229 久保 拓也 鹿児島 鹿児島陸協 Kubo　Takuya

2230 倉田 昇治 山口 クラブＲ２西日本 Kurata　Shoji

2231 山本 良隆 福岡 福岡陸協 Yamamoto　Yoshitaka

2232 尾山 巧 石川 ｆｒｕｎ Oyama　Takumi

2233 春日 慎二 愛知 クラブＲ２中日本 Kasuga　Shinji

2234 市田 明弘 京都 京都陸協 Ichida　Akihiro

2235 金森 巨洋 神奈川 ＳＡＲＣ Kanamori　Naohiro

2236 千葉 隆史 神奈川 川崎市陸協 Chiba　Takashi

2237 藤井 祥敬 神奈川 川崎市陸協 Fujii　Yoshitaka

2238 松金 拓哉 愛知 リップル Matsukane　Takuya

2239 三木 健司 大阪 ホシデンＡＣ Miki　Kenji

2240 太秦 則夫 大阪 サウルスジャパン Uzumasa　Norio

2241 菅田 光司 大分 大分陸協 Sugata　Koji

2242 兼松 尊信 愛知 ＴＥＡＭＲ×Ｌ＋ Kanematsu　Takanobu

2243 島田 陽 東京 東京陸協 Shimada　Hiroshi

2244 秦泉寺 大興 神奈川 横浜市陸協 Jinzenji　Hirooki

2245 土田 正純 大阪 サウルスジャパン Tsuchida　Masazumi

2246 平岡 可英 広島 トップギア広島 Hiraoka　Yoshihide

2247 上崎 大和 熊本 マエダＡＣ Uesaki　Yamato

2248 雲林院 納親 三重 クラブＲ２中日本 Unriin　Norichika

2249 梶原 豊 神奈川 クラブＲ２東日本 Kajiwara　Yutaka

2250 広瀬 弘宣 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Hirose　Hironobu

2251 竹下 大輔 埼玉 クラブＲ２東日本 Takeshita　Daisuke

2252 原 秀明 千葉 千葉陸協 Hara　Hideaki

2253 松原 孝至 愛知 クラブＲ２中日本 Matsubara　Takashi

2254 塩田 紘之 長崎 島原市陸協 Shiota　Hiroyuki

2255 菅本 和彦 福岡 大分陸協 Sugamoto　Kazuhiko

2256 福原 崇之 広島 呉市陸協 Fukuhara　Takayuki

2257 山室 正起 兵庫 チームさけもん Yamamuro　Masaki

2258 野崎 京也 大阪 狭山池夕焼けラン Nozaki　Kyoya



2259 大畑 輝公 神奈川 中郡陸協 Ohata　Terumasa

2260 河崎 裕之 三重 クラブＲ２中日本 Kawasaki　Hiroyuki

2261 佐々木 和夫 山口 萩市陸協 Sasaki　Kazuo

2262 横山 光亮 福岡 福マラＲＣ Yokoyama　Kosuke

2263 高橋 良彰 兵庫 伊藤忠商事陸上競技部 Takahashi　Yoshiaki

2264 田谷 誠之 福岡 福岡陸協 Tadani　Seiji

2265 浦川 誠一 長崎 ＭＲＣ ＳＡＳＥＢＯ Urakawa　Seiichi

2266 生越 広行 神奈川 Ｇｏ　ｕｐ Ogose　Hiroyuki

2267 二宮 歩美 愛媛 松山レデイRC Ninomiya　Ayumi

2268 越智 信博 兵庫 明石大橋ＡＣ Ochi　Nobuhiro　

2269 黒川 祐介 千葉 クラブＲ２東日本 Kurokawa　Yusuke

2270 長岡 美奈 東京 Ｊアスリーツ Nagaoka　Mina

2271 丸林 祐一 福岡 福岡陸協 Marubayashi　Yuichi

2272 吉田 淳 神奈川 クラブＲ２東日本 Yoshida　Jun

2273 尾﨑 陽一 大分 大分ＵＭＣ Ozaki　Yoichi

2274 西田 伸哉 宮崎 宮崎陸協 Nishida　Shinya

2275 林部 規男 東京 東京陸協 Hayashibe　Norio

2276 小田 剛正 大分 別　マラソンクラブ Oda　Takamasa

2277 佐川 正之 山口 宇部市陸協 Sagawa　Masayuki

2278 中島 由浩 埼玉 ブリヂストン Nakajima　Yoshihiro

2279 東 晃一 福岡 福岡陸協 Higashi　Kouichi

2280 三島 公人 東京 三菱商事 Mishima　Kimihito

2281 大庭 知子 東京 霞ケ丘ＡＣ Oba　Tomoko

2282 奥山 奥士 東京 ランベルクラブ Okuyama　Okushi

2283 小俵 典之 福岡 大濠ランナーズ Odawara　Noriyuki

2284 冨田 道也 東京 東京陸協 Tomita　Michiya

2285 西村 勲 福岡 福岡陸協 Nishimura　Isao

2286 宇高 日出徳 福岡 本城陸上クラブ Utaka　Hidenori

2287 後藤 幸則 岩手 大分陸協 Goto　Yukinori　

2288 藤井 一由 東京 東京陸協 Fujii　Kazuyoshi

2289 幾井 正典 高知 まるランニングクラブ Ikui　Masanori

2290 金谷 重人 広島 トップギア広島 Kanaya　Shigeto

2291 杉山 浩一 神奈川 厚木市陸協 Sugiyama　Kouiti

2292 速水 隆 神奈川 横浜市陸協 Hayami　Takashi

2293 堀江 英介 東京 東京陸協 Horie　Eisuke

2294 遠藤 麻美 東京 東京陸協 Endo　Asami

2295 榎本 武弘 茨城 茨城陸協 Enomoto　Takehiro

2296 葛西 優輔 東京 クラブＲ２東日本 Kasai　Yusuke

2297 小池 大樹 神奈川 東京陸協 Koike　Daiki

2298 松尾 裕之 大分 大分陸協 Matsuo　Hiroyuki

2299 松尾 亮 大分 大分陸協 Matsuo　Ryo

2300 入角 健也 兵庫 東京陸協 Irisumi　Kenya

2301 上原 善行 鹿児島 鹿児島陸協 Uehara　Yoshiyuki

2302 橋田 剛 香川 三観陸協 Hashida　Tsuyoshi

2303 福井 準 東京 インターバル部 Fukui　Jun

2304 笠置 博毅 福岡 福岡陸協 Kasagi　Hiroki

2305 唐井 努 岡山 岡山陸協 Karai　Tsutomu

2306 小泉 雅則 東京 東京陸協 Koizumi　Masanori

2307 田中 智洋 大分 大分陸協 Tanaka　Tomohiro

2308 宮澤 正晃 長野 クラブＲ２中日本 Miyazawa　Masaaki

2309 吉岡 誠一郎 東京 ラフラフＲＣ Yoshioka　Seiichiro

2310 佐藤 裕二 山口 愛媛陸協 Sato　Yuji

2311 実重 誠吾 鳥取 鳥取陸協 Saneshige　Seigo

2312 山口 翔平 茨城 茨城陸協 Yamaguchi　Shohei

2313 尾藤 秀明 東京 東京陸協 Oto　Hideaki

2314 樋原 伸吾 石川 石川陸協 Hibara　Shingo

2315 宮本 勝一 大阪 日医ジョガーズ Miyamoto　Katsuichi

2316 田村 幸大 鹿児島 鹿児島陸協 Tamura　Yukihiro

2317 杉原 有美 千葉 東京陸協 Sugihara　Yumi



2318 樽見 雄翔 福岡 クラブＲ２九州 Tarumi　Yuto

2319 平田 裕章 広島 呉市陸協 Hirata　Hiroaki

2320 寺澤 敏行 東京 大分陸協 Terazawa　Toshiyuki

2321 植平 晋 滋賀 滋賀陸協 Uehira　Susumu

2322 遠藤 聡 愛知 クラブＲ２中日本 Endo　Satoshi

2323 太田 徹 大阪 クラブＲ２西日本 Ota　Toru

2324 庄井 貴昭 山口 山口県庁 Shoi　Takaaki

2325 福田 大輔 長崎 長崎市陸協 Fukuda　Daisuke

2326 村松 健 埼玉 千葉陸協 Muramatsu　Ken

2327 柳下 茂男 神奈川 川崎市陸協 Yagishita　Shigeo

2328 平山 真由美 東京 アトミクラブ Hirayama　Mayumi

2329 足立 結香 福岡 本城陸上クラブ Adachi　Yuka

2330 石井 邦博 福岡 福岡陸協 Ishii　Kunihiro

2331 菊岡 和希 東京 東京陸協 Kikuoka　Kazuki

2332 後上 祐一 大阪 北摂ランナーズ Gogami　Yuichi

2333 田畑 稔 大阪 狭山池夕焼けラン Tabata　Minoru

2334 宮田 辰猪 東京 葛西ランナーズ Miyata　Tatsui

2335 吉松 敏郎 大分 別府マラソンクラブ Yoshimatu　Toshiyo

2336 平野 恵里香 神奈川 ラミリート Hirano　Erika

2337 吉永 真輝 大分 杵築市陸協 Yoshinaga　Masaki

2338 児嶋 拓也 福岡 福岡陸協 Kojima　Takuya

2339 高田 大樹 兵庫 明石大橋ＡＣ Takada　Hiroki

2340 松下 幸一 長崎 ＭＲ　Ｃ　ＳＡＳＥＢＯ Matsushita　Koichi

2341 河合 健太 大分 大分陸協 Kawai　Kenta

2342 水野 大輔 大阪 大阪陸協 Mizuno　Daisuke

2343 宮古 輝 栃木 栃木陸協 Miyako　Teru

2344 渡邊 雄一 滋賀 滋賀陸協 Watanabe　Yuichi

2345 小松 満男 神奈川 川崎市陸協 Komatsu　Mitsuo

2346 萩原 宏明 東京 ＪＰ東京ＲＣ Hagiwara　Hiroaki

2347 橋本 暁 東京 東京陸協 Hasimoto　Satoru

2348 原田 祥治 埼玉 クラブＲ２中日本 Harada　Shoji

2349 守田 英樹 山口 周南市陸協 Morita　Hideki

2350 飯沼 義照 愛知 愛知陸協 Iinuma　Yoshiteru

2351 井上 哲一 福岡 苅田与原ＲＣ Inoue　Tetsuichi

2352 齊藤 芳徳 東京 Ｔ．Ｔ－ａｔｈｌｅｔ Saito　Yoshinori　

2353 田上 昭洋 福岡 福岡陸協 Tagami　Akihiro

2354 谷口 章一 鹿児島 ＳＣＣ Taniguchi　Shoichi

2355 成田 元司 埼玉 クラブＲ２東日本 Narita　Genji

2356 林 大助 鹿児島 ＢＮＣアスリーツ Hayashi　Daisuke

2357 山本 達雄 山口 クラブＲ２西日本 Yamamoto　Tatsuo

2358 内垣 正行 東京 クラブＲ２東日本 Uchigaki　Masayuki

2359 加来 聖司 茨城 アステラス製薬陸上部 Kaku　Seiji

2360 二神 敦 兵庫 神戸市陸協 Futakami　Atsushi

2361 森 良輝 福岡 ガレットＡＣ Mori　Yoshiteru

2362 石川 涼一 熊本 熊本山鹿ＲＣ Ishikawa　Ryoichi

2363 樽見 豊 福岡 福岡陸協 Tarumi　Yutaka

2364 三重野 利広 大分 大分ＵＭＣ Mieno　Toshihiro

2365 花澤 通孝 千葉 ＡＣ　ｔｏｋｅ Hanazawa　Michitaka

2366 佐々木 卓郎 千葉 千葉陸協 Sasaki　Takuro

2367 曽我 達矢 東京 東京陸協 Soga　Tatsuya

2368 田井 浩気 福岡 神奈川走ろう会 Tai　Koki

2369 田中 哲 千葉 ニッポンランナーズ Tanaka　Akira

2370 中尾 聡志 神奈川 横浜市陸協 Nakao　Satoshi

2371 平松 敬人 愛知 あいち健康の森走遊会 Hiramatsu　Takahito

2372 粟津 紀弘 沖縄 沖縄陸協 Awazu　Norihiro

2373 金丸 哲也 宮崎 宮崎陸協 Kanemaru　Tetsuya

2374 森山 勇二 福岡 クラブＲ２九州 Moriyama　Yuji

2375 吉田 誠 北海道 作．ＲＵＮ Yoshida　Makoto

2376 河村 宗昌 山口 クラブＲ２中日本 Kawamura　Toshimasa



2377 桑田 秀樹 大阪 大阪陸協 Kuwata　Hideki　

2378 井上 正明 福岡 福岡陸上競技会 Inoue　Masaaki

2379 辻本 勝彦 石川 クラブＲ２中日本 Tsujimoto　Katsuhiko

2380 村中 歩 福岡 福岡陸協 Muranaka　Ayumu

2381 横山 新治 神奈川 横浜市陸協 Yokoyama　Shinji

2382 梶本 繁樹 兵庫 ナイトランＡＣ Kajimoto　Shigeki

2383 児玉 亮一 広島 広島県庁ＲＣ Kodama　Ryoichi

2384 菅原 健太 東京 千葉陸協 Sugawara　Kenta

2385 丹野 篤 千葉 千葉陸協 Tanno　Atsushi

2386 岩永 浩 長崎 長崎桜町ＪＣ Iwanaga　Hiroshi

2387 鹿又 章一 石川 石川陸協 Kanomata　Shoichi

2388 河内山 亮 大分 大分陸協 Kouchiyama　Toru

2389 高橋 修身 東京 建装工業陸上部 Takahashi　Osami

2390 伊藤 嘉朗 茨城 茨城陸協 Ito　Yoshiro

2391 浴井 粛史 山口 周南市陸協 Ekii　Kiyoshi

2392 岡 輝実 宮崎 宮崎市陸協 Oka　Terumi

2393 河内 祐樹 兵庫 サウルスジャパン Kawauchi　Yuki

2394 窪田 和成 千葉 出光千葉 Kubota　Kazunari

2395 高井 教次 愛知 庄内ＲＴ Takai　Kyoji

2396 村上 和弥 大阪 狭山池夕焼けラン Murakami　Kazuya

2397 吉富 健悟 福岡 室見川ＲＣ Yoshitomi　Kengo

2398 岩田 恭彦 東京 ＴＤＫブレイクスルーＲＣ Iwata　Yasuhiko　

2399 浜崎 貴昭 山口 クラブＲ２九州 Hamasaki　Takaaki

2400 前原 光一 神奈川 横浜市陸協 Maehara　Koichi

2401 三浦 豊 熊本 熊本陸協 Miura　Yutaka　

2402 小栗 卓 愛知 ＦＲＯＧ Oguri　Takashi

2403 木村 正顯 東京 ＳＢＩアラプロモＲＣ Kimura　Masaaki

2404 白戸 太朗 東京 東京陸協 Shirato　Taro

2405 杉岡 勝 福岡 博多陸友会 Sugioka　Masaru

2406 丸山 雅裕 大分 佐伯市駅伝チーム Maruyama　Masahiro

2407 久保田 文 沖縄 沖縄陸協 Kubota　Aya

2408 服部 直樹 愛知 名古屋市役所走友会 Hattori　Naoki

2409 山本 慶浩 神奈川 ドルフィンズＹＲ Yamamoto　Yoshihiro

2410 樫本 栄司 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Kashimoto　Eiji

2411 芝村 俊彦 神奈川 相模原市陸協 Shibamura　Toshihiko

2412 泊 明信 鹿児島 鹿児島陸協 Tomari　Akinobu

2413 荒井 翔次 愛知 東京陸協 Arai　Shoji

2414 七田 尚哉 神奈川 大和市陸協 Shichida　Naoki

2415 前田 敏秀 滋賀 ａｒｃ滋賀 Maeda　Toshihide

2416 奥村 嘉博 東京 クラブＲ２東日本 Okumura　Yoshihiro

2417 高倉 浩之 福岡 東京陸協 Takakura　Hiroyuki

2418 天笠 伸行 東京 東京陸協 Amagasa　Nobuyuki

2419 勝又 正憲 神奈川 横浜市陸協 Katsumata　Masanori

2420 真鍋 一郎 埼玉 ＪＩＮＧＥＲ Manabe　Ichiro

2421 中村 正子 東京 東京陸協 Nakamura　Masako

2422 芳賀 守 千葉 千葉陸協 Haga　Mamoru

2423 舟橋 健 福岡 福岡陸協 Funabashi　Takeshi

2424 堀川 翔悟 東京 クラブＲ２東日本 Horikawa　Shogo

2425 大井 梨絵 東京 アラスカＡＣ Oi　Rie

2426 池田 顕一郎 大分 ランニングチーム別　 Ikeda　Kenichiro

2427 知福 淳一 宮崎 宮崎陸協 Chifuku　Junichi

2428 中野 孝之 兵庫 クラブＲ２西日本 Nakano　Takayuki

2429 永原 豪 福岡 福岡陸協 Nagahara　Go

2430 亀崎 史暁 福岡 福岡陸協 Kamesaki　Fumiaki

2431 川崎 幹男 千葉 八千代走友会 Kawasaki　Mikio

2432 長谷川 茂人 山梨 山梨県庁 Hasegawa　Shigeto

2433 松隈 純 東京 東京陸協 Matsukuma　Jun

2434 東 紀子 三重 鹿族 Higashi　Noriko

2435 福島 昌浩 愛知 鈴木ランニングクラブ Fukushima　Masahiro



2436 山岡 正也 東京 小金井公園おじさん練習会 Yamaoka　Masaya

2437 大野 高洋 大分 ランニングチーム別　 Ono　Takahiro　

2438 中村 卓哉 千葉 千葉陸協 Nakamura　Takuya

2439 飯島 武 東京 クラブＲ２中日本 Iijima　Takeshi

2440 板清 淳一 大分 大分県庁 Itakiyo　Junichi

2441 稲垣 良平 高知 高知陸協 Inagaki　Ryohei

2442 加藤 寿倖 大分 福岡陸協 Kato　Hisayuki

2443 林 幹人 東京 ＲＳＬＡＢ Hayashi　Mikito

2444 有田 里一 大阪 大阪陸協 Arita　Riichi

2445 駒形 知之 東京 東京陸協 Komagata　Tomoyuki

2446 鈴東 貴志 鹿児島 鹿児島陸協 Suzuhigashi　Takashi

2447 渡辺 伸吾 東京 東京陸協 Watanabe　Shingo

2448 栗秋 裕一郎 福岡 北実会 Kuriaki　Youitirou

2449 新美 善偉 岐阜 クラブＲ２中日本 Niimi　Yoshihide

2450 伊藤 公哲 東京 ＳＷＡＣ Ito　Takaaki

2451 笹原 正人 福岡 福岡陸協 Sasahara　Masato

2452 松浦 裕幸 神奈川 ＴＥＡＭ　Ｒ×Ｌ+ Matsuura　Hiroyuki

2453 梶山 元生 福岡 横浜市陸協 Kajiyama　Motoo

2454 時實 昌史 大阪 大阪陸協 Tokizane　Masashi

2455 中尾 嘉雄 福岡 福岡陸協 Nakao　Yoshio

2456 吉川 直人 東京 ｅＡ東京 Yoshikawa　Naoto

2457 渡邉 慶 愛知 愛知陸協 Watanabe　Kei

2458 益子 明彦 栃木 栃木陸協 Mashiko　Akihiko

2459 吉田 和彦 埼玉 クラブＲ２東日本 Yoshida　Kazuhiko

2460 笠井 歩 東京 ＴＢＲＣ Kasai　Ayumu　

2461 細田 義之 埼玉 陸上競技多摩川クラブ Hosoda　Yoshiyuki

2462 甲原 芳範 大分 大分陸協 Kobara　Yoshinori

2463 小杉 淳一 埼玉 埼玉陸協 Kosugi　Junichi

2464 平井 克典 兵庫 あすリードＲＣ大阪 Hirai　Katsunori

2465 室山 尚也 兵庫 ｅＡ大阪 Muroyama　Naoya

2466 阿藤 武 愛知 クラブＲ２中日本 Ato　Takeshi

2467 辻林 一吉 大阪 ＮＴＴドコモ Tsujibayashi　Kazuyoshi

2468 中村 和弘 福井 福井陸協 Nakamura　Kazuhiro

2469 長谷 悠紀 福岡 小倉記念病院 Hase　Yuki

2470 村上 勇太 東京 東京陸協 Murakami　Yuta

2471 木下 純一 奈良 大西陸上部 Kinoshita　Junichi

2472 山崎 雄一郎 神奈川 横浜市陸協 Yamazaki　Yuichiro

2473 足立 真悟 鳥取 チーム全力少年 Adachi　Shingo

2474 入江 丈元 神奈川 日医ジョガーズ Irie　Jogen

2475 今西 祐太 大阪 長居ＷＩＮＤ Imanishi　Yuta　

2476 勝田 明良 兵庫 クラブＲ２西日本 Katsuda　Akira

2477 木野 学 神奈川 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Kino　Manabu

2478 新澤 英典 埼玉 ウルプロ Shinzawa　Hidenori

2479 高島 伸介 大阪 輝走倶楽部 Takashima　Nobuyuki

2480 藤澤 玲央 東京 東京陸協 Fujisawa　Reo

2481 川合 哲也 神奈川 ＲｕｎＦｉｅｌｄ Kawai　Tetsuya

2482 八原 真徳 大阪 ＴＢタートルズ Yahara　Masanori

2483 山守 隆文 大阪 狭山池夕焼けラン Yamamori　Takafumi

2484 松本 勲 大阪 クラブＲ２西日本 Matsumoto　Isao

2485 大濵 博 福島 福岡陸協 Ohama　Hiroshi

2486 平田 正幸 沖縄 沖縄陸協 Hirata　Masayuki

2487 山中 俊輝 大阪 クラブＲ２中日本 Yamanaka　Toshiki

2488 宇都宮 淳 大分 ウルトラマラソンクラ Utsunomiya　Jun

2489 大本 貴規 愛媛 松山マスターズ Omoto　Takanori

2490 天野 理智 福岡 ガチＲＵＮ Amano　Richi

2491 崎山 朗 東京 東京陸協 Sakiyama　Ro

2492 橋本 洋右 静岡 静岡陸協 Hashimoto　Yosuke

2493 尾崎 輝 福岡 福岡県庁 Ozaki　Hikaru

2494 小堀 友大 青森 弘前公園ＲＣ Kobori　Tomohiro



2495 高橋 一達 東京 クラブＲ２中日本 Takahashi　Kazumichi

2496 藤田 隆広 東京 クラブＲ２東日本 Fujita　Takahiro

2497 山田 隆広 長崎 大村陸協 Yamada　Takahiro

2498 西川 和彦 東京 マラソン完走クラブ Nishikawa　Kazuhiko

2499 小林 周平 長崎 佐世保市陸協 Kobayashi　Shuhei　

2500 田中 啓介 大阪 大阪陸協 Tanaka　Keisuke

2501 伴 将史 栃木 栃木陸協 Ban　Masashi

2502 原 孝太朗 神奈川 相模原市陸協 Hara　Kotaro

2503 須藤 克誉 大阪 大阪陸協 Sudo　Katsutaka

2504 河野 拓実 大分 大分陸協 Kono　Takumi

2505 宮澤 賢太 東京 東京陸協 Miyazawa　Kenta

2506 有福 悠汰 神奈川 早稲田大学陸上同好会 Arifuku　Yuta

2507 蒲生 弘毅 神奈川 横浜国立大学 Gamo　Koki

2508 梅村 一輝 愛知 横浜国立大学 Umemura　Kazuki

2509 竹田 拓海 神奈川 神奈川陸協 Takeda　Takumi

2510 片岡 哲朗 愛知 愛知県庁クラブ Kataoka　Tetsuro

2511 濱田 達也 宮崎 西臼杵郡陸協 Hamada　Tatsuya

2512 松田 和浩 神奈川 横須賀市陸協 Matsuda　Kazuhiro

2513 赤澤 和樹 大阪 枚方マスターズ Akazawa　Kaduki

2514 渡辺 正悟 茨城 牛久走友会 Watanabe　Shogo

2515 中嶋 将貴 佐賀 佐賀陸協 Nakashima　Shoki

2516 新田 城二 大分 大分陸協 Nitta　Joji

2517 大畠 直人 広島 三原市陸協 Ohata　Naoto

2518 篠原 亮太 大阪 阪急電鉄陸上部 Shinohara　Ryota

2519 加藤 健尚 愛知 愛知県庁クラブ Kato　Takehisa

2520 大築 隆之 東京 ＳＷＡＣ Otsuki　Takayuki

2521 濱村 太一 愛知 ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ Hamamura　Taichi

