
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

2019年3月17日開催2019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：

横溝　健一 小西　智之 寺島　慶祐 吉田　敏孝 綿引　芳明チーム山田1 神奈川県

福士　陽都 松元　司 鈴木　陽太 田代　洋平 渡辺　千尋Ｕ．Ｓ．Ａ．2 神奈川県

小内　秀高 小林　義弘 佐藤　真 飯田　健二 田中　康介壮年シャークス3 神奈川県

佐野　雄一 石井　毅 鈴木　渓 山田　慎一郎 白戸　淳太郎選手会チーム4 神奈川県

福田　悠也 澤井　一浩 小山　泰明 田上　孝 佐藤　雅幸大陽日酸Ｅ４３5 埼玉県

高木　亮平 坂本　義徳 大久保　哲也 内田　貴之 石渡　雅洋ＴＫファイブＢ6 神奈川県

鈴木　一史 錦織　求 森　卓也 小田　卓也 平見　剛ＴＫファイブＡ7 神奈川県

大川　正則 迫田　泰滋 金澤　光明 浅見　英昭 小野　実すなかけばばあ8 千葉県

伊東　文平 伴　涼哉 桑鶴　絋 畔上　優哉 清野　直太メーヴェＲＣＢ9 神奈川県

本山　正太郎 斉藤　晴 青木　碩杜 石動　真悟 和泉川　一気メーヴェＲＣＡ10 神奈川県

伊東　秀樹 小泉　明音 外崎　則夫 磯部　達彦 松本　兼樹WAKO－A11 埼玉県

大山　啓祐 林　正充 豊本　欽規 大槻　康晴 田子　良佑ふるさと12 神奈川県

大井　洋行 田中　裕之 篠田　倫太郎 鈴置　宗朗 広地　昌浩大陽日酸ラルゴ13 東京都

田村　雅洋 山口　拓 大湊　周作 高柳　光正 牧平　裕樹大陽日酸ASP14 神奈川県

江口　裕明 田口　將 萩原　亮可 松嶋　哲矢 早川　正洋大陽日酸PEC15 神奈川県

増田　優斗 中西　仁 池永　海 久保　法揮 上原　智都市大等々力16 東京都

三木　雄輔 福田　仁 松下　翔 北澤　大輔 吉岡　泰鵬大陽日酸　酸素17 千葉県

赤津　文平 小山　岳秀 宮井　玲 峰本　勇一 寺澤　亮太大陽日酸SCE18 神奈川県

藤井　汰太 吉田　浩幸 植田　理稀 金澤　駿 尾形　拓朗理走ハチ公前19 神奈川県

小林　誠也 志摩　峻平 菅原　宏之 福田　茂紀 吉田　真コクリコA20 神奈川県

山本　典広 内田　俊之 橋本　伸雄 小池　優介 中島　叡チームミスチル21 神奈川県

多湖　真一郎 安富　優 中田　裕輝 浅山　能久 草苅　秀平コクリコB22 神奈川県

市川　武 榎本　光将 大野　裕介 岡田　直道 河野　光孝むさこーず23 神奈川県

加藤　雅士 渡辺　公平 山本　真 深瀬　安規 佐々木　宏川崎中青年部会24 神奈川県

片桐　淳 河田　竜二 宮田　瑛一 本田　靖 荒川　靖XZ電自MAN25 神奈川県

松澤　一裕 田村　彰一 佐藤　慶 武藤　剛 近藤　浩一ベネユニテ26 神奈川県

武田　雅規 落合　隆 植村　裕之 石塚　全 滝口　太志じんたん27 神奈川県

大谷　聡史 山田　英二 根岸　智史 大政　賢司 邵　校マーノＡ28 神奈川県

横溝　直樹 箕輪　高裕 宮下　徹 江﨑　正治 奈良　昌紀NOSランA29 埼玉県

高藤　慎史 野原　悟 田中　勝也 生駒　亮 坂本　雅宏NOSランB30 埼玉県

海東　孝幸 及川　清貴 川上　時夫 稲葉　幸太郎 周藤　巧チーム宮前31 神奈川県

山川　慎平 長沼　寛一 鈴木　理士 小森　和夫 中田　悠太あおぞら整骨院32 神奈川県

鈴木　克昌 フォンフェルテン　ルカ 髙橋　洋一郎 三木　雄輔 廣海　豪大陽日酸紫峰33 茨城県

梅野　高裕 荒井　猛 五十嵐　健大 岡野　聡 上森　賢悦大陽日酸霞ヶ浦34 茨城県

内野々　卓 村山　慎弥 岩井　繁泰 安田　周平 辻井　智晶大陽日酸ENG35 東京都

基　研太 佐藤　大輝 阿部　健一 篠田　学 大森　涼全力中年36 神奈川県

井口　瑛一 土橋　祐太 青沼　快 水野　理規 染谷　巧大陽日酸つくば37 茨城県

山田　啓太 吉澤　久光 徳山　直 比留間　健一 沼沢　康夫浅野駅伝部Ａ38 神奈川県

佐藤　真司 吉峰　尚之 伊藤　謙 新井　典岳 木村　隆輔TEAM汁男爵39 神奈川県

水戸　大輔 原田　慎也 大川内　剛 横井　逸人 高橋　清紀とらいあんぐる40 神奈川県

永田　修啓 齊藤　海綺 森田　奨平 幕内　正光 麻生　優作大陽日酸Ｅ中部41 愛知県

上田　岳雄 山本　陽平 岡本　拓 植田　敦史 佐藤　広大桐光学園OB42 大阪府

安井　敬祐 長谷川　訓 増田　直樹 小倉　達也 木村　悟理走の友　壱号43 神奈川県

杉山　佳史 押尾　満 清水　省吾 竹内　功 池尻　和広理走の友　弐号44 神奈川県

星野　敏正 増田　茂 堺　克己 山本　勝正 村井　慶史理走の友　参号45 神奈川県

堀川　賢一 品川　凌平 碓井　直 中嶋　信吾 太田　富雄闘魂倶楽部Ｂ46 神奈川県

中尾　正行 秋山　大輔 宮澤　功 鈴木　勇人 宮迫　功ナハ駅伝部A47 神奈川県

斉藤　仁 久保田　大介 佐藤　豪 清水　由裕 鈴木　政志ナハ駅伝部B48 神奈川県

道祖田　圭亮 石川　健太郎 川越　一貴 寺内　義洋 澤田　雅幸チームＫｙ　Ｄ49 神奈川県

山田　寿和 山崎　泰助 廣川　勝典 井上　隆 高橋　一夫チームＫｙ　Ｂ50 神奈川県
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飯村　耕介 斎藤　友規 白石　智規 鎌形　浩次 山田　満チームＫｙ　Ｃ51 神奈川県

