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2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　男子

都道府県名

種目：

小西　智之 山田　裕二 横溝　健一 取違　良一 綿引　芳明チーム山田A 1 神奈川県

十河　直樹 齋藤　眞人 横川　和樹 加藤　克也 田中　雄貴平成男組！！A 2 神奈川県

須藤　裕 國弘　康志 竹村　隆志 堀田　雄也 中島　和哉レッドスター号A 3 神奈川県

馬瀬　輝 東海林　征 山元　一生 岡野　聡 上森　賢悦大陽日酸山梨A 4 茨城県

小内　秀高 上原　一郎 田中　康介 安藤　文夫 小林　義弘壮年シャークスA 5 神奈川県

菊池　耕介 佐藤　真介 加治屋　昂 山内　健司 福田　一徹福寿会A 6 神奈川県

中川　靖大 杉本　昌崇 後藤　将彦 関根　泰三 植村　裕之川高・附属中A 7 神奈川県

斉藤　晴 鈴木　祐也 福田　泰祐 常盤　洋史 菅原　星一朗メーヴェＲＣＢA 8 神奈川県

大川　正則 浅見　英昭 田中　進 金澤　光明 細井　彰いったんもめんA 9 長野県

本山　正太郎 森　風五 佐藤　駿 猪腰　草太 和泉川　一気メーヴェＲＣＡA 10 神奈川県

松井　隆 嶋田　彰人 木村　慎吾 阿部　守 日原　康信ねずみおとこA 11 長野県

蔭佐　祐二 立花　知久 吉松　邦彦 小野　賢二 甲斐　稔侑ぬりかべA 12 長野県

岡本　智 吉井　崇翔 渋谷　浩二 寺田　健一 松崎　聖和２５周年A 13 神奈川県

和田　大幹 大湊　周作 田口　將 松嶋　哲矢 田村　雅洋大陽日酸PECA 14 神奈川県

長澤　祐介 村山　康太朗 折原　通修 岩井　繁泰 辻井　智晶大陽日酸ASUA 15 東京都

狩谷　茂一 中山　雅継 池田　慶 清水　悠太 田中　作チーム潮来A 16 神奈川県

河野　光孝 大野　裕介 市川　武 岡田　直道 榎本　光将おかダンディA 17 神奈川県

土利川　崇洋 小山　英司 三和　高明 中西　康晴 萩原　健司羽鳥SC親父A 18 神奈川県

木原　晋 神山　誠 岡村　保和 井上　武司 野坂　正春ALLOTSA 19 東京都

小澤　瑞樹 平山　桂悟 秋元　孝夫 和田　均 堀尾　和征KRCA 20 神奈川県

慶徳　健司 柴田　忠則 黒羽根　良之 高橋　洋平 渡部　俊彦ランナーA 21 神奈川県

宮本　邦弘 西山　稔行 高島田　武人 中山　貴弘 荒井　多剛さくら組A 22 神奈川県

山田　啓太 徳山　直 吉澤　久光 比留間　健一 沼沢　康夫浅野駅伝部A 23 神奈川県

大栗　範久 武田　康孝 山本　修司 上野　彰治 伊比　友明チーム北の漁場A 24 神奈川県

江口　裕明 荒木　議一 大野　祥太郎 山口　拓 髙柳　光正大陽日酸ASPA 25 神奈川県

永塚　俊太郎 徳留　江一郎 高崎　秀久 内山　雅之 前島　浩吉すみれ組ぱぱ友A 26 神奈川県

西浦　崇司 小野　雄治 小木曽　康二 冬田　利紀 幕内　正光大陽日酸Ｅ関東A 27 神奈川県

久保田　修 乾　大志 乾　智幸 八尋　耕介 石田　壮登いぬい接骨院AA 28 東京都

永谷　卓也 奥村　康平 木南　誠司 赤澤　昴佳 小笠原　健也いぬい接骨院CA 29 東京都

片　孝文 佐藤　秀和 倉田　卓 田中　兄介 加藤　英之父友A 30 神奈川県

今泉　聡 岩﨑　裕介 米田　豊治 岩﨑　亮平 岩﨑　秀弥ファミリー２A 31 神奈川県

高田　康博 吉田　照夫 福永　真 小原　真二 安西　達也呑んべぇずA 32 神奈川県

堀内　柊吾 上田　晃輝 大高　傑 落合　翔 橋本　哲弥イリノテカンズA 33 神奈川県

高橋　健太 須賀　健 坪谷　雅道 斎藤　一公 有木　和斗京浜AC 花A 34 神奈川県

高取　孝吉 脇坂　季繁 高屋　敏男 村上　慎 佐藤　雅哉京浜AC 団子A 35 神奈川県

世古　乃佑 今井　開智 井上　壮亮 野々山　将 関田　翔せこにゃんズA 36 神奈川県

杉原　健太 青木　康介 吉岡　大輝 志村　広樹 土井　大輝スギちゃんズA 37 神奈川県

青木　文祥 西原　孝典 宮本　洋典 大口　智也 松倉　裕ＩＮＰＡＣＴ１A 38 東京都

中村　洋輔 佐藤　健太 藤井　健史 細谷　赳人 小林　大輔KMGKOBA 39 神奈川県

道祖田　圭亮 石川　健太郎 萩原　健利 山田　満 寺内　義洋チームＫｙ　ＤA 40 神奈川県

井上　隆 鎌形　浩次 白石　智規 斎藤　友規 山田　寿和チームＫｙ　ＢA 41 神奈川県

高橋　一夫 川越　一貴 飯村　耕介 勝又　靖啓 澤田　雅幸チームＫｙ　ＣA 42 神奈川県

山角　誠 土屋　泉貴 小林　修 山中　剛 伊藤　大輔ＩＮＰＡＣＴ２A 43 東京都

菅原　俊司 姫野　佐京 日比　瑞輝 堀家　啓司 岩佐　貴彦プレロードA 44 埼玉県

宮城　正隼 京山　直樹 大平　雄生 持丸　和也 島　寛毅持丸鬼脚会A 45 神奈川県

山下　哲 黒石　太一 青木　淳一 中村　元気 小林　貴志山下哲と下部達A 47 神奈川県

井原　唯之 高井　良憲 関　友信 右谷　仁孝 樋渡　正樹太陽の子A 48 神奈川県

田中　啓太 田中　雄太 角田　竜輔 鈴木　翔太 大島　和真坂下二中の竜桜A 49 神奈川県

荒井　敦志 都築　俊満 後藤　功雄 岡田　拓也 宮﨑　太郎きぬたくんαA 50 東京都

高橋　正樹 金城　秀和 梶山　岳士 星　祐太 薄井　武順きぬたくんβA 51 東京都
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松浪　健太 渡辺　貴彦 田中　裕 名取　聡嗣 市川　慎一郎大戸分団AA 52 神奈川県

中村　高陽 皆川　雅志 関口　幸善 栗原　晃一 衣笠　良かがやきA 53 神奈川県

藤嶋　敦史 黒川　祐二 賢生　昭彦 堀江　健史 中楠　慎也チームＡＴＣA 54 埼玉県

枝久保　秀朗 鈴木　雅也 小林　奏太 大西　佳超 馬場　友也駿ちゃんなう！A 55 神奈川県

村上　映人 菊地　拓人 加藤　学 菅原　孝也 照井　翔太チャランナーズA 56 神奈川県

三上　柾也 高橋　宏大 池田　悠太郎 木下　天耀 安藤　優真ヨンメックA 57 千葉県

大崎　遼 和田　元輝 國松　冬樹 工藤　昂平 小嶋　龍貴HSEマラAA 58 東京都

林　敬 菅原　寛仁 藤井　健太 中川　善倫 高島　幸吉郎NOVAA 59 神奈川県

中西　如人 宮下　康彦 飯島　良紘 安達　博音 土谷　明大ADC研究会A 60 茨城県

井上　勲 松木　啓次郎 伊藤　友昭 白井　大輔 加藤　仁紀ＣＣＨA 61 神奈川県

友井　邦芳 渡辺　圭造 飯島　秀樹 黒田　敏行 藤井　光レインボーマンA 62 神奈川県

佐藤　洋介 青野　恭介 井上　肇 宮尾　知浩 下田　泰弘チーム下田67A 63 東京都

貴田　潤平 山崎　宗一 吉原　智也 川原田　雅弘 会田　市三焼肉倶楽部1A 64 東京都

稲垣　怜 北村　良介 香月　昭人 藤井　俊秋 番匠　健太焼肉倶楽部2A 65 東京都

佐藤　弘之 加茂　和幸 森下　研人 後閑　強 大内　隆焼肉倶楽部3A 66 東京都

松澤　一裕 近藤　浩一 池田　剛 八反田　忍 田村　彰一チーム ユニテA 67 神奈川県

高瀬　敏治 髙田　千春 美藤　文秀 中谷　圭介 濵田　洋平チームＢ10A 68 神奈川県

中村　育磨 伊藤　史敏 山田　洋輔 小磯　寛 保坂　行輝いくまくらぶA 69 神奈川県

伊藤　大輔 田口　陽介 芦澤　宏明 軍司　匠 西田　明広ハラミパパママA 70 神奈川県

宗像　秀明 山崎　馨司 竹内　慶太 潮田　哲男 田中　宏幸レイカーズAA 71 東京都

池田　貴一 時村　文遊 上山　俊介 審　淳二 中村　和城オーシャンズA 72 神奈川県

角田　秀人 鈴木　貴也 小西　寿昭 市川　英治 後藤　征之ＡＬＳＯＫ開機A 73 神奈川県

竹野　正晃 廣渡　洋次郎 柴田　悠太郎 村上　和有基 菊地　隆志ＡＬＳＯＫ機２A 74 神奈川県

清水　直弥 斉藤　泰彦 中川　恭雄 伊藤　暢浩 吉崎　誕ＡＬＳＯＫ機３A 75 神奈川県

上村　卓寛 外村　佳久 保坂　正康 佐々木　博実 阿部　直人三菱化工機木村A 76 神奈川県

小松　悟 植田　康裕 山田　元希 切付　聡 揚張　伸吾SCRATCHA 77 神奈川県

関　紀彦 望月　潤一 馬場　允 秋山　武士 藤林　啓一2シスAA 78 東京都

西村　聖矢 蛭田　健作 小林　史典 前田　裕司 佐藤　祐志2シスBA 79 東京都

土谷　尚賢 沖﨑　哲也 丹野　和友 恒次　創 伊藤　直喜ＡＬＳＯＫ開企A 80 神奈川県

長谷川　雄一 西原　俊雄 大平　拓 東　真史 福田　啓介ＡＬＳＯＫ法三A 81 神奈川県

濵本　康弘 市村　翼 嶋田　平五 長尾　忠慶 長崎　光輝ＡＬＳＯＫ１４A 82 神奈川県

菊池　隆史 伊花　崇 中野　和弥 田辺　康晃 森　友篤ＡＣＳ２A 83 神奈川県

川本　洋輔 的場　弘幸 笠松　秀治 夏目　賢一 井上　祐たまプラSRCA 84 神奈川県

下笹　洋一 中野　慶也 斎藤　賢志郎 糸永　広昭 米倉　立二ＡＬＳＯＫシＡA 85 神奈川県

桜井　潤 笠野　哲也 神保　力也 伊藤　哲 川邊　浩二ＡＬＳＯＫシＢA 86 神奈川県

平塚　友士 上原　伸一 鐘ヶ江　徹 吉田　貴則 中村　公宣ＡＬＳＯＫ川老A 87 神奈川県

小田原　裕樹 三浦　光平 佐藤　将司 宮島　崇史 梅原　祐介ＡＬＳＯＫ川早A 88 神奈川県

弘中　透 池田　亮 渡辺　洋平 瀨戸　裕一 山田　賢ＡＬＳＯＫ川機A 89 神奈川県

横倉　智之 久野　瑞貴 山崎　純 山下　将平 山本　祐資チーム横ちゃんA 90 神奈川県

菊池　史郎 篠山　健二 小池　聖彦 赤羽　浩 斉藤　万左巳チーム小池A 91 茨城県

坂元　和広 青木　建太郎 大野　裕太 笹谷　章 新垣　哲也チーム駒沢A 92 東京都

前田　恭輔 和田　大樹 横山　拓也 近藤　秀行 清水　一秀ＴｉＭＡA 93 神奈川県

佐藤　直人 石沢　篤史 伊藤　正城 伊藤　優太 竹山　大二郎チーム　ヒロセA 94 神奈川県

中村　典義 小澤　憲二 江島　好輝 森本　浩路 上久木田　直樹ＡＬＳＯＫ開技A 95 神奈川県

長沼　雄三 細田　貴紘 戸村　義英 斎藤　智 権守　真一銭投げおA 96 東京都

竹内　孝太 平井　修人 落合　栄俊 浅野　孝次 若山　瞭太ホワドアA 97 神奈川県

福士　和也 望月　雄太 小松崎　勝 岸野　公亮 雪本　草平チーム松崎A 98 神奈川県

梶浦　幹太 塩川　慶太 久郷　将司 角田　光司 鈴木　雅仁ＮＫＨ１０A 99 神奈川県

徳永　優輝 木村　洋平 藤村　直輝 岩崎　元英 稲葉　拓チーム エヌマA 100 東京都

藍澤　裕 松山　和明 小野口　明 伊東　喜基 内村　竜馬ＡＬＳＯＫ川酒A 101 神奈川県
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吉住　颯一郎 石原　匠 末田　駿介 小川　将弥 高本　崇一郎ディクソン藤巻A 102 神奈川県