2522 和田 善之 福岡 本城陸上クラブ Wada　Yoshiyuki

2523 島 翔吾 福岡 福岡陸協 Shima　Shogo

2524 諸熊 康明 千葉 香川ＲＣ遊 Morokuma　Yasuaki

2525 綱川 太郎 東京 八王子市役所 Tsunakawa　Taro

2526 矢野 智也 大分 フンドーキン醤油 Yano　Tomoya

■カテゴリー４陸連登録

2600 中川 博之 埼玉 埼玉陸協 Nakagawa　Hiroyuki

2601 鈴木 秀和 奈良 奈良陸連 Suzuki　Hidekazu

2602 松田 庄平 愛知 名古屋市役所走友会 Matsuda　Shohei

2603 小笠原 信 東京 小金井市陸協 Ogasawara　Makoto

2604 星 幸伸 東京 ポポロＡＣ Hoshi　Yukinobu

2605 安田 裕輔 東京 東京陸協 Yasuda　Yusuke

2606 深沢 光栄 埼玉 東京陸協 Fukazawa　Koei

2607 小松 靖史 東京 ＤＡＣ Komatsu　Yasushi

2608 久下 陽輔 大分 大分陸協 Hisaka　Yosuke

2609 遠藤 彰 東京 東京陸協 Endo　Akira

2610 大出 泰久 静岡 クラブＲ２中日本 Ode　Yasuhisa

2611 近藤 修平 愛媛 クラブＲ２西日本 Kondo　Shuhei

2612 谷崎 和成 埼玉 ＴＥＡＭ　Ｒ✕Ｌ＋ Tanizaki　Kazunari

2613 北野 耕平 神奈川 湘南スターズ Kitano　Kohei

2614 石井 康之 埼玉 石川走友会 Ishii　Yasuyuki

2615 遠藤 健 東京 東京陸協 Endo　Ken

2616 渡邊 康平 東京 東京陸協 Watanabe　Kohei

2617 宮出 佳明 京都 京都陸協 Miyade　Yoshiaki

2618 宮崎 慎司 神奈川 東京マスターズ陸連 Miyazaki　Shinji

2619 岡田 学 福岡 福マラＲＣ Okada　Manabu

2620 横尾 和夫 神奈川 ハートブレイク Yoko　Kazuo

2621 築地 智弘 熊本 熊本陸協 Tsukiji　Tomohiro

2622 山中 忍 滋賀 カルティケーヤ Yamanaka　Shinobu

2623 長野 亮 福岡 佐賀陸協 Nagano　Akira

2624 熊倉 大輔 大阪 大阪陸協 Kumakura　Daisuke

2625 近藤 浩志 京都 サウルスジャパン Kondo　Hiroshi



2626 西 健志 福岡 Ｋ３　ＦＡＬＣＯＮ Nishi　Takeshi

2627 今野 剛志 大分 宇佐市陸協 Konno　Goshi

2628 坂田 正明 山口 周南陸協 Sakata　Masaaki

2629 井田 憲男 大分 大分陸協 Ida　Norio

2630 藤岡 英二 福岡 本城陸上クラブ Fujioka　Hideji

2631 須藤 孝洋 神奈川 ｅＡ東京 Suto　Takahiro

2632 金澤 幸一 埼玉 ドリームアシスト東京 Kanazawa　Koichi

2633 篠田 隆之 神奈川 クラブＲ２東日本 Shinoda　Takayuki

2634 山下 裕二 山口 山口市役所 Yamashita　Yuji

2635 前田 真一 大分 家島ランナーズ Maeda　Shinichi

2636 松岡 典明 福岡 ミリカＡＣ Matsuoka　Noriaki

2637 佐藤 亮 群馬 福マラＲＣ Sato　Ryo

2638 岡田 光生 奈良 ナイトランAC Okada　Mitsuo

2639 田代 景三 宮崎 宮崎市陸協 Tashiro　Keizo

2640 山内 隆誠 愛知 三重陸協 Yamauchi　Takazumi

2641 大城 政樹 福岡 Ｍ．ＨＩＲＡＴＳＵＫＡ Oshiro　Masaki

2642 税所 勲 東京 東京陸協 Saisho　Isao

2643 小林 一彦 愛知 天白川走友会 Kobayashi　Kazuhiko

2644 矢野 恵 大分 大分陸協 Yano　Megumi

2645 林 智史 東京 東京陸協 Hayashi　Satoshi

2646 池田 浩 東京 東京陸協 Ikeda　Ko

2647 三城 英昭 大分 臼杵陸協 Mishiro　Hideaki

2648 辻 麻結子 埼玉 Ｊａｙｂｉｒｄ Tsuji　Mayuko

2649 田上 公親 熊本 Ｒｉｓｅ熊本ＲＣ Tanoue　Kimichika

2650 畔上 文昭 東京 東京陸上競技会 Azegami　Fumiaki

2651 菅 英雄 愛媛 西条クラブ Kan　Hideo　

2652 瀧川 順 神奈川 ランニング・デポ Takigawa　Jun

2653 関根 章 茨城 牛久走友会 Sekine　Akira

2654 小笠原 貴祥 大分 大分陸協 Ogasawara　Takayoshi

2655 横山 剛 東京 ＲｕｎＷａｖｅ Yokoyama　Tsuyoshi

2656 大滝 まゆみ 北海道 北極星ＡＣ Otaki　Mayumi

2657 西谷 綾子 東京 東京陸協 nishitani　ayako

2658 赤尾 健司 大分 大分陸協 Akao　Kenji

2659 北川 祐作 東京 東京陸協 Kitagawa　Yusaku

2660 高田 裕巳 東京 東京陸協 Hiromi　Takada

2661 森田 貴範 愛知 愛知陸協 Morita　Takanori

2662 皆見 治男 熊本 熊本陸協 Minami　Haruo

2663 角 達朗 福岡 ＬＡＣ Kaku　Tatsuro

2664 田端 洋介 東京 東京陸協 Tabata　Yosuke

2665 財前 廣和 佐賀 佐賀陸協 Zaizen　Hirokazu

2666 石川 勉 神奈川 アトミクラブ Ishikawa　Tsutomu

2667 上村 武 福岡 福岡陸協 Uemura　Takeshi

2668 籔内 成 大阪 クラブＲ２西日本 Yabuuchi　Akira

2669 瀬尾 康二 栃木 栃木陸協 Koji　Seo

2670 河田 庸平 京都 京都陸協 Kawata　Yohei

2671 小林 嗣久 東京 東京陸協 Kobayashi　Tsuguhisa

2672 指山 浩志 千葉 ニッポンランナーズ Sashiyama　Hiroshi

2673 石橋 英二 熊本 走熊会 Ishibashi　Eiji

2674 鈴木 一也 神奈川 ウルトラプロジェクト Suzuki　Kazuya

2675 森 なつみ 長崎 ＭＲＣ　ＳＡＳＥＢＯ Mori　Natsumi

2676 金井 俊和 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Kanai　Toshikazu

2677 宇都宮 尚代 大分 大分陸協 Utsunomiya　Naoyo

2678 福井 正洋 東京 東京陸協 Fukui　Masahiro

2679 佐藤 康子 千葉 ニッポンランナーズ Yasuko　Sato

2680 青木 玄 埼玉 別所沼スマイルＲＣ Aoki　Gen

2681 橋爪 明 東京 東京陸協 Hashizume　Akira

2682 藤波 奈美 大分 豊後高田市陸協 Fujinami　Nami

2683 豊田 美奈子 東京 駒沢公園ジョギングクラブ Toyoda　Minako

2684 北脇 秀亮 広島 クラブR２中日本 Kitawaki　Shusuke



2685 豊田 源太郎 大分 別府マラソンクラブ Toyoda　Gentaro

2686 喜多村 修 愛知 中馬塾 Kitamura　Osamu

2687 中村 智 千葉 千葉マスターズクラブ Nakamura　Satoshi

2688 岸田 吉史 神奈川 クラブR2東日本 Kishida　Yoshifumi

2689 藤波 秀樹 東京 東京陸協 Fujinami　Hideki

2690 成田 馨 東京 ＳＯＭＯＰＯＲＣ Narita　Kaoru

2691 川井 夏樹 神奈川 川崎市陸協 Kawai　Natsuki

2692 伊藤 晶 東京 東京陸協 Ito　Akira

2693 梶原 大介 熊本 熊本陸協 Kajiwara　Daisuke

2694 那須 祐輔 大分 大分マスターズ陸上 Nasu　Yusuke

2695 村瀬 勝彦 東京 宮城陸協 Murase　Katsuhiko

2696 中根 英人 愛知 クラブＲ２中日本 Nakane　Hideto

2697 今田 麻紀子 大阪 火曜日練習会 Imada　Makiko

2698 山本 悠一 東京 クラブＲ２東日本 Yamamoto　Yuichi

2699 吉野 匠 東京 東京陸協 Yoshino　Takumi

2700 福原 康弘 兵庫 加古川市陸協 Fukuhara　Yasuhiro

2701 安藤 了至 熊本 熊本陸協 Ando　Ryoji

2702 五穀 優二 大阪 大阪陸協 Gokoku　Yuji

2703 永瀬 譲二 神奈川 ラミリート Nagase　Joji

2704 安永 文浩 福岡 海響ＡＣ Yasunaga　Fumihiro

2705 西尾 清春 茨城 茨苑ＡＣ Nishio　Kiyoharu

2706 紀太 保俊 大阪 吹田カメの子会 Kita　Yasutoshi

2707 三上 満 広島 Ｌ＆Ｒ Mikami　Mitsuru

2708 廣田 定之 長崎 クラブＲ２九州 Hirota　Sadayuki

2709 久保田 晃 大阪 島本ランニング友の会 Kubota　Akira

2710 田中 哲也 福岡 福岡陸協 Tanaka　Tetsuya

2711 衛藤 量一 大分 大分陸協 Eto　Ryoichi

2712 柳橋 閑 東京 東京陸協 Yanagibashi　Shizuka

2713 久次米 正弘 大阪 クラブＲ２西日本 Kujime　Masahiro

2714 佐藤 啓史 大分 速見駅伝 Sato　Hirofumi

2715 高橋 順一 神奈川 ランニング・デポ Takahashi　Junichi

2716 加藤 輝彦 静岡 クラブＲ２中日本 Kato　Teruhiko　

2717 井上 剛 神奈川 アトミクラブ Inoue　Tsuyoshi

2718 倉原 郁 大分 竹田市陸協 Kurahara　Kaoru

2719 島田 智明 大阪 河内長野ランニングクラブ Shimada　Tomoaki

2720 上西 浩一 兵庫 丸亀スタジアムＪＣ Uenishi　Koichi

2721 大坂 好和 東京 東京陸協 Osaka　Yoshikazu

2722 渡部 昇治 埼玉 埼玉陸協 Watabe　Shoji

2723 鈴木 広基 北海道 ちばりよ～ＲＣ Suzuki　Hiromoto

2724 道広 則保 神奈川 ＴＡＲＣ東京 Michihiro　Noriyasu

2725 角田 逸郎 千葉 ＲＳＬＡＢ Sumita　Itsuro

2726 井上 正広 東京 神戸市陸協 Inoue　Masahiro

2727 鶴田 正和 熊本 熊本ＣＡＣ Tsuruta　Masakazu

2728 森本 竜朗 広島 廿日市市陸協 Morimoto　Tatsuro

2729 相良 貴進 大分 クラブＲ２九州 Sagara　Takanobu

2730 岩永 広貴 長崎 長崎桜町ＪＣ Iwanaga　Koki

2731 金崎 桂介 福岡 福岡陸協 Kanezaki　Keisuke

2732 福田 恵美子 埼玉 埼玉おごせ石川眼科 Fukuda　Emiko

2733 井上 忍 広島 クラブＲ２西日本 Inoue　Shinobu　

2734 酒井 直樹 沖縄 らんさぽ Sakai　Naoki

2735 高橋 寛行 東京 東京陸協 Takahashi　Hiroyuki

2736 神足 学 山口 周南市陸協 Kotari　Manabu

2737 中川 一郎 熊本 熊本陸協 Nakagawa　Ichiro

2738 岩佐 重利 沖縄 らんさぽ Iwasa　Shigetoshi

2739 佐々木 健 福岡 福岡陸協 Takeshi　Sasaki

2740 相馬 勝 東京 アトミクラブ Soma　Masaru

2741 森 勝彦 福岡 福岡県庁 Mori　Katsuhiko

2742 多田 昌功 徳島 徳島市陸協 Tada　Masayoshi

2743 服部 末広 三重 Ｔｅａｍ　Ｂｌａｓｔ Hattori　Suehiro



2744 島川 順 埼玉 クラブＲ２東日本 Shimakawa　Jun

2745 橋本 眞 東京 クラブＲ２東日本 Hashimoto　Makoto

2746 杦岡 充宏 東京 クラブＲ２中日本 Mitsuhiro　Sugioka

2747 藤嶋 司 大分 大分陸協 Fujishima　Tsukasa

2748 國井 重宏 岐阜 クラブＲ２中日本 Kunii　Shigehiro

2749 岩瀬 史明 山梨 甲斐市陸協 Iwase　Fumiaki

2750 鈴木 将夫 東京 東京陸協 Suzuki　Masao

2751 仲前 浩之 大分 岸和田健康クラブ Nakamae　Hiro

2752 米谷 誠 石川 石川陸協 Kometani　Makoto

2753 早田 和治 東京 駒沢公園ジョギングクラブ Hayata　Kazuharu

2754 元井 隆 千葉 クラブＲ２東日本 Motoi　Takashi

2755 笠井 俊宏 神奈川 クラブＲ２東日本 Kasai　Toshihiro

2756 金田 茂 大分 大分陸協 Kaneda　Shigeru　

2757 池内 一朗 愛知 横浜市陸協 Ikeuchi　Ichiro

2758 安谷 麗明 熊本 熊本陸協 Yasutani　Reimei

2759 松本 郷平 東京 Ｒｕｎｂｂｉｔｓ Matsumoto　Kyohei

2760 井上 欣彦 京都 クラブＲ２中日本 Inoue　Yoshihiko

2761 阿南 肇 大分 大分陸協 Anan　Hajime

2762 市川 文明 福岡 大牟田市陸協 Ichikawa　Fumiaki

2763 上形 健 茨城 茨城陸協 Kamigata　Takeshi

2764 菅谷 直紀 東京 東京陸協 Sugaya　Naoki

2765 上前 和仁 大阪 大阪陸協 Komae　Kazuhito

2766 服部 隆充 愛知 輝走倶楽部 Hattori　Takamitsu

2767 内藤 和剛 宮崎 宮崎陸協 Naito　Kazuyoshi

2768 長谷川 仁 大阪 サウルスジャパン Hasegawa　Hitoshi

2769 有川 達郎 三重 三重陸協 Arikawa　Tatsurou

2770 岩田 茂 福岡 クラブＲ２九州 Iwata　Shigeru

2771 吉村 友明 熊本 クラブＲ２九州 Yoshimura　Tomoaki

2772 見城 維佐久 愛知 富山陸協 Kenjo　Isaku

2773 中村 宏一 東京 東京陸協 Nakamura　Koichi

2774 高木 崇 大分 大分陸協 Takaki　Takashi

2775 中村 裕司 大阪 東京陸協 Nakamura　Yuji

2776 沼田 修一 神奈川 ほんまゆＲＣ Numata　Shuichi

2777 高橋 登志八 東京 杉並区陸協 Takahashi　Toshiya

2778 荒井 美波 神奈川 横浜市陸協 Arai　Miwa

2779 若松 義昭 山口 下関走ろう会 Wakamatsu　Yoshiaki

2780 前田 満弘 山口 東ソー Maeda　Mitsuhiro

2781 岡本 真幸 東京 東京陸協 Okamoto　Masaki

2782 平井 知之 神奈川 藤沢市陸協 Hirai　Tomoyuki

2783 中林 亮 東京 クラブＲ２東日本 Nakabayashi　Ryo

2784 中嶋 智史 東京 ｅＡ東京 Nakajima　Satoshi　

2785 浪川 智弘 神奈川 アトミクラブ Namikawa　Tomohiro

2786 西 太樹 熊本 熊本陸協 Nishi　Taiki

2787 大塚 歩 福岡 クラブＲ２中日本 Ootsuka　Ayumi

2788 岩本 多恵子 神奈川 東京陸協 Iwamoto　Taeko

2789 児玉 憲明 宮崎 宮崎県庁 Kodama　Noriaki

2790 斎間 秀雄 東京 東京陸協 Hideo　Saima

2791 田中 俊夫 徳島 徳島市陸協 Tanaka　Toshio

2792 浜田 隆 東京 ウルトラプロジェクト Hamada　Takashi　

2793 熊木 敏 東京 第一三共陸上部 Kumaki　Satoshi

2794 塚林 弘樹 東京 クラブＲ２東日本 Tsukabayashi　Hiroki

2795 二木 明彦 東京 アキ動物病院 Futaki　Akihiko

2796 堀 剛也 神奈川 東京陸協 Hori　Takeya

2797 清水 恵子 山口 光市陸協 Shimizu　Keiko

2798 平郡 彰 岐阜 クラブＲ２中日本 Hiragori　Akira

2799 浜栗 昌彦 福岡 福岡陸協 Hamaguri　Masahiko

2800 田村 光生 千葉 千葉教員クラブ Tamura　Kosei

2801 三浦 重範 東京 東京陸協 Miura　Shigenori

2802 鈴木 翔太 神奈川 クラブＲ２東日本 Suzuki　Shota



2803 竹浦 成徳 福岡 クラブＲ２九州 Takeura　Shigenori

2804 工藤 毅 東京 クラブＲ２東日本 Kudo　Takeshi

2805 丸山 慎治 福岡 福岡陸協 Maruyama　Shinji

2806 藪下 顕史 東京 ＳＯＭＰＯ－ＲＣ Yabushita　Kenji

2807 入交 佐和 東京 東京陸協 Irimajiri　Sawa

2808 真田 俊之 静岡 クラブＲ２中日本 Sanada　Toshiyuki

2809 中島 隆幸 神奈川 クラブＲ２東日本 Nakashima　Takayuki

2810 舟橋 元 愛知 クラブＲ２中日本 Funabashi　Gen

2811 坂本 英昭 神奈川 クラブＲ２東日本 Sakamoto　Hideaki

2812 飯塚 友紀子 神奈川 ＤｒｅａｍｓＡＣ Iizuka　Yukiko

2813 千坂 充宏 茨城 茨城陸協 Chisaka　Atsuhiro

2814 佐々木 義成 東京 東京陸協 Sasaki　Yoshinari

2815 内田 典子 大分 大分陸協 Uchida　Noriko

2816 黒河 鋭輔 東京 クラブＲ２東日本 Kurokawa　Eisuke

2817 湯浅 智温 東京 ＤｒｅａｍｓＡＣ東京 Yuasa　Tomoharu

2818 橋野 幹生 岡山 岡山マスターズ Hashino　Mikio

2819 常世田 智明 愛知 クラブＲ２中日本 Tokoyoda　Tomoaki

2820 久保田 吉文 大分 大分陸協 Kubota　Yoshifumi

2821 石川 智之 福岡 ハンモックＡＣ Ishikawa　Tomoyuki

2822 松本 華奈 島根 松江陸上クラブ Matsumoto　Kana

2823 濱本 真治 大分 大分陸協 Hamamoto　Shinji

2824 井上 克己 東京 クラブＲ２東日本 Inoue　Katsumi

2825 宮下 修 福岡 うさおＲＣ Miyashita　Osamu

2826 月山 俊秋 愛知 ＮＣＲＣ Tsukiyama　Toshiaki

2827 清水 誉之 大分 大分陸協 Shimizu　Takayuki

2828 清水 康澄 兵庫 神戸市陸協 Shimizu　Yasuzumi

2829 杉山 毅 大阪 大阪陸協 Sugiyama　Tsuyoshi

2830 藤田 秀行 福岡 福マラＲＣ Fujita　Hideyuki

2831 吉澤 和宏 熊本 熊本陸協 Yoshizawa　Kazuhiro

2832 加藤 敏博 東京 クラブＲ２東日本 Kato　Toshihiro

2833 奥村 哲生 静岡 静岡陸協 Okumura　Tetsuo

2834 菅 嗣彦 宮崎 宮崎陸協 Suga　Tugihiko

2835 森井 保次 千葉 ＳＷＡＣ Morii　Yasutsugu

2836 山吹 州克 広島 クラブＲ２西日本 Yamabuki　Kunikatsu

2837 廣瀬 英行 兵庫 大阪陸協 Hirose　Hideyuki

2838 川岸 恵美子 東京 ランビッツ Kawagishi　Emiko

2839 海田 辰之 宮崎 宮崎陸協 Kaida　Tatsuyuki

2840 溝呂木 徹 東京 東京陸協 Mizoroki　Toru

2841 福留 雅俊 熊本 Ｔｅａｍ阿蘇 Fukudome　Masatoshi

2842 崎迫 真司 茨城 東京陸協 Sakisako　Shinji

2843 中山 勇一 東京 東京陸協 Nakayama　Yuichi

2844 島田 義三 福岡 福岡陸協 Shimada　Yoshimi

2845 笠原 智之 愛知 岡崎中総ＲＣ Kasahara　Tomoyuki

2846 小手川 大海 大分 由布市陸協 Kotegawa　Hiromi

2847 池田 良一 東京 ＴＢＲＣ Ikeda　Ryoichi

2848 稲垣 聡 広島 サウルスジャパン Inagaki　Satoshi

2849 高橋 明美 東京 あいおいニッセイ同和 Takahashi　Akemi

2850 松崎 由紀 高知 まるランニングクラブ Matsuzaki　Yuki

2851 北村 哲也 東京 クラブＲ２東日本 Kitamura　Tetsuya

2852 新井 吉光 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Arai　Yoshimitsu

2853 伊藤 嗣朗 大阪 ランバディ Ito　Shiro

2854 水谷 美紀子 大阪 ランスポットＲＣ Mizutani　Mikiko

2855 行平 敏郎 大分 大分陸協 Yukihira　Toshiro

2856 今野 雅文 福岡 大牟田市陸協 Konno　Masafumi

2857 萬場 政一 東京 ニッポンランナーズ Bamba　Masakazu

2858 松永 圭司 愛知 東京陸協 Matsunaga　Keiji

2859 塩島 匡信 長野 長野マスターズ Shiojima　Masanobu

2860 藤井 孝臣 福岡 福岡陸協 Fujii　Takaomi

2861 川井 未緒 千葉 アトミクラブ Kawai　Mio



2862 菊地 修平 神奈川 多摩川クラブ Kikuchi　Shuhei

2863 中村 賢吾 福岡 大牟田市陸協 Nakamura　Kengo

2864 深田 武彦 大阪 クラブＲ２西日本 Fukada　Takehiko

2865 山本 直 滋賀 滋賀陸上競技協会 Yamamoto　Nao

2866 山田 廣伸 熊本 熊本陸協 Yamada　Hironobu

2867 河野 誠二 大分 大分ウルトラマラソンクラブKawano　Seiji

2868 中駄 信一 東京 Ｔ・Ｔ－Ａｔｈｌｅｔｅ　ＣｌｕｂNakada　Shinichi

2869 松藤 隆文 福岡 ＣＬＵＴＣＨ Matsufuji　Takafumi