伴野　卓也 安部　翔太 白木　正浩 伊藤　裕介 堀江　昭秀ゆうすけさんず52 神奈川県

関根　大輔 平子　俊哉 白井　良和 伊東　健太郎 平瀬　公太いとけんさんず53 神奈川県

藤林　昌芳 光成　洋二 高橋　英徳 山田　成一 新城　信弥おこたこチーズ54 神奈川県

今村　宏嗣 半田　浩介 沖村　朝之 小松　稔典 石塚　司皇居ランナー255 東京都

田中　正美 西谷　歩 向笠　太郎 野崎　敦支 中野　晶皇居ランナー356 東京都

林　政樹 久保井　公彦 大宮司　聡 岩山　正成 中澤　俊介肉々らんなーズ57 東京都

金辻　大輝 藤田　望慈 鷲尾　光平 小池　洋介 原田　章弘Cマラソン部B58 神奈川県

鱸　成敏 志田　雄司 飯塚　心悟 松浦　勇人 橋本　亮Cマラソン部A59 神奈川県

小野崎　保道 村田　貴志 谷野　茂樹 木戸　重範 打田　光宏メイジオリゼ60 神奈川県

福田　一徹 菊池　耕介 加治屋　昂 佐藤　真介 山内　健司福寿会61 神奈川県

小磯　寛 芦澤　宏明 伊藤　大輔 加茂　充 北村　健太郎ロースパパママ62 神奈川県

片山　大河 林　和宏 西沢　孝浩 船岡　健司 砂田　徹也ぱんだーず63 神奈川県

矢嶋　寿也 井上　雅斗 岩井　大典 吉沢　竜太 鳥井　修たぬきーず64 神奈川県

中村　育磨 伊藤　史敏 井上　悠 小磯　寛 保坂　行輝いくまクラブ65 神奈川県

田中　啓太 田中　雄太 角田　竜輔 宇内　大典 大島　和真会津の竜桜吹雪66 福島県

長澤　祐介 村山　康太朗 本田　秀幸 山本　新 矢野　聡章大陽日酸ASU67 神奈川県

高橋　浩之 福井　勝弘 長谷部　正夫 尾身　辰則 平野　悟川崎市バスC68 神奈川県

東海林　元 布谷　基 吹切　洋平 菊地　拓人 鳥居　邦彦チャランナーズ69 神奈川県

小野　雄治 西浦　崇司 尾上　泰介 鍋島　圭太 冬田　利紀大陽日酸E関B70 神奈川県

川口　晋平 吉田　和矢 横田　晃 金子　雄介 小川　典之三保ブラックＬ71 東京都

水柿　康一 清田　広輝 冨田　舜 高橋　尚徳 梶塚　一川トラクラブA72 神奈川県

高橋　徳久 松田　栄一 倉形　健一 岡本　健一 苅谷　和之ミノホド３９73 神奈川県

小林　貴志 黒石　太一 山下　哲 中村　元気 神田　洋志山下哲と下部達74 神奈川県

池田　貴一 重里　比呂生 杉原　康太 佐藤　憲明 中村　和城オーシャンズ75 神奈川県

長瀬　昭徳 竹之内　一男 有福　智和 向井　慧太 本橋　辰之みんなの駅伝部76 神奈川県

板野　昌平 渡邊　旨紀 小西　将史 西久保　裕之 森　聖太チーム満腹労77 東京都

松浪　健太 富永　達也 鹿島　俊祥 市川　慎一郎 田島　道夫大戸A78 神奈川県

土肥　謙太郎 小嶋　将太 山本　一貴 池田　史朗 早川　貴浩中原メンズ79 神奈川県

西澤　正章 尾前　純也 秋好　宏宣 森本　紘史 小澤　壮裕チーム180 神奈川県

中村　高陽 関口　幸善 祖毋井　諒 杉野　祐己 横江　和典チーム281 神奈川県

養松　将司 西尾　健太郎 見波　晃司 福原　聡 秦野　裕基King&なめ82 東京都

高正　健太 奥村　康平 赤澤　昴佳 乾　幸輝 乾　大志おくむら接骨院83 神奈川県

竹岡　永人 永谷　卓也 石田　壮登 乾　智幸 谷内　達則いぬい接骨院84 神奈川県

秋田　亘輝 加藤　剛史 武田　享也 大塚　勇平 中本　龍臣大塚サンタ85 千葉県

山見　優作 石原　眞也 佐々木　直人 成松　康有 刀根　拓大スター86 神奈川県

土屋　大介 佐藤　暢 小谷　慎也 岡田　圭司 桑原　利之ファイヤー87 神奈川県

辻　裕紀 浅沼　直哉 大澤　伸彦 藤井　洋平 清田　祐介チーム経と環88 神奈川県

田荷　雅士 末岡　知之 粟野　拡明 生川　直秀 毛利　圭輔チームなるるん89 神奈川県

岩城　紀夫 山田　亨 市川　公一 笹山　拓也 下釆　大悟チームしたうね90 神奈川県

飯田　康之 池田　賢一 萬田　聡一 柴田　一雄 佐藤　拓郎チーム田と藤91 神奈川県

遠藤　充泰 冨山　仁博 菊地　幸大 萩尾　勇太 薄井　武順きぬたくんα92 東京都

佐藤　将人 山本　敏裕 岡田　拓也 宮崎　勝 山田　一郎きぬたくんβ93 東京都

杉原　孝太郎 冨田　浩行 津島　隆太 小川　幸佑 外塚　渉mira男94 神奈川県

有岡　賢太郎 西澤　拓也 宮尾　祐輔 久高　聖也 櫻井　高大mira助95 神奈川県

吉村　浩司 南　邦久 荒木　英之 横川　裕次 村上　直輝アルテニカE96 東京都

木村　一輝 杉浦　康宏 深谷　則久 杉浦　光宏 田中　良範みつおボーイズ97 神奈川県

山本　裕大 岡本　心平 森　太輝 小野　翔馬 石田　武チームかな西98 東京都

川島　直也 原　裕二 山口　惣大 朝烏　章 上原　尚徳あすか製薬Ａ99 神奈川県

栗原　孝 伊藤　晃生 五反田　浩太郎 内田　裕 舟橋　弘樹あすか製薬Ｂ100 神奈川県
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重谷　武宏 柳澤　純 加藤　勝彦 池谷　拓哉 中森　裕亮ほしょう＆りょ101 千葉県

小木曽　康二 望月　将司 吉永　秀樹 金城　晃太 吉本　健太大陽日酸Ｅ関Ａ102 神奈川県

樋口　学 南　一充 矢部　陽 掛野　裕行 増野　和明ナイスミドル103 東京都

田中　徹 村上　力 蒲谷　利幸 高田　仁 横澤　義蔵東亜石油104 神奈川県

清水　守 幸村　秀人 根元　克年 前井　聖一 緒方　亮介イケ麺特攻隊翔105 東京都

古川　裕章 水落　俊太朗 田原　岳 井関　力 我如古　リカルドＪＦＥアーバン106 神奈川県

小林　俊裕 彌富　信行 白井　雅和 佐藤　大夢 松村　卓也ＪＦＥ環境Ｂ107 神奈川県

中西　如人 吉延　毅朗 神山　歩相名 植竹　敦 土谷　明大ピロト108 茨城県

菅原　真樹 花沢　朔 片岡　秀之 上村　航 宮口　穂高ジャンカーズ109 千葉県

鈴木　俊之 志田　久人 宮下　智武 太田　克重 松本　康太チーム志田110 神奈川県

北村　博 畠山　聡 村﨑　広太 長尾　淳也 小野崎　保道きのこの山111 神奈川県

森　康一郎 鳴海　朋宏 三島　秀太 出井　巧 上野　剛裕上野系健康部Ａ112 東京都

岡本　次郎 大倉　健史 中村　光壱 都甲　雄治 柏崎　亮ＡＬＳＯＫ海外113 埼玉県

峯岸　高之 丸山　真介 加藤　美智也 岡田　俊明 大谷　真生上野系健康部Ｂ114 東京都

鎌形　真悟 小林　信夫 松風　幸次 佐々木　利光 中島　学ＡＬＳＯＫ元渋115 埼玉県

梶浦　幹太 伊藤　諒 久郷　将司 鈴木　雅仁 下山　晴生ＮＫＨチームＢ116 神奈川県

坂本　雄治 須本　貴章 甲斐　聡 清水　輝幸 水流　昭一郎ＡＬＳＯＫ運技117 埼玉県

大原　勇太 鈴木　基久 庄司　正吉 石元　学 村井　豊彦ＡＬＳＯＫＳＳ118 埼玉県

恩田　将徳 伊藤　聖一朗 山本　健一 竹下　裕憲 水野　宏康ＡＬＳＯＫ軍団119 埼玉県

江原　慧 高長　昌 安藤　啓祐 月岡　寛 田島　和博ＡＬＳＯＫセ研120 埼玉県

石沢　篤史 佐藤　直人 伊藤　正城 竹山　大二郎 鈴木　純平チームヒロセ121 神奈川県

長瀬　優木 玉木　政裕 竹内　倫 山本　修司 白岩　真史塚田組122 神奈川県

日比　瑞輝 辰巳　裕二 山賀　貴史 菅原　俊司 福田　健プレロードA123 埼玉県

日比　駿太郎 早川　実 姫野　佐京 神谷　拓郎 岩佐　貴彦プレロードB124 埼玉県

川元　宏朗 石村　洋志 藤井　慎人 江間　研自 竹沢　公佑いしむ～Z125 神奈川県

小泉　進一 伊藤　直喜 恒次　創 竹内　祥 村上　和有基ＡＬＳＯＫ怪奇126 埼玉県

藤田　響一 飛石　信夫 徳光　翔太 森田　利光 小山　勇気フライストーン127 千葉県

若林　力 和田　昌行 百々　竜平 板橋　茂夫 平田　開どどちゃんS128 神奈川県

美村　忠則 種房　佑介 長田　達郎 長田　淳 松崎　康郎マトリカリア129 神奈川県

辻　貴之 井手　輝 加納　龍司 中城　秀聡 古川　明典いでちゃんず130 神奈川県

田村　健人 濵本　彗輔 田村　佳大 朝長　祐一 乙川　祥吾うぃず131 神奈川県

吉原　佳祐 宇田川　恒 池上　雅史 中前　智淑 馬場　星河ちゃっぴーず132 神奈川県

近藤　壮 大屋　卓朗 石橋　佳久 日比　一徳 傳田　哲矢デンダマン133 東京都

名嘉　元康 岩本　誠史 江藤　喜則 明野　孝典 金城　一生MFIRE134 東京都

澤　信吾 河本　陸 玉田　修平 村尾　太郎 坂本　達哉社会人跑人達135 東京都

栗田　翼 北　章資 神部　俊太 中谷　紘基 大場　達也都市電大長距離136 東京都

山崎　哲 松岡　裕貴 加藤　智也 畑口　あきと 西畑　伸一モーピク137 神奈川県

仙石　英資 廣野　孝男 鵜澤　直哉 鵜澤　武宏 山本　武お達者クラブ138 埼玉県

三吉　春吾 久保　祐亮 西山　和希 澤田　拓也 澤田　拓也チームみやうち139 神奈川県

富塚　正男 森山　健 森屋　秀巳 上原　敬弘 吉田　知弘ＪＡ東京中央Ｄ140 東京都

藤井　俊秋 貴田　潤平 北村　良介 森下　研人 辻本　雅則焼肉倶楽部2141 埼玉県

江成　隆 松永　顕孝 石澤　直人 安宅　彰 中前　徹也川崎北S142 神奈川県

古木　靖啓 神田　拓 中川　剛直 荒井　友希 林　賢太郎ＤＧＡＣ143 東京都

おおき　たけし 柿崎　正彦 日高　けんじ 高山　みちお 鈴木　隆一てるてる坊主144 神奈川県

長瀬　瑛三 清水　勇希 川嶋　秀彰 三宅　智毅 中川　裕コンバレッド145 東京都

鈴木　勝久 大森　健二郎 石井　将彦 木村　晃 白井　邦彦チームシライ２146 神奈川県

鎌田　佳宏 原田　脩平 佐藤　導吉 渡部　和也 八重尾　俊壽TSH　A147 東京都

村井　雄一 江口　勤 数藤　敏成 両角　洋一 兼田　浩信栗おやじ148 神奈川県

猪股　彰悟 石山　豊和 佐藤　達彦 若林　将也 坂本　篤史マヨネーズ149 東京都

金本　和也 永井　亮 渡嘉敷　航 鈴木　正輝 佐々木　新吾ERCA150 神奈川県
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橋本　憲康 奥村　豪哲 菅野　英明 村尾　昌紀 村上　陽介ＵＰ＿Ｂ151 千葉県