丸上　瞬 小高　亮 奈須　亮三 溝田　和史 株木　亘チームせいさくA 103 東京都

生川　純平 笠間　輝則 江島　彰一 浅井　崇彰 佐久間　剛ECOP-AA 104 神奈川県

板谷　大 石田　俊輔 篠崎　裕太郎 尾形　政樹 岩崎　聖人ECOP-BA 105 神奈川県

西本　駿介 山口　晃一 安永　龍平 立山　凜 横山　佳洋AJ技能研修所A 106 神奈川県

末永　直人 鶴田　翔太 奥脇　健一 長谷川　貴洋 根布谷　力チームもぐらA 107 東京都

須賀澤　恵一 山本　学史 平木場　周作 伊藤　誠 後藤　桂太チーム柴野組A 108 東京都

佐藤　浩樹 服部　立 中村　直行 大星　輝紘 芹澤　剛チーム服部組A 109 東京都

加藤　剛史 山下　純平 武田　享也 中本　龍臣 大塚　勇平大塚サンタA 110 千葉県

稲垣　秀平 松下　嵩志 久保　勇介 篠原　佑太 細野　慈太しのはらーズA 111 神奈川県

敷田　岳大 辻　俊幸 宇賀神　和久 浅野　将邦 千葉　裕二ＡＬＳＯＫ営技A 112 神奈川県

齋藤　大地 大竹　正之 岸　健治 山中　光裕 佐々木　一憲走ってんの会A 113 埼玉県

矢尾板　貴 宮澤　和也 大竹　賢 鈴木　健次 河田　謙一チーム大竹組A 114 東京都

天沼　真 井上　拓哉 勝又　靖啓 城　一勝 中山　祥男チーム斎藤組A 115 東京都

鈴木　勝久 上野　浩二 佐藤　勇治 白井　邦彦 大森　健次郎チームＳＳA 116 神奈川県

小野　泰功 佐藤　篤史 本田　裕幸 阿見　雅司 氷見　明ＲＳA 117 神奈川県

岩倉　邦明 藤川　康行 泉名　健 南澤　康二 勢籏　秀樹SBA 118 神奈川県

米山　博久 石山　豊和 猪股　彰悟 廻　昌裕 佐藤　達彦マヨネーズA 119 東京都

田中　桐之助 大高　剛 五十嵐　大輝 天野　潤 石川　智之クリナップA 120 東京都

上田　岳雄 山本　陽平 岡本　拓 佐藤　広大 大塚　勇紀桐光学園OBA 121 大阪府

荒井　紀彦 青柳　大貴 藤原　和人 伊藤　豪 北川　雅浩新日本駅伝A 122 神奈川県

小林　博之 柳澤　祐介 陶山　明義 小林　徹 古川　幸樹化研A 123 東京都

渡辺　公平 藤舘　一行 志村　有太 加藤　雅士 水島　督人とらんきーろA 124 神奈川県

駒野　悠太 白岩　泰尚 川口　洋忠 永井　勝也 原　英嗣ラガーズ梅A 125 神奈川県

矢川　勝太 江頭　誠 絹川　健二 野田　宰玄 峯岸　修ラガーズ松A 126 神奈川県

福島　政勝 菊池　真人 山内　崇 藤掛　幸太郎 小島　幸高男爵2017A 127 神奈川県

仙石　英資 鵜沢　武宏 あさくら ひろゆき 広野　孝男 山本　武お達者クラブA 128 埼玉県

久保田　宗明 森　裕章 堀口　彰 熊谷　拓実 杉浦　正則ＡＬＳＯＫ機１A 129 神奈川県

野瀬　弘太郎 松本　憲明 内田　絢也 明石　善浩 瀬戸脇　相太きのこ1A 130 愛知県

黒木　啓介 石坂　和也 竹原　翔平 岩本　隆 渡辺　亮太きのこ2A 131 愛知県

濱島　茂輝 廣瀬　直仁 八重樫　渉 阿部　真幸 矢澤　良太1流通1-1課A 132 千葉県

村田　太一 田中　寛裕 岡島　史泰 中込　啓介 堀田　寛裕2流通選抜A 133 千葉県

青木　優行 小林　晋一郎 市岡　晋 橋本　寛人 関　将和1流通1-2課A 134 千葉県

奥家　充裕 仲谷　仁 小塚　茜 久保田　秀之 坂牧　卓1・2流通選抜A 135 千葉県

馬場　高広 伊勢谷　裕教 大原　崇英 吉田　岳雄 福木　透じろりあんず全A 136 神奈川県

鈴木　成和 竹見　祐人 大木　拓也 石井　康貴 秋本　直樹城南A 137 東京都

加藤　丈礼 甲斐　昻史 須藤　栄一 大谷　裕昭 杉山　尚也チョコメリーＡA 138 東京都

土井　正治 臺　隆史 赤坂　祥 福田　夕麻 永堀　光司アカサカ軍団A 139 東京都

橋本　紘 渡来　友一 上田　英樹 藤間　良樹 戸村　崇RC ANDOA 140 神奈川県

二階　智洋 久保井　公彦 内田　海人 大宮司　聡 中澤　俊介肉々ランナーずA 141 東京都

村上　一貴 山崎　喬之 小杉　健斗 道法　智広 川﨑　好朗DOOHOOA 142 神奈川県

清水　健 栗原　昂平 田中　翼 小笠原　柊 樋口　陽介膝を大切にしよA 143 神奈川県

山本　洋之 原　祐一 宮本　高行 石川　雄一 玉城　徹也チームガキ大将A 144 東京都

山口　貴明 飯田　和 風間　達也 白戸　雄隆 谷畑　克紀アベルコA 145 東京都

横田　晃 川口　晋平 金子　雄介 小川　典之 吉田　和矢三保B.L.A 146 神奈川県

石井　渉 高橋　雄太 黒木　誠 長井　洋樹 中山　健二まきたりはA 147 神奈川県

濱田　顕尚 小島　圭祐 菅沼　晴夫 庄司　力也 山口　裕二伊豆の国からA 148 静岡県

南原　利亮 奥田　一範 南　勝彦 片岡　祐二 林　裕哲目標は完走！A 149 東京都

金子　大介 荒木　浩也 浅見　満帝 小林　喬 相原　知己竜和会A 150 神奈川県

大井　洋行 篠田　倫太郎 田中　裕之 鈴置　宗朗 広地　昌浩大陽日酸ラルゴA 151 東京都
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ロングの部　男子

都道府県名

種目：

諏佐　達哉 菅原　裕樹 小林　和義 手塚　光洋 平野　智康チームSUSA 152 神奈川県

山本　浩平 辻　裕紀 中村　祐之 手塚　翔太 丸山　諒太朗チームYMMA 153 神奈川県

堤　厚士 岸　和弘 吉田　亮 中田　和彦 吉澤　敏行吉孝DK陸上部A 154 神奈川県

吉留　光一 池尻　和広 渡辺　幸喜 内藤　博康 杉山　佳史理走の友　壱号A 155 神奈川県

星野　敏正 長谷川　訓 溝野　潔 奥西　利一 小倉　達也理走の友　弐号A 156 神奈川県

竹本　良仁 尾形　拓朗 近藤　直樹 金澤　駿 墨谷　允理走の友ハチ公A 157 神奈川県

北村　博 村田　貴志 谷野　茂樹 井田　宏 木戸　重範メイジザクサA 158 神奈川県

西田　佳祐 小沼　盛司 松村　誠 梅村　賢司 長　直樹きのこの山A 159 神奈川県

阿久根　崇 多田　進也 園田　將人 上田　浩二 田原　圭ＤチームA 160 東京都

堀川　賢一 碓井　直 加藤　寛 中嶋　信吾 太田　富雄闘魂倶楽部BA 161 神奈川県

高橋　稔 長沼　正昭 高橋　顕彦 笹倉　典行 三上　祥次郎ヒルトップランA 162 神奈川県

砂川　智敏 佐藤　祐太郎 富田　昌宏 原口　真樹 駿河　航ＥチームA 163 東京都

丸山　剛 渡辺　雄太 野村　三千昭 檀　裕之 村上　真二TEAMDAMA 164 神奈川県

若松　亮 冨塚　諒 並河　豊 早川　涼 岡崎　周平鶴見中継所A 165 神奈川県

嶋田　健児 加藤　靖啓 板倉　克己 浅野　英介 高木　正之助子どもの風A 166 神奈川県

加藤　靖規 井上　俊介 伊藤　智博 白銀　諒一 名倉　健太郎チーム小田中A 167 神奈川県

山口　潔 我妻　浩一郎 レ・ミン　トアン 長田　勇人 田中　敏晴ブリスウェルAA 168 東京都

高居　祐樹 ﾌﾟｧﾝ･ﾄﾞｩｸ ｸｱﾝ 加藤　陽治郎 瓜生　研史 梶山　輝人ブリスウェルBA 169 東京都

宗像　健介 土井　徹哉 小原　康嗣 柿下　一雄 持田　祐介チーム小原A 170 東京都

石橋　和明 今井　伸樹 津田　紀彦 宮永　朋彦 横山　清一郎POSKUMAA 171 千葉県

久世　弘泰 岩倉　涼太 重谷　武宏 柳澤　純 岩橋　孝一チームほしょうA 172 千葉県

嵯峨山　雅央 樋田　望 堀越　綾人 藤澤　勇輝 栢尾　肇サーモスぼとるA 173 埼玉県

小林　政敬 上杉　昭広 後藤　哲哉 中前　智淑 杉森　陽平SE-AA 174 神奈川県

朝長　祐一 池上　雅史 小林　哲史 古川　明典 乙川　祥吾SE-BA 175 神奈川県

木内　俊介 古賀　翔太 岡本　圭礼 瀬戸　泰知 田村　佳大SE-CA 176 神奈川県

福原　聡 西尾　健太郎 見波　晃司 大橋　慎矢 薩川　泰成なべ＆トシZA 177 東京都

石岡　僚 金子　学 橋本　知幸 西島　善紀 印部　琢也ユルマラソン桜A 178 神奈川県

片桐　未久良 有座　健介 小泉　甲斐 佐竹　拓也 松浦　拓哉Ｔ東京&統計A 179 神奈川県

丸山　浩司 奥村　誓悟 後藤　正寛 佐藤　浩司 石村　亮KGRC－YA 180 神奈川県

荒川　優 石塚　祐太 田中　幸司 占部　裕之 浅ノ目　寿侑リアル維持A 181 神奈川県

日野杉　大輔 純浦　圭介 浅見　竜司 伊東　勝美 大石　夏樹ライクス維持A 182 神奈川県

地村　一磨 畑中　後務 小林　瑠 三堀　雅史 吉田　龍優リアル私道A 183 神奈川県

宮澤　駿 富田　理央 河合　裕弥 遠藤　和秀 菊池　健二協日維持+遠藤B 184 神奈川県

野並　圭太 鈴木　洋昌 藤原　正弘 金元　大祐 早川　貴浩ピーチAB 185 神奈川県

土佐　大典 石島　拓陽 島崎　則夫 松本　佳文 吉川　雅俊健康第一（B）B 186 神奈川県

土屋　大介 川井　浩史 浦島　寛和 淡路　佑太郎 戸賀沢　諄スタファイAB 187 神奈川県

堀河　俊介 岡田　圭司 桑原　利之 早川　幸佑 内山　俊郎スタファイＢB 188 神奈川県

喜屋武　俊二 甲野　大智 三木　鉄也 恩田　貴大 超　于ファンコミＢB 189 東京都

藤田　悟史 豊田　洋輔 堀川　直人 笹澤　貴彦 茂木　聡こけし愛好会B 190 東京都

和田　俊顯 硲　幸弘 桐山　克朗 谷　敦史 有薗　正志ビーエムB 191 千葉県

伊藤　陽介 鈴木　尚志 大舘　慎 高瀬　善夫 土屋　幸洋大陽日酸王子ＳB 192 神奈川県

粟野　拡明 戸井田　親紀 生川　直秀 毛利　圭輔 田荷　雅士チームなるるんB 193 神奈川県

韮澤　純二 森　達也 清田　祐介 宇都宮　健浩 谷津　公一郎チームはせB 194 神奈川県

佐藤　栄一 三宅　貞治 長　克弘 横山　栄作 山本　修平日本乳化剤　AB 195 神奈川県

秋元　惇一朗 松嵜　まど香 斉藤　一郎 池田　幸司 加賀山　航日本乳化剤　BB 196 神奈川県

黒澤　剛 豊田　睦崇 伊藤　俊介 萩原　伸一郎 藤川　知久HR.SメンズB 197 神奈川県

吉本　健太 宮井　玲 赤津　文平 橋向　一樹 萩原　琳太郎大陽日酸ＳＣＥB 198 神奈川県

島津　亨 南條　広記 齋藤　光 高牟禮　州 若張　亮HSEマラCB 199 東京都

丹野　芳史 大場　俊 渡邉　悠 下村　好平 黒田　修平HSEマラDB 200 東京都

武田　信也 佐久間　千愛 佐藤　慎司 千葉　信也 福田　充HSEマラEB 201 東京都
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都道府県名