2870 松本 俊治 大阪 岸和田健康クラブ Matsumoto　Toshiharu

2871 藪井 秀人 東京 三重陸協 Yabui　Hideto

2872 土屋 里恵 神奈川 Ｄ．Ｒ．ＡＣ Tsuchiya　Rie

2873 佐藤 紀章 千葉 ニッポンランナーズ Sato　Noriaki

2874 西田 孝広 福岡 ＧＭＲＣ Nishida　Takahiro

2875 田中 政人 長野 長野陸協 Tanaka　Masato

2876 岩渕 一徳 東京 東京陸協 Iwabuchi　Kazunori

2877 吉田 雅子 千葉 ウィング・アスリートクラブYoshida　Masako

2878 喜多 智博 神奈川 横浜並木走友会 Kita　Tomohiro

2879 荒金 友彦 神奈川 クラブＲ２東日本 Aragane　Tomohiko

2880 岸 博之 埼玉 MY STAR Kishi　Hiroyuki

2881 井形 繁雄 神奈川 横浜市陸協 Igata　Shigeo

2882 石井 達弥 茨城 恋瀬川L・H・S Ishii　Tatsuya

2883 山本 守 東京 東京陸協 Yamamoto　Mamoru

2884 水木 篤志 神奈川 クラブＲ２東日本 Mizuki　Atsushi

2885 柳沢 敬司 東京 東京陸協 Yanagisawa　Keiji

2886 青戸 敦子 愛知 名古屋テレビ Aoto　Atsuko

2887 野村 知毅 東京 アトミクラブ Nomura　Tomoki

2888 大空 功典 大分 大分陸協 Ozora　Kosuke

2889 児玉 裕一郎 大分 大分陸協 Kodama　Yuichiro

2890 近道 良行 大阪 クラブＲ２西日本 Kondo　Yoshiyuki

2891 石崎 達也 東京 東京陸協 Ishizaki　Tatsuya

2892 中村 暢秀 神奈川 クラブＲ２中日本 Nakamura　Nobuhide

2893 大谷 貴志 福岡 Ｓｔ．Ｐａｕｌ Otani　Takashi

2894 福永 謙治 福岡 福岡陸協 Fukunaga　Kenji

2895 佐藤 隆文 広島 廿日市市陸協 Sato　Takafumi

2896 平下 瞳 高知 高知さくら Hirashita　Hitomi

2897 石井 祐一 沖縄 沖縄 Ishii　Yuichi

2898 米澤 公敏 東京 日本製鉄君津 Yonezawa　Kimitoshi

2899 目黒 一行 埼玉 アトミクラブ Meguro　Kazuyuki

2900 吉田 利夫 千葉 浦安ランナーズクラブ Yoshida　Toshio

2901 飯島 光祐 兵庫 大阪陸協 Iijima　Kosuke

2902 松田 史 北海道 県北陸協 Matsuda　Fumito　

2903 佐藤 道明 大分 大分陸協 Sato　Michiaki　

2904 平田 和彦 大分 国東市陸協 Hirata　Kazuhiko

2905 金子 吉樹 東京 東京陸協 Kaneko　Yoshiki

2906 間嶋 勇人 岡山 岡山陸協 Mashima　Hayato

2907 安藤 正純 愛知 中馬塾 Ando　Masazumi

2908 飯村 亮 東京 ｅＡ東京 Iimura　Ryo

2909 大森 裕栄 茨城 茨城ジョガーズ Omori　Hiroshige

2910 高橋 勝幸 愛知 セカンドウインド Takahashi　Katsuyuki

2911 岩崎 正幸 山口 クラブＲ２西日本 Iwasaki　Masayuki

2912 南野 雅宏 東京 ｅＡ東京 Minamino　Masahiro

2913 河村 正孝 神奈川 ＭＭナイトラン Kawamura　Masataka

2914 山本 幸雄 福岡 クラブＲ２九州 Yamamoto　Yukio

2915 佐藤 秀之 東京 明走会 Sato　Hideyuki

2916 河野 浩二 京都 京都陸協 Kawano　Koji

2917 工藤 啓祐 大分 大分陸協 Kudo　Keisuke

2918 島田 孝司 三重 すぽるとＭＡＸ Shimada　Takashi

2919 赤地 秀夫 千葉 クラブＲ２中日本 Akachi　Hideo

2920 盛次 浩司 兵庫 芦屋浜アスリートクラブ Moritsugu　Koji



2921 鈴木 賢司 東京 ニッポンランナーズ Suzuki　Kenji

2922 新貝 学 大分 中津陸競 Shingai　Manabu

2923 中野 昌則 東京 小金井市陸協 Nakano　Masanori

2924 浅田 智也 東京 クラブＲ２中日本 Asada　Tomoya

2925 浦 もみじ 埼玉 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Momiji　Ura

2926 石戸 敦子 兵庫 神戸市陸協 Ishido　Atsuko

2927 坂根 三保 広島 三原市陸協 Sakane　Miho

2928 足立 幸保 大分 大分陸協 Adachi　Yukiyasu

2929 久保 勉 山口 美祢市陸協 Kubo　Tsutomu

2930 安達 一成 福岡 福岡陸協 Adachi　Kazunari

2931 匹田 順也 大分 別府MC Hikida　Junya

2932 長 修 福岡 福岡陸協 Cho　Osamu

2933 喜多 洋一 大分 フンドーキン醤油 Kita　Yoichi

2934 新野 真吾 神奈川 クラブＲ２中日本 Niino　Shingo

2935 花房 宏幸 東京 東京陸協 Hanafusa　Hiroyuki

2936 赤尾 龍司 大分 大分陸協 Akao　Ryuji

2937 矢田 雅佳 福岡 福岡陸協 Yada　Masayoshi

2938 福浦 恭子 愛知 富山陸協 Fukuura　Kyoko

2939 尾崎 清隆 東京 ｅＡ東京 Ozaki　Kiyotaka

2940 赤 秀樹 東京 東京陸協 Seki　Hideki

2941 池元 宏光 熊本 熊本てれっとＵＭＣ Ikemoto　Hiromitsu

2942 相見 真吾 島根 松江北山陸友会 Aimi　Shingo

2943 谷 常隆 東京 青梅市陸協 Tani　Tsunetaka

2944 小林 謙介 福岡 福岡陸協 Kobayashi　Kensuke

2945 萩原 秀明 東京 クラブＲ２東日本 Hagiwara　Hideaki

2946 小泉 修一 京都 こいずみ医院 Koizumi　Shuichi

2947 新倉 英之 東京 Ｇｏ　ＵＰ Niikura　Hideyuki

2948 松本 祥幸 滋賀 チームサンタ Matsumoto　Yoshiyuki

2949 内田 明浩 大分 別府マラソンクラブ Uchida　Akihiro

2950 井内 美喜夫 京都 ＴＥＡＭＰ－ｍａｎ Iuchi　Mikio

2951 鈴木 幸夫 神奈川 ランニング・デポ Suzuki　Sachio

2952 西野 康宏 北海道 クラブＲ２北海道 Nishino　Yasuhiro

2953 石川 涼子 東京 東京陸協 Ishikawa　Ryoko

2954 赤峯 弘城 熊本 熊本陸協 Akamine　Hiroki

2955 森迫 一也 熊本 大分陸協 Morisako　Kazuya

2956 太田 充男 神奈川 千村健走会 Ota　Mitsuo

2957 石川 ゆかり 埼玉 埼玉おごせ石川眼科 Ishikawa　Yukari

2958 八木 哲也 神奈川 ｅＡ東京 Yagi　Tetsuya

2959 芝﨑 元就 兵庫 神戸市陸協 Shibasaki　Motonari

2960 井上 宜久 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Inoue　Norihisa

2961 鞆森 祥悟 神奈川 クラブR２中日本 Tomomori　Shogo

2962 村本 将之 兵庫 クラブＲ２西日本 Muramoto　Katsuyuki

2963 椎橋 勇一 神奈川 クラブＲ２東日本 Shiihashi　Yuichi

2964 渡辺 拓郎 山梨 クラブＲ２東日本 Watanabe　Takuro

2965 村上 一之 福岡 福岡陸協 Murakami　Kazuyuki

2966 上野 陽介 神奈川 富士通 Ueno　Yosuke

2967 近藤 智也 大分 大分陸協 Kondo　Tomoya

2968 佐野 友昭 福岡 福岡陸協 Sano　Tomoaki

2969 吉澤 篤史 広島 岡山陸協 Yoshizawa　Atsushi

2970 福永 智洋 大阪 長居わーわーず Fukunaga　Tomohiro

2971 山本 武史 熊本 Ｔｅａｍ阿蘇 Yamamoto　Takeshi

2972 岡内 嘉利 大分 宇佐市陸協 Okauchi　Yoshikazu

2973 隅田 耕作 山口 下松市陸協 Sumida　Kosaku

2974 内田 明 福岡 福岡陸協 Uchida　Akira　

2975 福村 航 山口 山口陸協 Fukumura　Ko

2976 荒川 伸夫 兵庫 大阪陸協 Arakawa　Nobuo

2977 吉田 信一郎 福岡 クラブＲ２九州 Yoshida　Shinichiro

2978 岩本 俊哉 愛知 安城快足ＡＣ Iwamoto　Toshiya

2979 稲田 裕仁 宮崎 宮崎陸協 Inada　Hiorohito



2980 中澤 和光 神奈川 ＴＢＲＣ Nakazawa　Kazumitsu

2981 平井 太郎 東京 ＴＢＲＣ Hirai　Taro

2982 竹内 美香 東京 東京陸協 Takeuchi　Mika

2983 岸本 寛 兵庫 神戸市陸協 Kishimoto　Hiroshi

2984 中岡 正憲 大阪 大阪陸協 Nakaoka　Masanori

2985 野村 格 大阪 ＲＵＮ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮNomura　Itaru

2986 大東 宏次 千葉 ウィング・アスリートクラブKoji　Daito

2987 高取 勝彦 佐賀 佐賀陸協 Takatori　Katsuhiko

2988 岸上 恵里 埼玉 埼玉陸協 Kishigami　Eri

2989 川内 純男 宮崎 ＢＮＣ アスリーツ Kawauchi　Sumio

2990 谷口 友洋 岡山 岡山クラブ Taniguchi　Tomohiro

2991 井上 昭彦 福岡 ＬＡＣ Inoue　Akihiko

2992 岩男 拓 大分 大分陸協 Iwao　Taku

2993 首藤 麻希 大分 豊後大野市陸協 Shuto　Maki

2994 村田 恵 東京 東京陸協 Murata　Megumi

2995 安野 正功 兵庫 クラブＲ２西日本 Yasuno　Masanori

2996 原 勝彦 千葉 サムズアップ Hara　Katsuhiko

2997 軸丸 真二 東京 東京陸協 Jikumaru　Shinji

2998 廣瀬 匡利 東京 アトミクラブ Hirose　Masatoshi

2999 齋藤 雄也 栃木 栃木陸協 Saito　Yuya

3000 齋藤 理 大分 大分陸協 Saito　Osamu

3001 宮川 剛 大分 大分陸協 Miyakawa　Tsuyoshi

3002 大島 紳弥 東京 東京陸協 Oshima　Shinya

3003 井ノ口 祐治 大分 家島ランナーズ Inokuti　Yuji

3004 玉谷 直之 大阪 ミズノ Tamatani　Naoyuki

3005 岩崎 敏之 宮城 宮城陸協 Iwasaki　Toshiyuki

3006 國分 さやか 大阪 ｅーランニングクラブ Kokubu　Sayaka

3007 倉下 直樹 東京 東京陸協 Kurashita　Naoki

3008 岡崎 園子 神奈川 クラブＲ２東日本 Okazaki　Sonoko

3009 香山 智之 愛知 天白川走友会 Kayama　Tomoyuki

3010 村瀬 文子 石川 ハクサンクラブ Murase　Ayako

3011 濱田 洋輔 佐賀 佐賀陸協 Hamada　Yosuke

3012 平塚 篤久 東京 マラソン完走クラブ Hiratsuka　Tokuhisa

3013 伊東 弥生 千葉 ＲＳＬＡＢ Ito　Yayoi

3014 佐藤 貴宏 東京 東京陸協 Sato　Takahiro

3015 藤木 真人 福岡 福岡陸協 Fujiki　Masato

3016 菊地 健史 千葉 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Kikuchi　Takeshi

3017 大塚 浩 大阪 大阪陸協 Otsuka　Hiroshi

3018 藤尾 勝俊 大阪 ぷじょラン Fujio　Katsutoshi

3019 高橋 修司 大分 別府市役所 Takahashi　Shuji

3020 河本 哲 愛媛 西条クラブ Komoto　Satoshi

3021 林 隆一郎 東京 東京陸協 Hayashi　Ryuichiro

3022 角田 賢紀 東京 クラブR２東日本 Tsunoda　Takanori

3023 原田 芳一 神奈川 藤沢市陸協 Harada　Yoshikazu　

3024 農木 秀二 大分 大分陸協 Nouki　Shuji

3025 浅見 宗平 滋賀 ＦＲＵＮ Asami　Sohei

3026 片瀬 昌子 東京 Ｈａｒｒｉｅｒｓ Katase　Masako

3027 千々和 圭一 福岡 ウイングフットＲＣ Chijiwa　Keiichi

3028 米津 弘文 大分 大分陸協 Yonezu　Hirofumi

3029 本荘 雅彦 大分 大分陸協 Honjo　Masahiko

3030 緑川 淳一 神奈川 Ｔｏｐ　Ｇｅａｒ Midorikawa　Junichi　

3031 加嶋 淳 京都 若ちゃんＦＲＣ Kashima　Atsushi

3032 川崎 徹也 大分 大分陸協 Kawasaki　Tetsuya

3033 船越 修 福岡 福津市陸協 Funakoshi　Osamu

3034 佐藤 誠 大分 大分陸協 Sato　Makoto

3035 平松 友季 神奈川 鎌倉市陸協 Hiramatsu　Yuuki

3036 西垣 有希子 東京 ウルトラプロジェクト Nishigaki　Yukiko

3037 木畑 聡 大分 別府マラソンクラブ Kibata　Satoshi

3038 伴野 浩之 東京 クラブＲ２東日本 Banno　Hiroyuki



3039 齋藤 旭 北海道 ちばりよ～ＲＣ Saito　Akira

3040 宮崎 徳幸 福岡 福岡陸協 Miyazaki　Noriyuki

3041 藤元 崇裕 大阪 大阪陸協 Fujimoto　Takahiro

3042 峯 和彦 千葉 チームのぐちＲＣ Mine　Kazuhiko

3043 小高 潤 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Odaka　Jun

3044 佐多 悦成 鹿児島 ＳＣＣ Sata　Yoshinari

3045 小林 正史 神奈川 神奈川M Kobayashi　Masashi

3046 李 美映 神奈川 クラブＲ２東日本 Lee　Miyeong

3047 野口 幸久 愛知 クラブＲ２中日本 Noguchi　Yukihisa　

3048 田口 学 大分 大分陸協 Taguchi　Manabu

3049 砂崎 広明 群馬 荒砥走友会 Sunazaki　Hiroaki

3050 米山 人史 三重 Ｔｅａｍ　Ｂｌａｓｔ Yoneyama　Hitoshi

3051 三田村 俊治 滋賀 滋賀マスターズＡＣ Mitamura　Shunji

3052 武堂 貴宏 埼玉 東京陸協 Budo　Takahiro

3053 岡田 力 東京 ASRC Okada　Tsutomu

3054 加藤 智子 神奈川 青竹荘 Kato　Tomoko

3055 西信 博史 広島 トップギア広島 Nishinobu　Hiroshi

3056 木下 清子 大阪 ララ学園アスリートクラブ Kinoshita　Kiyoko

3057 松崎 真一 鹿児島 鹿児島陸協 Matsuzaki　Shinichi

3058 永住 崇一 熊本 熊本陸協 Nagazumi　Soichi

3059 工藤 正貴 東京 静岡陸協 Kudo　Masaki

3060 寺島 美貴子 愛知 庄内ＲＴ Terashima　Mikiko

3061 奥野 泰大 東京 東京陸協 Okuno　Yasuhiro

3062 木村 栄男 大分 クラブＲ２九州 Kimura　Hideo

3063 貴家 雄一 東京 クラブＲ２東日本 Sasuga　Yuichi

3064 山高 栄太郎 熊本 ツボイＲＣ Yamataka　Eitarou

3065 今津屋 貴宏 福岡 福岡陸協 Imazuya　Takahiro

3066 山田 圭一 大阪 大阪陸協 Yamada　Keiichi

3067 岡崎 修一 大阪 大阪陸協 Okazaki　Shuichi

3068 中村 尚行 大阪 クラブＲ２西日本 Nakamura　Naoyuki

3069 湯淺 広 千葉 クラブＲ２東日本 Yuasa　Hiroshi

3070 堺 朋子 福岡 博多陸友会 Sakai　Tomoko

3071 高橋 慶亮 熊本 クラブＲ２九州 Takahashi　Keisuke

3072 小山 邦彦 千葉 ニッポンランナーズ Koyama　Kunihiko

3073 細野 英一 神奈川 クラブＲ２東日本 Hosono　Eiichi

3074 釘宮 邦雄 神奈川 愛甲郡陸協 Kugimiya　Kunio

3075 本村 秀章 長崎 西彼杵郡陸協 Motomura　Hideaki

3076 松本 和宏 神奈川 富士通 Matsumoto　Kazuhiro

3077 庄司 剛 京都 京都陸協 Shoji　Tsuyoshi

3078 山口 亜希子 兵庫 高砂市陸協 Yamaguchi　Akiko

3079 内田 大輔 大分 大分陸協 Uchida　Daisuke　

3080 井手上 晃大 熊本 熊本陸協 Ideue　Akihiro

3081 松田 剛 千葉 千葉陸協 Matsuda　Takeshi

3082 前澤 隆 福岡 福岡陸協 Maesawa　Takashi

3083 大西 淳志 東京 四日市ＴＦＣ Onishi　Atsushi

3084 小谷野 俊介 東京 日テレＪＣ Koyano　Shunsuke

3085 杉浦 光宏 東京 東京陸協 Mitsuhiro　Sugiura

3086 古田 修一 福岡 福岡陸協 Furuta　Shuichi

3087 木村 弥生 東京 アトミクラブ Kimura　Yayoi

3088 高須 進一 東京 東京陸協 Takasu　Shinichi

3089 島上 健太郎 福岡 スーパーマンクラブ Shimagami　Kentaro

3090 鈴木 英一 神奈川 ｅＡ東京 Suzuki　Eiichi

3091 市川 晃 京都 京都陸協 Ichikawa　Akira

3092 奈良迫 祥一 鹿児島 スサラ Narasako　Shoichi

3093 長谷川 規子 東京 東京陸協 Hasegawa　Noriko

3094 石田 雄大 京都 京都陸協 Ishida　Yoshihiro

3095 島津 正孝 東京 東京陸協 Shimazu　Masataka

3096 松田 久美子 東京 アトミクラブ Matsuda　Kumiko

3097 藤林 道郎 東京 杉並区陸協 Fujibayashi　Michio



3098 金子 陽尚 東京 ＳＷＡＣ Kaneko　Haruhisa

3099 谷 賢太朗 福岡 福岡陸協 Tani　Kentaro

3100 安田 康平 神奈川 クラブＲ２東日本 Yasuda　Kohei

3101 川戸 亜子 山口 周南市陸協 Kawato　Ako

3102 布施 望 千葉 千葉陸協 Fuse　Nozomu

3103 工藤 直人 静岡 クラブＲ２中日本 Kudo　Naoto

3104 田村 由紀 山口 山陽小野田市陸競 Tamura　Yuki

3105 小松 龍策 大分 豊後大野市陸協 Komatsu　Ryusaku

3106 三宅 大二郎 東京 東京陸協 Miyake　Daijiro

3107 佐藤 真琴 大阪 クラブＲ2西日本 Sato　Makoto

3108 島田 悟 千葉 千葉陸協 Shimada　Satoru

3109 宇　宮 洋一 福岡 福岡陸協 Utsunomiya　Yoichi

3110 越野 太郎 愛知 愛知陸協 Koshino　Taro

3111 花田 公明 神奈川 東京陸協 Hanada　Kimiaki

3112 加川 竜巳 東京 月まで走ろう会 Kagawa　Tatsumi

3113 多田 智春 富山 ジュピターランニングクラブTada　Chiharu

3114 的場 喜郎 福岡 ゼロベース福岡 Matoba　Yoshiro

3115 斎藤 慎介 兵庫 クラブＲ２西日本 Saito　Shinsuke

3116 新 健治 東京 東京陸協 Atarashi　Kenji

3117 杉野 秀昭 神奈川 ザ・スペース Sugino　Hideaki

3118 菰田 悟史 東京 ＪＲ東日本東京 Komoda　Satoshi

3119 田内 豊 大分 大分陸協 Tauchi　Yutaka

3120 佐藤 祐子 徳島 吉野川市陸協 Sachiko　Sato

3121 田島 正晃 大分 大分陸協 Tajima　Masaaki

3122 片江 則行 佐賀 佐賀陸協 Katae　Noriyuki

3123 冨田 由紀子 愛知 クラブＲ２中日本 Tomida　Yukiko

3124 石井 周二 東京 東京陸上競技連盟 Ishii　Shuji

3125 安藤 弘子 東京 ｅＡ東京 Ando　Hiroko

3126 蔵迫 直美 鹿児島 鹿児島狂犬夜走 Kurasako　Naomi

3127 山本 展誉 宮崎 延岡マラソンクラブ Yamamoto　Nobuyasu

3128 広瀬 一雄 神奈川 サムズ・アップ Hirose　Kazuo

3129 金井 知香 埼玉 南蛮連合 Kanai　Chika

3130 山口 雅寛 千葉 走るキャベツ Yamaguchi　Masahiro

3131 野村 祐介 埼玉 クラブＲ２東日本 Nomura　Yusuke

3132 長谷川 伸一 千葉 千葉陸協 Hasegawa　Shinichi

3133 橋本 誠紀 神奈川 クラブＲ２東日本 Hashimoto　Masanori　

3134 村上 嘉穗 奈良 奈良陸協 Murakami　Yoshiho

3135 村野 朱見 奈良 ＹＦＳＣ Murano　Akemi

3136 高橋 裕子 東京 東京陸協 Takahashi　Yuko

3137 池内 匡史 東京 ウルトラプロジェクト Ikeuchi　Masashi

3138 松田 太源 愛知 百花繚・ＲＵＮ Matsuda　Tagen

3139 佐伯 誠治 東京 東京陸協 Saeki　Seiji

3140 伊藤 健太 宮城 宮城陸協 Ito　Kenta

3141 白鳥 明彦 東京 ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ Shiratori　Akihiko