長沼　雄三 佐藤　慎介 戸村　義英 細田　貴紘 鈴木　誠どーんと花火152 東京都

上岡　勇輝 磯川　直也 田中　直樹 福島　宏志 宇野　秀一日油走職1153 神奈川県

高橋　侑一 森　翔大 仲井　優太 松尾　裕介 玉田　真倫日油走職2154 神奈川県

野村　純一 古野　中 山口　雄三 高内　宏明 村上　広樹TMEIC-A155 埼玉県

山田　光世 高橋　文和 山崎　裕 小林　真人 村上　晃央日立ビルシスA156 東京都

内田　雅樹 後藤　悠 荒居　裕明 八巻　徹 森田　大介ＦＲＣ選抜157 神奈川県

日向　利匡 白岩　巧 内田　雅樹 後藤　悠 荒居　裕明ＦＲＣの仲間達158 神奈川県

野崎　将史 中西　幸治 橋場　亮太 中嶋　譲治 川西　浩司EQ走るん課159 東京都

高瀬　敏治 有井　渉 美藤　文秀 深山　英樹 濵田　洋平ラソニソグＡ160 神奈川県

河内　康陽 小林　章夫 久田　隼人 西坂　信行 新垣　良介ラソニソグB161 神奈川県

西本　翔 中村　典義 伊藤　暢浩 岡崎　恵介 渡辺　翼ＡＬＳＯＫ開技162 埼玉県

桜井　潤 小野田　和眞 大谷　賢治 津田　士 笠野　哲也ＡＬＳＯＫシス163 埼玉県

佐久間　光太 松永　幸樹 君嶋　駿 齋藤　亮介 森　拓也TEAM南笑164 神奈川県

金井　優 伊藤　篤志 関野　洋介 古宮　祥人 須藤　哲郎丹青競走部A165 埼玉県

山崎　勉 今西　一博 加藤　綜馬 杉浦　悠斗 諸岡　秀明丹青競走部B166 埼玉県

白須　創 小林　久人 松雪　雄介 志智　太輔 小板橋　航大森陸王C167 東京都

時澤　憲幸 石田　寛樹 渡邊　康平 高橋　惇 相澤　史朗連合会駅伝課Ｂ168 埼玉県

佐久間　剛 板谷　大 石田　俊輔 林　彰紀 岩崎　聖人エコ・プランD169 神奈川県

菅原　築人 工藤　允人 森　泰夫 渡部　直哉 浅井　崇彰エコ・プランC170 神奈川県

植田　一貴 生川　純平 古川　了紹 笠間　輝則 若宮　良エコ・プランA171 神奈川県

綱島　拓也 増田　和弥 小野　幸宣 篠﨑　裕太郎 山本　周平エコ・プランB172 神奈川県

渡来　友一 渡辺　啓太郎 枷場　亮祐 上田　英樹 行正　浩二RcAndoA173 神奈川県

海野　正英 橋本　絋 片貝　陽一 森本　圭一 藤間　良樹RcAndoB174 神奈川県

井上　真吾 塗田　泰久 岡崎　洋一 菊川　正太郎 高津　治風呂マラソンA175 東京都

兼本　柊哉 藁科　和真 高瀬　清太郎 水口　洋亮 鈴木　涼太郎駒大AC176 東京都

久佐　啓二 倉林　優吉 花井　航 石井　聖弥 橋本　淳ファンタ橋本177 福岡県

草野　孝 柴野　正明 安藤　照和 草野　海斗 神長　秀樹石中登山部178 東京都

広瀬　拓真 天野　泰之 中村　龍志郎 巻山　修二 寺原　久司ジョージア寺原179 福岡県

藤木　明 岡部　勇樹 永田　剛章 西原　輝 佐藤　諒大陽日酸NEG180 神奈川県

田上　智基 佐藤　真樹 小泉　甲斐 有座　健介 佐藤　靖広チームきばん182 東京都

増井　圭悟 永尾　隆佳 井上　拓也 日高　悠真 井上　武俊長谷工　海外組183 神奈川県

小野口　明 上原　伸一 北岡　司多 道塚　和彦 亀島　清治ＡＬＳＯＫ川Ｂ184 神奈川県

白上　敦也 弘中　透 大宮　武彦 中野　和彦 渡辺　洋平ＡＬＳＯＫ川Ｃ185 神奈川県

島田　翔太 中村　和博 中原　周 大沼　豊 長野　慶輔ＡＬＳＯＫ川Ｄ186 神奈川県

宮島　崇文 佐藤　将司 望月　敏之 末永　裕介 小田原　裕樹ＡＬＳＯＫ川Ｅ187 神奈川県

加藤　隆太 沼田　泰希 中水　良 杉山　健司 中山　壮一モーニング息子188 茨城県

日野杉　大輔 丹野　祥一 遠藤　和秀 畑中　後務 大石　夏樹初志貫徹！189 神奈川県

荒川　優 大坪　竜矢 数馬　英敏 田中　孝司 菊池　健二有言実行！190 神奈川県

松本　大樹 石坂　貴宏 小池　徹 反町　高弘 横山　雄一チームツケメン191 東京都

田上　聡 横山　幸喜 上杉　義興 吉原　大輔 渡邊　拓馬LRC-A192 東京都

小寺　悠介 田中　英光 三浦　勲 辻　隆宏 早川　悠LIXIL横浜193 東京都

中村　智幸 植田　匡弘 堀江　丈寿 山本　義久 山本　拓海めろんA194 東京都

佐藤　正幸 中山　雅継 山根　昭人 市川　誠 川崎　慎悟酒RUN-熱燗195 神奈川県

蛭田　健作 藤林　啓一 木内　瞭 望月　潤一 紅林　優友2シスA196 東京都

植田　大介 佐藤　祐志 影山　健 前田　裕司 小林　史典2シスB197 東京都

桑原　啓 関　将和 馬場　允 小島　拓朗 関　紀彦2シスC198 東京都

小山　裕貴 栁澤　亘 小峰　勝夫 澤村　絢 和田　雄祐京浜テック199 埼玉県

村田　俊輔 慶野　大 文元　礼 中村　幸嗣 水野　将徳St. Ped200 東京都

栢尾　肇 嵯峨山　雅央 西田　拓矢 村田　雄志 板垣　雄志サーモスぼとる201 埼玉県
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横溝　淳平 高橋　浩輔 河合　佑馬 中島　三博 矢吹　朋紀R横浜１202 神奈川県