種目：

岡本　佳哲 佐藤　雅樹 高見　俊介 青山　積 青木　智彦化工機走酔会B 202 神奈川県

神原　宏治 齋藤　祐也 荒井　秀一 菅野　英明 星野　宏幸チームかみB 203 千葉県

大崎　浩平 橋本　憲康 齋藤　秀樹 村尾　昌紀 村上　陽介チームおおB 204 千葉県

福岡　拓也 大村　健太 平田　龍 長谷川　森 鎌田　純ランヘッズB 205 東京都

岡沢　洋平 桑原　大輔 藤倉　大輝 山口　哲広 近藤　健介トレーディア3B 206 東京都

鈴木　俊之 志田　久人 茂木　奈緒 柴田　正浩 松本　康太チーム志田B 207 神奈川県

山川　慎平 井上　晴雄 中田　悠太 近藤　厳悟 長沼　寛一あおぞら整骨院B 208 神奈川県

北嶋　剛志 宇野　秀一 仲井　優太 大橋　悠文 中島　崇日油走職1B 209 神奈川県

上野　啓二 牛久　晋佑 林　隆史 松木　貴雄 佐藤　信幸TSH_MB 210 東京都

服部　史寛 大谷　勇貴 今北　晋朗 福永　勝彦 藤原　賢治報徳学園OBB 211 東京都

土岐　翼 福田　拓也 五十嵐　健太 江崎　和享 加藤　礼央爽健美茶B 212 東京都

行澤　一馬 奥岡　彰 橋本　凌也 山内　大樹 梅原　明義TES駅伝部B 213 神奈川県

井上　裕司 田島　直人 栗田　純夫 井山　浩一 松井　彩徒ぬおーいB 214 神奈川県

荒井　正英 三村　正男 鍛冶下　征司 冨田　嵩博 関本　恒浩五洋建設RCB 215 東京都

道濟　良貴 冨山　翔平 増田　実 池田　重之 近藤　雄人Mr生麦B 216 神奈川県

内田　友幸 王　永平 朱　福昌 余　文明 林　暁安ぴんぴんB 217 東京都

鈴木　貴大 関野　和宏 杉原　肇 北川　浩之 稲子　徹哉日東工器RC1B 218 東京都

鈴木　優秀 林　則行 渋谷　国昭 飯島　敏光 宮城　貴則日東工器RC2B 219 東京都

渡邉　佳樹 緒方　征嗣 和田　章裕 坂尾　享昭 郡司　康広日東工器RC3B 220 東京都

瀬恒　孝弘 松木　裕也 二宮　惇 上岡　伸男 高橋　寛治66期駅伝部B 221 東京都

新荘　武史 橘　充洋 神田　治樹 齋藤　篤史 並木　健一チームリベンジB 222 神奈川県

内藤　航 小岩　弘樹 和田　友輔 岸部　哲郎 佐藤　智行愛児園１B 223 神奈川県

西村　育人 唐牛　拓己 上田　良太 井上　大雅 鳥居　邦彦東燃ゼネラルB 224 神奈川県

小池　修二 川戸　隆行 安倍　宏之 葉山　潤一 小坂　太輔愛児園２B 225 神奈川県

村田　遼介 土井　智尭 坂田　健士郎 茂木　克雄 山下　恭平ヨッキー選抜B 226 東京都

塚野　和弘 守屋　隆太 岡田　吉永 水野　左考 香椎　健RDB選抜B 227 神奈川県

戸井田　辰明 大原　英貴 後藤　崇元 吉原　利昭 齊藤　友志喜びと感動を！B 228 神奈川県

高橋　康平 榎本　孔明 佐藤　虹大 佐藤　一 佐藤　優平銭ゲバ金融幹部B 229 千葉県

袴田　泰広 松井　和弘 島田　巧 横山　洋樹 深澤　和成アトラスシーB 230 千葉県

小倉　隼人 石輪　雄介 宮内　友哉 曽我井　裕 折原　祥一SYG52B 231 神奈川県

野元　昇一 漆畑　祐介 福西　平 高橋　正明 宮崎　良夫チーム風神B 232 東京都

提坂　誠 齋藤　隆雄 大崎　武史 伊藤　宣彦 小林　健人チーム雷神B 233 東京都

島田　裕也 加藤　正久 浜岡　一聡 雨貝　弘一 橋本　達也CCOM運用B 234 茨城県

早坂　勝彦 遠藤　達見 車崎　和人 菊井　伸吾 杉尾　亮太郎JIM-U30B 235 茨城県

村井　雄一 新倉　義明 澤田　龍佑 髙野　修宏 岩本　卓也Zチーム村井B 236 埼玉県

倉賀野　穣 崔　永哲 何　竜 張　頴 張　宝りゅうりゅうB 237 東京都

吉村　公太郎 木上　鴻佑 森山　展行 武者　大輔 松本　悠介チームRmasB 238 東京都

佐野　雄一 森　雅之 矢田　誠 小島　寿昭 白戸　淳太郎川崎競輪場D 737 神奈川県
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ロングの部　女子

都道府県名

種目：

五十嵐　桂子 堤　佳子 工藤　亜樹子 長谷　好江 旭　千雅走る女ティアラB 239 神奈川県

幸　直子 早瀬　佳代子 大槻　直子 大津留　利恵子 鬼丸　愛ファンカム花B 240 神奈川県

眞木　明香 森本　陽子 坂上　京子 渋谷　郁 増田　恵子ひばりっこママB 241 神奈川県

中津　順子 中津　真樹 福田　泰子 中馬　葉子 中馬　夏海塚４ランナーズB 242 神奈川県

高島田　史子 斉藤　理砂子 弘中　静子 田中　真由美 中山　亜由美さくら組B 243 神奈川県

橋詰　紀美子 安藤　真由子 一柳　麻衣子 加藤　智恵美 佐藤　敬子太陽の貴婦人達B 244 神奈川県

辻本　敦子 林　季佳 吉田　恵美 竹村　佳子 福田　由紀子KIZN空組B 245 神奈川県

花山　友香 廣浦　茜 川村　亜希 根岸　貴美子 林原　久美子KIZN月組B 246 神奈川県

友井　美南子 渡辺　聖子 藤井　麻依子 黒田　夕起子 飯島　紀子レインボーズB 247 神奈川県

渡邉　明子 鎌田　綾子 小瀧　優 大山　優花 増田　かほりたまプラSRCB 248 神奈川県

中西　愛子 冨田　あゆ子 澤田　美紀 東恩納　裕子 渡中　千奈美フロサポ駅伝部B 249 神奈川県

西田　優美 永井　理恵子 坂本　和代 川上　守美子 宮島　千香世レディーズB 250 神奈川県

佐野　真奈子 三谷　絵麻 吉田　由美子 雨宮　由絵 細金　真由美幸スポラムB 251 神奈川県

岩井　絵里 小川　紗季 佐々木　優真 中島　友香 久和　あかりTeam河童B 252 埼玉県

杉村　由紀子 岡田　美恵子 野原　聡子 重信　都子 中島　久仁子マッスル２！B 253 神奈川県

新満　ひとみ 宮崎　紀子 堀米　知佳子 出口　早百合 宮本　静代こすもB 254 神奈川県

長妻　由希子 草野　洋子 石岡　実菜 近藤　智子 益原　千枝ピーチBB 255 神奈川県

渋谷　由香子 城之内　真弓 遠藤　かおる 長崎　美樹 有福　愛駒高追っかけ隊B 256 神奈川県
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ロングの部　混合