3142 中村 英史 山口 クラブＲ２西日本 Nakamura　Eiji

3143 田中 洋行 神奈川 ランニング・デポ Tanaka　Hiroyuki

3144 西井 清美 大阪 ＹＭＲＣ Nishii　Kiyomi

3145 高井 史敬 熊本 Ｒｉｓｅ熊本ＲＣ Takai　Fumitaka

3146 小場佐 雅浩 熊本 熊本てれっとＵＭＣ Obasa　Masahiro

3147 丸益 一光 兵庫 アスレックＲＣ Marueki　Kazumitsu

3148 川上 徹之輔 千葉 千葉陸協 Kawakami　Tetsunosuke

3149 寺井 かおり 神奈川 クラブＲ２東日本 Terai　Kaori

3150 金沢 守 山口 宇部市陸協 Kanazawa　Mamoru

3151 太田 武志 大分 大分陸協 Ota　Takeshi　

3152 飯田 和也 愛知 ｅＡ愛知 Iida　Kazuya

3153 海津 修 静岡 ＲＯＵＮＤ５ Kaizu　Osamu

3154 阿部 昭弘 兵庫 クラブＲ２西日本 Akihiro　Abe

3155 今西 史典 東京 東京陸協 Imanishi　Fuminori

3156 前田 敦行 岐阜 クラブＲ２中日本 Maeda　Atsuyuki



3157 関 侑華 東京 東京陸協 Seki　Yuka

3158 門 洋一 千葉 アットホーム陸上部 Kado　Youiti

3159 麻生 愛 福岡 福岡陸協 Asou　Ai

3160 今井 泰徳 東京 東京陸協 Imai　Yasunori

3161 中根 民雄 岐阜 多治見ランナーズ Nakane　Tamio

3162 小野 あさ枝 大分 大分陸協 Ono　Asae

3163 矢野 和郎 大阪 クラブＲ２西日本 Yano　Kazuro

3164 山口 智裕 東京 東京陸協 Yamaguchi　Tomohiro

3165 福田 崇博 東京 小金井公園おじさん練習会 Fukuda　Takahiro

3166 藪 孝広 大阪 クラブＲ２西日本 Yabu　Takahiro

3167 山野 正純 東京 東京陸協 Yamano　Masazumi

3168 長谷部 崇 大分 大分陸協 Hasebe　Takashi

3169 矢野 義知 大分 別府市役所 Yano　Yoshitomo

3170 鈴木 夕雅 東京 葛西ランナーズ Suzuki　Yuga

3171 小松 俊介 佐賀 ＫＲＰ Komatsu　Shunske

3172 永野 哲郎 宮崎 宮崎マスターズ Nagano　Tetsuro

3173 樋口 知子 大阪 ナイトランＡＣ Higuchi　Tomoko

3174 竹中 昌也 神奈川 ラミリート Takenaka　Masaya

3175 田村 友和 東京 東京陸協 Tamura　Tomokazu

3176 堀切 基規 福岡 福岡陸協 Horikiri　Motoki

3177 大野 修平 愛知 リップル Ono Shuhei　

3178 木村 淳 大分 大分陸協 Kimura　Jun

3179 山本 顕司 大阪 チームぐわぁ Yamamoto　Kenji

3180 岩尾 千代乃 大分 家島ランナーズ Iwao　Chiyono

3181 松岡 洋一郎 東京 東京陸協 Matsuoka　Yoichiro

3182 伊藤 康宏 神奈川 横浜ＭＭナイトランナーズ Ito　Yasuhiro

3183 加藤 佳英 福岡 室見川ＲＣ Kato　Yoshifusa

3184 賀来 邦之 埼玉 クラブR２東日本 Kaku　Kuniyuki

3185 櫻井 仁 茨城 茨城ジョガーズ Sakurai　Jin

3186 長江 麻衣子 東京 クラブR２東日本 Nagae　Maiko

3187 宮田 王惠 佐賀 クラブＲ２九州 Miyata　Kimiyasu

3188 山本 厚夫 大阪 クラブＲ２西日本 Yamamoto　Atsuo

3189 堀田 治彦 三重 クラブＲ２中日本 Hotta　Haruhiko

3190 藤原 旬一 兵庫 ユニバースポーツクラブ Fujiwara　Junichi

3191 谷川 真由子 東京 ＲＳＬＡＢ Tanikawa　Mayuko

3192 中谷 秀幸 大分 大分陸協 Nakaya　Hideyuki

3193 中原 薫 千葉 チームのぐちＲＣ Nakahara　Kaoru

3194 牧 有 福岡 筑豊陸上競技クラブ Maki　Tamotsu

3195 宮下 浩 東京 Ｔｅａｍ　Ｒ×Ｌ＋ Miyashita　Hiroshi

3196 島渕 香奈 神奈川 クラブＲ２東日本 Shimafuchi　Kana

3197 木戸 博明 福岡 大濠ランナーズ Kido　Hiroaki

3198 江頭 大輔 熊本 熊本 Egashira　Daisuke

3199 竹花 光彦 長野 松本市陸協 Takehana　Mitsuhiko

3200 志田 浩章 東京 東京陸協 Shida　Hiroaki　

3201 志水 秀治 愛知 愛知陸協 Shimizu　Hideharu

3202 島崎 剛 埼玉 埼玉陸協 Shimazaki　Go

3203 金坂 章一 東京 港区陸協 Kanesaka　Shoichi

3204 齋藤 直也 兵庫 姫路市陸協 Saito　Naoya

3205 山崎 哲也 熊本 熊本陸協 Yamasaki　Tetsuya

3206 佐藤 哲也 東京 ポポロＡＣ Sato　Tetsuya

3207 北川 吉隆 東京 東京陸協 Kitagawa　Yoshitaka

3208 村上 英雄 兵庫 大分ＵＭＣ Murakami　Hideo

3209 末松 克輝 千葉 千葉陸協 Suematsu　Katsuki

3210 横山 隆志 山口 クラブＲ２西日本 Yokoyama　Takashi

3211 杉慰 諭 滋賀 滋賀マスターズＡＣ Sugii　Satoshi

3212 吉田 英彦 東京 湘南ランニングクラブ Yoshida　Hidehiko

3213 小笹 泰宏 北海道 クラブＲ２北海道 Ozasa　Yasuhiro

3214 佐藤 賢治 大分 別府マラソンクラブ Sato　Kenji

3215 鈴木 純子 東京 東京陸協 Suzuki　Junko



3216 中島 孝 大阪 淀川ランナーズ Nakajima　Takashi

3217 秋成 孝 大阪 チームＫ Akinari　Takashi

3218 紫垣 輝光 熊本 Ｒｉｓｅ熊本 Shigaki　Terumitsu

3219 森岡 洋 静岡 茨城ジョガーズ Morioka　Hiroshi

3220 黄 愛 大分 家島ランナーズ Ko　Ai

3221 徳田 広信 福岡 福岡陸協 Tokuda　Hironobu

3222 賀美 喜代美 茨城 茨城ジョガーズ Kami　Kiyomi

3223 松本 和恵 福岡 福岡陸協 Matsumoto　Kazue

3224 林 清尊 岡山 岡山陸協 Hayashi　Kiyotaka

3225 有木 康志 埼玉 クラブＲ２東日本 Ariki　Yasushi

3226 桜井 健一郎 神奈川 平塚市陸協 Sakurai　Kenichiro

3227 舟橋 静香 愛知 クラブＲ２中日本 Funabashi　Shizuka

3228 井戸根 裕之 東京 ＡＳＲＣ Idone　Hiroyuki

3229 中前 道明 大阪 北摂を走ろう Nakamae　Michiaki

3230 岡部 智洋 埼玉 日テレＪＣ Okabe　Tomomi

3231 藤井 理恵子 大阪 Ｆｒｅｅｍａｘ Fujii　Rieko

3232 小木曽 靖子 愛知 鈴木ランニングクラブ Kogiso　Yasuko

3233 小野 朋二郎 兵庫 ララ学園アスリートクラブ Ono　Tomojiro　

3234 一杉 岳春 神奈川 横浜並木走友会 Hitosugi　Takeharu

3235 中尾 孝浩 熊本 熊本陸協 Nakao　Takahiro

3236 田中 博幸 山口 宇部興産 Tanaka　Hiroyuki

3237 木村 真由美 石川 ジュピターランニングクラブKimura　Mayumi

3238 橋本 康弘 神奈川 ｅＡ東北 Hashimoto　Yasuhiro

3239 村上 時弘 東京 クラブＲ２東日本 Murakami Tokihiro　

3240 足立 哲也 愛知 クラブＲ２中日本 Adachi　Tetsuya

3241 宮下 剛 福岡 福岡陸協 Miyashita　Go

3242 神田 康太郎 大分 豊後大野市陸協 Kanda　Kotaro

3243 伊東 聖 福岡 うさおＲＣ Ito　Sei

3244 田原 健二 京都 京都陸協 Tahara　Kenji

3245 星野 裕幸 東京 東京陸協 Hoshino　Hiroyuki

3246 伊達 洋至 京都 京都陸協 Date　Hiroshi

3247 松葉 啓文 兵庫 クラブＲ２西日本 Matsuba　Hiromi

3248 相田 喜久夫 大分 大分陸協 Aida　Kikuo

3249 廣田 博己 山口 宇部興産 Hirota　Hiromi

3250 森本 健 福岡 本城陸上クラブ Morimoto　Takeshi

3251 野花 秀人 兵庫 日本製鉄広畑 Nohana　Hideto

3252 盛下 久和 石川 石川陸協 Morishita　Hisakazu

3253 山本 雅子 神奈川 Ｄｏｌｐｈｉｎｓ　ＹＲＴ Yamamoto　masako

3254 嶌村 友希 東京 ＮＴＴドコモ陸上部 Shimamura　Tomoki

3255 阿部 智光 大阪 大阪陸協 Abe　Tomomitsu

3256 斉藤 大将 東京 ＮＴＴデータアイ Saito　Daisuke

3257 土山 泰三 山口 下関市役所 Tsuchiyama　Taizo

3258 田畑 知法 大分 大分陸協 Tabata　Tomonori

3259 渡邊 貴裕 鹿児島 鹿児島狂犬夜走 Watanabe　Takahiro　

3260 織田 幸一 福岡 ＧＭＲＣ Oda　Koichi　

3261 渡邊 克己 大分 別府マラソンクラブ Watanabe　Katsumi

3262 増井 まり 大分 家島ランナーズ Masui　Mari　

3263 佐々木 力 福岡 福マラＲＣ Sasaki　Tsutomu

3264 佐藤 大紀 東京 クラブＲ２東日本 Sato　Daiki

3265 小島 正彦 東京 ｅＡ東京 Kojima　Masahiko

3266 岡口 喜彦 福岡 福マラＲＣ Okaguchi　Yoshihiko

3267 原田 晴美 東京 ニッポンランナーズ Harada　Harumi

3268 山口 信彦 大分 大分陸協 Yamaguchi　Nobuhiko

3269 今川 敬 大阪 吹田ヘルス Imagawa　Kei

3270 三浦 忠洋 大分 大分陸協 Miura　Tadahiro

3271 石原 栄子 大阪 クラブＲ２西日本 Ishihara　Eiko

3272 山下 亮一 神奈川 海老名市陸協 Yamashita　Ryoichi

3273 江田 俊輔 広島 広島陸協 Eda　Shunsuke

3274 原 修司 福岡 福岡陸協 Hara　Shuji



3275 今野 智仁 東京 東京陸協 Konno　Tomohito

3276 根本 和明 神奈川 横浜市陸協 Nemoto　Kazuaki

3277 黄田 立文 東京 ＭＤＫ４７ Koda　Ritsubun

3278 岸 正恵 東京 東京陸協 Kishi　Masae

3279 井上 健一 福岡 Ｔｅａｍ　Ｒ×Ｌ＋ Inoue　Kenichi

3280 佐々木 孝 大阪 Ｆｒｅｅｍａｘ Sasaki　Takashi

3281 御手洗 利彦 大分 大分陸協 Mitarai　Tosihiko

3282 庄内 菜穂子 東京 ｅＡ東京 Shonai　Naoko

3283 猪原 明子 東京 横浜市陸協 Ihara　Akiko

3284 鈴木 立行 千葉 チームのぐちＲＣ Suzuki　Tatsuyuki

3285 小高 悠 千葉 ニッポンランナーズ Odaka　Yu

3286 植田 達也 兵庫 クラブＲ２中日本 Ueda　Tatsuya

3287 東 利司雄 東京 アトミクラブ Azuma　Toshio

3288 高橋 信一郎 東京 クラブＲ２東日本 Takahashi　Shinichiro

3289 金織 豊 広島 東京陸協 Kanaori　Yutaka

3290 木村 信夫 山口 防府市陸協 Kimura　Nobuo

3291 宮村 信博 熊本 熊本てれっとＵＭＣ Miyamura　Nobuhiro

3292 工藤 英信 大分 竹田市陸協 Kudou　Hidenobu

3293 乾 隆政 神奈川 横浜市陸協 Inui　Takamasa

3294 下國 達志 北海道 クラブＲ２北海道 Shimokuni　Tatsushi

3295 澤木 大介 千葉 成田陸協 Daisuke　Sawaki

3296 脇坂 隆之 岡山 Ｒｏｃｋ ＲＵＮ Wakisaka　Takayuki

3297 川野 康治 大分 大分陸協 Kawano　Koji

3298 木和田 雅朗 大阪 あすリードRC大阪 Kiwada　Masaaki

3299 山田 裕彦 兵庫 クラブＲ２西日本 Yamada　Yasuhiko

3300 島田 有美子 大阪 岸和田健康クラブ Shimada　Yumiko

3301 山田 徹 福岡 福岡陸協 Yamada　Tetsu

3302 千葉 啓輔 東京 東京陸協 Chiba　Keisuke

3303 町田 宗一郎 熊本 熊本てれっとウルトラ Machida　Soichiro

3304 阿久澤 隆 東京 ＥＬＤＯＲＥＳＯラン Akuzawa　Takashi

3305 塩月 裕士 大分 大分陸協 Shiotsuki　Yuji　

3306 南 啓次郎 滋賀 滋賀陸協 Minami　Keijiro

3307 岩田 行弘 愛知 愛知陸協 Iwata　Yukihiro

3308 和田 雅臣 大分 大分陸協 Wada　Masaomi

3309 荒川 雅文 宮崎 ＵＦ Arakawa　Masafumi

3310 杉町 善徳 福岡 福マラＲＣ Sugimachi　Yoshinori

3311 小森 善仁 東京 東京陸協 Komori　Yoshihito

3312 酒木 真知 大阪 吹田ヘルス Sakaki　Machi

3313 近藤 慎也 京都 京ＲＵＮ走 Kondo　Shinya

3314 重藤 幸子 大分 日田市陸協 Sigefuji　Sachiko

3315 宇野 康輝 大阪 ランスポットＲＣ Uno　Koki

3316 大巾 茂樹 東京 ＭＢＲＣ Ohaba　Shigeki

3317 出口 靖 福岡 福岡マラＲＣ Yasushi　Ideguchi

3318 岩井 厚志 千葉 クラブＲ２東日本 Iwai　Atsushi

3319 金子 達也 千葉 クラブＲ２東日本 Kaneko　Tatsuya　

3320 上村 篤弘 福岡 福岡陸協 Uemura　Atsuhiro

3321 明上 卓也 北海道 クラブＲ２北海道 Myojo　Takuya

3322 西浜 悟史 東京 東京陸協 Nishihama　Satoshi

3323 泉 祐介 東京 東京陸協 Izumi　Yusuke

3324 亀井 康司 香川 クラブＲ２西日本 Kamei　Koji

3325 津田 寛司 茨城 茨城陸協 Tsuda　Hiroshi

3326 小野 竜一 大分 大分陸協 Ono　Ryuichi

3327 水川 あさみ 東京 ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ Mizukawa Asami

3328 吉光 正則 大阪 ランコネ Yoshimitsu　Masanori

3329 今山 健二 神奈川 三浦郡陸協 Imayama　Kenji

3330 鈴木 文吾 神奈川 ランビッツ Suzuki　Bungo

3331 石倉 実 福岡 福マラＲＣ Ishikura　Minoru

3332 戸井 麻里子 埼玉 埼玉陸協 Toi　Mariko

3333 小田 昌彦 兵庫 神戸市陸協 Oda　Masahiko



3334 鈴木 昭人 神奈川 駒沢公園ジョギングクラブ Suzuki　Akihito

3335 山田 寛一郎 東京 ＰＢ　Ｒ＆Ｔ Yamada　Kanichiro

3336 江崎 光世 愛知 中馬塾 Esaki　Mitsuyo

3337 打越 一幸 熊本 FORMULA K Uchikoshi　Kazuyuki

3338 橋本 典尚 大分 宇佐市陸協 Hashimoto　Norihisa

3339 鈴木 正勝 埼玉 東京陸協 Suzuki　Masakatsu

3340 山中 伸弥 大阪 大阪陸協 Yamanaka　Shinya

3341 小島 達也 東京 アクシアン Kojima　Tatsuya

3342 太田 茜 愛知 尾張旭ランニングクラブ Ota　Akane

3343 福永 剛 大分 大分陸協 Fukunaga　Tsuyoshi

3344 米田 賀一 大阪 クラブＲ２西日本 Yoneda　Kaichi

3345 中村 太郎 千葉 浦安ランナーズ Nakamura　Taro

3346 白戸 彩子 東京 東京陸協 Shirato　Ayako

3347 嶋岡 俊夫 奈良 奈良陸協 Shimaoka　Toshio

3348 前田 昌一 兵庫 クラブＲ２西日本 Maeda　Shoichi

3349 荒澤 幹康 大阪 クラブＲ２西日本 Arasawa　Yoshinori

3350 宝亀 秀光 福岡 福岡陸協 Houki　Hidemitsu

3351 重谷 武宏 千葉 千葉陸協 Omotani　Takehiro

3352 照本 明 大阪 大阪陸協 Terumoto　Akira

3353 小野 正美 大分 大分陸協 Ono　Masami

3354 平野 征二 大分 大分陸協 Hirano　Seiji

3355 九津見 洋 大阪 Ｆｒｅｅｍａｘ Kutsumi　Hiroshi

3356 菊地 裕太 神奈川 ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ Kikuchi　Yuta

3357 高橋 良平 神奈川 横浜市陸協 Takahashi　Ryohei

3358 小川 健一 大分 大分陸協 Ogawa　Kenichi

3359 徳重 卓史 愛知 愛知陸協 Tokushige　Takashi

3360 矢島 達也 長野 クラブＲ２中日本 Yajima　Tatsuya

3361 榎本 薫 兵庫 サウルスジャパン Enomoto　Kaoru

3362 矢野 淳二 大分 大分陸協 Yano　Junji

3363 岩崎 克治 東京 ＲＳＬＡＢ Iwasaki　Katsuji

3364 野依 義之 福岡 福岡陸協 Noyori　Yoshiyuki

3365 飯沼 慶二 東京 東京陸協 Iinuma　Keiji

3366 請川 亙 山口 周南 Ukegawa　Wataru

3367 徃西 浩司 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Onishi　Koji

3368 伊久美 早利 福岡 福岡陸協 Ikumi　Satoshi

3369 渡部 勇 愛知 クラブＲ２中日本 Watabe　Isamu

3370 上田 祐大 埼玉 東京地下鉄 Ueda　Masahiro

3371 金井 恵宏 埼玉 埼玉陸協 Kanai　Yoshihiro

3372 梅津 裕一郎 埼玉 埼玉陸協 Umezu　Yuichiro

3373 島村 健 福岡 福岡陸協 Shimamura　Takeshi

3374 福田 六花 山梨 リスタート Fukuda　Rikka

3375 松塚 百合恵 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Matusyzuka　Yurie