高野　修宏 田中　弘毅 久保田　拓也 村井　雄一 石井　敏雄チーム高野203 埼玉県

髙橋　秀孝 床次　凌 関根　成紀 岡安　龍一 室井　宏太チーム勝見204 神奈川県

栖原　佳大 中岡　欣也 谷口　晴彦 今村　敦 宮川　康弘Ａ定食205 埼玉県

齋藤　俊平太 原田　剛 大木　亮介 関野　和宏 渡邉　佳樹日東工器RC1206 東京都

島　寛毅 持丸　和也 大平　雄生 森田　隆太 宮城　正隼持丸鬼脚会207 神奈川県

金澤　幸一 袴田　泰広 江守　崇 深澤　和成 島田　巧アトラスシー208 千葉県

西原　俊雄 鶴見　雄太 熊谷　迅 西本　宏 疋田　光武ＡＬＳＯＫ法三209 埼玉県

杉山　順一 吉﨑　雄一 竹本　隆之 齊藤　英樹 平尾　健治チーム竹本210 神奈川県

西田　槙悟 下條　康之 大平　光嗣 今井　皇司 服部　達也チーム村役場211 神奈川県

小林　拓巳 小栗　優 佐々木　拓哉 八巻　篤史 張本　純平THファースト212 東京都

山川　大樹 阿部　祐太 猪俣　大樹 野沢　拓人 今井　耕平THスパイダー213 東京都

原田　章宏 石井　貴之 神崎　貞雄 藤田　忠行 中村　崇宏城南信用金庫214 神奈川県

柏原　亮 入船　聡晃 秋山　武士 勢能　弘規 石井　祐輔4-1シス215 千葉県

廣瀬　直仁 土屋　俊 濱島　茂樹 阿部　真幸 八重樫　渉1流通1-1課216 千葉県

青木　優行 市岡　晋 矢澤　良太 中込　啓介 石川　侑弥関東オジ連選抜217 千葉県

大川　諒介 石川　正人 中島　将貴 近藤　広和 田上　一郎ラブ❤️多摩川218 神奈川県

青木　勇人 田中　正太郎 寺西　竜一 青柳　公樹 宮部　知明ガンダオ＊宮部219 東京都

村山　大 鈴木　敏和 小安　智 上田　裕 成田　竜樹昭特A220 神奈川県

清水　雅人 水野　倫太郎 小川　晴寿 夏井　謙 佐山　諒HMC221 神奈川県

横倉　智行 久野　瑞貴 山崎　純 山本　祐資 山下　将平よこちゃんず222 岩手県

中川　俊之 山出　和生 村上　直樹 小石沢　英治 宮田　典武城南信金馬込223 神奈川県

清水　道浩 堀内　琢矢 乗京　利幸 前川　大吾 塩川　廣朗東陽大駅伝部C224 神奈川県

西尾　誠司 佐々木　耀佑 深澤　英也 宮田　健 今村　直寛WRC3225 東京都

奥貫　賢太郎 松井　秀樹 箕輪　将一 山田　悠人 苗倉　力チームスワン226 神奈川県

加藤　正久 七海　英雄 水戸　伸 山本　竜太郎 長嶋　孝行CCOM運用1227 神奈川県

島田　裕也 冨楽　翔平 濱岡　一聡 橋本　達也 平田　基CCOM運用2228 神奈川県

早坂　勝彦 遠藤　達見 高萩　瞬 畠山　翼 杉尾　亮太郎JIMレッしり229 神奈川県

天貝　達也 福田　健人 中野　稔也 赤坂　祥 関根　僚也赤坂軍団＠本社230 東京都

奥田　革 河野　太郎 首藤　克也 福永　耕 関　幹夫体操父231 神奈川県

澤崎　高紘 永堀　光司 土井　正治 森本　洋武 岩波　昂汰チームダイさん232 埼玉県

室伏　宏通 平澤　崇佳 眞木　翔太郎 長﨑　雄紀 金子　貴晃ハイやこ233 神奈川県

川手　中 酒井　健太 黒田　翔矢 湯川　清孝 福本　祐基プロパー5234 東京都

黒木　智也 鈴木　智広 本間　政範 山形　謙一 木曽　大介オペイpay235 北海道

斎田　琢磨 野津　雅章 阿部　倫知 疋田　英之 福嶋　邦章オールライフA236 千葉県

只安　健二 平山　友紀 中原　正浩 亀井　健男 世古口　英造オールライフB237 千葉県

村田　周弥 城田　宏一 松田　健人 小林　広樹 川上　滋JALPAK1238 東京都

大熊　幸樹 五十嵐　勇紀 清水　雄介 小泉　光哉 山縣　弘忠Simmy's239 神奈川県

黒木　健太 中村　海道 池谷　充弘 松尾　俊樹 名取　康裕メルボルボルン240 東京都

増田　大志 中島　佑樹 中條　和樹 最勝寺　玲於 縣　聡史中部児童相談所241 神奈川県

角田　祥大 相川　涼 山根　吾朗 中村　滋之 小林　憲之宿河原RC242 神奈川県

梶村　光弘 山下　隆 松橋　芳成 張　倍 設楽　健志品川陸同おじい243 埼玉県

丸上　瞬 久岡　佳樹 溝田　和史 小高　亮 株木　亘seisaku244 東京都

原　由幸 秋澤　啓尚 佐藤　諒一 宮尾　佳輔 高橋　竜平チンピラの会245 神奈川県

永松　弥津樹 武田　信也 佐藤　慎司 黒田　修平 藤沢　耕助HSEマラA246 東京都

大庭　大蔵 西村　和輝 工藤　昂平 小嶋　龍貴 中畑　健ＨＳＥマラＤ247 東京都

阿萬　剛 マイス　レオナルド 大木　正昭 ナイジェル　ハーサ ミュレバッハ　ミヒャBEGJ248 神奈川県

山口　潔 瓜生　研史 田中　敏晴 宇佐美　赳幸 小林　佑紀ブリスウェルA249 東京都

高居　裕樹 フンバン　チ 加藤　陽治郎 若城　俊 吉田　匠汰ブリスウェルB250 東京都

武山　糧 脇坂　季繁 坪谷　雅道 内村　圭介 高橋　健太京浜AC花251 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

2019年3月17日開催2019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：

河上　悟史 斎藤　一公 山田　雄大 高屋　敏男 高取　孝吉京浜AC団子252 神奈川県

藤川　正裕 田中　航大 山崎　寛 高橋　岳 清水　保明SHIMIZU253 埼玉県

松山　武司 菊田　慧 佐々木　博文 中野　拓朗 高橋　徹郎城南信金旧馬込254 神奈川県

小川　祐一 大山　友和 木村　大助 當銘　直継 山田　隆之目立2001255 東京都

土屋　雅飛 米山　博久 大澤　真則 日幡　亮二 玉井　成承駒大ＪＣ256 神奈川県

後藤　宏規 北澤　行恭 佐久間　健一 白石　徹 津崎　栄太SKIPAC257 神奈川県

大谷　勇貴 井上　直紀 石谷　望 福永　勝彦 服部　史寛報徳学園OB会258 東京都

戸田　和宏 松尾　啓史 阿部　洋輝 藤森　大史 渡邉　修斗TIPSヤング259 東京都

桑原　大輔 藤崎　裕章 山口　広生 幾野　哲矢 上条　仁士トレディアン2260 東京都

前田　慎哉 仁昌寺　佑輔 林　佳希 坂下　智哉 久嶋　史彦MJS261 埼玉県

6 / 19 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

2019年3月17日開催2019多摩川リバーサイド駅伝　in 川崎　  【ロングの部】

ロングの部　女子

都道府県名

種目：

乗松　祐里 仲田　光穂 髙木　利枝 楢原　晴美 旭　千雅走る女パンドラ262 神奈川県

渋谷　由香子 城之内　真弓 長崎　美樹 遠藤　かおる 有福　愛駒高追っかけ隊263 長崎県

山田　一枝 内山　奈美江 掛川　美保 中西　真理子 石井　真由アベベ部264 神奈川県

友井　美南子 飯島　紀子 黒田　夕起子 藤井　麻依子 渡辺　聖子レインボーズ265 神奈川県

浮田　弥生 石田　理恵 野島　多佳子 佐藤　佳世子 森　美由紀チームうぃる266 東京都

林原　久美子 安中　里津子 川村　亜希 吉田　恵美 花山　友香kaizen267 神奈川県

駒　ゆかり 山田　奈保美 市川　真由美 高橋　れいな 鈴木　美央ママレード268 神奈川県

北浦　水音 三輪　恭子 山脇　かるな 田平　沙緒理 山﨑　碧衣田雙偽陸上部269 東京都

細金　真由美 織戸　恵子 井上　かおり 佐野　真奈子 大谷　ひとみ幸スポ土曜女組270 神奈川県

西野　春香 礒田　真栄 松本　千晴 小林　美恵 竹内　真依子酒RUN-純米271 東京都

福谷　真美 大野　由紀子 野口　菜津子 秋元　裕子 遠藤　美絵酒RUN-荒走272 東京都

久保田　朋子 高島田　史子 津久井　歩 笹野　聡子 斉藤　理砂子南加瀬中央273 神奈川県

中本　妙子 小山　千晶 山本　久恵 篠崎　麻子 増田　瑞紀花*らん274 神奈川県

コール　ビリー 茂木　千夏 森谷　恵美 川上　志保 中部　香世花水木ＲＣ275 東京都

長妻　由希子 林　露子 大塚　のぞみ 谷口　晃子 草野　洋子ピーチ276 東京都
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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