都道府県名

種目：

岩田　茂 野地　砂有里 長田　達郎 大塚　信幸 門野　陽之介マトリカリアＦB 257 神奈川県

美村　忠則 種房　佑介 古川　大志 玉本　悠 松崎　康郎マトリカリアＳB 258 神奈川県

豊間根　正志 宮原　武也 内田　定男 楢原　晴美 村木　大輔走る女パレスB 259 神奈川県

酒井　和也 藤田　武 名取　三恵子 宮崎　久司 椎　俊雄ザバス鶴見ＡB 260 神奈川県

石下　薫 山下　孝子 吉田　克司 信谷　則子 三ツ橋　昌宏ザバス鶴見ＢB 261 神奈川県

真栄田　こずえ 石川　則昭 松本　宏幸 田辺　さゆり 横山　大志ザバス鶴見ＤB 262 神奈川県

信賀　志乃 小西　充 小林　弘子 杉本　浩孝 横田　大騎チームスイマーB 263 神奈川県

三木　雄輔 吉村　美有紀 五十嵐　健大 三木　恵 鈴木　克昌大陽日酸つくばB 264 茨城県

平子　寿光 森　卓也 柴田　直樹 平野　春香 坂本　義徳ＴＫファイブＡB 265 神奈川県

平見　剛 松尾　修平 木村　峻太朗 磯　綾香 安田　裕紀ＴＫファイブＢB 266 神奈川県

鈴木　一史 高木　亮平 芝原　成幸 漆原　啓子 石渡　雅洋ＴＫファイブＣB 267 神奈川県

迫田　泰滋 茂木　裕一 川西　真由美 花澤　伸悟 中澤　東一すなかけばばあB 268 長野県

川野辺　毅 小野　実 白井　弓子 佐藤　健 岩倉　寛生こなきじじいB 269 長野県

吉原　弘隆 佐藤　恭子 久保　裕子 野中　裕子 鯉渕　正志ＭＢａＲＣB 270 神奈川県

蛭田　優一 川﨑　康司 石田　善徳 松田　留美 高橋　洋平ファンカム風B 271 神奈川県

笹岡　靖弘 村川　賀彦 岡崎　浩子 鈴木　あや 川﨑　千衣美ファンカム鳥B 272 神奈川県

樋口　柊人 髙栁　創 牧野　貴志 上治　節子 長嶋　千夏県川工１B 273 神奈川県

深澤　潤次 宮田　明 深澤　楓 辻　美保子 山口　晶子JAMAB 274 神奈川県

関野　岳史 牛若　晃弘 清水　奨 小田　優子 浅沼　直哉チームなおまるB 275 東京都

村田　健太郎 川井　秀介 矢ヶ部　恵弥 内田　大輔 山田　裕KJC-AB 276 神奈川県

池内　克之 今井　快多 青木　朝海 小川　知将 渡辺　理KJC-BB 277 神奈川県

白石　圭 王　トウ 渡辺　佳織 小川　健一郎 旦代　智哉KJC-CB 278 神奈川県

坪内　雄大 三友　敏也 福岡　菜月 伊藤　類 佐野　徹KJC-DB 279 神奈川県

福澤　善文 千賀　遼子 須田　直美 中　美樹 堀米　淳子チーム下4B 280 神奈川県

岡本　和也 桧垣　誠 松浦　友紀子 小川　太一 池田　薫KJC-EB 281 神奈川県

竹野　巧 猪股　謙吾 五十嵐　友子 志摩　英二 小笠原　智走RUN会B 282 神奈川県

栗原　康志 西島　孝通 浅山　能久 近藤　絵美 大前　宏和コクリコAB 283 神奈川県

松田　悟 戎谷　一 古谷　貴史 小林　梨沙 吉田　真コクリコBB 284 神奈川県

小林　誠也 福田　茂紀 伊藤　周作 舟倉　智美 吉川　晋平コクリコCB 285 神奈川県

齋藤　大成 相馬　祐輝 中嶋　百合香 一戸　のどか 一戸　崇CLUBさなえB 286 東京都

加藤　めぐみ 高坂　絵美 山内　有希子 加藤　雄二 山内　俊和ひばりっこ15B 287 神奈川県

立平　靖 湯沢　美紀 鈴木　紀子 有田　裕子 長南　宏SKLRB 288 神奈川県

松本　広明 北村　伶 松本　亜鐘 石黒　祐子 日極　祥子dRUNksB 289 神奈川県

山田　尚宏 山田　明子 小島　美保 古谷　淳子 徳植　拓麻Ｔ２６駅伝部亀B 290 神奈川県

東田　健志 篠田　深才 金子　麻美 野口　縁 饗庭　雅之Ｔ２６駅伝部熊B 291 神奈川県

来住野　磨 田尻　靖子 才田　久美子 高橋　ともえ 中北　英明Ｔ２６駅伝部兎B 292 神奈川県

坂出　義之 今西　ひろみ 藤原　幸枝 小野　芙沙子 古賀　雄一郎チーム家族力B 293 神奈川県

入江　俊公 赤羽　拓之 峠田　宜範 北村　麻帆 岩堀　和人ＴＤＧ１B 294 神奈川県

園田　圭 外山　剛治 甲野　陸泰 竹内　由紀子 岩崎　康真ＴＤＧ２B 295 神奈川県

佐藤　航 堤　秀史 伊賀　和行 横山　陽子 溝上　慎治ＴＤＧ３B 296 神奈川県

白石　英則 服部　一樹 遠藤　美智 矢野　尚貴 佐々木　唯吉プリプリシータB 297 神奈川県

佐藤　正文 大野　玲恵 古川　恵 金井　芳恵 三井　晴美シソジュースB 298 神奈川県

澤登　美香 鈴木　歩衣里 家村　一弥 青木　香織 沼田　伸也ABURAMIB 299 東京都

大住　智也 江川　透 髙橋　美和子 谷内　英之 川崎　裕之石ちゃんと仲間B 300 神奈川県

山中　堅固 橋口　裕希 山本　肇 亀山　恵史 大塚　俊明ＴＯＲＡＹB 301 東京都

磯野　陽太 三堀　みゆき 荷見　正則 齋藤　崇 三浦　純子みなみーずB 302 神奈川県

砂田　徹也 盧　逸超 野田　優子 西内　朋子 渡辺　究ぱんたぬきーずB 303 神奈川県

田邉　智規 桝井　直樹 高橋　美友紀 岩﨑　充 菊池　歩銀座支店駅伝部B 304 東京都

奥貫　賢太郎 箕輪　将一 大山　啓祐 山本　真悠子 玉井　一彦国際チームB 305 神奈川県

粟津　康博 森下　佳子 八幡　航輝 谷内　達則 竹岡　永人いぬい接骨院BB 306 東京都

7 / 20 ページ



ナンバー １区氏名チーム名 ２区氏名 ３区氏名 ４区氏名 ５区氏名

2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　混合

都道府県名

種目：

小野　啓幸 斉藤　幹也 木村　圭介 中野　麻衣子 二宮　大二郎チーム対災力B 307 神奈川県

関口　和生 下澤　孝行 小川　加奈子 関口　由紀 小川　拓哉煎餅ボリボリB 308 神奈川県

渡辺　吉信 中村　和幸 藤倉　鹿菜子 藤井　明子 石川　武彦ABK5B 309 東京都

山崎　光太郎 鈴木　建也 内藤　ゆうこ 関島　卓也 森　僚多やすしーずB 310 東京都

菅原　円 岩下　未来 堀江　綾子 高野　一洋 荻野　直人SHELLB 311 神奈川県

田口　昌親 木村　隆 片桐　慶子 松本　茂樹 牟田口　浩平千鳥足本店B 312 神奈川県

中野　智昭 岸　賢次 久保　綾子 河原　祐二 太田　良成友人クラブAB 313 神奈川県

久保　信司 山下　俊行 児玉　英子 今　正義 深野　貢司友人クラブBB 314 神奈川県

地引　浩 本間　新 栗田　みづき 衛藤　寛明 臼居　優友人クラブCB 315 神奈川県

堀内　貞功 清水　大輔 田口　由香子 江原　亮之 上島　達矢友人クラブDB 316 神奈川県

佐藤　秀彦 坪根　伸之 室井　崇臣 佐々木　明美 橋本　菜津美Viva千鳥足B 317 埼玉県

小島　史郎 古賀　典子 柴田　真 倉重　充陽 青野　拓訓千鳥足RealB 318 神奈川県

嶋崎　俊 雨森　雄一 雨森　亜樹 藤田　一郎 高山　武士あまらんクラブB 319 神奈川県

藤澤　宏和 藤澤　芳子 佐藤　真理絵 藤澤　重行 藤澤　祐美子きびだんごB 320 神奈川県

福田　清司 蔀　広樹 渕上　晶子 中越　尚子 津田　浩司ガヤちゃんB 322 神奈川県

武山　糧 河上　悟史 武山　明子 青木　洋介 北山　英輝京浜AC 星B 323 神奈川県

矢野　宏行 瀬脇　啓博 谷　千代 山口　志郎 笹野　美也子チームはしろうB 324 神奈川県

吉井　光生 竹内　紀行 岩本　淳 八島　優 猪野　雅樹チーム鷺沼B 325 神奈川県

鈴木　友喜 郡　恵樹 高倉　和恵 佐藤　英成 長門　祐太さんぴんクラブB 326 神奈川県

阿部　智幸 武田　雄太 松井　佳菜絵 古賀　千恵 尾崎　秀一さんぴんくらぶB 327 神奈川県

岡上　漱 羽田野　哲也 福田　裕子 吉田　隆幸 荒木　真吾サンシャインＡB 328 神奈川県

新井　貴博 加藤　一 工藤　剛 飯田　房子 加藤　哲郎サンシャインＢB 329 神奈川県

大平　玉実 村川　美奈子 水越　裕子 川上　芳久 関口　久美子サンシャインＣB 330 神奈川県

竹尾　翔 萬　哲夫 佐藤　康徳 児玉　菜摘 山形　敬一CM－１B 331 神奈川県

梅田　万寿雄 藥袋　健人 茅野　香織 尾崎　博一 池田　季浩経理１B 332 東京都

山口　勇 大塚　俊秀 久保　一郎 内田　宏明 谷本　誠経理2B 333 東京都

三瓶　僚也 井上　宏之 戸邉　政江 石井　規之 大津　淳悟MJB 334 神奈川県

江上　竜一 梶田　真一 江原　典子 有松　竜文 西川　昌伸友人クラブＥB 335 神奈川県

仲森　大輔 川中　亮輔 小倉　一幸 三國　悦子 坪井　健太千鳥足無双英雄B 336 東京都

佐藤　弘人 津田　紅三 宮崎　勝 菊地　幸大 伊藤　敦郎きぬたくんγB 337 東京都

平内　佑治 北野　大輔 深山　綾香 福嶋　紀 福田　英洋次期ゆんたくB 338 東京都

篠嶋　雅史 西原　知子 高山　徹 大野　輝子 鈴木　紀彦サンシャインＤB 339 神奈川県

中村　崇晃 西澤　正章 宮川　敬子 安田　直明 横江　和典こまちB 340 神奈川県

片平　圭佑 森下　桂樹 鈴木　崇也 山本　紗穏里 尾崎　純也つばめB 341 神奈川県

鈴木　雄介 奥田　文 祖母井　諒 羽石　英範 津田　剛はやぶさB 342 神奈川県

森本　紘史 池之上　博司 西野　雅明 板倉　彩夏 西村　貞彦MaxときB 343 神奈川県

齊藤　英生 齋藤　欣吾 小森谷　幸子 齋藤　利枝 田村　元パンプ筋ズB 344 東京都

平塚　真理子 瀬尾　敬介 今泉　裕子 米沢　拓繁 及川　理チーム米沢B 345 千葉県

小川　祐一 木村　大助 中澤　知美 朝木　克利 大山　友和日立2001B 346 神奈川県

魚住　久美子 曽根　朋之 月谷　光暁 小路　隆之 内田　興民フンミンＡＣB 347 神奈川県

大原　朱莉 小野　薫 工藤　真奈未 眞砂野　礼 田中　雄太あかりん走遊会B 348 神奈川県

上野　正宙 石橋　佳久 張　理果 鈴木　由佳 立花　祐一タチバナマンB 349 東京都

河原　晃大 井関　柾登 高橋　朋美 西田　玲子 高山　大一郎タカヤマンB 350 東京都

八木澤　隆之 佐藤　成則 小口　博臣 秋山　香織 南方　敬吾チーム風B 351 埼玉県

向井　慧太 有福　智一 常廣　正子 山口　史子 長瀬　昭徳みんなの駅伝部B 352 神奈川県

坪田　洋人 坪田　奈穂 渡辺　彩海 村上　裕弥 中野　真一シーレックスB 353 神奈川県

根本　嵩 川野　高広 間崎　花林 間崎　竜二 筒井　淳一エムザイルB 354 神奈川県

大橋　由美子 外勢　康貴 鴻上　真一 岩崎　祥史 大橋　王二エスザイルB 355 神奈川県

山際　大資 猪狩　智之 遠藤　正人 嶋崎　綾子 太田　恒和アヤコと飲み隊B 356 千葉県

小平　雄亮 伊藤　裕一 菊地　智恵子 三ツ橋　顕司 矢野　秀平かめさんB 357 東京都
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種目：