3376 杉山 敏郎 神奈川 クラブＲ２中日本 Sugiyama　Toshiro

3377 戸高 隆 大分 大分陸協 Todaka　Takashi

3378 長尾 貴幸 大分 大分陸協 Nagao　Takayuki

3379 岩田 恭典 大阪 クラブＲ２西日本 Iwata　Yasunori

3380 吉川 ひとみ 愛知 クラブＲ２中日本 Yoshikawa　Hitomi

3381 須藤 達雄 千葉 千葉陸協 Sudo　Tatsuo

3382 野瀬 浩二 福岡 フリーダムＲＣ Nose　Koji

3383 前川 真輝 大分 大分陸協 Maekawa　Masateru

3384 渡邉 聖吾 静岡 クラブＲ２東日本 Watanabe　Shogo

3385 三戸 良彦 神奈川 クラブＲ２東日本 Yoshihiko　Sando

3386 小林 聡 愛知 クラブＲ２中日本 Kobayashi　Satoshi

3387 中村 亮太 埼玉 埼玉県庁 Nakamura　Ryota

3388 野口 幹雄 長崎 長崎市陸協 Noguchi　Mikio

3389 木付 二葉 大分 速見駅伝 Kitsuki　Futaba

3390 青木 浩一 福岡 ガチＲＵＮ Aoki　Koichi

3391 佐藤 千鶴 大分 家島ランナーズ Sato　Chizuru

3392 河島 巌 兵庫 神戸市陸協 Kawashima　Iwao



3393 磯野 周平 東京 ウルトラプロジェクト Isono　Shuhei　

3394 小野 浩美 東京 ポポロＡＣ Ono　Hiromi

3395 池崎 市弥 鹿児島 鹿児島陸協 Ikezaki　Ichiya

3396 前田 誠 福岡 クラブＲ２九州 Maeda　Makoto

3397 岡田 隆博 愛媛 愛媛陸協 Okada　Takahiro

3398 梶谷 征広 大分 大分陸協 Kajitani　Masahiro

3399 冨田 高重 青森 弘前公園ＲＣ Tomita　Takashige

3400 三井 純一 東京 東京陸協 Mitsui　Junichi

3401 春日 弘章 埼玉 埼玉陸競 Kasuga　Hiroaki

3402 松田 淳一 山口 防府市陸協 Matsuda　Junichi

3403 津田 博子 岩手 盛岡市陸協 Tsuda　Hiroko

3404 佐伯 裕之 埼玉 クラブＲ２東日本 Saheki　Hiroyuki

3405 竹内 茂雄 東京 東京陸協 Takeuchi　Shigeo

3406 東屋 千由里 広島 三原市陸協 Azumaya　Chiyuri

3407 永嶺 美那子 兵庫 神戸市陸協 Nagamine　Minako

3408 三浦 正道 福岡 福岡陸協 Miura　Masamichi

3409 安藤 瑞枝 愛知 中馬塾 Andou　Mizue

3410 山岸 賢一 愛知 リップル Yamagishi　Kenichi

3411 毛利 さつき 愛知 中馬塾 Mori　Satsuki

3412 手嶋 和彦 大分 ランニングチーム別府 Teshima　Kazuhiko

3413 中嶋 健一 福岡 Eランナーズ Nakashima　Kenichi

3414 木村 麻里 東京 ウルトラプロジェクト Kimura　Mari

3415 齋藤 記代 栃木 栃木陸協 Saito　Noriyo

3416 岩崎 誠 大分 大分陸協 Iwasaki　Makoto

3417 塚原 高志 埼玉 月まで走ろう会 Tsukahara　Takashi

3418 今江 健 滋賀 滋賀陸協 Imae　Ken

3419 山本 克己 愛知 クラブＲ２中日本 Yamamoto　Katsumi

3420 高野 仁志 大分 大分陸協 Takano　Hitoshi

3421 古屋 隆 山口 山口市陸協 Furuya　Takashi

3422 植木 香 神奈川 ＴＲＡＣＫ東京 Ueki　Kaori

3423 小田 秀樹 東京 東京陸協 Oda　Hideki

3424 松井 徳行 愛知 エンジン技術部 Matsui　Noriyuki

3425 星乃 洋明 熊本 ＡＲＣ東京 Hoshino　Hiroaki　

3426 成重 晃子 福岡 ガチＲＵＮ Narishige　Akiko

3427 徳永 修二 福岡 福岡陸協 Tokunaga　Shuji

3428 酒井 宏介 大分 大分陸協 Sakai　Hirosuke

3429 鈴木 英至 三重 三重陸協 Suzuki　Eishi

3430 北野 賢治 大阪 大阪陸協 Kitano　Kenji

3431 南埜 一 大阪 ＬＩＧＮＹＴＥ．Ｒ Minamino　Hajime

3432 北 哲雄 福井 クラブＲ２中日本 Kita　Tetuo

3433 林 真琴 香川 クラブＲ２西日本 Hayashi　Makoto

3434 丸山 好英 愛知 ｉｎｔｅｒｌａｋｅｎ Maruyama　Yoshihide

3435 伊藤 由美子 熊本 熊本てれっと Ito　Yumiko

3436 利根川 雅久 東京 ＳＷＡC Tonegawa　Masahisa

3437 山本 聖史 山口 山口市役所 Yamamoto　Kiyoshi

3438 赤堀 佑介 東京 東京陸協 Akahori　Yusuke

3439 五ノ谷 清一 大分 大分陸協 Gonotani　Seiichi

3440 佐野 裕樹 山梨 山梨陸協 Sano　Yuuki

3441 西出 良美 三重 鹿族 Nishide　Yoshimi

3442 後藤 綾 大分 大分ウルトラマラソンクラブGoto　Aya

3443 加々美 朗子 東京 東京陸連 Kagami　Akiko

3444 田中 久美子 福岡 福岡陸協 Tanaka　Kumiko

3445 竹嶌 信之 愛知 クラブR2中日本 Takeshima　Nobuyuki

3446 島 優子 東京 ＴＲＡＣＫ東京 Shima　Yuko

3447 池田 健二 静岡 三島市役所陸上競技部 Ikeda　Kenji

3448 岡本 武宏 神奈川 クラブＲ２東日本 Okamoto　Takehiro

3449 奥貫 恭行 栃木 栃木陸協 Okunuki　Yasuyuki

3450 山本 剛弘 東京 ｅＡ東京 Yamamoto　Yoshihiro

3451 片岡 雅彦 東京 東京陸協 Kataoka　Masahiko



3452 堀江 昌之 千葉 ニッポンランナーズ Horie　Masayuki

3453 多賀野 泰之 京都 太陽が丘ＪＣ Tagano　Yasuyuki

3454 伊藤 昌彦 福岡 福岡陸協 Ito　Masahiko

3455 濱田 浩子 山口 海響AC hamada　hiroko

3456 津守 拓也 福岡 福岡陸協 Tsumori　Takuya

3457 玉岡 由美 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Tamaoka　Yumi

3458 櫻井 貢 大分 大分陸協 Sakurai　Mitsugu

3459 杉田 賢造 東京 東京陸上競技会 Sugita　Kenzo

3460 浦田 英明 福岡 福岡陸協 Urata　Hideaki

3461 柳井 聡義 大分 大分マスターズ Yanai　Akiyoshi

3462 内那 洋介 大分 竹田市陸協 Uchina　Yousuke

3463 鈴木 慎太郎 千葉 ＴＢＲＣ Suzuki　Shintaro

3464 塩川 徳 宮崎 延岡マラソンクラブ Shiokawa　Megumi

3465 今村 菜津子 神奈川 クラブＲ２東日本 Imamura　Natsuko

3466 川西 努 大阪 あすリードRC Kawanishi　Tsutomu

3467 秦 栄士 大分 家島ランナーズ Hata　Eiji

3468 飯尾 健 神奈川 川崎市陸協 Iio　Ken

3469 榊原 賢一 大分 大分陸協 Sakakihara　Kenichi

3470 田中 肇 大阪 クラブＲ２中日本 Tanaka　Hajime

3471 本城 一夫 京都 クラブＲ２西日本 Honjo　Kazuo

3472 山本 雅英 東京 東京陸協 Yamamoto　Masahide

3473 桜沢 有沙 神奈川 ＳＨＵＲＵＮ Sakurazawa　Arisa

3474 田畑 慎也 静岡 えもと塾 Tabata　Shinya

3475 福島 岳志 神奈川 横浜市陸協 Fukushima　Takashi

3476 河原 晴明 大分 大分陸協 Kawahara　Haruaki

3477 庄田 真人 神奈川 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Shoda　Masato

3478 大澤 良 福岡 福岡陸協 Osawa　Ryo

3479 今冨 美穂 大分 大分陸協 Imatomi　Miho

3480 青山 尚樹 千葉 走るキャベツ Aoyama　Naoki

3481 角田 和義 山口 出光興産徳山 Kakuda　Kazuyoshi

3482 大沢 朋絵 茨城 牛久走友会 Osawa　Tomoe

3483 金田 裕介 大分 大分陸協 Kaneda　Yusuke

3484 片山 雅也 三重 クラブＲ２中日本 Katayama　Masaya

3485 尾方 優作 千葉 ＧＡＺＥＬＬＥ Ogata　Yusaku

3486 真継 成子 神奈川 Ｕ．Ｒ．Ｃ Matsugu　Shigeko

3487 平木 啓愛 大阪 三菱電機紅菱会 Hiraki　Hirochika

3488 下野 英一郎 京都 京都陸協 Shimono　Eiichiro

3489 若松 博樹 千葉 千葉マスターズ Wakamatsu　Hiroki

3490 笹田 雅彦 神奈川 明走会 Sasada　Masahiko

3491 松田 拓朗 福岡 福岡陸協 Matsuda　Takuro

3492 千葉 淳 宮城 宮城陸協 Chiba　Jun

3493 宮本 博昭 富山 富山陸協 Miyamoto　Hiroaki

3494 東 浩三 大阪 あすリードＲＣ大阪 Azuma　Hiromitsu

3495 橘高 祐二 大分 大分陸協 Kittaka　Yuji

3496 金村 高雄 熊本 Ｒｉｓｅ熊本 Kanemura　Takao

3497 柴田 伸也 広島 クラブＲ２中日本 Shibata　Shinya

3498 西田 雅彦 大阪 クラブＲ２西日本 Nishida　Masahiko

3499 井根 健 兵庫 大阪陸協 Ine　Takeshi

3500 瀧地 秀明 兵庫 クラブＲ２中日本 Takichi　Hideaki

3501 日野 竜也 福岡 福岡陸協 Hino　Tatsuya　

3502 稲葉 仁志 北海道 クラブＲ２北海道 Inaba　Hitoshi

3503 市川 博明 東京 東京陸協 Ichikawa　Hiroaki

3504 北野 勉 兵庫 兵庫陸協 Kitano　Tsutomu

3505 佐藤 正樹 熊本 ＢＥＬＩＥＶＥ Sato　Masaki

3506 増田 愛子 東京 クラブＲ２東日本 Masuda　Aiko

3507 岩澤 嘉一 岡山 岡山陸協 Iwasawa　Yoshikazu

3508 魚尾 英生 埼玉 万葉健友会 Uoo　Hideki

3509 岡田 法臣 大阪 クラブＲ２西日本 Okada　Noriomi

3510 濵川 芳和 京都 ＮＫＫ大阪ＷＩＮＤ Hamakawa　Yoshikazu



3511 早川 満 宮城 宮城陸協 Hayakawa　Mitsuru

3512 藤田 理絵 大分 別府マラソンクラブ Fujita　Rie

3513 西 大地 長崎 クラブＲ２九州 Nishi　Daichi

3514 宮田 篤郎 鹿児島 鹿児島陸協 Miyata　Atsuro

3515 甲斐田 美紀 東京 NEC三田陸上部 Kaida　Miki

3516 熊野 貴史 福岡 福岡陸協 Kumano　Takafumi

3517 池 政志 京都 京都マスターズ Ike　Seiji

3518 井下 三紀夫 熊本 三井化学 Ishita　Mikio

3519 野尻 慎一 大分 大分ウルトラマラソンクラブNojiri　Shinichi

3520 猪野 正則 宮城 宮城陸協 Ino　Masanori

3521 前山 隼人 岡山 歩いていこう Maeyama　Hayato

3522 若宮 恵理子 東京 Ｊアスリーツ Wakamiya　Eriko

3523 本多 広和 東京 東京陸協 Honda　Hirokazu

3524 田上 貴之 神奈川 クラブＲ２中日本 Tagami　Takayuki

3525 滝谷 雅司 大阪 クラブＲ２西日本 Takitani　Masashi

3526 池永 千秋 大分 大分陸協 Ikenaga　Chiaki

3527 野口 徹 東京 アトミクラブ Noguchi　Toru

3528 古賀 裕二 福岡 クラブＲ２九州 Koga　Yuji

3529スキャンラン 百合子 兵庫 神戸市陸協 Scanlan　Yuriko

3530 狭間 秀明 広島 クラブＲ２中日本 Hazama　Hideaki

3531 高嶋 健 福岡 福岡陸協 Takashima　Takeshi

3532 平田 実 兵庫 明石大橋ＡＣ Hirata　Minoru

3533 松本 信之 新潟 新潟市陸協南エリア Matsumoto　Nobuyuki

3534 ジェイコール 裕子 東京 ＲｕｎＷａｖｅ Jeacle　Yuko

3535 副島 玉恵 福岡 福岡陸協 Soejima　Tamae

3536 熊谷 学 宮城 宮城陸協 Manabu　Kumagai

3537 宮本 明 東京 ＲｕｎＷａｖｅ Miyamoto　Akira

3538 川島 敦陽 福岡 大濠ランナーズ Kawashima　Atsuo

3539 佐々木 昭彦 大分 大分陸協 Sasaki　Akihiko

3540 水野 基純 愛知 クラブＲ２中日本 Mizuno　Motozumi

3541 馬場 健 福岡 クラブＲ２九州 Baba　Takeshi　

3542 遠山 和彦 青森 青森陸協 Toyama　Kazuhiko

3543 岡野 健 愛知 クラブＲ２中日本 Okano　Takeshi

3544 戸土 光徳 愛知 クラブＲ２中日本 Todo　Mitsunori

3545 鈴木 正 新潟 新潟市陸協 Suzuki　Tadashi

3546 中島 新一 福岡 福岡陸協 Nakashima　Shinichi

3547 五十嵐 治 北海道 札幌陸協 Igarashi　Osamu

3548 大高 淳 埼玉 ウルトラプロジェクト Otaka　Jun

3549 中野 敦 福岡 ＧＭＲＣ Nakano　Atsushi

3550 佐藤 史子 東京 東京陸協 Sato　Fumiko

3551 高木 勝二 兵庫 神戸市水道局 Takagi　Katsuji

3552 浜崎 美鶴 茨城 笠松走友会 Hamasaki　Mitsuru

3553 立川 英治 福岡 クラブＲ２九州 Tatsukawa　Eiji

3554 筧 秀介 大阪 大阪陸協 Kakei　Shusuke

3555 山田 真治 東京 山田真治税理士事務所 Yamada　Shinji

3556 園田 賢志 大分 大分陸協 Sonoda　Kenji

3557 工藤 敦子 静岡 ｅＡ静岡 Kudo　Atsuko

3558 園田 隆洋 大分 大分陸協 Sonoda　Takahiro　

3559 土井 隆史 京都 クラブＲ２西日本 Doi　Takashi

3560 菊地 敏男 長野 ポポロＡＣ Kikuchi　Toshio

3561 豊原 治彦 福井 坂井ランナーズ Toyohara　Haruhiko

3562 中間 和朝 沖縄 沖縄陸協 Nakama　Kazutomo

3563 房崎 孔明 大分 大分陸協 Fusazaki　Komei

3564 小杉 史彦 東京 東京陸協 Kosugi　Fumihiko

3565 岩井 信孝 東京 東京陸協 Iwai　Nobutaka

3566 平澤 哲 神奈川 神奈川Ｍ Hirasawa　Akira

3567 空谷 スワ子 長崎 ＯＭＲＣ Soratani　Suwako

3568 石元 理恵子 千葉 ウィング・アスリートクラブIshimoto　Rieko

3569 國﨑 圭一 福岡 脚膝倶楽部 Kunizaki　Keiichi



3570 花房 幸司 大阪 大阪市役所 Hanafusa　Koji

3571 瀬戸崎 毅 東京 東京陸協 Setozaki　Takeshi

3572 長岡 淳一 大分 大分陸協 Nagaoka　Junichi

3573 花宮 久夫 大分 大分陸協 Hanamiya　Hisao

3574 樋口 行人 山口 ＬＡＣ Higuchi　Yukito

3575 村上 博秋 大分 大分陸協 Murakami　Hiroaki

3576 石川 大介 長崎 長崎市陸協 Ishikawa　Daisuke

3577 冨永 里実 千葉 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Tominaga　Satomi