2019年3月17日開催2019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：

石川　武彦 藤倉　鹿奈子 藤井　明子 細谷　紀代子 中村　和幸ＡＢＫ５277 東京都

田辺　さゆり 真栄田　こずえ 安掛　悠子 横川　和樹 村上　欣也チームむらかみ278 神奈川県

椎　俊雄 花岡　慶広 松本　宏幸 今井　歩 田中　智美ザバスランナー279 神奈川県

吉田　克司 小林　弘子 小西　充 小林　善二 横山　大志チームのんべえ280 神奈川県

伴　和郎 塩川　洋子 松島　裕香 青木　朝美 長谷川　一幸Ｖ・Ａ・Ｎ281 東京都

水品　由季 青木　信 弓削　理恵子 日下部　優子 古川　光１９９０282 東京都

牧内　大晃 山田　清勝 板村　悦子 水島　光 濵本　真理子上からマリコ283 東京都

福山　昇 南　雄一郎 勝山　千佳 山田　孝之 杉山　直也いいしー１284 神奈川県

中澤　和重 城詰　和貴 大矢　晴美 鈴木　道弘 大矢　典正いいしー２285 神奈川県

棹山　雄高 登川　早苗 越智　達 伊藤　昇 片桐　文雄夢☆ＴＵＮ☆遊286 東京都

高橋　宏仁 平野　建比古 佐藤　洋樹 谷　朋子 三井　勝美走る女樂走ＢＧ287 神奈川県

白井　匠 内田　吉治 中川　文子 中川　文男 豊田　政治ともがき楽走会288 神奈川県

小槌　睦子 梶原　啓子 山田　富美 井上　信義 小槌　克己チーム絆。289 東京都

中島　大輔 安田　裕紀 小林　公明 平野　春香 酒井　健二ＴＫファイブＤ290 神奈川県

芝原　成幸 松尾　脩平 磯　綾香 木村　峻太郎 斉藤　善伸ＴＫファイブＣ291 神奈川県

安田　拓哉 豊間根　正志 宮原　武也 新井　芳子 新居田　晃史走る女クローバー292 神奈川県

松井　隆 中澤　東一 川西　真由美 細井　彰 川野辺　毅こなきじじい293 千葉県

大和田　啓太 中島　洋介 稲垣　美優 長田　雄太 青木　亮介チームスポット294 東京都

清水　智之 横田　海斗 伊東　詩織 伊藤　有弥 安井　大祐チームタイム295 東京都

黒川　真吾 黒川　裕香 石田　万理 澤村　亜紀子 新田　悠貴ZAVAS－A296 埼玉県

臼谷　祐一朗 吉田　和平 下村　由希子 岩崎　史晃 下村　大志岩崎BSーA297 神奈川県

上保　功 篠田　幸夫 広川　ちなつ 石井　俊 黒澤　優司岩崎BS-B298 神奈川県

山本　勉 遠川　奈保子 磯田　美穂 前田　紀子 市川　雅之岩崎BS-C299 神奈川県

堤　厚士 岸　和弘 吉田　亮 水野　友美 吉澤　敏行ヨシタカ300 神奈川県

岡部　雅幸 神村　幸人 並木　みゆき 田村　祐子 北見　浩URダイ3301 神奈川県

本生　拓郎 隺岡　凌弦 田中　陽菜 岡部　隼斗 村岡　薫かなでＡ302 神奈川県

堀尾　和征 木村　泰子 関　洋一郎 秋元　孝夫 和田　均KRC A303 神奈川県

小澤　瑞樹 菊池　三紀恵 小澤　ななみ 松土　聡一 平山　桂悟KRC B304 神奈川県

高橋　克利 関野　岳史 牛若　晃弘 長村　眞理子 澤田　雅子チームなみぞう305 神奈川県

伊藤　大佑 志村　正智 山岸　杏子 古川　雅大 秋山　智紀パンサー306 東京都

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307 神奈川県

岩本　信也 八木橋　昭夫 東川　佑樹 関　めぐみ 藤館　一行川崎中青年部会308 神奈川県

村上　大祐 山内　俊和 門間　桃香 加藤　めぐみ 平田　哲朗ひばりっこ１５309 神奈川県

岩崎　大輔 渡部　里菜 三谷　洋貴 西川　志穂 松原　諄もり学園島部310 神奈川県

井上　泰典 屋嘉部　豊 屋嘉部　壮太 屋嘉部　菜保子 赤間　健太チーム谷川311 神奈川県

伊藤　泰明 松ヶ迫　良和 宮腰　裕里江 茂田　裕介 吉ノ薗　重美松工業312 神奈川県

中島　真也 瀧本　崇博 瀧本　香織 岩川　舞 田口　実かみさっきー313 神奈川県

太田　良成 中野　智昭 江原　典子 菊地　智晴 中村　駿汰友人クラブＡ314 神奈川県

岸　賢次 江上　竜一 河原　祐二 久保　綾子 久保　信司友人クラブＢ315 神奈川県

梶田　真一 臼居　優 松井　智子 今　正義 堀内　貞功友人クラブＣ316 神奈川県

地引　浩 上島　達也 児玉　英子 児玉　光生 本間　新友人クラブＤ317 神奈川県

猪股　謙吾 志摩　英二 五十嵐　友子 近藤　理香 石井　慶太走RUN会318 神奈川県

石榑　航 川原　常盛 中山　みどり 大東　達也 守田　直也すんごい飲兵衛319 神奈川県

須賀　一志 多田　幸弘 井口　茜 池田　江梨 高田　薫次旧1-2係320 神奈川県

嘉山　純子 三堀　みゆき 荷見　正則 齋藤　崇 磯野　陽太みなみーず321 神奈川県

金子　健太郎 八木　征志 廣岡　奈穗 松本　悠佑 福田　厚チーム日南322 東京都

宮田　明 深澤　潤次 深澤　かえで 辻　美保子 田中　晶子JAMA323 神奈川県

坂下　久枝 岩瀬　恵裕 植田　聡子 高橋　麻美 金　昌煥パーティピーポ324 東京都

清水　佳大 戸田　裕之 清水　寛子 肥後　さくら 本木　康崇南世田谷走乱会325 神奈川県

福田　清司 渕上　晶子 中島　登 中越　百合子 中越　尚子アリエールガヤ326 神奈川県
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2019年3月17日開催2019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：

川瀬　稔 大蔵　厳太郎 甲　千幸 北川　元章 田代　茂夫KYT327 神奈川県

高橋　裕太 藤井　義章 石田　優介 坂本　奈央 渡仲　百絵なおちゃんず328 東京都

小笠原　智 友納　彰宏 猪川　奏美 浅川　知紗 横田　光徳カモンベイビ幸329 神奈川県

田中　寛子 津田　ひろ子 中江　太 岡本　文江 津田　哲走るTNTK330 東京都

須藤　正喜 原田　嘉人 川田　夕莉奈 中嶋　綾子 青木　涼DKB48331 神奈川県

高山　良太 高橋　隆樹 松村　泉 湯山　梨乃 丸山　慎一貝坂46332 神奈川県

藤井　聖楓 安藤　崇士 安藤　麗子 安藤　眞実 藤田　恭祐闘魂倶楽部Ａ333 神奈川県

岡部　敬太 藤森　吾郎 三津谷　亜莉紗 大滝　悠太郎 松田　敬介ナハ駅伝部C334 神奈川県

旦代　智哉 三友　敏也 矢ヶ部　恵弥 小川　健一郎 吉川　知秀KJC-A335 神奈川県

渡辺　広臣 渡辺　理 佐野　徹 山田　美佳 山田　裕KJC-B336 神奈川県

白石　圭 池田　薫 池内　克之 天本　麻美 吉富　貞幸KJC-C337 神奈川県

坪内　雄大 中田　憲吾 中田　美沙樹 伊藤　類 吉原　義昭KJC-D338 神奈川県

森　正利 芦舘　敦 岸　聖章 川島　真由美 佐々木　博紀チームまゆゆ339 神奈川県

白井　敦子 飯嶋　克己 白井　紀子 飯嶋　礼子 白井　篤あっちゃん2340 神奈川県

山本　英樹 平戸　優子 藤本　秀明 柳町　祐二 中嶋　明伸皇居ランナー１341 東京都

矢野　宏行 瀬脇　啓博 矢野　千代 山口　志郎 笹野　美也子チームはしろう342 神奈川県

松尾　郁海 松尾　祐樹 中井　健太 朝田　菜々 朝田　清一カシスオレンジ343 神奈川県

三船　将司 若月　一夏 菊池　昌寿 田ノ上　尚吾 谷井　ひかり味噌プロ！344 東京都

玄間　勇介 永田　慎吾 野間　瑞貴 繁田　倫也 山本　直樹KODO345 神奈川県

井上　俊介 伊藤　朝子 白銀　諒一 名倉　晴子 加藤　靖規さくらの木第一346 神奈川県

荻原　智子 伊藤　智博 名倉　健太郎 白銀　一恵 荻原　信さくらの木第二347 神奈川県

新城　智子 吉澤　良晃 佐々木　望 矢野　裕介 高橋　涼太さくらの木第三348 神奈川県

堀越　亮 高田　晃 狩野　ゆうこ 佐々木　和恵 橘田　繁輝メイジザクサ349 神奈川県

坂場　健二 坂口　将史 木村　薫 倉島　裕一 岡崎　周平坂way350 神奈川県

辻川　洋資 小笠原　岳 白石　由佳 加賀美　翔大 廣田　大輔みずway351 神奈川県

田村　元 齊藤　龍生 小森谷　幸子 齋藤　利枝 齋藤　欣吾パンプ筋ズ352 東京都

春木　敏 岩堀　和人 鈴木　あゆみ 横山　陽子 園田　圭ＴＤＧ１353 神奈川県

佐藤　航 溝上　慎治 峠田　宜範 竹内　由紀子 伊賀　和行ＴＤＧ２354 神奈川県

八木澤　健一 田口　陽介 岩崎　武 八木澤　寛子 西田　明広カルビパパママ355 神奈川県

杉山　大二朗 松原　理人 平井　敏之 軍司　和佳子 軍司　匠ハラミパパママ356 神奈川県

徳冨　司 饗場　悠太 西内　朋子 野田　優子 高橋　知紀きつねーず357 神奈川県

小林　朋生 一木　綾乃 中谷　亮介 山本　栄行 北澤　千晴よしお358 神奈川県

相場　敦嗣 金子　愛 齋藤　央 金子　哲博 村石　梓アイバーソン359 神奈川県

坪井　健太 光武　泰宏 三國　悦子 坪内　尚央 松本　茂樹千鳥足スワン360 東京都

高尾　金也 牧口　浩才 中尾　慶太 小松　清子 久保　俊正川崎市バスB361 神奈川県

金子　学 石岡　僚 会沢　悟 岩本　康平 田中　ゆう子ユルマラソン紅362 神奈川県

橋本　知幸 黒光　充 八木　建吉 西島　恵 印部　琢也ユルマラソン白363 神奈川県

郡　恵樹 鈴木　友喜 高倉　和恵 渡部　学 長門　祐太さんぴんクラブ364 神奈川県

佐藤　英成 霧生　翔 橋本　三奈 井関　寛達 阿部　智幸さんぴんくらぶ365 神奈川県

小森　信亮 山本　紀彦 中根　千晴 横田　俊樹 飯塚　洋二TELドリーム366 神奈川県

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367 神奈川県

内田　剛 藤田　晃紘 南雲　美穂 奥野　洋 山口　正雄TELプードル368 神奈川県

原　和也 金　明鍾 佐々木　志真 西野　繁之 吉田　英樹TELヒデキ369 神奈川県

仲間　誠二 西垣　寿彦 佐藤　渚 内嶋　あずさ 宇城　満山TELパンダ370 神奈川県

多胡　陽介 中村　成吾 植田　麻由 出水　文子 古谷　雄哉川トラクラブB371 神奈川県

蒔田　恵 杉山　由希子 三枝木　奈々 米山　友美子 米山　慶杉山デンタルC372 神奈川県

阿部　薫 塩谷　美子 若原　孝之 宮本　静代 新満　勝COSMO A373 神奈川県

藤田　正司 東　信孝 大津　明美 永島　澄人 新満　ひとみCOSMO B374 神奈川県

堀米　知佳子 成田　秀明 佐俣　光男 佐々木　将央 荻窪　洋一COSMO C375 神奈川県

山崎　光太郎 関島　卓也 髙橋　靖 中﨑　薫 幸加木　智博やすしーず376 東京都
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ロングの部　混合