吉澤　拓也 上村　花奈 大橋　実希子 海沼　武志 小島　悠太NSCB 358 東京都

加藤　拓也 谷合　歳三 甲斐　匠 吉川　みさき 遠藤　孝行チームYJB 359 東京都

片山　一夫 井上　かおり 高橋　仁美 依田　愛子 小玉　和孝タマちゃんずB 360 神奈川県

山下　連 石川　光哉 荒蒔　千聡 錦織　敦子 徳永　哲一大陽日酸HYBB 361 神奈川県

福山　登 小川　重巳 児玉　智恵 橋本　和之 中澤　和重EC1B 362 神奈川県

木立　亮治 勝山　千佳 西澤　学 池原　秀馬 大泉　一也EC2B 363 神奈川県

木村　栄俊 木田　正道 結城　さや子 海宝　里美 稲垣　哲人武蔵野RCB 364 東京都

小磯　寛 北村　健太郎 加茂　充 八木澤　寛子 八木澤　健一カルビパパママB 365 神奈川県

佐藤　由衣 大下　寛規 久木　隆文 河原　久美子 坂本　麻菜美ときわTREEB 366 神奈川県

高橋　生 藤田　和 羽里　和将 星野　薫子 河原　俊ときわSTARC 367 神奈川県

能登谷　亮 東森　清仁 守澤　真里奈 加藤　紗弓 水野　司麻ときWATERC 368 神奈川県

松田　真一 彌富　信行 菊地　登志子 山﨑　駿一郎 松村　卓也ＪＦＥ環境ＡC 369 神奈川県

小林　俊裕 伊吹　一省 川﨑　正美 佐藤　竜也 岩間　大輔ＪＦＥ環境ＣC 370 神奈川県

中山　拓自 三村　峰寛 石郷岡　香奈子 飯田　香澄 高橋　隆昌ＪＦＥ環境ＢＢC 371 神奈川県

東　孝宜 小池　卓 深沢　加奈子 辻　亮祐 蓮見　裕介多摩川走人１C 372 神奈川県

望月　理沙 藤井　孝太 藤井　健 目黒　航 齋藤　幸太郎多摩川走人２C 373 神奈川県

伊藤　公博 高橋　直也 高橋　早希子 佐藤　里奈 平尾　伸也馬場澄子軍団C 374 神奈川県

倉形　健一 苅谷　和之 高橋　徳久 熊谷　恵美子 松田　栄一ミノホドシラズC 375 神奈川県

坂本　勝 山下　知之 畑　明恵 栗原　史明 秋田　賢志レイカーズBC 376 東京都

田幸　恵美 小室　采子 藤本　明國 内田　千尋 安田　佳子チームみっくC 377 神奈川県

松橋　顕弘 斉藤　いずみ 中田　和子 大矢　晴美 伊澤　洋介EC3C 378 神奈川県

浜野　康司 松本　高広 山出　高輔 成島　幸 酒井　寛幸千鳥足ピンクC 379 神奈川県

末富　大剛 江原　慧 田島　和博 末富　歌奈子 井上　陽介ＡＬＳＯＫセ科C 380 神奈川県

岡本　次郎 中村　光壱 山本　智子 阿部　賀代 大倉　健史ＡＬＳＯＫ４階C 381 神奈川県

浦田　裕平 萩原　章友 水野　あゆみ 平野　真也 紀伊　雅夫ＡＬＳＯＫ城東C 382 神奈川県

小高　健 斉野　泰幸 橋本　豪 佐久間　春海 渡邊　啓太ＡＬＳＯＫ上等C 383 神奈川県

川辺　武 小谷　誠 姉崎　司 岡本　健司 姉崎　博ＡＬＳＯＫ渋ＡC 384 神奈川県

林　祐輔 藤川　虹史 野口　友喜 鈴木　偉紗弥 真野　貴弘ＡＬＳＯＫ渋ＢC 385 神奈川県

田島　沙織 釜形　文佳 押田　千明 藤田　千春 高崎　栞ＡＬＳＯＫ渋ＣC 386 神奈川県

軽部　清葉 小林　信夫 斉木　利也 佐々木　利光 鎌形　真悟ＡＬＳＯＫ元渋C 387 神奈川県

紺野　晶裕 服部　達也 最上　知香 今井　皇司 下條　康之チーム村役場C 388 神奈川県

井上　宗治 白澤　諒平 荒井　雅子 都鳥　真生 三井　浩嗣ＡＬＳＯＫ城南C 389 神奈川県

福重　真奈実 竹内　義隆 佐竹　敬 高部　順也 兼増　孝二ＡＣＳ１C 390 神奈川県

大野　祐司 篠瀬　淑子 新明　久子 井田　亜美 安藤　毅史高津セルフ　ＣC 391 神奈川県

福田　一幸 阿佐美　早苗 新明　善彦 加藤　仁 渡辺　めぐみ高津セルフ　ＡC 392 神奈川県

三上　広昭 飯嶋　綾花 吉田　勝彦 岩越　奈歩 村上　美香高津セルフ　ＢC 393 神奈川県

鈴木　國男 國分　裕樹 沢井　若葉 高橋　賢 大山　昇一郎グラスメンズC 394 神奈川県

小林　敦 幅出　洋介 馬越　洋介 須藤　千晴 高瀬　晃太郎ＡＬＳＯＫ営推C 395 神奈川県

石井　大介 羽間　伸介 多賀　洋 五十公野　紫乃 岡　義恭仁ＡＬＳＯＫ採用C 396 神奈川県

菊地　啓佑 濱田　裕樹 松原　芽衣 大沼　豊 古澤　知明ＡＬＳＯＫ川営C 397 神奈川県

陸川　茉林 陸川　悠奈 陸川　明梨 陸川　礼子 陸川　均リッキーズC 398 神奈川県

佐々木　將人 成田　真一 小宮　麻衣子 能勢　淳一 富岡　優一PHOENIXC 399 神奈川県

星野　昴 上原　和憲 安達　三枝 中本　妙子 熊谷　潤ちゅうおうC 400 神奈川県

中川　貴博 大沼　智彦 藤井　麻衣 吉川　知佐 上口　直人JALPAK1C 401 千葉県

江越　大樹 近藤　香海 大野　雅子 草野　渚 藤本　茂樹JALPAK2C 402 千葉県

中村　英史 塩田　文子 本多　常城 江﨑　南 廣瀬　慎太朗光和駅伝クラブC 403 神奈川県

渡邊　貴輝 加藤　宏樹 中川　千明 菅原　直行 大内　謙太郎RUNスタイルC 404 神奈川県

片桐　淳 河田　竜二 臼田　志保 本田　靖 荒川　靖XZ電自MANC 405 神奈川県

国安　宏明 小室　久美子 河井　実樹 頼　良重 菅野　嘉介チーム丸子AC 406 東京都

高野　将人 岡部　早希子 〆野　清香 佐々木　健 中村　拓也チーム丸子BC 407 東京都
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幸加木　智博 遠山　和広 志賀　久枝 安山　桃子 村松　和枝Team調査課C 408 東京都

阿部　里菜 林　真史 秋山　哲俊 細谷　紀代子 小山　裕貴がんばれ京浜C 409 東京都

林　春花 村尾　学 福武　淳子 杉山　直史 深川　拓Team沿再課C 410 東京都

岸　哲也 富岡　守道 吉田　宏 廣中　るり 豊田　愛GFチョッパーC 411 神奈川県

中里　光宏 藤田　博昭 佐野　晴美 小林　洋美 藤田　利恵鷺沼スターズBC 412 神奈川県

関岡　真二 奥玉　哲也 芦澤　優希 石井　里佳 古都　裕太森学園 しんじC 413 神奈川県

松浦　寛之 鈴木　孝典 森　遼一 平島　未来 加藤　光曜森学園◇遼一組C 414 神奈川県

山鹿　文明 岩崎　大輔 小石　徹 堀内　沙友里 名取　秀森学園 バンビC 415 東京都

岡崎　裕文 平林　勇人 茂木　郁也 齋藤　由香 橋本　亮チーム職能部C 416 東京都

山口　俊樹 藤本　真佐志 小早川　武史 赤羽　美柚 野口　直人駒大ACC 417 神奈川県

関根　成紀 中崎　薫 中泉　早織 澤村　絢子 西上　康平おやびんずC 418 埼玉県

小原　大生 平良　光 上木原　亮太 平田　奈緒 柳瀬　力チームはらぐろC 419 東京都

片倉　一平 羽原　眞美子 川鍋　いずみ 黒田　夏子 松永　孝弘EEJ-AC 420 神奈川県

小澤　竜也 西本　恵美 大島　佑紀 長谷川　奈海 鴨志田　正美EEJ-BC 421 神奈川県

矢田部　貴史 波柴　佳美 中西　里香 椎名　愛子 木原　敬子EEJ-CC 422 神奈川県

堀　祐二 宮下　佳子 柳田　保代 田村　美樹 西守　美香EEJ-DC 423 神奈川県

清水　政弘 斉藤　勝士 木村　ひろみ 乙黒　京子 三嶽　昌幸横浜HinoC 424 神奈川県

佐藤　正彦 藤田　千恵 森岡　裕介 五十嵐　早苗 菅野　敦子EEJ-EC 425 神奈川県

立道　輝行 樺沢　由子 芦田　良二 芦田　圭子 樺沢　裕太ランランジャーC 426 神奈川県

高橋　尚之 崎田　良幸 青木　拓也 緋田　早希 西岡　真FM&CREC 427 東京都

大澤　哲也 位田　浩和 當銘　拓弥 川原林　宏美 佐藤　美奈都オヤビンズ２C 428 東京都

梶浦　貴之 藤田　良輔 久郷　京子 久郷　俊司 大下　凌平ＮＫＨ０９C 429 神奈川県

木村　龍之介 川﨑　晃嗣 川島　智之 岩田　麻理奈 西川　謙一O&F&SC 430 東京都

有原　雅俊 垰田　吉徳 坂口　絵美 北門　徹 藤山　佳希チーム混血C 431 東京都

遊塚　実 豊満　テレサ 杉本　将之 平賀　優介 一條　章裕ＡＬＳＯＫ押忍C 432 神奈川県

柿崎　正明 木村　由美子 市石　有子 足立　美幸 谷口　恵美子幸スポダブルXC 433 神奈川県

井芹　弘幸 西　可保留 鷲見　英昭 井口　靖男 守田　直也飛来ジャパン１C 434 東京都

川原　常盛 久米　隆之 関　幸恵 植松　隆 須藤　俊樹飛来ジャパン２C 435 東京都

近藤　志仁 鈴木　卓 安田　敦子 栗山　英子 松浦　夏野太陽ゆり１C 436 神奈川県

豊田　哲朗 扇　一郎 鈴木　知子 馬渕　美砂子 馬渕　富夫太陽ゆり２C 437 神奈川県

松本　洋平 古川　新治 小篠　央子 岡田　未来 森　隼慎チーム不動産1C 438 東京都

山本　千年世 山本　洋明 植村　幸代 伊藤　大介 遠藤　文子dachsC 439 静岡県

藤山　智史 犬童　太一 芳川　友也 廣瀬　今日子 川邉　拓也鷹走会C 440 東京都

大黒　真希 田村　匡弘 武田　泰徳 長　康行 手島　健行さがみ～ずC 441 静岡県

李　凯辰 周　环宇 王　威 赵　鑫 林　彩云LDXC 442 東京都

田中　清茂 京極　みほ 三瓶　哲世 宗形　高明 鈴木　亮三ちゃん食堂C 443 神奈川県

安井　隆宏 副嶋　真里 嶋崎　正太 長尾　寛司 関　芳正すみれ９C 444 神奈川県

近藤　壮 田村　純子 田中　敬子 飯川　由理子 大木　知則オオキマンC 445 東京都

柳沢　清一 近藤　貞治 妹尾　理紗 森本　泰介 末永　剛章妹尾とおっさんC 446 東京都

阿部　健二 石山　恵一 熊澤　天衣 鷹野　将人 水上　智晴ふろぼらAC 447 神奈川県

堀江　秀俊 大塚　桂 青柳　正彦 逸見　育子 齋藤　千穂ふろぼらＢC 448 神奈川県

高橋　航介 秋山　早弥香 七尾　龍 七尾　咲野花 玉田　雄三ATRC 449 神奈川県

島田　昌治 星野　有祐 岡本　祐児 村田　恵 武藤　秀喜ほしの王子さまC 450 神奈川県

櫻田　義明 土田　俊雄 工藤　草平 西海　香理 荒井　直之花見GC 451 東京都

野長瀬　陽一 末永　達也 竹田　知巳 中村　高志 山本　愛hanamiC 452 東京都

丹治　健太郎 細井　省吾 深野　麻夏 塚田　学史 松本　和久松本の一味C 453 神奈川県

鈴木　隆一 中島　成章 飯塚　美徳 名嘉　悦子 小林　太夢つるつる鶴見BC 454 神奈川県

澄川　靖信 河上　雄一郎 島津　由佳 河上　勇人 石本　真之ＫＧＭＯＢＯＧC 455 神奈川県

日幡　亮二 鶴岡　あかね 境　花保里 大澤　真則 土屋　雅飛駒澤大学ＪＣC 456 神奈川県

吉良　尚之 半田　良介 山内　英恵 田中　里奈 藤本　和哉シュークリームC 457 千葉県
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中澤　延寛 新井　翔太 渡辺　一郎 今田　祐希 船橋　大吾GVチーム１C 458 東京都