3578 江波戸 康志 神奈川 横浜市陸協 Ebato　Yasushi

3579 植田 久一 高知 高知県庁ランニングクラブ Ueta　Kyuuichi

3580 坪根 健 福岡 香春町役場ＲＣ Tsubone　Takeshi

3581 平井 利文 福岡 関門ランニングプロジェクトHirai　Toshifumi

3582 辻野 一郎 大阪 大阪陸協 Tsujino　Ichiro

3583 高橋 義輝 広島 尾道市陸協 Takahashi　Yoshiteru

3584 高橋 俊英 滋賀 チームサンタ Takahashi　Toshihide

3585 佐藤 夕子 東京 さいたま走友会 Satoh　Yuko

3586 福田 智雪 福岡 ガチＲＵＮ Fukuda　Tomoyuki

3587 岡部 英樹 千葉 チーム新舞子 Okabe　Hideki　

3588 黒石 龍一郎 福岡 福岡陸協 Kuroishi　Ryuichiro

3589 髙橋 佳那 大阪 千里ランランクラブ Takahashi　Kana

3590 照井 美和 東京 東京陸協 Terui　Miwa

3591 松下 慎 福岡 ゼロベース福岡 Matsushita　Makoto

3592 生方 健 山口 山陽小野田市陸協 Ubukata　Takeshi

3593 小野 晃稔 大分 大分陸協 Ono　Akitoshi

3594 棟近 幸 北海道 クラブＲ２北海道 Munechika　Miyuki

3595 岡田 良一 神奈川 横浜市陸協 Okada　Ryoichi

3596 中田 修裕 静岡 静岡陸協 Nakada　Nobuhiro

3597 藤本 慎司 愛知 クラブＲ２中日本 Fujimoto　Shinji

3598 早坂 篤 宮城 宮城陸協 Hayasaka　Atsushi

3599 加藤 純二 埼玉 埼玉陸協 Kato　Junji

3600 安部 知子 大分 別府マラソンクラブ Abe　Tomoko

3601 中嶋 南紀 大阪 ＥＥＹＡＮ Nakashima　Nanki

3602 大山 弘幸 兵庫 武庫川スポーツクラブ Oyama　Hiroyuki

3603 飯久保 幸彦 愛知 安城快足ＡＣ Iikubo　Yukihiko

3604 河本 忠 岡山 岡山陸協 Kawamoto　Tadashi

3605 清水 雅夫 千葉 チームのぐちＲＣ Shimizu　Masao

3606 七楽 剛 大分 大分陸協 Naraku　Go

3607 赤平 康之 東京 リスタート Akahira　Yasuyuki

3608 上野 良子 東京 東京陸協 Ueno　Ryoko

3609 藤橋 正則 滋賀 滋賀陸協 Fujihashi　Masanori

3610 永濵 英樹 兵庫 芦屋市陸協 Nagahama　Hideki

3611 引地 伸嘉 兵庫 チーム壁 Hikichi　Nobuyoshi

3612 内野 貴之 東京 東京陸協 Uchino　Takayuki

3613 藤 喜久雄 大阪 チームＫ Fuji　Kikuo

3614 田中 祐輔 大分 大分陸協 Tanaka　Yusuke

3615 斎藤 聡 東京 東京陸協 Saito　Satoru

3616 竹下 誠二 千葉 千葉陸協 Takeshita　Seiji

3617 天野 みなみ 埼玉 埼玉陸協 Minami　Amano

3618 小熊 満代 広島 ＳＡＴ Koguma　Mitusyo

3619 今田 和美 東京 東京陸協 Konda　Kazumi

3620 鴨田 哲彰 東京 ＲｕｎＦｉｅｌｄ Kamota　Tetsuaki

3621 西島 哲哉 東京 Ｒｕｎｂｂｉｔｓ Nishijima　Tetsuya

3622 尾前 真紀 千葉 ウルトラプロジェクト Ozaki　Maki

3623 赤羽 知佳 大分 ＲＴ別府 Akahane　Chika

3624 小原 謙二 広島 三次市陸協 Kobara　Kenji

3625 元木 政道 神奈川 クラブＲ２東日本 Motoki　Masamichi

3626 井上 睦夫 山口 山口陸協 Inoue　Mutsuo

3627 馬場 宏 大阪 クラブＲ２中日本 Baba　Hiroshi

3628 奥野 有紀子 大阪 淀屋橋走年団 Yukiko　Okuno



3629 田中 まり子 東京 クラブＲ２東日本 Tanaka　Mariko

3630 川口 晃生 神奈川 目黒区陸協 Kawaguchi　Akio

3631 栗林 良 大分 大分県庁 Kuribayashi　Ryou

3632 高島 朗 東京 ｅＡ東京 Takashima　Akira

3633 阿部 聖司 大分 クラブＲ２九州 Abe　Satoshi

3634 松尾 善博 大分 大分陸協 Matsuo　Yoshihiro

3635 西川 輝幸 佐賀 クラブＲ２九州 Nishikawa　Teruyuki

3636 鈴木 教義 東京 武蔵野市陸協 Suzuki　Noriyoshi

3637 岡田 実 福岡 クラブＲ２九州 Okuda　Minoru

3638 平野 亮 福岡 福マラＲＣ Hirano　Akira

3639 朝本 和史 千葉 千葉陸協 Asamoto　Kazufumi

3640 池田 尚文 大分 大分陸協 Ikeda　Naohumi

3641 中村 民子 大阪 大阪 Nakamura　Tamiko

3642 関 一孝 東京 東京陸協 Seki　Kazunori

3643 茂松 直之 東京 駒沢公園ジョギングクラブ Shigematsu　Naoyuki

3644 江藤 周造 大分 大分陸協 Eto　Shuzo

3645 大下 雅樹 大阪 大阪陸協 Oshita　Masaki　

3646 犬竹 浩晴 東京 東京陸協 Inutake　Hiroharu

3647 福湯 広喜 大分 大分陸協 Fukuyu　Hiroki

3648 小池 良治 栃木 栃木陸協 Koike　Yoshiharu

3649 中井 雅之 東京 東京陸協 Nakai　Masayuki

3650 仲西 孝夫 岡山 岡山陸協 Nakanishi　Takao

3651 衛藤 喜久男 大分 大分陸協 Eto　Kikuo

3652 米野 壽昭 大分 大分陸協 Meno　Toshiaki

3653 蛭田 優一 千葉 千葉陸協 Hiruta　Yuichi

3654 小澤 房恵 東京 東京陸協 Ozawa　Fusae

3655 桑畑 信也 宮崎 西都陸協 Kuwahata　Shinya

3656 板井 朗 大分 大分陸協 Itai　Akira

3657 原田 智紀 神奈川 クラブＲ２東日本 Harada　Tomonori

3658 井野 堅悟 福岡 福岡陸協 Ino　Kengo

3659 興梠 賢一 東京 東京陸連 Koroki　Kenichi

3660 原 美奈子 愛知 ＳＱＵＡＤ－Ｔ Hara　Minako

3661 萩原 知徳 静岡 ＳＭＩＬＥＹ Hagiwara　Tomonori

3662 廣野 一雄 東京 第一三共陸上部 Hirono　Kazuo

3663 坂本 真由美 大分 大分陸協 Sakamoto　Mayumi

3664 大沼 慎也 東京 慶大陸上同好会 Onuma　Shinya

3665 磯田 敦 宮城 たんぽぽRC Isoda　Atsushi

3666 真下 純一 東京 Ｔｅａｍ　Ｒ×Ｌ＋ Mashimo　Junichi

3667 山田 信太郎 鹿児島 山田水産 Yamada　Shintaro

3668 丹生 築 大分 クラブＲ２西日本 Niu　Kizuku

3669 篠崎 正弘 福岡 福マラＲＣ Shinozaki　Masahiro

3670 下司 剛 福岡 ＯＢＲＣ Geji　Tsuyoshi

3671 中野 広幸 大分 大分陸協 Nakano　Hiroyuki

3672 小原 隆夫 福岡 福岡陸協 Ohara　Takao

3673 田島 美穂 大阪 富山陸協 Tajima　Miho

3674 水谷 喜輝 岐阜 クラブＲ２中日本 Mizutani　Yoshiteru

3675 服部 亜希子 東京 東京陸協 Hattori　Akiko

3676 得冨 敬資 高知 高知陸上 Tokudomi　Keisuke

3677 森下 歩 埼玉 クラブＲ２東日本 Morishita　Ayumu

3678 田辺 保晴 東京 森ビル株式会社ランニ Tanabe　Yasuharu

3679 坂本 純子 大分 大分陸協 Sakamoto　Junko

3680 石井 健司 奈良 クラブＲ２西日本 Ishii　Kenji

3681 天野 薫子 埼玉 埼玉陸協 Amano　Kaoruko

3682 堤 晋也 福岡 小郡市陸協 Tsutsumi　Shinya

3683 河原 紗希 大分 大分陸協 Kawahara　Saki

3684 中田 博徳 奈良 奈良陸協 Nakata　Hironori

3685 高橋 聖史 京都 京　陸協 Takahashi　Kiyoshi

3686 生嶋 圭二 大阪 ＹＭＲＣ Ikushima　Keiji

3687 佐藤 祐樹 神奈川 酒ＲＵＮ Sato　Yuki



3688 本田 清和 新潟 新潟市陸協（南区） Honda　Kiyokazu

■カテゴリー４陸連未登録

3800 杉原 慶 熊本 Sugihara　Kei

3801 杉山 　彦 静岡 Sugiyama　Kunihiko

3802 山根 伸二 愛知 Yamane　Shinji

3803 近藤 剛 京都 Kondou　Tsuyoshi

3804 磯部 雅貴 福岡 Isobe　Masaki

3805 杉本 瑞樹 東京 Sugimoto　Mizuki　

3806 小野 烈 大分 Ono　Tsuyoshi

3807 坂本 裕二 神奈川 Sakamoto　Yuji

3808 今井 健太 広島 Imai　Kenta

3809 中野 力 東京 Nakano　Chikara

3810 松岡 太郎 兵庫 Matsuoka　Taro

3811 河田 晃 兵庫 Kawata　Akira

3812 中澤 啓 兵庫 Nakazawa　Kei

3813 松岡 貴博 熊本 Matsuoka　Takahiro

3814 大西 智史 大阪 Onishi　Satoshi

3815 久保 亮介 高知 Kubo　Ryosuke

3816 中山 稔 埼玉 Nakayama　Minoru

3817 中 正大 神奈川 Naka　Masahiro

3818 安藤 総一郎 愛知 Ando　Soichiro

3819 深田 智一 福岡 Fukata　Tomokazu

3820 野口 明 神奈川 Noguchi　Akira

3821 渡辺 直人 三重 Watanabe　Naoto

3822 足立 博武 鳥取 Adachi　Hirotake

3823 芦川 文彦 静岡 Ashikawa　Fumihiko

3824 水穂 明紀 兵庫 Mizuho　Akitoshi

3825 比田井 貴之 長野 Hidai　Takayuki

3826 矢野 道也 兵庫 Yano　Michiya

3827 岩沖 健悟 大阪 Iwaoki　Kengo

3828 中嶋 英樹 山口 Nakashima　Hideki

3829 山中 晋太郎 福岡 Yamanaka　Shintaro

3830 江藤 健一 兵庫 Eto　Kenichi

3831 田崎 佳之 山口 Tasaki　Yoshiyuki

3832 岡本 正樹 岡山 Okamoto　Masski

3833 貞森 慎二 広島 Sadamori　Shinji

3834 砂山 洸 石川 Sunayama　Kou

3835 吉藤 一貴 三重 Yoshifuji　Kazutaka

3836 山崎 芳和 愛知 Yamazaki　Yoshikazu

3837 愛甲 宏 愛知 Aikou　Hiroshi

3838 村上 正 熊本 Murakami　Tadashi

3839 布 佳久 山口 Nuno　Yoshihisa

3840 鈴木 隆志 北海道 Suzuki　Takashi

3841 三輪 聡 福岡 Miwa　Satoshi

3842 安井 健二 愛知 Yasui　Kenji

3843 吉田 剛 奈良 Yoshida　Takeshi　

3844 楠山 尚人 徳島 Kusuyama　Naoto

3845 馬場 真一 大分 Baba　Shinichi

3846 後藤 聡 愛知 Goto　Satoru　

3847 田中 陽 神奈川 Tanaka　Yo

3848 大谷 磨耶 東京 Otani　Maya

3849 足達 聖一 大分 Adachi　Seiichi

3850 鈴木 宏 東京 Suzuki　Hiroshi

3851 村上 晃央 東京 Murakami　Teruo

3852 大塚 真弘 京都 Otsuka　Masahiro

3853 神元 雄樹 福岡 Kamimoto　Yuki

3854 音峰 利隆 大阪 Otomine　Toshitaka

3855 清水 晃 東京 Shimizu　Ko

3856 上原 将男 兵庫 Uehara　Masao



3857 喜多村 恭 兵庫 Kitamura　Yasushi

3858 金澤 崇 神奈川 Kanazawa　Takashi

3859 森岡 大智 東京 Morioka　Hirotomo

3860 一堂 啓介 東京 Ichido　Keisuke　

3861 横山 圭吾 福岡 Yokoyama　Keigo

3862 小野 朋朗 福岡 Ono　Tomoaki

3863 天野 悟 神奈川 Amano　Satoru

3864 木田 圭介 大阪 Kida　Keisuke

3865 余田 暁 兵庫 Yoden　Satoshi

3866 亀井 栄一 大分 Kamei　Eiichi

3867 鷲澤 幸一 長野 Washizawa　Koichi

3868 奥山 吉秋 東京 Okuyama　Yoshiaki

3869 栗原 浩幸 神奈川 Kurihara　Hiroyuki

3870 山下 知己 北海道 Yamashita　Tomomi

3871 南 真人 東京 Minami　Makoto

3872 日隈 克彦 福岡 Higuma　Katsuhiko

3873 中田 吉郎 大阪 Nakata　Yoshiro

3874 森園 裕輝 広島 Morizono　Yuki

3875 佐藤 教人 東京 Sato　Norihito

3876 青柳 英司 栃木 Aoyagi　Eiji

3877 東元 恒明 愛知 Tomoto　Tsuneaki

3878 太田 貴之 佐賀 Ota　Takayuki

3879 奥泉 有信 千葉 Okuizumi　Arinobu

3880 福崎 奈々 福岡 Fukuzaki　Nana

3881 天野 淳一 東京 Amano　Junichi

3882 野口 仁史 埼玉 Noguchi　Hitoshi

3883 武内 聖憲 大分 Takeuchi　Kiyonori

3884 山縣 孝弘 東京 Yamagata　Takahiro

3885 高橋 拓也 兵庫 Takahashi　Takuya

3886 高橋 立志 千葉 Takahashi　Ritsushi

3887 吉元 哲兵 沖縄 Yoshimoto　Teppei

3888 高野 嘉久 大分 Takano　Yoshihisa

3889 筒井 侑哉 大阪 Tsutsui　Yuya

3890 土井 貴洋 福岡 Doi　Takahiro

3891 森安 弘 岡山 Moriyasu　Hiroshi

3892 棚田 隆幸 福島 Tanada　Takayuki

3893 岩本 誠治 宮崎 Iwamoto　Seiji

3894 山岸 陽介 埼玉 Yamagishi　Yosuke

3895 花里 和光 神奈川 Hanazato　Kazumitsu　

3896 束木原 次義 大分 Tsukakihara　Tsugiyoshi　

3897 永野 雅裕 熊本 Nagano　Masahiro

3898 尾山 靖治 福岡 Onoyama　Yasuharu

3899 芦山 翔太 広島 Yoshiyama　Shota

3900 隈部 大地 東京 Kumabe　Daichi

3901 渡邊 敏嗣 北海道 Watanabe　Toshitsugu

3902 森田 浩之 奈良 Morita　Hiroyuki

3903 岩井 雅繁 埼玉 Iwai　Masashi

3904 岡崎 俊 愛知 Okazaki　Shun

3905 先浜 和彦 茨城 Sakihama　Kazuhiko

3906 山本 隆二 埼玉 Yamamoto　Ryuji

3907 吉村 剛志 東京 Yoshimura　Takeshi

3908 小野 和幸 神奈川 Ono　Kazuyuki

3909 小川 誠司 福岡 Ogawa　Seiji

3910 福田 遼 大分 Fukuda　Ryo

3911 井上 守 大阪 Inoue　Mamoru

3912 戸田 進 大阪 Toda　Susumu　

3913 西村 憲太郎 神奈川 Nishimura　Kentaro

3914 杉山 眞之 埼玉 Sugiyama　Masayuki

3915 山本 要 千葉 Yamamoto　Kaname



3916 矢野 淳子 東京 Yano　Junko

3917 森 拓郎 東京 Mori　Takuro

3918 土佐 弘之 滋賀 Tosa　Hiroyuki

3919 井上 卓也 山口 Inoue　Takuya

3920 小林 隆太 山口 Kobayashi　Ryuta

3921 北沢 秀也 神奈川 Kitazawa　Hideya

3922 田熊 弘幸 広島 Taguma　Hiroyuki

3923 前田 喜代次 滋賀 Maeda　Kiyoji

3924 井上 智広 東京 Inoue　Tomohiro

3925 小宮 駿祐 千葉 Komiya　Shunsuke

3926 宮地 環 福岡 Miyachi　Tamaki

3927 菊川 晴久 福岡 Kikukawa　Haruhisa

3928 田中 こうじ 佐賀 Tanaka　Kouji

3929 笠原 進 神奈川 Kasahara　Susumu

3930 中本 敏治ゆ 大阪 Nakamoto　Toshiharu

3931 大角 一生 福井 Osumi　Kazuo

3932 菊入 健太郎 静岡 Kikuiri　Kentaro

3933 前島 敏明 福岡 Maejima　Toshiaki

3934 宮原 大助 北海道 Miyahara　Daisuke

3935 小川 博之 大分 Ogawa　Hiroyuki

3936 麻崎 雄太 福岡 Yuta　Masaki

3937ジェンキンズ ガレス 福岡 Jenkins　Gareth

3938 神野 幸彦 愛媛 Jinno　Yukihiko

3939 古谷 英樹 愛媛 Furuya　Hideki

3940 井上 卓哉 熊本 Inoue　Takuya

3941 木村 昭太 千葉 Kimura　Shota

3942 林 達雄 神奈川 Hayashi　Tatsuo

3943 道本 英徳 広島 Michimoto　Hidenori

3944 中戸 雅範 兵庫 Nakato　Masanori

3945 前田 宏和 長崎 Maeda　Hirokazu

3946 馬場 克二 大阪 Baba　Katsuji

3947 鍵山 大輔 愛知 Kagiyama　Daisuke

3948 齋藤 信行 東京 Saito　Nobuyuki

3949 黒石 勇次 大分 Kuroishi　Yuji

3950 岡本 和也 佐賀 Okamoto　Kazunari

3951 太田 道明 兵庫 Ota　Michiaki

3952 野川 雅弘 大分 Nogawa　Masahiro

3953 長 由衣 大分 Chou　Yui

3954 小永井 洋志 東京 Konagai　Hiroshi

3955 美之口 順平 東京 Minokuchi　Junpei

3956 佐藤 剛 千葉 Sato　Takeshi

3957 重田 雄平 東京 Shigeta　Yuhei

3958 井手 直 熊本 Ide　Sunao

3959 佐藤 朋哉 東京 Sato　Tomoya

3960 熊切 宜孝 神奈川 Kumakiri　Yoshitaka

3961 今田 泰裕 兵庫 Imada　Yasuhiro

3962 笹原 順哉 長崎 Sasahara　Junya

3963 谷 英毅 福岡 Tani　Hidetaka

3964 石田 和之 東京 Ishida　Kazuyuki

3965 堀 寿郎 東京 Hori　Toshlo

3966 其田 正太郎 大分 Sonoda　Shotaro

3967 井ノ森 高詩 福岡 Inomori　Takashi

3968 町田 祐磨 東京 Machida　Yuma

3969 嶋村 康弘 東京 Shimamura　Yasuhiro

3970 森口 浩次 兵庫 Moriguchi　Koji

3971 前田 英徳 福岡 Maeda　Hidenori

3972 森 敏行 山口 Mori　Toshiyuki　

3973 福島 勝浩 熊本 Fukushima　Katsuhiro

3974 上山 剛 山口 Ueyama　Tsuyoshi



3975 横峯 宏行 東京 Yokomine　Hiroyuki

3976 西村 健一 東京 Nishimura　Kenichi

3977 金丸 公宣 広島 Kanamaru　Masanori

3978 熊石 浩司 福岡 Kumaishi　Koji

3979 角谷 力 福岡 Kadoya　Chikara

3980 石井 新 東京 Ishii　Arata

3981 森田 康仁 静岡 Morita　Yasuhito

3982 伊藤 光浩 愛知 Ito　Mitsuhiro

3983 平井 康友 奈良 Hirai　Yasutomo

3984 木室 英之 東京 Kimuro　Hideyuki

3985 橋本 啓 福岡 Hashimoto　Kei

3986 升本 武志 山口 Masumoto　Takeshi

3987 林原 誠 大阪 Hayashibara　Makoto

3988 蘓和 英彦 東京 Sowa　Hidehiko

3989 坂下 知嗣 神奈川 Sakashita　Kazushi

3990 今野 真思 神奈川 Imano　Masashi

3991 江口 宏樹 福岡 Eguchi　Hiroki

3992 大根田 登志彦 神奈川 Oneda　Toshihiko

3993 板倉 宏興 愛知 Itakura　Hirooki

3994 井形 芳則 熊本 Igata　Yoshinori

3995 薮野 雅哉 東京 Yabuno　Masaya

3996 佐伯 康彦 大阪 Saeki　Yasuhiko

3997 山本 幸喜 愛媛 Yamamoto　Koki

3998 安藤 一貴 東京 Ando　Kazutaka

3999 徳永 康宏 福岡 Tokunaga　Yasuhiro

4000 西山 大志 兵庫 Nishiyama　Taishi

4001 今野 誠司 広島 Konno　Seiji

4002 吉田 秀二 熊本 Yoshida　Shuji

4003 前沢 希咲 愛知 Maezawa　Kisaki

4004 柳瀬 英樹 北海道 Yanase　Hideki

4005 沖 崇史 鹿児島 Oki　Takashi

4006 高橋 亨 大分 Takahashi　Toru

4007 寺本 史郎 熊本 Teramoto　Shiro

4008 吉田 英晃 愛知 Yoshida　Hideaki

4009 繁原 太 福岡 Shigehara　Futoshi

4010 稲坂 秀明 兵庫 Inasaka　Hideaki

4011 藤井 亜希子 大分 Fujii　Akiko

4012 福田 耕治 福井 Fukuda　Koji

4013 橘 満千留 東京 Tachibana　Michiru

4014 三田 和博 北海道 Mita　Kazuhiro

4015 菊地 淳二 東京 Kikuchi　Junji

4016 上村 太郎 大阪 Uemura　Taro

4017 野田 浩一郎 大分 Noda　Koichiro

4018 竹本 晋一 東京 Takemoto　Shinichi

4019 萩原 吉孝 愛知 Hagiwara　Yoshitaka

4020 安食 真臣 兵庫 Ajiki　Masaomi

4021 山本 健司 三重 Yamamoto　Kenji

4022 柴田 郁 大分 Shibata　Kaoru

4023 松川 隆雄 新潟 Matsukawa　Takao

4024 山名 一彰 東京 Yamana　Kazuaki

4025 山下 明生 大阪 Yamashita　Akio

4026 櫻井 修 大分 Sakurai　Shu

4027 加藤 豪 北海道 Kato　Suguru

4028 小野 雄一 大分 Ono　Yuuchi

4029 大江 純 神奈川 Oe　Jun

4030 小林 康司 滋賀 Kobayashi　Yasushi

4031 古川 純 山口 Furukawa　Jun

4032 下森 保幸 広島 Shitamori　Yasuyuki

4033 北宅 久友 大阪 Kitaya　Hisatomo



4034 吉岡 信一 福岡 Yoshioka　Shinichi

4035 安達 功 神奈川 Adachi　Isao

4036 林 由之 神奈川 Yoshiyuki　Hayashi

4037 曽足 直貴 大分 Soashi　Naoki

4038 石松 秀世 佐賀 Ishimatsu　Hideyo

4039 中嶋 慶之 東京 Nakajima　Yoshiyuki

4040 廣中 和久 佐賀 Hironaka　Kazuhisa

4041 千葉 聡 神奈川 Chiba　Satoshi

4042 斎藤 亮 兵庫 Saito　Ryo

4043 田上 康太 熊本 Tanoue　Kota

4044 浅原 基宏 山口 Asahara　Motohiro

4045 柳下 真理子 神奈川 Yagishita　Mariko

4046 真継 浩志 神奈川 Matsugu　Hiroshi

4047 鳥越 和人 北海道 Torigoe　Kazuto

4048 宮本 正樹 東京 Miyamoto　Masaki

4049 安部 将太 大分 Abe　Shota

4050 土本 優作 東京 Tsuchimoto　Yusaku

4051 山本 和宏 山口 Yamamoto　Kazuhiro

4052 山口 淳史 愛知 Yamaguchi　Atsushi

4053 小川 和男 大分 Ogawa　Kazuo

4054 江口 浩一郎 大阪 Eguchi　Koichiro

4055 高村 政則 福岡 Takamura　Masanori

4056 久保 秀樹 神奈川 Kubo　Hideki

4057 松永 渉 山口 Matsunaga　Wataru

4058 本田 伸樹 福岡 Honda　Nobuki

4059 北西 真 大阪 Kitanishi　Makoto

4060 尾上 知見 長崎 Onoue　Tomomi

4061 永冨 宏明 大分 Nagatomi　Hiroaki

4062 岩本 守人 大阪 Iwamoto　Morito

4063 小長谷 友也 神奈川 Konagaya　Tomoya

4064 平野 敦資 岐阜 Hirano　Athushi

4065 河野 浩 滋賀 Kohno　Hiroshi

4066 中田 世一 神奈川 Nakada　Yoichi

4067 平野 健比古 東京 Hirano　Takehiko

4068 池田 大輔 福岡 Ikeda　Daisuke

4069 宮地 淳行 愛知 Miyachi　Toshiyuki

4070 佐伯 秀雄 岡山 Saeki　Hideo

4071 伊藤 周 大阪 Ito　Shu

4072 佐々木 一朗 東京 Sasaki　Lchiro

4073 堀江 英生 愛知 Horie　Hideki

4074 鈴木 直也 愛知 Suzuki　Naoya

4075 中村 聡介 大阪 Nakamura　Sosuke

4076 古藤 東望子 福岡 Kotou　Tomoko

4077 山西 文人 長崎 Yamanishi　Fumito

4078 仲間 英紀 愛知 Nakama　Hideki

4079 中村 正範 北海道 Nakamura　Masanori

4080 中瀬 真生 東京 Nakase　Masao

4081 山形 裕彦 大阪 Yamagata　Yasuhiko

4082 竹下 浩二 兵庫 Takeshita　Kouji

4083 前原 雅樹 福岡 Maehara　Masaki

4084 長島 義直 熊本 Nagashima　Yoshinao

4085 高橋 善弘 愛知 Takahashi　Yoshihiro

4086 堀内 勇助 埼玉 Horiuchi　Yusuke

4087 小西 知成 兵庫 Konishi　Tomonari

4088 菊地 敏生 東京 Kikuchi　Toshio

4089 天野 浩一 福岡 Amano　Koichi

4090 野坂 拓矢 広島 Nosaka　Takuya

4091 浅海 良 埼玉 Asaumi　Ryo

4092 生田 梨歌 愛知 Ikuta　Rika



4093 稲宮 竜一 東京 Inamiya　Ryoichi

4094 神藤 博之 神奈川 Jindo　Hiroyuki

4095 笠 園子 大阪 Kasa　Sonoko

4096 金子 英一 神奈川 Kaneko　Eiichi

4097 田中 康夫 大分 Tanaka　Yasuo

4098 石井 正吾 東京 Ishii　Shogo

4099 白石 優 山口 Shiraishi　Yuu

4100 坂本 隆 三重 Sakamoto　Yutaka

4101 井原 隆 埼玉 Ihara　Yutaka

4102 浅賀 貫太 東京 Asaga　Kanta　

4103 徳原 宏則 大阪 Tokuhara　Hironori

4104 宮崎 大輔 東京 Miyazaki　Daisuke

4105 小清水 仁人 福岡 Koshimizu　Masato

4106 石嶋 宏之 東京 Ishijima　Hiroyuki

4107 岩本 大樹 熊本 Iwamoto　Hiroki

4108 関川 政一 千葉 Sekikawa　Masakazu

4109 井上 孝一 福岡 Inoue　Kouichi

4110 山田 隆信 山口 Yamada　Takanobu

4111 山田 貴広 福岡 Yamada　Takahiro

4112 佐藤 佳史 長崎 Sato　Yoshinobu　

4113 高山 和久 福岡 Takayama　Kazuhisa

4114 山本 優太 広島 Yamamoto　Yuta

4115 上田 祥吾 和歌山 Ueda　Shogo

4116 山岡 正和 広島 Yamaoka　Masakazu

4117 中島 治継 大分 Nakajima　Harutsugu

4118 北村 一誠 東京 Kitamura　Kazumoto

4119 小川 雄二 福岡 Ogawa　Yuji

4120 錦戸 武道 福岡 Nishikido　Takemichi

4121 笹島 剛 大阪 Sasajima　Tsuyoshi

4122 庭瀬 祐一郎 東京 Yuichiro　Niwase

4123 高林 晃成 東京 Takabayashi　Akinari

4124 土合 啓明 岩手 Tsuchiai　Hiroaki

4125 甲谷 理温 山口 Kangai　Yoshiharu

4126 黒木 幸広 宮崎 Kurogi　Yukihiro

4127 高原 徹 兵庫 Takahara　Toru

4128 小林 賢一 福岡 Kobayashi　Kenichi

4129 松林 高紀 福岡 Matsubayashi　Takanori

4130 澤崎 義久 千葉 Sawasaki　Yoshihisa

4131 高際 政義 茨城 Takagiwa　Masayoshi

4132 竹中 弘紀 埼玉 Takenaka　Hiroki

4133 古賀 嘉典 神奈川 Koga　Yoshinori

4134 酒井 隆 神奈川 Sakai　Takashi

4135 山本 俊彦 福岡 Yamamoto　Toshihiko

4136 鹿児島 和宏 東京 Kagoshima　Kazuhiro

4137 山根 真一 山口 Yamane　Sinichi

4138 齊藤 格 埼玉 Saito　Kaku

4139 中川 清隆 京都 Nakagawa　Kiyotaka　

4140 北森 芳徳 東京 Kitamori　Yoshinori

4141 小木曽 琢弥 福岡 Kogiso　Takuya