都道府県名

種目：

岡上　漱 荒木　真吾 飯田　房子 羽田野　哲也 吉田　隆幸サンシャインA377 神奈川県

工藤　剛 齋藤　秀 山本　彩恭子 紀川　明慶 加藤　一サンシャインB378 神奈川県

石濱　美智子 中橋　賢聖 関口　久美子 水越　裕子 津田　善行サンシャインC379 神奈川県

川上　芳久 別井　哲 高山　徹 大野　輝子 伊藤　篤弥サンシャインD380 神奈川県

山下　俊行 有松　竜文 野路　哲哉 三好　あゆみ 三好　貴紀友人クラブＥ381 神奈川県

小島　史郎 進士　雅広 伊藤　恵美子 橋本　菜津美 仲森　大輔viva千鳥足382 埼玉県

渋谷　光泰 影山　諒 稲葉　実香 貝塚　弘野 山口　照之走れ！開拓者！383 神奈川県

小関　達也 須崎　裕也 根本　卓央 廣瀬　浩子 平田　陽介小関SWAG384 神奈川県

齋藤　裕太 大塚　吾郎 金子　倫子 近藤　智子 大嶋　孝弘中原MIX385 神奈川県

中山　晨超 濱畑　洋明 河合　優子 羽中田　みな美 鎌田　一宏CAMおじさん386 神奈川県

大西　淳也 紫牟田　夏希 齊藤　一貴 前田　竜太 大西　寛子チーム年少387 東京都

坂下　一孝 安藤　美貴子 田島　志保 山田　静佳 笠松　俊SIBN1388 千葉県

武藤　直也 三島　亜依子 宇野　恵利菜 間下　瞭一 小澤　拓未SIBN2389 千葉県

逸見　哲也 片桐　慶子 佐々木　明美 山本　晋一郎 田口　昌親千鳥足Real390 神奈川県

西村　沙也香 髙畠　愛美 小野　栄一 岸田　耕一 齋藤　拓海チーム3391 神奈川県

雨宮　敬 戸部　咲子 橋本　真彩子 飯田　大輔 吉田　眞創健社L392 神奈川県

渡辺　知樹 杉崎　憲 上平　佳奈子 川本　修三 小林　弘恵EMUの会393 神奈川県

生田　真 飯田　雅之 甲村　真惟子 西田　行寛 中島　孝創健社F394 神奈川県

田中　紀子 北林　貴文 嶌田　英樹 宇佐美　みゆき 羽田　重治創健社P395 神奈川県

田中　純子 宮澤　夢 山口　弘行 柳田　智子 山下　剛創健社S396 神奈川県

三上　広昭 福田　一幸 渡辺　めぐみ 阿佐美　早苗 村上　美香高津ＳＥＬＦ397 神奈川県

山鹿　文明 寺尾　奈美 富岡　奈津実 清野　菜摘 吉井　ミキ森学園バンビ398 神奈川県

奥玉　哲也 立花　康佑 堀内　沙友里 西川　志穂 古都　裕太森学院ふるいち399 神奈川県

松野　真悟 渕江　浩太郎 梁島　真之 安田　かおり 小川　大助SSZSH400 東京都

安田　孝行 田中　伸也 仲間　信功 梶原　由紀子 佐々木　克久SSWDS401 東京都

野口　亮太 新井　雄一郎 引木　弓佳 山﨑　純子 白石　卓也SSKKU402 東京都

鈴木　洋昌 菅原　秀幸 加賀谷　美紀 西勝　新 清田　康子チームえこのみ403 神奈川県

川上　大二 近藤　孝太 真田　愛香 前田　明日香 石井　宗幸チームげんりょ404 神奈川県

森　達也 韮澤　純二 岡田　健男 山口　美穂 谷津　公一郎チームはせちゅ405 神奈川県

下坂　勝則 金内　穂見生 中村　幸江 堀江　広志 荻田　達也東大島走ろう会406 東京都

佐藤　弘人 津田　紅三 伊藤　敦郎 後藤　功雄 都築　俊満きぬたくんγ407 東京都

宮川　恵理子 福永　佳祐 石川　直樹 中村　哲也 八木　直子mira華408 神奈川県

並木　雄一郎 大久保　直輝 位田　弥希子 高橋　雄太 本多　信雄The 技志会409 神奈川県

鹿島　宏 川勝　保博 神宮　彰 石井　智子 吉田　隆史味酒走410 神奈川県

岩倉　優 川手　健司 片岡　潤美 渡邊　友章 岡村　嘉人あすか製薬Ｃ411 神奈川県

井口　靖夫 木村　隆 菅井　加奈子 高橋　由香 伊達　浩志郎飛来ジャパン１412 東京都

林　芳彦 菰田　浩 グエン　ハンチャン 石河　久美子 児玉　年央飛来ジャパン２413 東京都

久米　隆之 濱崎　機一 西　可保留 関　幸恵 松田　篤飛来ジャパン３414 東京都

丸山　和暉 川﨑　浩太郎 富樫　勇輝 川守　宏志 服部　美咲東京中央野球部415 千葉県

高見　瑞樹 仁平　直人 仁平　良子 浅野　裕昭 梅村　和弘イケ麺特攻隊虎416 東京都

菊地　登志子 三村　峰寛 三谷　絵麻 佐藤　竜也 岩本　康寛ＪＦＥ環境Ａ417 神奈川県

鶴見　剛太 三浦　侑紀 佐々木　寛 田中　理絵 小賀坂　善久アーバン２418 東京都

小林　真知香 小林　厚 倉田　幸恵 岩永　宏太 長谷場　洋之アーバン１419 東京都

石橋　浩 相澤　悠介 渡邊　杏奈 三浦　友理恵 川原　太郎アーバン３420 東京都

矢田貝　佳奈 池之上　博司 山口　隆広 喜多山　周平 田中　賢チーム4421 神奈川県

澤登　美香 福山　誠 竹田　美香 家村　和也 青木　香織チーム脂身422 東京都

井上　宏之 三瓶　僚也 戸辺　政江 石井　規之 大津　淳悟MJ423 神奈川県

市村　翼 長崎　光輝 土本　祐之 川島　健太朗 須藤　千晴ＡＬＳＯＫ丸秘424 埼玉県

川辺　武 斉木　利也 梅本　直秀 渡邊　紫 髙﨑　栞ＡＬＳＯＫ渋Ａ425 埼玉県

加藤　健太郎 西山　大貴 寺井　康久 鈴木　沙也加 斉藤　美緒ＡＬＳＯＫ渋Ｂ426 埼玉県
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都道府県名