川上　賢春 奥平　健吾 井上　賢一 北村　真秀 讃岐　博之GVチーム2C 459 東京都

仲俣　達也 小宮山　敦志 山崎　亮 河邉　紅仁 松本　啓吾GVチーム3C 460 東京都

六畑　聡太 長瀬　智紀 松田　彩奈 郡　由佳 林田　安規GVチーム4C 461 東京都

横山　雄大 桑原　裕 横山　文子 安藤　栄子 今泉　征史カルボナーラC 462 神奈川県

椋橋　順平 栗田　健輔 上野　優香 上山　美樹 飛野　淳ペペロンチーノC 463 東京都

横山　孝太 黒木　萌 長島　由佳 今泉　麻美 星　大伸ナポリタンC 464 東京都

川村　翼 加藤　創 西部　彰子 坂田　梨紗 建村　和巨走ラン会AC 465 埼玉県

クリス　プジオ 森井　航 堀田　綾美 中島　久美子 重成　真伸走ラン会BC 466 埼玉県

松重　岳洋 柴田　圭 佐々木　良美 金村　美香 上原　誠治走ラン会CC 467 埼玉県

片田　亘洋 佐藤　史明 小林　さとの 仲本　竜也 柴田　幹人さとのLOVEC 468 東京都

里見　雅大 石原　知高 樋渡　眞子 三橋　乃佑里 勝丸　真至チーム選抜C 469 東京都

石井　翔 中山　優介 武田　千香 高橋　梨音花 岡田　拓也海老で鯛を釣るC 470 東京都

内山　啄己 長原　昂平 安田　ひとみ 小林　亮子 馬籠　彗バッケンバッハC 471 神奈川県

村井　豪太 長尾　千加子 大出　智子 脇　堅吾 二宮　英隆お山の神々RCC 472 神奈川県

長谷川　直巳 常見　卓矢 鈴木　ゆかり 竹内　雄起 窪内　大樹じろりあん’ＳC 473 神奈川県

森部　法子 本郷　隆 土方　和行 岡野　美名子 織戸　恵子幸スポラムラムC 474 神奈川県

礒辺　達彦 宇佐見　泰史 辻　裕香 山本　恭平 池田　翔ザバス和光ＤC 475 埼玉県

黒川　真吾 渡辺　達郎 澤村　亜紀子 三島　加恵 小泉　朋音ザバス和光ＢC 476 埼玉県

大野　智美 石田　万理 荻原　淳子 本橋　寛子 外崎　則夫ザバス和光ＣC 477 埼玉県

松本　兼樹 渡邊　寛己 菊地原　英樹 三澤　舞子 伊東　秀樹ザバス和光ＡC 478 埼玉県

石合　英一 河添　九 差形　望 河添　朋子 中島　友ふっぷりダークC 479 神奈川県

坂口　正史 鈴木　景 佐藤　智春 勝俣　千秋 大井戸　達goodjobC 480 神奈川県

平井　宏昌 竹田　修 白井　陽子 大塚　実紀 江原　直史チョコメリーＢC 481 東京都

丸山　雄大 山下　航平 依田　純奈 加藤　汐里 荒井　大悟とべライブ！C 482 神奈川県

保里　治芳 Androphy Lily 飯坂　友美 大砂　晶子 Jonathon WilsonF3H3C 483 神奈川県

永山　涼太 榊原　理行 山岸　由果 林　政樹 岩山　正成岩ちゃんズC 484 東京都

村田　浩樹 北野　貴之 藤田　裕佳 山本　祥平 國司　颯人TOVETELC 485 神奈川県

中田　智也 野口　由貴 山崎　啓利 光富　容子 東間　直行マッスル１？C 486 神奈川県

川合　康太 徳永　昌宣 川嶋　秀彰 片山　絵理 中川　裕コンバレッドC 487 東京都

岡部　輝康 清水　勇希 村山　千尋 大倉　智子 内山　高徳コンバブルーC 488 東京都

長谷川　幸雄 本間　研一郎 加藤　悠也 岡本　尚子 梅原　一茂チーム尚子C 489 埼玉県

谷口　裕之 守屋　雅章 小川　由理子 尾花　功一 小竹　亮チームもりやC 490 神奈川県

松本　知也 伊東　哲也 伊東　智恵 景山　泰裕 前畑　貴彦チームいとうC 491 神奈川県

星見　洋介 金城　雄貴 吉崎　富美子 杉本　亮 田中　信光チーム富美子C 492 埼玉県

池田　裕樹 千種　洋介 井田　絵里加 鈴木　雅也 井田　周作まっつサンバ３C 493 神奈川県

酒井　大輔 古川　輝 関　千賀子 鈴木　敦郎 金子　智勇アンダヘアーズC 494 東京都

福田　雄久 北條　言実 池田　圭吾 若松　慧 井上　剛チーム言実C 495 埼玉県

安武　昌樹 清水　一平 大塚　洋志 富山　友紀子 坂本　将人ティーム復興C 496 東京都

青木　亮介 髙橋　一馬 田中　祐介 稲垣　美優 伊藤　有弥営業チームＡC 497 東京都

飯田　将太 飯田　佳奈子 伊東　詩織 高辻　孝将 森内　智寛営業チームＢC 498 東京都

前島　辰郎 南部　佑貴 阿部　夏子 黒田　真理子 中川　健太日本アクセスＡC 499 神奈川県

中島　洋介 長田　雄太 前川　大地 佐藤　眞輝 稲垣　美優営業チームＣC 500 東京都

北村　豊 山田　潤子 鈴木　清美 植竹　由美 高橋　彩うさぎとかめC 501 東京都

鈴木　崇史 鈴木　伸弥 鈴木　咲子 田中　央 笠原　孝宣NTMCC 502 東京都

伊野　孝太 川村　槙子 山口　静 孫　一蒙 鈴木　貴子プロジェクトC 503 東京都

上野　泰知 小塩　美佳 池田　澄雄 大塚　隆弘 藤田　景行がんばラン会C 504 神奈川県

高志　信明 香西　杏子 江口　杏菜 藤野　美緒子 新井　由美子チームアベトレC 505 神奈川県

中井　真司 川口　仁子 関根　志穂 小澤　浩昭 岸田　竜太郎せっきーJPC 506 神奈川県

武村　浩二 長谷川　慶子 力丸　咲栄 力丸　仁 長谷川　哲也チーム茶々C 507 神奈川県
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伊禮　亨 渡部　智子 伊藤　愛香音 沖山　峯保 黒松　雅勇チーム峰C 508 神奈川県

本城　奨之 大星　一馬 山崎　香里 大石　智香子 野澤　勝平ももの里保育園C 509 神奈川県

北澤　大輔 大場　潤 佐伯　栄美 松下　翔 青山　和弘大陽日酸　酸素C 510 千葉県

臼谷　佑一郎 岩崎　史晃 上保　功 黒川　普子 岩崎　重雄岩崎BS陸上部C 511 神奈川県

村井　慶史 吉田　浩幸 阿南　寛子 竹内　功 山本　勝正理走の友　参号C 512 神奈川県

小森　信亮 山本　紀彦 山本　久仁子 山本　真弘 飯塚　洋二TELドリームC 513 東京都

及川　拓 高野　裕行 名和　健二郎 小沢　真理子 春日　幸治TELマイルドC 514 東京都

仲間　誠二 藤田　芳樹 佐藤　渚 奥野　洋 吉田　英樹TELプードルC 515 東京都

川内　拓男 佐々木　志真 佐藤　広卓 田邉　基浩 伊藤　秀樹TEL志真C 516 東京都

三輪　聡 西野　繁之 中根　千晴 山口　正雄 鈴木　祐公TEL三代目C 517 東京都

金城　一生 高橋　亮 高橋　友弘 長谷川　理加 苗倉　力チームＮＲC 518 神奈川県

渡邊　春行 市川　直樹 杉浦　美千代 八鍬　公紀 鈴木　友里恵TIP川崎C 519 神奈川県

堀越　亮 畠山　聡 高田　晃 狩野　ゆうこ 長尾　淳也メイジオリゼC 520 神奈川県

小野﨑　保道 打田　光宏 静谷　成晃 武内　晴香 村﨑　広太きのこの山C 521 神奈川県

本生　拓郎 岡部　隼斗 岩竹　真由子 岡本　涼 村岡　薫チームかなでAC 522 神奈川県

金谷　泰佑 長嶋　知弘 岡部　一仁 中村　多希 比嘉　博ＴＥＡＭ　ＴＫC 523 東京都

森田　奨平 澤井　一浩 鍋島　圭太 神保　美佐 小島　康弘大陽日酸Ｅ混成C 524 埼玉県

高橋　隆樹 高山　良太 平石　雄志 駒崎　友 石橋　秀郎DKB48C 525 神奈川県

丸山　慎一 青木　涼 中嶋　綾子 松村　泉 原田　嘉人DKB4410C 526 神奈川県

岡村　福太郎 今　千明 丸田　俊也 中村　章 久保　光徳チーム丸田さんC 527 神奈川県

川村　秋大 柳瀬　貴光 岩永　有平 倉持　弥亜 飯塚　心悟基盤部チーム1C 528 神奈川県

鈴木　徹 常田　康弘 森山　信雄 安齋　真由子 鈴木　信哉基盤部チーム2C 529 神奈川県

藤井　亘 安藤　麗子 安藤　眞実 服部　将之 藤田　恭祐闘魂倶楽部AC 530 神奈川県

伏見　英時 吉村　亮 新海　麻衣子 由良　明日 松本　力也にゃんにゃんC 531 神奈川県

佐藤　真司 伊藤　謙 水島　めぐみ 新井　典岳 木村　隆輔TEAM汁男爵C 532 神奈川県

清水　佳太 戸田　裕之 清水　寛子 肥後　さくら 本木　康崇溝ノ口友の会C 533 神奈川県

春内　卓 鈴木　清子 江井　淳 小野　雅仙 坂本　賢司第二会議室C 534 東京都

福井　勝弘 尾身　辰則 榎本　昭弥 齋藤　拳人 小松　清子川崎市バスC 535 神奈川県

矢作　龍也 村崎　英典 福井　潤子 山本　雄貴 梶原　芳正れいんぼうZC 536 神奈川県

雨宮　敬 田中　秀明 田中　純子 飯田　大輔 吉田　眞創健社ＬC 537 神奈川県

藤森　隆通 山口　弘行 宇佐美　みゆき 柳田　智子 西田　行寛創健社ＦC 538 神奈川県

小山　裕太 飯田　雅之 田中　紀子 宮澤　夢 寺井　浩之創健社ＰC 539 神奈川県

山下　剛 北林　貴文 嶌田　英樹 中島　孝 甲村　真惟子創健社ＳC 540 神奈川県

川手　健司 朝烏　章 稲垣　晶子 片岡　潤美 内田　裕あすか製薬AC 541 神奈川県

伊藤　晃生 五反田　浩太郎 村上　正樹 鈴木　梨菜 岡村　嘉人あすか製薬BC 542 神奈川県

久田　茂 竹尾　誠二 森本　秀樹 森　宏美 土屋　渉あすか製薬CC 543 神奈川県

佐々木　修二 泉　善紀 飛田　祐輔 佐々木　栞奈 塩田　晃太郎いろはすももC 544 東京都

稲垣　雅哉 片川　航 佐藤　香菜 嶋田　芳枝 鈴木　邦宏ロックランC 545 神奈川県

秋山　智紀 伊藤　大佑 山岸　杏子 内海　真之 志村　正智パンサーC 546 東京都

西野　嘉也 竹脇　一郎 舘野　洋輔 箕輪　真衣 吉行　俊介サーモスらんちC 547 神奈川県

石松　寛之 山尾　真哉 江口　安香里 三浦　里枝 伊藤　陽祐サーモスしぇふC 548 神奈川県

玉崎　康祐 池田　裕昭 高野　健之 宮澤　志帆 柏原　雄樹サーモスまぐC 549 埼玉県

山崎　崇史 佐藤　康裕 佐々木　奈々恵 ﾅｼﾛﾌ ﾌｧﾌﾘ 野口　亮太どらキングAD 550 東京都

田中　俊裕 谷　伸一 勝俣　真美 岡本　昌紘 前田　洋哉どらキングID 551 東京都

佐藤　真樹 井手　輝 加藤　勝彦 山本　聖奈 宮城　崇史チームせなD 552 東京都

勝間田　健一 宮川　健太郎 大田　明美 泉　健一 山中　將也TIP川崎2D 553 神奈川県

新田　達郎 黒光　充 八木　健吉 船場　琢 田中　結子ユルマラソン桃D 554 神奈川県

安藤　俊一郎 村田　光穂 佐野　嘉久 西村　仁志 山本　裕美みんなハンサムD 555 神奈川県

鎌田　八重 清水　永順 佐向　千穂 大滝　英里 佐向　大池田油店D 556 神奈川県

吉岡　翔 菊池　沙樹 西川　貴規 陳　贏コウ 鈴木　愛子タカキーズD 557 東京都
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大嶋　孝弘 柿森　篤実 松田　詩織 七原　里穂子 横田　光徳健康第一（A）D 558 神奈川県

静間　祐太 佐藤　慶 中島　未貴 清田　由希 武藤　剛ムトゥーJPND 559 神奈川県

柳澤　安慶 田中　亨 本木　美彩子 林　奈美子 石澤　大輔ファンコミＡD 560 東京都

加藤　裕之 田中　友明 須佐　英樹 畠山　渚 村瀬　篤ファンコミCD 561 東京都

山本　広夢 小野寺　隆介 中畑　あい 横井　千紘 池内　正志オネエ見届け隊D 562 神奈川県

高木　賢人 堀川　輝斗 坂本　奈穂 古口　葉月 金井　瑞希チームMCHD 563 千葉県

野口　直樹 原　慶裕 飯原　淑子 高倉　秀輔 菊池　允斗大陽日酸王子AD 564 神奈川県

松本　歩 荒金　一久 菊池　彩音 村岡　彩花 小林　亮二彩音と彩花D 565 神奈川県

平尾　友樹 藤沢　伸剛 加藤　聖也 橋本　千尋 室畑　遼大JA東京中央AD 566 東京都

上野　善範 吉田　泰史 胡桃沢　悦子 綱嶋　雅昭 安藤　裕武ＪＡ東京中央ＢD 567 東京都

宇田川　勝 菊地　誠一 庄司　沙織 下山　知希 川守　宏志ＪＡ東京中央ＣD 568 東京都

伊藤　尚貴 江﨑　創太 小野寺　博鐘 荘司　恵美 木下　清之ＪＡ東京中央ＤD 569 東京都

佐藤　理紗 永山　充 富塚　正男 上原　敬弘 清沢　星治ＪＡ東京中央ＥD 570 東京都

田上　聡 吉川　知宏 佐藤　寿一 岩佐　知子 竹田　裕明LRC－AD 571 東京都

岡本　祐樹 深見　潤 餅原　浩美 芹澤　久子 坂入　弘明LRCーBD 572 東京都
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｼﾞｮﾝｿﾝ 山口　美穂 柴田　一雄 清田　康子 飯田　康之チームちゅーD 573 神奈川県