4142 中田 房夫 千葉 Nakata　Fusao

4143 中村 信行 千葉 Nakamura　Nobuyuki

4144 小川 貴宏 千葉 Ogawa　Takahiro

4145 松本 英之 神奈川 Matsumoto　Hideyuki

4146 森 将史 大阪 Mori　Masashi

4147 加藤 公一 埼玉 Kato　Koichi

4148 松村 哲 大阪 Matsumura　Tetsu

4149 土井 健士 山口 Doi　Takeshi

4150 時沢 武史 北海道 Tokizawa　Takeshi

4151 藤井 善豪 京都 Fujii　Yoshigou



4152 村井 和彦 神奈川 Murai　Kazuhiko

4153 古舘 学 茨城 Furudate　Manabu

4154 岩井原 瑞穂 福岡 Iwaihara　Mizuho

4155 海岸 亨 東京 Umigishi　Toru

4156 安達 拓未 福岡 Adachi　Takumi

4157 濵上 剛樹 福岡 Hamagami　Goki

4158 大長 千太郎 福岡 Daicho　Sentarou

4159 堀田 芳弘 愛知 Hotta　Yoshihiro

4160 南 昭宏 熊本 Minami　Akihiro

4161 日下 順詞 千葉 Kusaka　Junji

4162 竹内 保洋 東京 Takeuchi　Yasuhiro

4163 金子 秀二 東京 Kaneko　Shuji

4164 橋本 健太郎 愛媛 Hashimoto　Kentaro

4165 小田 高洋 福岡 Oda　akahiro　

4166 内藤 裕之 福岡 Naito　Hiroyuki

4167 粂川 然 東京 Kumekawa　Zen

4168 颯田 洋平 神奈川 Satta　Yohei

4169 仲野 浩章 福岡 Nakano　Hiroaki

4170 小出 達也 熊本 Tatsuya　Koide

4171 岩瀬 康義 愛知 Iwase　Yasuyoshi

4172 梅木 大輔 愛知 Umeki　Daisuke

4173 岡本 和也 福岡 Okamoto　Kazuya

4174 鶴田 浩 福岡 Tsuruda　Hiroshi

4175 松井 達也 大分 Matsui　Tatsuya

4176 畑中 聡 奈良 Hatanaka　Satoshi

4177 小林 勇人 静岡 Kobayashi　Hayato

4178 沼田 智紀 兵庫 Numata　Tomonori

4179 高嶋 元治 北海道 Takashima　Motoharu

4180 牧野 浩二 三重 Makino　Kouji

4181 石川 洋行 埼玉 Ishikawa　Hiroyuki

4182 濱田 昌仁 兵庫 Hamada　Masahito

4183 折野 克己 大分 Orino　Katsuki

4184 阪上 真一 福岡 Sakagami　Shinichi

4185 森田 一彦 兵庫 Morita　Kazuhiko

4186 久篠 康範 福岡 Kushino　Yasunori

4187 伊藤 文 愛知 Ito　Hitoshi

4188 浦本 慎也 福岡 Uramoto　Shinya

4189 若松 真一 北海道 Wakamatsu　Shinichi

4190 伊東 博文 福岡 Ito　Hirofumi

4191 友納 理 福岡 Tomonou　Satoshi

4192 金﨑 洋介 長崎 Kanasaki　Yosuke

4193 増田 敏明 埼玉 Masuda　Toshiaki

4194 幸 康史 大分 Yuki　Koji

4195 古賀 智浩 福岡 Koga　Tomohiro

4196 河井 貴恵 東京 Kawai　Takae

4197 幸野 敦吏 大分 Kono　Atsushi

4198 山本 勉 東京 Yamamoto　Tsutomu

4199 笠井 祐貴 徳島 Kasai　Yuki

4200 船橋 雄亮 福岡 Funahashi　Yusuke

4201 中田 康晴 神奈川 Nakada　Yasuharu

4202 岡村 周亮 山口 Okamura　Shusuke

4203 佐藤 邦彦 長崎 Sato　Kunihiko

4204 中野 正行 埼玉 Nakano　Masayuki

4205 山根 英人 山口 Yamane　Hideto

4206 増田 英仁 山口 Masuda　Hidehito

4207 松田 考司 愛知 Matsuda　Koji

4208 後藤 信一郎 福岡 Goto　Shinichiro

4209 阿部 周一 神奈川 Abe　Shuichi

4210 藤本 憲英 滋賀 Fujimoto　Norihide



4211 中野 康之 兵庫 Nakano　Yasuyuki

4212 野中 幸司 福岡 Nonaka　Koji

4213 滝澤 賢二 茨城 Takizawa　Kenji

4214 吉野 公貴 東京 Yoshino　Koki

4215 星 丈充 神奈川 Hoshi　Tomomitsu

4216 大熊 賢司 埼玉 Okuma　Kenji

4217 坂本 憲一 兵庫 Sakamoto　Kenichi

4218 吉行 順一 福岡 Yoshiyuki　Junichi

4219 仲澤 亮 東京 Nakazawa　Ryo

4220 石田 浩平 大阪 Ishida　Kohei

4221 西口 昌宏 兵庫 Nishiguchi　Masahiro

4222 河野 晃一郎 山口 Kono　Kouichirou

4223 小松 伸太郎 山口 Komatsu　Shinntaro

4224 橋本 伸一郎 東京 Hashimoto　Shinichiro

4225 景山 ひさよ 福岡 Kageyama　Hisayo

4226 竹内 景介 東京 Takeuchi　Keisuke

4227 松永 哲哉 兵庫 Matsunaga　Tetsuya

4228 泰山 正夫 愛知 Taiyama　Masao

4229 小西 信 兵庫 Konishi　Makoto

4230 隈部 幸伺 大阪 Kumabe　Kouji

4231 中村 康弘 千葉 Nakamura　Yasuhiro

4232 鈴木 泰明 東京 Suzuki　Yasuaki

4233 平池 健一郎 福井 Hiraike　Kenichirou

4234 増田 透 埼玉 Masuda　Toru

4235 藤原 禎 大分 Fujiwara　Tadashi

4236 菊岡 政夫 大阪 Kikuoka　Masao

4237 坪井 俊哉 埼玉 Tsuboi　Toshiya

4238 天野 宏美 愛媛 Amano　Hiromi

4239 白井 潤 滋賀 Shirai　Jun

4240 大橋 正幸 大分 Ohashi　Masayuki

4241 諸富 英明 大分 Morotomi　Hideaki

4242 山中 成記 岡山 Yamanaka　Shigeki　

4243 和田 徹 山口 Wada　Toru

4244 長谷川 浩延 大分 Hasegawa　Hironobu

4245 阿部 孝志 神奈川 Abe　Takashi

4246 石川 健二 大分 Ishikawa　Kenji

4247 北野 勝 奈良 Kitano　Masaru

4248 田中 誠志 広島 Tanaka　Seishi

4249 村上 圭太郎 大阪 Murakami　Keitaro

4250 山崎 亨二 茨城 Yamazaki　Kyoji

4251 菊田 圭一 神奈川 Kikuta　Keiichi

4252 守山 卓也 富山 Moriyama　Takuya

4253 頼田 昌美 千葉 Yorita　Masami

4254 下田 哲也 長崎 Shimoda　Tetsuya

4255 相澤 正幸 東京 Aizawa　Masayuki

4256 友部 敏朗 埼玉 Tomobe　Toshiro

4257 向来 俊彦 兵庫 Korai　Toshihiko

4258 横山 佳祐 奈良 Yokoyama　Keisuke

4259 高橋 祐司 神奈川 Takahashi　Yuuji

4260 大澤 元一 福岡 Ozawa　Genichi

4261 渡辺 真樹 大阪 Watanabe　Masaki

4262 北口 正和 大分 Masakazu　Kitaguchi

4263 中村 和世 大阪 Nakamura　Kazuyo

4264 恩田 将光 東京 Onda　Masamitsu　

4265 都築 貞親 東京 Tsuzuki　Sadachika

4266 平田 聡 静岡 Hirata　Satoshi

4267 高橋 慶次 北海道 Takahashi　Keiji

4268 波田 龍司 福岡 Hada　Ryuji

4269 本田 幸二 大分 Honda　Koji



4270 米村 重信 徳島 Yonemura　Shigenobu

4271 大園 光太郎 東京 Osono　Kotaro

4272 小亀 敏明 京都 Kogame　Toshiaki

4273 冨田 晋 福岡 Tomita　Susumu

4274 吉川 郁男 千葉 Yoshikawa　Ikuo

4275 谷 和之 愛知 Tani　Kazuyuki

4276 鮫島 敏雄 福岡 Samejima　Toshio　

4277 佐藤 健一 東京 Sato　Kenichi

4278 荻本 和也 大分 Ogimoto　Kazuya

4279 前田 英樹 大分 Maeda　Hideki

4280 川口 隆夫 大分 Kawaguchi　Takao

4281 沼田 渉 大分 Numata　Wataru

4282 印藤 龍俊 福岡 Into　Tatsutoshi

4283 柚上 忠宏 福岡 Yugami　Tadahiro

4284 森田 健明 大阪 Morita　Takeaki

4285 増山 和伸 神奈川 Masuyama　Kazunobu

4286 宮口 智明 大阪 Miyaguchi　Tomoaki

4287 馬喰田 重樹 愛媛 Bakuroda　Shigeki

4288 柴崎 秀樹 大阪 Shibazaki　Hideki

4289 佐飛 宏尚 三重 Sabi　Hironao

4290 上田 紘希 福岡 Ueda　Hiroki

4291 江越 あけみ 佐賀 Egoshi　Akemi

4292 竹内 一慶 東京 Takeuchi　Kazunori

4293 松山 文人 神奈川 Matsuyama　Ayato

4294 水沼 和之 広島 Mizunuma　Kazuyuki

4295 阿部 喜栄治 北海道 Abe　Kieji

4296 辻 隼人 千葉 Tsuji　Hayato

4297 橋本 未来 神奈川 Hashimoto　Mirai

4298 上杉 尚正 山口 Uesugi　Naomasa

4299 園田 義史 福岡 Sonoda　Yoshifumi

4300 伊藤 慎也 福岡 Ito　Shinya

4301 久保寺 純 大阪 Kubodera　Jun

4302 土井 隆徳 山口 Doi　Takanori

4303 寺山 修史 埼玉 Terayama　Shuji

4304 北 哲也 大阪 Kita　Tetsuya

4305 大田 淳夫 山口 Ota　Atsuo

4306 杉原 潤 大阪 Sugihara　Jun

4307 日野 孝史 福岡 Hino　Takashi

4308 今村 達也 長崎 Imamura　Tatsuya

4309 岩越 守彦 千葉 Iwakoshi　Morihiko

4310 大場 祐臣 福岡 Oba　Hiroomi　

4311 帆足 尚浩 千葉 Hoashi　Naohiro

4312 菊地 大介 北海道 Kikuchi　Daisuke

4313 森本 祐介 長崎 Morimoto　Yusuke

4314 本田 浩一郎 福岡 Honda　Koichiro

4315 安田 俊広 福島 Yasuda　Toshihiro

4316 加藤 亨 東京 Kato　Toru

4317 湯浅 大亮 神奈川 Yuasa　Daisuke

4318 平野 義昭 神奈川 Hirano　Yoshiaki

4319 丸山 徹 福岡 Maruyama　Toru

4320 藤川 裕志 広島 Fujikawa　Yasushi

4321 水野 昌和 三重 Mizuno　Masakzu

4322 中川 浩明 東京 Nakagawa　Hiroaki

4323 百瀬 大輝 埼玉 Momose　Masaki

4324 丸山 和彦 埼玉 Maruyama　Kazuhiko

4325 森井 一 奈良 Morii　Hajime

4326 佐藤 敦史 大阪 Sato　Atsushi　

4327 山内 邦男 福岡 Yamauchi　Kunio

4328 籾井 究 福岡 Momii　Kiwamu



4329 諫山 純子 兵庫 Isayama　Junko

4330 橋本 明典 栃木 Hashimoto　Akinori

4331 小林 健 東京 Kobayashi　Takeshi

4332 山田 進 福岡 Yamada　Susumu

4333 野崎 征一郎 大分 Nozaki　Seiichirou

4334 出田 篤司 福岡 Ideta　Atsushi

4335 堺 慎介 福岡 Sakai　Shinsuke

4336 尾崎 裕 京都 Osaki　Hiroshi

4337 宮井 宏樹 長野 Miyai　Hiroki

4338 山田 泰 東京 Yamada　Yutaka

4339 廣藤 義和 神奈川 Hirofuji　Yoshikazu

4340 近澤 隆徳 大分 Chikazawa　Takanori

4341 佐藤 哲夫 兵庫 Sato　Tetsuo

4342 清水 豪人 神奈川 Shimizu　Taketo

4343 大村 信哉 兵庫 Omura　Shinya

4344 鈴木 健介 愛知 Suzuki　Kensuke

4345 高橋 正弘 新潟 Takahashi　Masahiro

4346 池内 喬貴 大分 Ikeuchi　Takaki　

4347 岡城 哲也 福岡 Okashiro　Tetsuya

4348 河野 淳二 長野 Kawano　Junji

4349 衞藤 雄大 大分 Eto　Takehiro

4350 冨永 智保 静岡 Tominaga　Tomoyasu

4351 岩田 江利子 神奈川 Iwata　Eriko

4352 池田 高則 山口 Ikeda　Takanori

4353 執柄 裕二 福岡 Torie　Yuji

4354 真浦 博樹 大阪 Maura　Hiroki

4355 渡部 亮 北海道 Watabe　Akira

4356 岡崎 利紀 神奈川 Okazaki　Toshiki

4357 廣石 譲治 千葉 Hiroishi　Joji

4358 古賀 英蔵 福岡 Koga　Eizo　

4359 田邊 綾治 山口 Tanabe　Ryoji

4360 井手 孝 長崎 Ide　Takashi　

4361 挾間 寛和 大分 Hasama　Hirokazu

4362 本城 直樹 神奈川 Honjo　Naoki

4363 平山 智秀 長崎 Hirayama　Tomohide

4364 伊藤 健 東京 Ito　Takeshi

4365 高田 雄一郎 福岡 Takata　Yuichiro　

4366 髙橋 博文 熊本 Takahashi　Hirofumi

4367 岡本 雅治 福岡 Okamoto　Masaharu

4368 伊藤 千鈴 東京 Ito　Chisuzu

4369 小川 喜弘 京都 Ogawa　Yoshihiro

4370 佐藤 浩之 山口 Sato　Hiroyuki

4371 三谷 誠 福岡 Mitani　Makoto

4372 藤井 浩二 福岡 Fujii　Koji

4373 荒本 馨嗣 京都 Aramoto　Keiji

4374 吉田 祐也 福岡 Yoshida　Yuya　

4375 森田 明文 愛知 Morita　Akifumi

4376 徳永 昌信 大分 Tokunaga　Masanobu

4377 伊東 達次 広島 Ito　Tatsuji

4378 千原 清秀 大阪 Chihara　Kiyohide

4379 熊井 清晃 栃木 Kumai　Kiyoaki

4380 藍原 泰明 東京 Aihara　Yasuaki

4381 安積 淳 兵庫 Azumi　Atsushi

4382 沖原 正敏 東京 Okihara　Masatoshi

4383 中瀬 由香 神奈川 Nakase　Yuka

4384 勝俣 暢哉 静岡 Katsumata　Masaya

4385 中島 一 大分 Nakajima　Hajime

4386 西村 正則 福岡 Nishimura　Masanori

4387 岡井 ゆかり 京都 Okai　Yukari



4388 田口 哲浩 大分 Taguchi　Tetsuhiro

4389 清家 哲也 大分 Seike　Tetsuya

4390 田中 宏和 愛知 Tanaka　Hirokazu

4391 大崎 真美 千葉 Osaki　Mami

4392 熊谷 佳彦 大阪 Kumadani　Yoshihiko

4393 見辺 昇 埼玉 Minabe　Noboru

4394 森口 吉則 滋賀 Moriguchi　Yoshinori

4395 戸成 正憲 福岡 Tonari　Masanori

4396 中岡 正樹 福岡 Nakaoka　Masaki

4397 松本 祐介 神奈川 Matsumoto　Yusuke

4398 石田 淳 福岡 Ishida　Atsushi

4399 成田 伸一 愛知 Narita　Shinichi

4400 小澤 晶 埼玉 Ozawa　Akira

4401 桑畑 茂将 宮崎 Kuwahata　Shigemasa

4402 室屋 剛 鹿児島 Muroya　Tsuyoshi

4403 長谷川 綾 東京 Hasegawa　Aya

4404 石澤 智子 神奈川 Ishizawa　Tomoko

4405 長谷川 真吾 東京 Hasegawa　Shingo

4406 武元 信一郎 宮崎 Takemoto　Shinichiro

4407 竹内 勝次 東京 Takeuchi　Katsuji

4408 小松原 昭英 大阪 Komatubara　Akihide

4409 東 哲也 熊本 Higashi　Tetuya

4410 大住 真 神奈川 Osumi　Shin

4411 村山 雅経 東京 Murayama　Masanori

4412 岸田 邦夫 神奈川 Kishida　Kunio

4413 佐野 哲也 静岡 Sano　Tetsuya

4414 桜井 順児 群馬 Sakurai　Junji

4415 小松 敏紀 北海道 Komatsu　Toshiyuki

4416 奥本 雄二 大分 Okumoto　Yuji

4417 山口 雅裕 福岡 Yamaguchi　Masahiro

4418 竹田 裕彦 広島 Takeda　Hirohiko

4419 辻 和憲 大阪 Tsuji　Kazunori

4420 西東 昇 東京 Saito　Noboru

4421 原田 拓 愛知 Harada　Taku

4422 藤原 智徳 東京 Fujiwara　Tomonori

4423 幸田 和貴 福岡 Kouda　Kazutaka

4424 中村 修 北海道 Nakamura　Osamu

4425 伊藤 啓介 大阪 Ito　Keisuke

4426 宮崎 聖明 大分 Miyazaki　Toshiaki

4427 中澤 芳揮 東京 Nakazawa　Yoshiki

4428 深藏 亮一 大分 Fukakura　Ryoichi

4429 望月 菊蔵 東京 Mochizuki　Kikuzou

4430 渡辺 祐司 神奈川 Watanabe　Yuji

4431 長田 高之 東京 Osada　Takayuki

4432 高原 啓司 大分 Takahara　Keiji

4433 原田 真宏 東京 Harada　Naohiro

4434 荒川 英輝 埼玉 Arakawa　Hideki

4435 神谷 康夫 埼玉 Kamiya　Yasuo

4436 民法 勝司 広島 Mimpo　Katsuji

4437 巽 龍太 大阪 Tatsumi　Ryuuta

4438 佐藤 久仁夫 滋賀 Sato　Kunio

4439 國枝 洋 大阪 Kunieda　Hiroshi

4440 田中 基 京都 Tanaka　Motoki

4441 郡山 大介 千葉 Koriyama　Daisuke

4442 岩瀬 友香 神奈川 Iwase　Yuka

4443 阿部 利弘 大分 Abe　Toshihiro

4444 岡崎 泉 大阪 Okazaki　Izumi

4445 谷野 一八 山口 Tanino　Katsuya　

4446 坂本 利孝 熊本 Sakamoto　Toshitaka



4447 窪山 信吾 埼玉 Kuboyama　Shingo

4448 坂口 敦史 京都 Sakaguchi　Atsushi

4449 川西 悟史 北海道 Kawanishi　Satoshi

4450 白川 貴一 福岡 Shirakawa　Takakazu

4451 藤本 統 福岡 Osamu　Fujimoto

4452 中村 哲也 神奈川 Nakamura　Tetsuya

4453 井上 みどり 熊本 Inoue　Midori

4454 筑紫 聡 大分 Chikushi　Akira

4455 林 健太郎 東京 Hayashi　Kentaro

4456 横溝 知久 熊本 Yokomizo　Tomohisa

4457 玉田 裕昭 兵庫 Tamada　Hiroaki

4458 田口 正宏 広島 Taguchi　Masahiro

4459 西村 肇 兵庫 Nishimura　Hajime

4460 本多 泰邦 福岡 Honda　Yasukuni

4461 右ノ子 賢吾 福岡 Unoko　Kengo

4462 根本 昇 東京 Nemoto　Noboru

4463 管 慎哉 大分 Kan　Shinya

4464 仲摩 和洋 大分 Nakama　Kazuhiro

4465 中川 耕平 福岡 Nakagawa　Kohei

4466 山本 玲緒奈 神奈川 Yamamoto　Reona

4467 藤井 真実 千葉 Fujii　Masami

4468 屋田 孝幸 大分 Yada　Takayuki

4469 米森 伸幸 福岡 Yonemori　Nobuyuki

4470 平田 香奈美 大阪 Hirata　Kanami

4471 山本 賢治 東京 Yamamoto　Kenji

4472 大森 克実 神奈川 Omori　Katsumi

4473 秋貞 匡宏 広島 Akisada　Masahiro

4474 三ヶ尻 検 山口 Mikajiri　Ken

4475 梅沢 康成 兵庫 Umezawa　Yasunari

4476 杉山 浩一 福岡 Sugiyama　Koichi

4477 松永 健裕 熊本 Matsunaga　Takehiro

4478 福永 圭吾 山口 Fukunaga　Keigo

4479 宮原 登美勝 佐賀 Miyahara　Tomikatsu

4480 近藤 祐司 兵庫 Kondo　Yuji

4481 阪本 喜一 大分 Sakamoto　Yoshikazu

4482 相原 幸由 熊本 Aihara　Yukiyoshi

4483 澁谷 洋太郎 熊本 Shibuya　Yotaro

4484 飯尾 篤史 福岡 Iio　Atsushi

4485 加藤 宏平 愛媛 Kato　Kohei

4486 村上 恭之 東京 Murakami　Yasuyuki

4487 堀 幸雄 大阪 Hori　Yukio

4488 青木 雅司 愛知 Aoki　Masashi

4489 清水 昭年 愛知 Shimizu　Akitoshi

4490 井澤 壮平 大分 Izawa　Sohei

4491 半田 裕美 東京 Handa　Hiromi

4492 松本 淳 兵庫 Matsumoto　Jun

4493 坪倉 貴志 大阪 Tsubokura　Takashi

4494 小滝 剛克 大阪 Kotaki　Toshikatsu

4495 杉木 誠 埼玉 Sugiki　Makoto

4496 宮崎 忠雄 大阪 Miyazaki　Tadao

4497 沼澤 里日 東京 Numasawa　Satohi

4498 岡崎 裕介 石川 Okazaki　Yusuke

4499 田中 守 大阪 Tanaka　Mamoru

4500 岩浪 絢也 愛知 Iwanami　Junya

4501 佐藤 修一 東京 Sato　Shuichi

4502 青木 隆 大分 Aoki　Takashi

4503 竹内 一馬 福岡 Takeuchi　Kazuma

4504 川田 晴日 東京 Kawata　Haruhi

4505 安本 誠治 兵庫 Yasumoto　Seiji



4506 町田 雄哉 高知 Machida　Yuya

4507 紺野 克洋 神奈川 Konno　Katsuhiro

4508 岸 弘之 佐賀 Kishi　Hiroyuki

4509 奥村 寛子 愛知 Okumura　Hiroko

4510 岩橋 守 佐賀 Iwahashi　Mamoru

4511 仲島 武志 大分 Nakashima　Takeshi

4512 林 ゆかり 東京 Hayashi　Yukari

4513 亀川 友二 福岡 Kamegawa　Yuji

4514 北村 治一郎 福岡 Kitamura　Jiichiro

4515 山本 章太 熊本 Yamamoto　Shota

4516 芳西 孝行 山口 Hounishi　Takayuki

4517 伊藤 一夫 愛知 Ito　Kazuo

4518 渡辺 莉恵 大阪 Watanabe　Rie

4519 吉原 秀憲 福岡 Yoshihara　Hidenori

4520 亀井 浩 大分 Kamei　Hiroshi

4521 大川 隆志 福岡 Okawa　Ryuji

4522 廣瀬 一二 大分 Hirose　Kazuji

4523 藤田 雅人 神奈川 Fujita　Masato

4524 飯田 サチ子 福岡 Iida　Sachiko

4525 伊藤 篤朗 神奈川 Ito　Atsuo

4526 久篠 孝之 神奈川 Kushino　Takayuki

4527 高橋 豊 神奈川 Takahashi　Yutaka

4528 中山 祥貴 神奈川 Nakayama　Yoshiki

4529 阿部 浩二 大分 Abe　Koji

4530 木村 定滋 福岡 Kimura　Sadashige

4531 下司 峰夫 福岡 Geji　Mineo

4532 松本 政秀 福岡 Matsumoto　Masahide

4533 三浦 徹也 愛知 Miura　Tetsuya

4534 杉原 一誠 愛媛 Sugihara　Issei

4535 谷野 聡 山口 Tanino　Satoshi

4536 岩室 俊 福岡 Iwamuro　Shun

4537 藤川 博史 熊本 Fujikawa　Hiroshi

4538 堀越 健 島根 Horikoshi　Takeshi

4539 小沢 和典 神奈川 Ozawa　Kazunori

4540 山崎 麻里 山口 Yamasaki　Mari

4541 松田 幸治 山口 Matsuda　Koji

4542 三重野 充裕 大分 Mieno　Mitsuhiro

4543 佐藤 昭博 大分 Sato　Akihiro

4544 富田 厚 愛知 Tomita　Atsushi

4545 辰奥 正人 大阪 Tatsuoku　Masato

4546 澤 敏之 東京 Sawa　Toshiyuki

4547 板谷 純 徳島 Itadani　Jun

4548 関口 武史 大分 Sekiguchi　Takeshi

4549 坪川 彰宏 大分 Tsubokawa　Akihiro

4550 野崎 猛 兵庫 Nozaki　Takeshi

4551 久枝 弘幸 福岡 Hisaeda　Hiroyuki

4552 五十嵐 恵 千葉 Igarashi Kei

4553 佐藤 茂幸 大分 Sato　Shigeyuki

4554 鍜治 達弘 兵庫 Kaji　Tatsuhiro

4555 鈴木 裕司 埼玉 Suzuki　Yuji

4556 宮崎 純一 大分 Miyazaki　Junichi

4557 松井 新治 東京 Matsui　Shinji

4558 関口 健一 愛知 Sekiguchi　Kenichi

4559 塩田 雅 大阪 Shiota　Masashi

4560 稲田 高明 東京 Inada　Takaaki

4561 田辺 義貴 東京 Tanabe　Yoshitaka　

4562 日高 博幸 福岡 Hidaka　Hiroyuki

4563 松崎 史典 福島 Matsuzaki　Fuminori

4564 金澤 ゆう 熊本 Kanezawa　Yuu



4565 後藤 明 熊本 Goto　Akira

4566 中村 高弘 三重 Nakamura　Takahiro

4567 仁井 聖 大阪 Nii　Satoshi

4568 山本 哲也 福岡 Yamamoto　Tetsuya

4569 田中 直幸 兵庫 Tanaka　Naoyuki

4570 中野 徹宏 兵庫 Nakano　Tetsuhiro

4571 野寄 拓朗 大阪 Noyori　Hiroaki

4572 秦 賢志 兵庫 Hata　Takayuki

4573 大田口 宏 大阪 Otaguchi　Hiroshi

4574 前田 友裕 福岡 Maeda　Tomohiro

4575 穴井 康徳 福岡 Anai　Yasunori

4576 伊藤 幸一 千葉 Ito　Koichi

4577 青山 寛 岐阜 Aoyama　Yutaka

4578 大野 圭三 兵庫 Ono　Keizo

4579 高瀬 啓正 静岡 Takase　Hiromasa

4580 西野 瞬 東京 Nishino　Shun

4581 松永 竜樹 佐賀 Matsunaga　Ryuki

4582 小又 和徳 埼玉 Omata　Kazunori

4583 和久井 一隆 東京 Wakui　Kazutaka

4584 中村 政年 岐阜 Nakamura　Masatoshi

4585 石井 博之 神奈川 Ishii　Hiroyuki

4586 赤星 誠一 大分 Akahoshi　Seiichi

4587 坂本 裕史 東京 Sakamoto　Hiroshi

4588 村上 哲久 東京 Murakami　Akihisa

4589 本田 裕 大阪 Honda　Hiroshi

4590 嘉村 透 宮崎 Kamura　Toru

4591 石場 義朗 福岡 Ishiba　Yoshiro

4592 光長 央人 愛媛 Mitsunaga　Hisato

4593 佐々木 創 大阪 Sasaki　Hajimu

4594 深尾 雅章 大阪 Fukao　Masaaki

4595 武智 直道 広島 Takechi　Naomichi

4596 宮部 真成 福岡 Miyabe　Masanari

4597 石井 浩二 東京 Ishii　Koji

4598 松浦 正裕 大分 Matsuura　Masahiro

4599 佐伯 健介 東京 Saeki　Kensuke

4600 門松 毅 熊本 Kadomatsu　Tsuyoshi

4601 八尋 正憲 兵庫 Yahiro　Masanori

4602 森 弘 宮崎 Mori　Hiromu

4603 守山 忠 大阪 Moriyama　Tadashi

4604 牧瀬 尚志 福岡 Makise　Takashi

4605 植松 亮平 大分 Uematsu　Ryohei

4606 宇都宮 茂雄 山口 Utsunomiya　Shigeo

4607 小畑 正浩 福岡 Kobata　Masahiro

4608 仲 徹 山口 Naka　Toru



種目番号 氏名漢字 都道府県 陸連登録団体名 ローマ字表記

■女子選手（カテゴリー２～４）

572 吉松 久恵 山口 周南市役所 Yoshimatsu　Hisae

657 藤澤 舞 北海道 札幌エクセルＡＣ Fujisawa　Mai

1010 小杉 陽子 東京 東京陸協 Youko　Kosugi

1037 岩村 聖華 熊本 熊本陸協 Iwamura　Seika

1066 黒澤 夏楠 茨城 笠松走友会 Kurosawa　Kana

1072 青木 莉楠 茨城 茨城陸協 Aoki　Rina

1076 兼松 藍子 愛知 ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ Kanematsu　Aiko