種目：

鈴木　徹 両瀬　翼 安齋　真由子 鈴木　信哉 田中　一平基盤部チーム427 神奈川県

八木澤　隆之 渡邉　大祐 海老名　まい 正木　将 小島　知樹チーム風428 東京都

高谷　慎一郎 穐山　恭野 佐藤　輝樹 青木　美紀子 庄司　力也伊豆の国HRC429 静岡県

平　聖也 根岸　宏彰 渡邉　麻由佳 細井　健一 桑垣　杏介三菱倉庫Ａ430 東京都

土井　忠広 田中　諒 米谷　沙樹 前島　圭一朗 永石　崇晃三菱倉庫Ｂ431 東京都

渡部　優希 山田　翔太 河原木　さやか 藤本　雄也 岩藤　博紀三菱倉庫Ｃ432 東京都

梶浦　貴之 藤田　良輔 久郷　俊司 藤田　優莉香 大下　凌平ＮＫＨチームＡ433 神奈川県

栗原　優 高木　貴大 平野　隆久 小野　菜摘 大森　雅夫チームマインド434 神奈川県

小林　誠 蒋　暁 小原　康嗣 柿下　一雄 神谷　良文イーピンズ435 東京都

細谷　亮祐 久貝　拓也 宮井　隆太 横田　希波 室井　祐介明爺健康診断436 神奈川県

中嶋　政好 伊串　和之 池田　奈美 田所　純子 土佐　和也子文えんじぇる437 神奈川県

高瀬　晃太郎 飯田　圭介 坂本　圭佑 當山　裕美 小池　正器ＡＬＳＯＫ採用438 埼玉県

阿部　光男 阿部　賀代 若林　潔 佐竹　栄暁 小林　敦ＡＬＳＯＫ駅伝439 埼玉県

大關　文美 中津　大介 筒井　大有 沖崎　哲也 堀田　直紀ＡＬＳＯＫ開企440 埼玉県

石井　大介 山形　剛 加藤　弓人 五十公野　柴乃 池田　康臣ＡＬＳＯＫ五十441 埼玉県

田所　敦志 矢野　秀平 大山　由季乃 伊藤　裕一 小平　雄亮襷にこころをＡ442 東京都

阿部　佑哉 高藤　勝己 三ツ橋　顕司 小川　実香子 山本　拓襷にこころをＢ443 東京都

関島　勝巳 和田　祐一 金子　大地 八重樫　有希 八重樫　信じまらんらん444 神奈川県

西山　仁 中川　裕貴 桂　陽菜 中道　誉之 槇村　頼太なかよし宿舎組445 東京都

杉森　陽平 村上　真梨 吉原　祐二 市川　貴大 上杉　昭広まりちゃんず446 神奈川県

東　雅人 松下　友治 石塚　千晴 小池　輝彦 松川　正規走勝欠酸Ａ447 東京都

吉川　久登 家永　裕子 本多　絵里 髙橋　大輔 池田　健走勝欠酸Ｂ448 東京都

松浦　佑樹 沼田　伸也 阿部　瑛理香 中村　孝 百瀬　悠平チーム高学歴449 埼玉県

立花　祐一 井関　柾登 大木　知則 佐藤　美江 宮崎　玲ミヤザキマン450 東京都

大竹　敦 松本　直人 張　理木果 大竹　美也子 長島　史郎ナガシマン451 東京都

中田　大佳 小松　弘幸 髙橋　敬佑 中田　智子 小島　聡チームこじま452 神奈川県

金子　絵美 渡部　康大 小林　麻耶 常田　美帆 齋藤　由紀夫多摩保めぐみ組453 神奈川県

常田　康弘 齋藤　園佳 合田　哲也 脇本　香織 粟津　勇樹多摩保さとこ組454 神奈川県

末田　宏幸 大木　正孝 大木　由美 岡田　郁子 茂木　善和FRY50s’455 神奈川県

鶴橋　亮 畑田　信男 関口　悟 水口　有沙 小林　知之TipE&OΣ456 東京都

柴山　大生 阿部　佑司 岩本　恭介 山本　皐月 鶴田　智アルテニカA457 東京都

神谷　強 和田　賢明 三島　昌彦 福家　由紀 子安　利春TipE&OΩ458 東京都

有薗　正志 和田　俊顕 谷　敦史 星川　奈美 酒井田　陽介チームびーえむ459 神奈川県

百瀬　拓哉 菊地　誠一 大沢　千晴 浜田　俊宏 河野　翔星ＪＡ東京中央Ａ460 東京都

下山　友希 新井　誠也 藤原　茜 鈴木　龍二 吉田　泰史ＪＡ東京中央Ｂ461 東京都

上野　善範 木村　雅人 森山　恵美 小野寺　博鐘 平尾　友樹ＪＡ東京中央Ｃ462 東京都

荒川　博孝 木下　清之 福田　武雄 瀬津　里佳子 永山　充ＪＡ東京中央Ｅ463 東京都

会田　市三 加茂　和幸 坪田　ゆかり 後閑　強 佐藤　弘之焼肉倶楽部1464 埼玉県

志村　広樹 永田　裕也 豊田　詩絵 小串　真実 金子　桂太永王465 神奈川県

長尾　直弥 角田　昌宏 中里　有稀 柳原　彩 阿部　真之長王466 神奈川県

近藤　勇太郎 加藤　孝一朗 三好　文子 河内　由気 浦田　浩AGJH467 東京都

伊藤　公博 高橋　直也 佐藤　里奈 高橋　早希子 平尾　伸也馬場澄子軍団468 神奈川県

福島　知樹 山形　敬一 松澤　智子 布山　明 竹尾　翔TM-2019469 神奈川県

武田　仁 高橋　豊 保住　早紀 野島　麻美 門　正史アルテニカＢ470 東京都

菅原　夕 腰高　恭平 水口　聡 守部　里花 高橋　慎之介アルテニカＣ471 東京都

徳重　一哉 猪野　恭平 鈴木　麻美 西澤　采里 前田　陽平アルテニカＤ472 東京都

柴田　知宏 原田　弥生 畑中　佑斗 二村　禎一 美原　宏チーム大黒473 東京都

差形　望 河添　九 本多　仁志 河添　朋子 石合　英一うぇすたんず474 神奈川県

渡邉　明子 井上　祐 鎌田　淳 増木　亮介 川本　洋輔たまプラＳＲＣ475 神奈川県

伊藤　一弥 藤井　康礼 畑中　利仁 三ヶ島　世奈 鈴木　陽なんちゃって476 愛知県
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宮崎　正博 山崎　徹 片山　絵理 徳永　昌宣 川合　康太コンバブルー477 東京都

片桐　未久良 豊田　洋輔 八尾　明子 藤田　悟史 茂木　聡やお学院駅伝部478 神奈川県

荒井　雄太 勝見　圭佑 阿部　里菜 米沢　拓繁 瀬尾　敬介Team米沢479 千葉県

小野　千愛 田代　紀子 古川　朋子 中山　江里子 中山　裕康エビトラＭＩＸ480 神奈川県

高久　渉 広脇　敬 本間　美奈子 鴻野　純子 奥　健TeamUSA481 東京都

近藤　大 保坂　俊輔 平野　さつき 林　竜哉 江崎　つとむツトム電機482 神奈川県

佐々木　光太郎 中　徹平 原田　文 杉本　直樹 岩見　直哉スギモト鉄工483 神奈川県

山口　淳爾 田中　治 上條　百合香 神原　宏司 星野　宏幸ＵＰ＿Ａ484 千葉県

白井　和夫 﨑枝　京子 永井　文子 石黒　遥 廣木　雅史フェアリーズ485 神奈川県

江藤　康弘 桜井　吾朗 呑海　智子 竹田　治比古 小林　潤一郎田園調布雙葉486 東京都

矢鍋　竜也 渡辺　紗希 鈴木　千章 服部　友里乃 村上　大河日油走職3487 神奈川県

宮崎　秀一 橋詰　享治 田頭　直子 並木　正夫 大熊　裕貴TMEIC－B488 埼玉県

平林　裕司 井上　修司 田中　有紀子 白﨑　繁 岡林　晃司TMEIC-C489 埼玉県

宮田　洋輔 北原　隆治 小野　里佳 新森　信秀 金児　孝二日立ビルシスＢ490 東京都

佐々木　昌之 姫嶋　浩義 加藤　亜希子 奥田　美代子 荒幡　昌弘ＪＲＡチームＪ491 東京都

金森　巨洋 阿部　真理 月森　耕司 山口　崇 鯉田　淳ＳＡＲＣヤング492 神奈川県

丸山　隆 大久保　泰伸 谷本　文子 石川　修 松浦　康浩JRAチームＲ493 東京都

仲山　慶 幾世橋　裕幸 佐々木　理沙 白土　まどか 山岸　裕斗CAPさんA494 埼玉県

今成　皇二 丸屋　章 山田　華奈子 柚木　健 坂野　篤志CAPさんB495 埼玉県

諏訪　沙矢加 島田　達也 林　太郎 篠崎　和哉 竹島　勇樹チーム公社１496 東京都

高部　順也 新井　雄介 佐竹　敬 草間　優美 兼増　孝二ＡＬＳＯＫＣＳ497 埼玉県

江下　尚彦 宮﨑　貴充 齋藤　泰彦 田中　麗子 後藤　征之ＡＬＳＯＫ泰之498 埼玉県

大栗　範久 小松　佳則 長谷川　理加 山本　真悠子 諏佐　達哉ブラックスワン499 神奈川県

松浦　寛之 山本　拓 小石　徹 芦澤　優希 平島　未来MORI学院D500 東京都

阿部　雅之 矢口　英雄 保坂　正康 佐々木　博美 阿部　直人三菱化工機木村501 神奈川県

平山　大樹 森　駿太 齊藤　雄大 山植　夕梨香 吉村　祐生大森陸王A502 東京都

板垣　良一 比留間　勇人 善田　悠子 山村　俊揮 小風　洋介大森陸王B503 東京都

木下　勇治 阿部　哲郎 三木　悠暉 根本　大 鈴木　真理子連合会駅伝課Ａ504 埼玉県

長谷川　未来 福澤　政也 安部　早菜 安部　吉雄 渡辺　大三郎友人クラブＦ505 神奈川県

相澤　秀行 藤本　ルナ 吉野　麻子 藤原　香織 佐々木　広幸風呂マラソンB506 東京都

日置　千尋 青木　千瑞子 高麗　勇 岩間　洋子 加藤　謙太郎風呂マラソンC507 東京都

上原　拓也 佐々木　優斗 加藤　隆文 丹下　理枝 山本　晃弘風呂マラソンD508 東京都

松本　康平 石川　岳志 武井　直樹 安東　美沙紀 村長　則彦IDA10B509 神奈川県

丸山　友士 池谷　亮太 後藤　絵理 目羅　誠 春野　智昭チーム事務所510 神奈川県

並木　二郎 森山　翔馬 上村　成彦 藤野　美和 眞田　皓一郎COKE上村511 福岡県

大槻　光俊 橋本　雄司 平　まみ子 北原　健太 田中　宏孝IDA10A512 神奈川県

古村　直規 浦川　海尋 角田　春樹 後藤　里奈 新井　倫基大陽日酸本社Y513 神奈川県

栗田　健輔 桑原　裕 黒木　萌 今泉　麻美 今泉　征史くりぼー514 東京都

牧　秀明 中村　隆志 小舟　亨 廣瀬　絢乃 今成　大輔ラソニソグC515 神奈川県

荒井　良太 若林　一彰 齋藤　綾 津田　昌子 星野　勝映長谷工　国内組516 神奈川県

宮城　立 蓮見　昌宏 藤　祥吾 岡田　明歩 竹内　拓磨日油走職5517 神奈川県

澁谷　涼介 竹市　英士郎 愛甲　敬 鈴木　麻優 伊東　喜基ＡＬＳＯＫ川Ａ518 神奈川県

高田　圭介 海津　爽 長澤　のぞみ 大宅　一平 唐澤　颯太郎チームこけし519 神奈川県

平野　源太 橋本　昂史朗 佐々木　瞳 志田　峻哉 佐藤　慶彦チームすけべぇ520 神奈川県

影山　琢哉 末永　達也 塚田　学史 入　朱里 服部　圭吾チーム公社２521 東京都

猪原　明子 吉田　和起 栗田　安里沙 宮下　拓 浅川　陽平井田の赤い悪魔522 東京都

高野　洋之 笛田　牧子 土岐　沙織 佐藤　弘康 豊田　将大井田の黒い稲妻523 東京都

横山　孝太 横山　雄大 村上　季実子 安藤　栄子 飛野　淳チーム山イモ524 東京都

加藤　薫 畔柳　祐二 高橋　恵理菜 三嶽　秀介 尾崎　光一井田の青い疾風525 東京都

小林　順也 菅野　敦子 椎名　愛子 塩川　恵 四方田　栄一EEJ A526 神奈川県
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長嶋　修平 櫻川　秀樹 遠藤　蘭奈 井口　香 岩田　江利子EEJ B527 神奈川県