梅村　和弘 川合　奈々 木村　涼子 米村　奈々美 太田　俊彦きむちゃんD 574 東京都

小嶋　基裕 木田　哲也 萬田　聡一 石井　裕子 池田　賢一KO-HOD 575 神奈川県

金森　巨洋 古高　伸浩 橋本　知美 鯉田　淳 長谷川　陽一ＳＡＲＣ金D 576 神奈川県

藤沢　耕助 永松　弥津樹 王　克寒 岩藤　有美 武山　宙永HSEマラBD 577 東京都

鶴橋　亮 神谷　強 関口　悟 後藤　一恵 畑田　信男TIPE&O１D 578 東京都

山場　隆史 小林　知之 子安　利春 吉田　恵理子 三島　昌彦TIPE&O2D 579 東京都

小原　達也 東　トモ子 小松　美貴 柴田　美里 村尾　俊輔小五郎丸D 580 神奈川県

伊藤　優太 菊地　加奈子 吉井　隆 柴田　大介 関　慧起大五郎丸D 581 神奈川県

沖野　勝俊 横山　幸喜 河西　多佳子 万代　友里香 万代　邦彦LRC-CD 582 東京都

島津　斉 徳永　朋広 小関　麻希 佐々木　康二 宇田川　大介チーム新宿D 583 神奈川県

山根　沙織 富樫　吉樹 小川　康博 島田　友海 古澤　友浩浜っこJC１D 584 神奈川県

関　峻介 近藤　和之 神谷　洋輔 内田　裕子 長島　知広浜っこJC２D 585 神奈川県

清水　良太 戸邊　翼 中島　実知勇 山田　芳久 遠藤　裕子TMEIC-AD 586 埼玉県

村上　壮人 齋藤　恭裕 大坪　真由美 平井　正子 小浦　博チームＴＨＫD 587 神奈川県

小林　泰二 古川　稔 柏倉　安代 西岡　亜紀 西﨑　圭二郎ゴーゴーカレーD 588 神奈川県

脇坂　剛 石川　成美 海田　翔平 宮木　瞳 羽田　宏五洋建設土設計D 589 東京都

田中　治 山口　淳爾 奥村　豪哲 上條　百合香 岡田　徹チームたなD 590 千葉県

熊倉　俊 田中　俊嗣 小野　京子 諏佐　菜美子 田中　知英ファンコミDD 591 東京都

篠宮　直行 松川　賢一 小倉　弘吏 山下　彩 赤羽　正寿ギガモッコスD 592 東京都

磯田　麻実 藤井　一磨 井上　雅央 布施　祐介 杉山　大士トレーディア１D 593 東京都

上條　仁士 栗田　千敬 大桃　信義 安井　桃 藤崎　裕章トレーディア2D 594 東京都

白幡　茂樹 真中　智朗 白崎　繁 清水　英果 矢澤　昭彦TMEIC-BD 595 埼玉県

天野　裕基 清水　大樹 角谷　輝美 木田　隆 進藤　遼太郎TMEIC-PD 596 埼玉県

西野　哲司 三輪　範博 三輪　歌子 芥川　明文 嶋津　泰士TMEICTDD 597 埼玉県

山本　拓 秋吉　直樹 立花　康佑 伊藤　陽子 六浦　航平森学園知床分室D 598 神奈川県

中島　康之 渡辺　良枝 江藤　哲博 矢嶋　彩希 大井戸　均日油走職2D 599 神奈川県

福島　宏志 三上　由紀子 橋本　和宏 大井戸　佳子 平尾　佳二日油走職3D 600 神奈川県

原田　脩平 渡部　和也 松木　直子 渡部　繭子 宮本　慶治TSH　BD 601 東京都

佐藤　導吉 鎌田　佳宏 山中　喜美 植村　泰樹 門脇　卓哉TSH　CD 602 東京都

高久　知輝 西嶋　和信 鴻野　里穂 溝端　まりの 森田　大輔営業部チームD 603 東京都

酒井　賢一 橋本　明 久保田　直子 大村　貴行 井上　哲ViViA AD 604 千葉県

宮城　仁 四倉　卓哉 立田　朋子 淡川　和真 藤倉　健太郎ViViA BD 605 千葉県

金井　優 金井　直子 今西　一博 山崎　勉 伊藤　篤志なおちゃんズAD 606 千葉県

関野　洋介 古宮　祥人 諸岡　秀明 石井　志織 須藤　哲郎なおちゃんズBD 607 千葉県
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2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　混合

都道府県名

種目：

清水　公人 信夫　裕也 松本　康晴 前川　玲葉 野本　康仁なおちゃんズDD 608 千葉県

小森　信和 井上　彰人 杉浦　悠斗 前川　玲葉 福井　一平なおちゃんズCD 609 千葉県

山田　雄弘 安藤　理恵子 市川　朝子 熊田　陽子 井上　智広チーム飯野D 610 東京都

小山　勇気 相原　紀明 尾川　薫 江戸　由典 久宝　克己MS4の会D 611 千葉県

萩原　舞 鈴木　洋介 鳥越　広海 近藤　隆之 手塚　奎太なのはなD 612 神奈川県

中谷　陽一 菊池　大輔 田仲　礼奈 内山　徳太郎 島根　淳ＴＨＫ２０１６D 613 神奈川県

大橋　峻一 鈴木　響 畠山　愛咲 桑田　さやか 海沼　優介はなみずきD 614 神奈川県

野村　勇斗 白瀬　喬彦 中本　有紀 新井　莉央 石山　健太さくらD 615 神奈川県

山口　雄三 加藤　剛 石川　真弓 高内　宏明 大野　健一TMEIC-SD 616 埼玉県

井口　豊 戸次　強 長山　恵梨子 渡邊　知己 綾部　正FサポーターズD 617 東京都

清水　道浩 乗京　利幸 河原塚　奈見子 前川　大吾 堀内　琢也東陽大駅伝部AD 618 東京都

大林　芳文 向山　啓太 古川　海斗 加藤　瑞穂 近藤　邦男LHランナーズD 619 千葉県

長谷川　哲美 熊野　正裕 米山　翼 石崎　麗 梅原　康史LHランナー２D 620 千葉県

菅原　大輔 高島　稔 高島　明子 佐々木　健悟 新井　翔太LHランナー3D 621 千葉県

河原崎　昌義 打井　一希 吉川　泰介 桑原　隆志 神山　ゆりTIP川崎3D 622 神奈川県

田中　昭弘 寺岡　鋼平 高田　浩子 須田　了子 藤田　響一FSメトロ01D 623 東京都

杉山　敦 渡嘉敷　聡 山本　宥美 渡邉　信也 水嶋　孝FSメトロ02D 624 東京都

唐川　正浩 吉田　十志之 吉倉　一博 呉　友卓 坂本　博満FSメトロ03D 625 東京都

白鳥　諭 佐藤　宏 山崎　誠司 岡田　光彦 西木　考博FSメトロ04D 626 東京都

三原　悠 猪俣　綾 高橋　輝 岡田　菜穂 森谷　光太郎FSメトロ05D 627 東京都

川村　敏夫 伊藤　公大 皿井　葵 矢川　浩之 山崎　秀明FSメトロ06D 628 東京都

平田　祐介 山口　晋介 福田　貴広 佐藤　栄一 岡光　洋子FSメトロ07D 629 東京都

竹田　昌人 加藤　鷹 辻野　智美 手塚　里子 桂　樹里RDAC選抜D 630 神奈川県

溝口　政央 桑形　雅臣 宮崎　愛子 柳沢　峰 田中　秀明RDAC愛好会D 631 神奈川県

佐藤　荘二郎 小澤　宏明 中野　詩帆 菅浪　萌 井上　直紀チームみやざきD 632 東京都

加藤　明章 加藤　優香 深草　将斗 青井　克樹 池岡　周平チーム・ノアAD 633 神奈川県

荒澤　篤矛 日野　悠平 徳光　翔大 黄　陳璐 二宮　友博チーム・ノアBD 634 神奈川県

佐々木　勇二 鶴岡　慶宣 山科　咲耶 幸田　悦男 飯島　千奈美咲っと走ろうD 635 千葉県

大縄　悟志 金子　聖司 大越　桃子 増井　修 石倉　知征TeamAD 636 埼玉県

脇若　尊信 飯塚　裕介 手塚　知栄子 米山　正明 松田　正史TeamBD 637 埼玉県

倉田　幸恵 小林　厚 小林　睦美 岩永　宏太 小賀坂　善久チーム電力１D 638 神奈川県

仲村　真人 万木　恒平 宋　庭萱 川原　太郎 大平　勝彦チーム電力２D 639 神奈川県

鈴木　京介 寺島　孝志 平間　裕美 猪股　萌 宮前　典史LRC-DD 640 東京都

大島　昂 星　雄二 滝口　友恵 後藤　友紀 猿渡　真人コムD 641 千葉県

石井　純也 山崎　裕 中山　和恵 北原　隆治 小林　真人ＨＢＳランＡD 642 東京都

天野　康介 小沼　正己 安齋　恵理子 中井　幹夫 三嶋　泰佳ＨＢＳランＢD 643 東京都

西濱　大貴 新森　信秀 濱口　美樹 松井　英樹 獺越　慶太ＨＢＳランＣD 644 東京都

池田　友之 高橋　陽介 西新　さやか 湯地　慧 織原　一貴JIM-O30D 645 茨城県

城　美幸 綱川　玲奈 所　恵子 前田　浩司 江川　光徳G-CallD 646 神奈川県

京極　隆志 仲嶺　知世 米田　淳一 伊芸　杏 山谷　景子FSメトロ08D 647 東京都

宮崎　智之 中島　和希 藤川　薫 池田　千夏 柴田　裕介チームＭD 648 神奈川県

増川　太輝 平田　裕史 勝野　友貴 實木　葵 實木　亨チームＹD 649 神奈川県

大平　晃司 前田　茂仁 関　信乃 新町　敬策 田中　元貫URA48D 650 東京都

小宮　直登 太田　洋介 細割　和代 阿久津　遼太 梶川　慧太郎URB48D 651 東京都

小久保　俊平 神村　幸人 岡田　佳穂里 関　主税 信太　一郎URC48D 652 東京都

松山　武司 中村　崇宏 中野　拓朗 三宅　愛美 宮田　典武城南信金馬込ＡD 653 神奈川県

内部　雅博 長谷川　純一 田中　裕志 高橋　美幡 小俣　悌彦カリタスAD 654 東京都

松本　浩史 森田　臣一 永井　崇雄 宇田川　沙織 東　洋平カリタスBD 655 東京都

北條　毅 三谷　啓 高野　元秀 森田　里恵 松岡　忠義ハマカジ白D 656 神奈川県

伊藤　周司 平山　美緒 岩下　英之 岡部　弘樹 津嶋　武志ハマカジ紺D 657 神奈川県
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ロングの部　混合

都道府県名

種目：

横溝　直樹 篠宮　克己 畳家　庄一 中村　ひろみ 生駒　亮NOSランAD 658 神奈川県

赤坂　真樹 奈良　昌紀 野原　悟 薄　美由紀 坂本　雅宏NOSランBD 659 神奈川県

久保　脩平 田中　弘毅 湯川　果林 有山　直杜 内野　延泰Zチーム内野D 660 埼玉県

澤田　誠 長谷川　克年 佐藤　昇 真期　彰 鎌田　慎KBICD 661 神奈川県

益子　幸一郎 高橋　誠 北村　尚男 鈴木　未貴子 春田　崇博チームまっしーD 662 神奈川県

斉藤　航 馬場　俊一 太田　文恵 大谷　英希 植木　武治結局ハンサムD 663 神奈川県

菊田　慧 山出　和生 川西　睦美 小川　みちる 福田　武宜城南信金馬込ＢD 664 神奈川県

星野　俊一 内村　洋平 宮内　康 由井　若菜 高橋　徹郎城南信金馬込ＣD 665 神奈川県

門脇　夏樹 佐藤　遥 鈴木　誠ニ 須戸　聡 山内　健人チーム須戸D 666 神奈川県

鈴木　昂 松川　友里奈 星野　昇平 和田　翔太 吉田　允成チーム和田D 667 神奈川県

宮戸　嵩志 土井　咲枝 葦原　雄行 松岡　優 藤井　大輔柴田組D 668 神奈川県

宮下　拓 佐藤　弘康 徳留　礼佳 高橋　恵理菜 浅川　陽平井田ランナーズD 669 東京都

奥野　展生 小熊　忍 小西　将史 前田　菜津乃 渡邊　旨紀チームせかおざD 757 茨城県
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種目：