1117 山﨑 絵里子 東京 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Yamazaki　Eriko

1119 中村 美香 東京 東京陸協 Nakamura　Mika

1208 田中 礼美 神奈川 平塚市陸協 Tanaka　Yoshimi

1233 楠瀬 祐子 東京 東京陸協 Kusunose　Yuko

1264 池亀 綾実 千葉 ＡＣ・ＫＩＴＡ Ikegame　Ayami

1289 海老原 美保 東京 ＡＣ・ＫＩＴＡ Ebihara　Miho

1304 吉川 俊子 奈良 ＹＦＳＣ Yoshikawa　Toshiko

1311 大谷 潤子 兵庫 西宮市陸協 Otani　Junko

1337 中山 苑香 東京 内田治療院陸上部 Nakayama　Sonoka

1346 青山 由佳 神奈川 相模原市役所RC Aoyama　Yuka

1386 橘 彩 東京 東京陸協 Tachibana　Aya

1490 野本 有紀子 東京 駒沢公園ジョギングクラブ Nomoto　Yukiko

1500 益田 裕美 千葉 ＡＳＲＣ Masuda　Hiromi

1528 片岡 昭子 大阪 らんでぶぅ Kataoka　Akiko

1593 豊桑 弘美 埼玉 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Toyokawa　Hiromi

1639 平賀 恵子 千葉 ウィング・アスリートクラブ Hiraga　Keiko

1640 山崎 加央里 千葉 ＤｒｅａｍｓＡＣ Kaori　Yamazaki

1642 上田 陽子 埼玉 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Ueda　Yoko

1648 唐本 由紀 山口 周南市陸協 Karamoto　Yuki

1821 塚本 ゆかり 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Tsukamoto　Yukari

1822 鮒子田 麻衣 埼玉 東京陸協 Fushita　Mai

1837 好士 理恵子 東京 えもと塾 Koshi　Rieko

1843 花岡 洋子 福岡 博多陸友会 Hanaoka　Yoko

1863 加藤 綾子 東京 東京陸協 Kato　Ayako

1864 吉光 和恵 岡山 倉敷福田走友会 Yoshimitsu　Kazue

1865 西村 沙織里 東京 ハノハノ陸上部 Nishimura　Saori

1879 下平 麿利子 東京 リスタート Shimodaira　Mariko

1884 正木 裕美 東京 東京陸協 Masaki　Hiromi

1896 川西 美穂 東京 内田治療院陸上部 Kawanishi　Miho

1946 佐藤 紀子 福岡 福岡陸協 Sato　Noriko

1951 萩原 有香 東京 ラン愛練習会 Hagiwara　Yuka

1982 卯田 絵美里 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Uda　Emiri

1991 加島 由美子 東京 アトミクラブ Kashima　Yumiko　

2012 川端 英莉 東京 東京陸協 Kawabata　Eri

2050 新留 礼子 鹿児島 鹿児島陸協 Shindome　Reiko

2065 伊藤 由香 愛知 中馬塾 Ito　Yuka

2068 大地 穂 東京 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Ochi　Sui　

2101 駒形 陽子 神奈川 ＤＡＣ東京 Komagata　Yoko

2131 山口 みゆき 兵庫 尼崎ナイトランナーズ Yamaguchi　Miyuki　

2148 大島 梢 神奈川 クラブＲ２東日本 Oshimna　Kozue

2153 辻中 友理 大阪府 楽しかったらＥＥＹＡＮ Tsujinaka　Yuri

2207 加来 奈津子 東京 内田治療院陸上部 Kaku　Natsuko

2219 加藤 千代子 愛知 名古屋市役所走友会 Kato　Chiyoko

2267 二宮 歩美 愛媛 松山レデイRC Ninomiya　Ayumi

2270 長岡 美奈 東京 Ｊアスリーツ Nagaoka　Mina

2281 大庭 知子 東京 霞ケ丘ＡＣ Oba　Tomoko

2294 遠藤 麻美 東京 東京陸協 Endo　Asami

2317 杉原 有美 千葉 東京陸協 Sugihara　Yumi

2328 平山 真由美 東京 アトミクラブ Hirayama　Mayumi



2329 足立 結香 福岡 本城陸上クラブ Adachi　Yuka

2336 平野 恵里香 神奈川 ラミリート Hirano　Erika

2407 久保田 文 沖縄 沖縄陸協 Kubota　Aya

2421 中村 正子 東京 東京陸協 Nakamura　Masako

2425 大井 梨絵 東京 アラスカＡＣ Oi　Rie

2434 東 紀子 三重 鹿族 Higashi　Noriko

2490 天野 理智 福岡 ガチＲＵＮ Amano　Richi

2644 矢野 恵 大分 大分陸協 Yano　Megumi

2648 辻 麻結子 埼玉 Ｊａｙｂｉｒｄ Tsuji　Mayuko

2656 大滝 まゆみ 北海道 北極星ＡＣ Otaki　Mayumi

2657 西谷 綾子 東京 東京陸協 nishitani　ayako

2675 森 なつみ 長崎 ＭＲＣ　ＳＡＳＥＢＯ Mori　Natsumi

2677 宇都宮 尚代 大分 大分陸協 Utsunomiya　Naoyo

2679 佐藤 康子 千葉 ニッポンランナーズ Yasuko　Sato

2682 藤波 奈美 大分 豊後高田市陸協 Fujinami　Nami

2683 豊田 美奈子 東京 駒沢公園ジョギングクラブ Toyoda　Minako

2697 今田 麻紀子 大阪 火曜日練習会 Imada　Makiko

2732 福田 恵美子 埼玉 埼玉おごせ石川眼科 Fukuda　Emiko

2778 荒井 美波 神奈川 横浜市陸協 Arai　Miwa

2787 大塚 歩 福岡 クラブＲ２中日本 Ootsuka　Ayumi

2788 岩本 多恵子 神奈川 東京陸協 Iwamoto　Taeko

2797 清水 恵子 山口 光市陸協 Shimizu　Keiko

2807 入交 佐和 東京 東京陸協 Irimajiri　Sawa

2812 飯塚 友紀子 神奈川 ＤｒｅａｍｓＡＣ Iizuka　Yukiko

2815 内田 典子 大分 大分陸協 Uchida　Noriko

2822 松本 華奈 島根 松江陸上クラブ Matsumoto　Kana

2838 川岸 恵美子 東京 ランビッツ Kawagishi　Emiko

2849 高橋 明美 東京 あいおいニッセイ同和 Takahashi　Akemi

2850 松崎 由紀 高知 まるランニングクラブ Matsuzaki　Yuki

2854 水谷 美紀子 大阪 ランスポットＲＣ Mizutani　Mikiko

2861 川井 未緒 千葉 アトミクラブ Kawai　Mio

2872 土屋 里恵 神奈川 Ｄ．Ｒ．ＡＣ Tsuchiya　Rie

2877 吉田 雅子 千葉 ウィング・アスリートクラブ Yoshida　Masako

2886 青戸 敦子 愛知 名古屋テレビ Aoto　Atsuko

2896 平下 瞳 高知 高知さくら Hirashita　Hitomi

2925 浦 もみじ 埼玉 Ｔｅａｍ　Ｍ×Ｋ Momiji　Ura

2926 石戸 敦子 兵庫 神戸市陸協 Ishido　Atsuko

2927 坂根 三保 広島 三原市陸協 Sakane　Miho

2938 福浦 恭子 愛知 富山陸協 Fukuura　Kyoko

2953 石川 涼子 東京 東京陸協 Ishikawa　Ryoko

2957 石川 ゆかり 埼玉 埼玉おごせ石川眼科 Ishikawa　Yukari

2982 竹内 美香 東京 東京陸協 Takeuchi　Mika

2988 岸上 恵里 埼玉 埼玉陸協 Kishigami　Eri

2993 首藤 麻希 大分 豊後大野市陸協 Shuto　Maki

2994 村田 恵 東京 東京陸協 Murata　Megumi

3006 國分 さやか 大阪 ｅーランニングクラブ Kokubu　Sayaka

3008 岡崎 園子 神奈川 クラブＲ２東日本 Okazaki　Sonoko

3010 村瀬 文子 石川 ハクサンクラブ Murase　Ayako

3013 伊東 弥生 千葉 ＲＳＬＡＢ Ito　Yayoi

3026 片瀬 昌子 東京 Ｈａｒｒｉｅｒｓ Katase　Masako

3035 平松 友季 神奈川 鎌倉市陸協 Hiramatsu　Yuuki

3036 西垣 有希子 東京 ウルトラプロジェクト Nishigaki　Yukiko

3046 李 美映 神奈川 クラブＲ２東日本 Lee　Miyeong

3054 加藤 智子 神奈川 青竹荘 Kato　Tomoko

3056 木下 清子 大阪 ララ学園アスリートクラブ Kinoshita　Kiyoko

3060 寺島 美貴子 愛知 庄内ＲＴ Terashima　Mikiko

3070 堺 朋子 福岡 博多陸友会 Sakai　Tomoko

3078 山口 亜希子 兵庫 高砂市陸協 Yamaguchi　Akiko



3087 木村 弥生 東京 アトミクラブ Kimura　Yayoi

3093 長谷川 規子 東京 東京陸協 Hasegawa　Noriko

3096 松田 久美子 東京 アトミクラブ Matsuda　Kumiko

3101 川戸 亜子 山口 周南市陸協 Kawato　Ako

3104 田村 由紀 山口 山陽小野田市陸競 Tamura　Yuki

3107 佐藤 真琴 大阪 クラブＲ2西日本 Sato　Makoto

3113 多田 智春 富山 ジュピターランニングクラブ Tada　Chiharu

3120 佐藤 祐子 徳島 吉野川市陸協 Sachiko　Sato

3123 冨田 由紀子 愛知 クラブＲ２中日本 Tomida　Yukiko

3125 安藤 弘子 東京 ｅＡ東京 Ando　Hiroko

3126 蔵迫 直美 鹿児島 鹿児島狂犬夜走 Kurasako　Naomi

3129 金井 知香 埼玉 南蛮連合 Kanai　Chika

3135 村野 朱見 奈良 ＹＦＳＣ Murano　Akemi

3136 高橋 裕子 東京 東京陸協 Takahashi　Yuko

3144 西井 清美 大阪 ＹＭＲＣ Nishii　Kiyomi

3149 寺井 かおり 神奈川 クラブＲ２東日本 Terai　Kaori

3157 関 侑華 東京 東京陸協 Seki　Yuka

3159 麻生 愛 福岡 福岡陸協 Asou　Ai

3162 小野 あさ枝 大分 大分陸協 Ono　Asae

3170 鈴木 夕雅 東京 葛西ランナーズ Suzuki　Yuga

3173 樋口 知子 大阪 ナイトランＡＣ Higuchi　Tomoko

3180 岩尾 千代乃 大分 家島ランナーズ Iwao　Chiyono

3186 長江 麻衣子 東京 クラブR２東日本 Nagae　Maiko

3191 谷川 真由子 東京 ＲＳＬＡＢ Tanikawa　Mayuko

3196 島渕 香奈 神奈川 クラブＲ２東日本 Shimafuchi　Kana

3215 鈴木 純子 東京 東京陸協 Suzuki　Junko

3220 黄 愛 大分 家島ランナーズ Ko　Ai

3222 賀美 喜代美 茨城 茨城ジョガーズ Kami　Kiyomi

3223 松本 和恵 福岡 福岡陸協 Matsumoto　Kazue

3227 舟橋 静香 愛知 クラブＲ２中日本 Funabashi　Shizuka

3231 藤井 理恵子 大阪 Ｆｒｅｅｍａｘ Fujii　Rieko

3232 小木曽 靖子 愛知 鈴木ランニングクラブ Kogiso　Yasuko

3237 木村 真由美 石川 ジュピターランニングクラブ Kimura　Mayumi

3253 山本 雅子 神奈川 Ｄｏｌｐｈｉｎｓ　ＹＲＴ Yamamoto　masako

3262 増井 まり 大分 家島ランナーズ Masui　Mari　

3267 原田 晴美 東京 ニッポンランナーズ Harada　Harumi

3271 石原 栄子 大阪 クラブＲ２西日本 Ishihara　Eiko

3278 岸 正恵 東京 東京陸協 Kishi　Masae

3282 庄内 菜穂子 東京 ｅＡ東京 Shonai　Naoko

3283 猪原 明子 東京 横浜市陸協 Ihara　Akiko

3300 島田 有美子 大阪 岸和田健康クラブ Shimada　Yumiko

3312 酒木 真知 大阪 吹田ヘルス Sakaki　Machi

3314 重藤 幸子 大分 日田市陸協 Sigefuji　Sachiko

3327 水川 あさみ 東京 ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ Mizukawa Asami

3332 戸井 麻里子 埼玉 埼玉陸協 Toi　Mariko

3336 江崎 光世 愛知 中馬塾 Esaki　Mitsuyo

3342 太田 茜 愛知 尾張旭ランニングクラブ Ota　Akane

3346 白戸 彩子 東京 東京陸協 Shirato　Ayako

3361 榎本 薫 兵庫 サウルスジャパン Enomoto　Kaoru

3375 松塚 百合恵 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Matusyzuka　Yurie

3380 吉川 ひとみ 愛知 クラブＲ２中日本 Yoshikawa　Hitomi

3389 木付 二葉 大分 速見駅伝 Kitsuki　Futaba

3391 佐藤 千鶴 大分 家島ランナーズ Sato　Chizuru

3394 小野 浩美 東京 ポポロＡＣ Ono　Hiromi

3403 津田 博子 岩手 盛岡市陸協 Tsuda　Hiroko

3406 東屋 千由里 広島 三原市陸協 Azumaya　Chiyuri

3407 永嶺 美那子 兵庫 神戸市陸協 Nagamine　Minako

3409 安藤 瑞枝 愛知 中馬塾 Andou　Mizue



3411 毛利 さつき 愛知 中馬塾 Mori　Satsuki

3414 木村 麻里 東京 ウルトラプロジェクト Kimura　Mari

3415 齋藤 記代 栃木 栃木陸協 Saito　Noriyo

3422 植木 香 神奈川 ＴＲＡＣＫ東京 Ueki　Kaori

3426 成重 晃子 福岡 ガチＲＵＮ Narishige　Akiko

3435 伊藤 由美子 熊本 熊本てれっと Ito　Yumiko

3441 西出 良美 三重 鹿族 Nishide　Yoshimi

3442 後藤 綾 大分 大分ウルトラマラソンクラブ Goto　Aya

3443 加々美 朗子 東京 東京陸連 Kagami　Akiko

3444 田中 久美子 福岡 福岡陸協 Tanaka　Kumiko

3446 島 優子 東京 ＴＲＡＣＫ東京 Shima　Yuko

3455 濱田 浩子 山口 海響AC hamada　hiroko

3457 玉岡 由美 奈良 ＮＡＲＡ－Ｘ Tamaoka　Yumi

3465 今村 菜津子 神奈川 クラブＲ２東日本 Imamura　Natsuko

3473 桜沢 有沙 神奈川 ＳＨＵＲＵＮ Sakurazawa　Arisa

3479 今冨 美穂 大分 大分陸協 Imatomi　Miho

3482 大沢 朋絵 茨城 牛久走友会 Osawa　Tomoe

3486 真継 成子 神奈川 Ｕ．Ｒ．Ｃ Matsugu　Shigeko

3506 増田 愛子 東京 クラブＲ２東日本 Masuda　Aiko

3512 藤田 理絵 大分 別府マラソンクラブ Fujita　Rie

3515 甲斐田 美紀 東京 NEC三田陸上部 Kaida　Miki

3522 若宮 恵理子 東京 Ｊアスリーツ Wakamiya　Eriko

3529 スキャンラン 百合子 兵庫 神戸市陸協 Scanlan　Yuriko

3534 ジェイコール 裕子 東京 ＲｕｎＷａｖｅ Jeacle　Yuko

3535 副島 玉恵 福岡 福岡陸協 Soejima　Tamae

3550 佐藤 史子 東京 東京陸協 Sato　Fumiko

3552 浜崎 美鶴 茨城 笠松走友会 Hamasaki　Mitsuru

3557 工藤 敦子 静岡 ｅＡ静岡 Kudo　Atsuko

3567 空谷 スワ子 長崎 ＯＭＲＣ Soratani　Suwako

3568 石元 理恵子 千葉 ウィング・アスリートクラブ Ishimoto　Rieko

3577 冨永 里実 千葉 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ Tominaga　Satomi

3585 佐藤 夕子 東京 さいたま走友会 Satoh　Yuko

3589 髙橋 佳那 大阪 千里ランランクラブ Takahashi　Kana

3590 照井 美和 東京 東京陸協 Terui　Miwa

3594 棟近 幸 北海道 クラブＲ２北海道 Munechika　Miyuki

3600 安部 知子 大分 別府マラソンクラブ Abe　Tomoko

3608 上野 良子 東京 東京陸協 Ueno　Ryoko

3617 天野 みなみ 埼玉 埼玉陸協 Minami　Amano

3618 小熊 満代 広島 ＳＡＴ Koguma　Mitusyo

3619 今田 和美 東京 東京陸協 Konda　Kazumi

3622 尾前 真紀 千葉 ウルトラプロジェクト Ozaki　Maki

3623 赤羽 知佳 大分 ＲＴ別府 Akahane　Chika

3628 奥野 有紀子 大阪 淀屋橋走年団 Yukiko　Okuno

3629 田中 まり子 東京 クラブＲ２東日本 Tanaka　Mariko

3641 中村 民子 大阪 大阪 Nakamura　Tamiko

3654 小澤 房恵 東京 東京陸協 Ozawa　Fusae

3660 原 美奈子 愛知 ＳＱＵＡＤ－Ｔ Hara　Minako

3663 坂本 真由美 大分 大分陸協 Sakamoto　Mayumi

3673 田島 美穂 大阪 富山陸協 Tajima　Miho

3675 服部 亜希子 東京 東京陸協 Hattori　Akiko

3679 坂本 純子 大分 大分陸協 Sakamoto　Junko

3681 天野 薫子 埼玉 埼玉陸協 Amano　Kaoruko

3683 河原 紗希 大分 大分陸協 Kawahara　Saki

3848 大谷 磨耶 東京 Otani　Maya

3880 福崎 奈々 福岡 Fukuzaki　Nana

3916 矢野 淳子 東京 Yano　Junko

3926 宮地 環 福岡 Miyachi　Tamaki

3953 長 由衣 大分 Chou　Yui



4003 前沢 希咲 愛知 Maezawa　Kisaki

4011 藤井 亜希子 大分 Fujii　Akiko

4013 橘 満千留 東京 Tachibana　Michiru

4045 柳下 真理子 神奈川 Yagishita　Mariko

4060 尾上 知見 長崎 Onoue　Tomomi

4076 古藤 東望子 福岡 Kotou　Tomoko

4092 生田 梨歌 愛知 Ikuta　Rika

4095 笠 園子 大阪 Kasa　Sonoko

4099 白石 優 山口 Shiraishi　Yuu

4196 河井 貴恵 東京 Kawai　Takae

4225 景山 ひさよ 福岡 Kageyama　Hisayo

4238 天野 宏美 愛媛 Amano　Hiromi

4263 中村 和世 大阪 Nakamura　Kazuyo

4291 江越 あけみ 佐賀 Egoshi　Akemi

4329 諫山 純子 兵庫 Isayama　Junko

4351 岩田 江利子 神奈川 Iwata　Eriko

4368 伊藤 千鈴 東京 Ito　Chisuzu

4383 中瀬 由香 神奈川 Nakase　Yuka

4387 岡井 ゆかり 京都 Okai　Yukari

4391 大崎 真美 千葉 Osaki　Mami

4403 長谷川 綾 東京 Hasegawa　Aya

4404 石澤 智子 神奈川 Ishizawa　Tomoko

4442 岩瀬 友香 神奈川 Iwase　Yuka

4453 井上 みどり 熊本 Inoue　Midori

4467 藤井 真実 千葉 Fujii　Masami

4470 平田 香奈美 大阪 Hirata　Kanami

4491 半田 裕美 東京 Handa　Hiromi

4497 沼澤 里日 東京 Numasawa　Satohi

4504 川田 晴日 東京 Kawata　Haruhi

4509 奥村 寛子 愛知 Okumura　Hiroko

4512 林 ゆかり 東京 Hayashi　Yukari

4518 渡辺 莉恵 大阪 Watanabe　Rie

4524 飯田 サチ子 福岡 Iida　Sachiko

4540 山崎 麻里 山口 Yamasaki　Mari

4547 板谷 純 徳島 Itadani　Jun

4552 五十嵐 恵 千葉 Igarashi Kei