伴　和郎 板村　悦子 塩川　洋子 山田　清勝 長谷川　一幸Ｖ・Ａ・ＮD 670 神奈川県

本橋　辰之 山本　次郎 木村　史 山口　康之 竹之内　一男みんなの駅伝部D 671 神奈川県

横尾　和夫 古川　大二郎 宮本　康弘 赤木　辰郎 吉田　勉川崎ＯＢクラブD 672 神奈川県

青田　良一 花岡　慶広 曽根　充子 鹿住　さなえ 新宅　正義がちゃぴんD 673 神奈川県

八木　伸久 小野　弘樹 三浦　聡子 小野　れい子 光井　英幸ザバス鶴見ＣD 674 神奈川県

白石　衆 坂詰　憲二 芦塚　繁 阿部　茂行 小石　一吉ＪＰランナーズD 675 神奈川県

錦織　求 小林　公明 伊藤　勝広 大久保　哲也 斉藤　善伸ＴＫファイブＧD 676 神奈川県

栗原　真一 永村　智明 南舘　美達 栗原　悦子 内田　吉治ともがき楽走会D 677 神奈川県

原田　友章 古谷　俊治 長谷川　利則 佐伯　孝志 吉留　宏樹ファンカム月D 678 神奈川県

渡邊　徹 永田　孝行 荒井　豊 井澤　篤士 山村　恭一KajacBD 679 神奈川県

本間　俊之 柳澤　幹夫 本城　直樹 中川原　毅 門間　哲雄聖光１９期AD 680 神奈川県

石井　義朋 千島　健治 原　紀一郎 市川　司 大出　裕資聖光１９期BD 681 神奈川県

望月　信宏 長島　行人 松下　容一郎 青木　一彦 芳垣　晴男聖光１９期CD 682 神奈川県

加藤　隆 高村　博也 絹川　いずみ 浅野　裕 佐々木　涼子チームシルキーD 683 東京都

小幡　敏郞 金子　健哉 大津　茂雄 近藤　純 成田　吉章モンスターBD 684 神奈川県

川澄　知郎 大橋　健二 今駒　憲二 小関　浩史 岸　正明モンスターD 685 神奈川県

長崎　久弥 前田　雅輝 荒川　利弘 本藤　哲也 望月　健二すみれAD 686 神奈川県

稲垣　仁志 伊藤　正幸 小澤　文伸 沼田　哲男 冨岡　誠すみれBD 687 神奈川県

田辺　高広 関根　淳一 木村　聡美 田宮　早苗 八木沢　孝T&F28D 688 神奈川県

福野　宏和 鳩飼　順平 石川　俊一 浜崎　元司 石田　裕子STAR.SCD 689 神奈川県

平山　龍一 大野　賢一 森下　卓 藤平　昭彦 坂元　克昭PSおっさんズD 690 千葉県

浅川　泰雄 深瀬　俊昭 中山　和治 大塚　英男 瀬田　晃彦ヤナギムシD 691 神奈川県

平本　公男 福原　隆一 佐川　祐一 村上　久 石原　知行富士見中悪親父D 692 神奈川県

池田　武久 幸田　学 今村　誠 若松　淳 三崎　洋ボラちゃん5D 693 神奈川県

大岩　健一 吉原　亨 佐藤　達矢 安藤　重美 瀬戸　健之介テツFCD 694 神奈川県

小保方　利明 瀧根　正温 樋口　利雄 高田　勝司 加藤　正道サレジオ50BD 695 神奈川県

浮田　和生 日高　充 宇賀神　貴宏 小澤　高思 百瀬　洋サレジオ50AD 696 神奈川県

津波古　年生 小島　健児 土屋　裕一 小島　紅子 小長谷　秀明大人の遠足隊ＡD 697 神奈川県

大場　隆 高橋　則広 原　清郊 小宮　利正 鹿島　秀樹オオトBD 698 神奈川県

赤羽根　薫 小倉　健一郎 橋本　伸雄 松森　孝弘 加島　晃チームみなとKD 699 神奈川県

軍司　武夫 磯野　さつき 齋藤　信一 荒木　博美 角　洋子ラン・ラン齋藤D 700 神奈川県

高木　真 加藤　伸一 村越　篤 久保田　修司 高井　勝巳青黒おやじ連ZD 701 神奈川県

渡邉　英宏 安井　之彦 飯田　建 児玉　仁 唐戸　健一たまプラSRCD 702 神奈川県

坂井　辰彦 伊東　哲也 板垣　聡樹 阿久津　和人 石井　勲GF☆ルフィーD 703 神奈川県

田中　徹 氏家　敬佳 池田　勝次 川合　邦之 清水　豪人鷺沼スターズAD 704 神奈川県

浅野　直之 池田　昌美 高橋　祐絵 高橋　満季 和田　佳代子55つくば走友D 705 静岡県

小出　あゆみ 濱田　よしみ 渡辺　進一 高橋　悦子 中野　未栄うさちゃんずD 706 神奈川県

小山　知也 久保村　日出男 澁谷　健一 石井　登 児玉　満馬車道ＲＣD 707 神奈川県

木村　亮 丸岡　佳博 山田　文宣 永友　琢也 幸田　広史熊D 708 神奈川県

宮下　和之 橋口　博之 本田　一路 滝田　一広 村越　智裕伊豆の国40D 709 静岡県

中村　修 鈴木　晴智 加茂　睦子 伊藤　理司 佐藤　仁ＴＥＡＭ２８D 710 神奈川県

清水　康光 高原　徹 岸田　仁 窪田　修一 吉田　幸広レモンゴーD 711 神奈川県

加藤　文雄 浅田　和彦 矢島　初夫 相澤　郊三郎 藤井　英次ぐんままちD 712 神奈川県

佐々木　崇 片山　真人 森　慶和 原口　浩一 窪田　俊郎ピッツキューブD 713 東京都

島　信之 長谷川　克己 伊勢谷　昇 竹田　正俊 小島　憲一ポンターズD 714 埼玉県

須藤　直美 杉沼　恵 鈴木　きえ 山本　真紀子 小林　順子NLSCLUBD 715 東京都

加藤　伸宏 冨川　智子 森　弘子 吉田　武信 上江　秀喜熊猫犬日記D 716 神奈川県

大田　裕二 伊藤　英樹 川越　理恵 山下　久美子 山下　浩司磯丸エースD 717 神奈川県

関野　茂 弘田　喜紀 石川　秀伸 山田　祥司 高橋　克利高津区長と一味D 718 神奈川県

市島　賢至 深澤　雄三 田中　泰三 飯田　義明 町田　吉史キングカスD 719 神奈川県
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ナンバー １区氏名チーム名 ２区氏名 ３区氏名 ４区氏名 ５区氏名

2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　マスターズ

都道府県名

種目：

杉本　純一 大森　武 岡村　真作 安澤　誠 大津　一隆ティップネスMD 720 埼玉県

佐俣　光男 余根田　紳次 永島　澄人 藤田　正司 阿部　薫COSMOD 721 神奈川県

新満　勝 東　信孝 荻窪　洋一 若原　孝之 東仲　盛光コスモD 722 神奈川県

筒井　潔 青木　玄 高尾　金也 伊藤　孝志 青天目　潤川崎市バスAD 723 神奈川県

高橋　浩之 鈴木　康裕 唐澤　友樹 長谷部　正夫 久保　俊世川崎市バスBD 724 神奈川県

町野　俊介 原田　直樹 林田　康洋 酒井　優 青木　信裕プロジェクトＤD 725 神奈川県

嶋崎　智経 田村　京三 中村　了治 浪貝　泰之 立石　尚丈KGRC－MD 726 神奈川県

中川　貴志 今井　雅文 小林　隆志 金井　久弥 石川　剛川崎区歯科医会D 727 神奈川県

角田　実 大澤　昭人 土居　高志 松川　隆 矢吹　功一北風イナリーズD 728 神奈川県

安孫子　亮 安在　秀雄 岡崎　水弥 阿部　真理 石田　貴史ＳＡＲＣ安D 729 神奈川県

古川　貴士 安藤　典子 関　尚子 山口　崇 市原　賢治大井クラブD 730 神奈川県

村田　和則 見木　武人 猪股　一行 林　知之 山西　洋一TSH　DD 731 東京都

大村　貴行 連形　昂志 麻生　裕也 酒井　賢一 浅海　信悟ViViA CD 732 千葉県

高島　謙一 石川　隆行 中川　博 齋藤　聡 住谷　和重チームいちがんD 733 神奈川県
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ナンバー １区氏名チーム名 ２区氏名 ３区氏名 ４区氏名 ５区氏名

2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　高校男子

都道府県名

種目： 高校駅伝の部 男子19チームも加わります

熊倉　明生 中川　和史 緒形　勇志 中尾　類 蓮尾　龍大船高校高 734 東京都

武井　俊樹 中尾　稜介 三栖　悠太郎 田畑　論太郎 中川　雅廣都立狛江高校高 735 東京都

林　陸斗 太田　健斗 後宮　秀行 山田　大智 芳野　伸一郎西高津OB高 736 神奈川県
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ナンバー １区氏名チーム名 ２区氏名 ３区氏名 ４区氏名 ５区氏名

2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

高校駅伝の部　男子

都道府県名

種目： ロングの部　高校男子にも同時エントリー

高見　達也 神原　佑斗 野口　凌凱 瀬尾　夏生 志村　翔希川崎高等学校（全日制） 2001

佐藤　勇志 高木　涼輔 田中　里樹 井上　広基 森本　健斗川崎総合科学高等学校 2002

福士　陽都 座間　武尊 松元　司 藤部　武文 勝嵜　大陽橘高等学校 2003

本間　真太朗 菅　航平 小泉　柚太 住吉　智也 米田　光利高津高等学校Ａ 2004

小浦　泰介 鳥畑　圭介 五十嵐　陸 小池　柚貴 髙橋　大志高津高等学校Ｂ 2005

角田　裕高 渡邊　匠 山城　佑太 中村　大 箱森　孝洋高津高等学校Ｃ 2006

猿橋　拓己 水口　洋亮 田代　泰弘 高木　陽希 大森　賢人桐光学園高等学校Ａ 2007

根﨑　凌 竹内　佑汰 田中　航 箱田　剛輝 池間　淳桐光学園高等学校Ｂ 2008

清水　貴文 田中　琉偉 平本　裕礎 渡島　翔 宮下　史也桐光学園高等学校Ｃ 2009

大谷　勇輔 橋本　歩樹 水上　智貴 鈴木　龍之介 田中　翔真桐光学園高等学校Ｄ 2010

直井　悠人 竹内　彰 千葉　壮一朗 山口　晃太 千田　淳平多摩高等学校Ａ 2011

山本　晴道 斉藤　義和 伊藤　宏樹 廣瀬　遼一 岡田　篤頼多摩高等学校Ｂ 2012

金子　立輝 小西　飛翔 原島　直輝 青栁　隼大 西野入　稜央県立菅高等学校 2013

一山　巽 谷村　竜一 渡辺　貴大 笠井　大剛 大河内　遥太生田高等学校 2014

秋元　勇祐 浅野　智暉 山下　雄也 立石　淳洋 堅木　聡県立麻生高等学校 2015

小林　裕哉 二ノ宮　洋介 齋藤　洋人 松倉　政志 中谷　一陽川崎工科高等学校Ａ 2016

丹下　輝巳 平原　匡泰 渡邊　功多郎 原　慎一 小林　遼太川崎工科高等学校Ｂ 2017

岩井　凜 大井　一輝 戸田　篤人 小川　翔以 鴻巣　裕大川崎工科高等学校Ｃ 2018

高橋　侑希 池田　拓朗 佐藤　智輝 伊藤　大悟 郡家　正浩中原養護学校 2019
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2017年3月19日開催2017多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　オープン

都道府県名

種目：

樋渡　亜紀 柳井　忍 山崎　珠代 田中　智美 高井　一恵太陽の子混成AB 321 神奈川県
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