三本　洋介 藤田　千恵 長嶋　桃子 浅井　文子 佐藤　正彦EEJ C528 神奈川県

松川　賢一 武津　さなえ 白幡　昌也 小倉　弘吏 篠宮　直行明星食品駅伝部529 東京都

奥津　友輝 益子　正敏 森崎　絢香 鈴木　静香 新谷　潤二LRC-C530 東京都

熊谷　浩一 廣田　淳 木村　美香 三枝　雅樹 大谷　愛竜くまさん531 神奈川県

出原　啓太 斉藤　斉 古賀　宏志 大谷　磨耶 小永井　心酒RUN-吟醸532 神奈川県

山本　航 石山　雄介 須藤　功樹 小野寺　萌 小山　修一EPKランラン533 東京都

柳原　一信 谷内　健将 白野　鮎美 菊地　俊介 大野　智宏グループ魂534 東京都

松野　太樹 松本　啓吾 清水　琴音 野村　将大 長瀬　智紀GV1535 東京都

市川　智博 久保　雄麻 杉本　真以 土田　有彦 金廣　孝祐GV2536 東京都

岩月　義明 吉田　昌弘 河邊　紅仁 森山　信雄 讃岐　博行GV3537 東京都

小林　雄太 武中　元季 二里　泉 宮原　望 国吉　司ミルキーズ538 神奈川県

豊島　俊一 藤平　誠 小西　美郷 杣　隆弘 生井　大介AL常走B539 東京都

風間　俊克 大橋　大地 小暮　美咲 鐘ヶ江　徹 上平　文雄AL常走A540 東京都

西野　嘉也 樋田　望 宮澤　志帆 山尾　真哉 嵯峨山　雅央サーモスまぐ541 埼玉県

伊藤　陽祐 石松　寛之 舘野　洋輔 箕輪　真衣 矢口　博之サーモスらんち542 埼玉県

有田　拓磨 竹脇　一郎 高野　健之 吉倉　安香里 堀越　綾人サーモスしゃふ543 埼玉県

柏原　雄樹 小嶋　直樹 池田　裕昭 渡邊　夏実 栢尾　肇VECLOS544 埼玉県

内野　延泰 新倉　義明 秋元　純 中谷　理紗 藤村　啓介チーム秋元545 埼玉県

森田　啓介 山下　征吾 澤田　淳美 上江田　貴之 横川　清彦チーム森田546 埼玉県

前島　辰郎 中川　健太 久保山　礼子 新井　翔太 藤本　浩介アクセス547 神奈川県

砂川　智敏 佐藤　沙織 木野　徹也 雨宮　孝祐 今井　伸樹JPBM B548 東京都

石川　久勝 長谷川　学 小野　総一 小島　大 横山　友里JPBM　A549 東京都

山本　国広 金子　陽哉 篠原　空子 岡本　原野 鈴木　貴大日東工器RC2550 東京都

緒方　征嗣 鈴木　優秀 菅　千紘 金子　正明 日髙　駿日東工器RC3551 東京都

弘田　将剛 橋本　伸之 石井　登 永坂　弘子 小山　知也馬車道RC552 神奈川県

染谷　祐貴 柏木　庸志 板橋　伸幸 岸　淳子 田中　一生八潮ＳＴ553 埼玉県

ヤン　ステイナー レナート　ヨハンソン 鈴木　雅子 安江　由紀 小野　健夫ガデリウス1554 東京都

佐々木　周郎 松井　愛 濱田　将人 上山　恵美 石坂　達也ガデリウス2555 東京都

矢澤　昭彦 白幡　茂樹 半田　琴美 真中　智明 岩佐　洋TMEIC-D556 埼玉県

平山　健人 小島　英久 大槻　康子 萩田　紗裕美 梅津　愼司つっちー　１557 神奈川県

立花　大輔 田中　直 栁原　沙織 室井　奈月 岡田　崇つっちー　2558 神奈川県

熊野　匡希 寿賀　堅 新木　沙知 空閑　文香 倉光　陽司つっちー　3559 神奈川県

設楽　優樹 佐藤　岳道 三崎　洋 伊藤　健二 中原　友莉香綱島プライド560 東京都

伊奈　大和 蛭海　栄夫 柴嵜　薫 関　萌香 若林　惇サンクス綱島561 東京都

長尾　一希 桐山　克郎 川道　菜摘 沖野　吉樹 大平　哲也チームオキノ562 神奈川県

吉良　尚之 伊藤　悠理 吉岡　寛 田中　里奈 木村　元哉熊猫563 千葉県

永田　健二郎 志村　嘉明 岡田　康延 藤本　美由子 地元　琢磨レジェンズA564 埼玉県

菅原　英俊 塙　晃一 山崎　太郎 葛城　秀佳 清水　正寛レジェンズB565 埼玉県

渡嘉敷　聡 高橋　美夏 須田　了子 岡田　菜穂 飯高　信之平成ラストラン566 東京都

長嶋　千夏 高柳　創 池田　正俊 梶本　好弘 三宅　勇輝川工Ｒ567 神奈川県

津田　英和 平内　佑治 樽見 長澤　和重 為川　真悟次期シスＡ568 東京都

青山　一登 佐々木　翼 谷川 六畑　聡太 西谷　茂明次期シスB569 東京都

内藤　航 小池　修二 小坂　あすか 川戸　隆行 佐藤　智行愛児園570 神奈川県

岡崎　裕文 須貝　侑也 笹谷　佳菜 張替　正章 付　強チーム職能部571 神奈川県

菅野　俊一 国安　宏明 森　翔太 岡本　千里 菅野　嘉介チーム中野572 東京都

近藤　亮 長嶋　友美 近藤　理都子 近藤　麻衣子 近藤　敦コンドウさんチ573 神奈川県

宮田　将平 田中　浩 内田　優輝 加地　明里 工藤　雄介ターコイズA574 神奈川県

石渡　悦朗 宮島　まり 田中　雅英 田中　芳宜 Ｃｈｈｅｔｒｉ　ＡｍｉｔターコイズB575 神奈川県

大見山　剛 小原　雄大 大見山　絵梨 笠原　保奈美 松岡　耕ほぼ上尾576 神奈川県
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山崎　精一郎 橋村　麻由 小清水　晶子 榊原　佳代子 府川　敬宏アクタス社労士577 神奈川県

脇若　尊信 新野　夏子 飯塚　裕介 松田　正史 米山　正明アイムス578 神奈川県

宇崎　仁規 木村　修悟 山田　真穂 大澤　奈津子 丸山　敏幸アクタスA579 神奈川県

中井川　勇人 時岡　奏多 澤田　亮介 吉田　昌代 戸田　惇一郎アクタスB580 神奈川県

金子　聖司 増井　修 ゆーてぃん　ちゃん 石倉　知征 伊藤　伸介アイムス2号581 神奈川県

大貫　幸太郎 広瀬　亘 中井川　勇人 伊藤　真弓 山田　毅アクタスC582 神奈川県

舘野　収 中園　三平 今田　のぞみ 西村　郁海 藤野　能成THミックス583 東京都

山本　恭輔 矢吹　奈央 熊谷　潤 安達　三枝 奈良　綺香韋駄天5584 神奈川県

田中　秀明 金　宰賢 辻野　智美 石川　太一 福士　正規RDAC-A585 神奈川県

竹田　昌人 桂　樹里 内田　夕紀 香椎　健 須﨑　路夫RDAC-B586 神奈川県

加藤　俊之 杉田　洋介 石井　克洋 小宮　純衣 小宮　勇作Wanpaku587 神奈川県

小林　龍介 酒井　剛 棚部　純子 松井　啓子 浜田　浩範ポットラックA588 神奈川県

足立　泰彦 松原　有希 和泉　真介 門山　貴幸 永田　仁ポットラックＢ589 神奈川県

松原　仁 大田　耕平 金正　こず恵 棚部　温子 木村　健ポットラックＣ590 神奈川県

古川　稔 村上　壮人 平井　正子 水田　笑 小林　泰二チーム古川591 東京都

中谷　陽一 内山　徳太郎 小浦　博 近藤　桃 余根田　敦チーム小浦592 東京都

張　晶 齋藤　恭裕 田仲　礼奈 鹿嶋　遥 西﨑　圭二郎チーム齋藤593 東京都

勝田　昌男 栗林　健 福原　善之 藤村　朋子 田中　弘之月曜半休594 東京都

藤田　雅人 高山　徹 西田　理枝 大原　直子 水嶋　孝チーム吉田R595 東京都

猪俣　綾 オトコンバヤル　バトブヤン 吉田　孝房 鈴木　智美 長倉　一樹チーム吉田T596 東京都

田中　清茂 砂川　拓也 三瓶　哲世 宗形　高明 京極　美穂三ちゃん食堂597 神奈川県

市原　久美 鈴木　貴洋 筒井　恵美子 木村　修悟 鈴木　祐介アクタス立川598 神奈川県

北川　奈美 加藤　紗弓 三浦　芙優 伊藤　嘉紀 水野　司麻常盤台（北部）599 神奈川県

外川　さつき 星野　薫子 藤田　和 中須　康司 久木　隆文常盤台（外部）600 神奈川県

鶴巻　徳和 上原　天洋 末廣　潤一 池田　真美子 山内　智都立バーＡ601 東京都

阿部　哲也 櫻庭　健太 加持　友里恵 富田　祥子 時本　博暢都立バーＢ602 東京都

木村　祐一 関矢　瑞季 横道　沙織 中田　麻衣子 長岡　航都立バーＣ603 東京都

坪井　凌太 青木　省 佐藤　由起子 菅谷　博文 佐藤　秀彦千鳥足無双英雄604 神奈川県

佐々木　竜太 河島　伊都子 江川　元基 永井　良昴 丹羽　敏晴イトマン多摩校605 神奈川県

細川　諒太郎 依田　翔吾 木頭　芽衣 榊　康之 瀬尾　光貴WRC1606 東京都

田中　章友 津久井　祐子 細谷　洋子 吉田　厚雄 前川　浩輝WRC2607 東京都

菊地　純平 小野田　和晃 廣石　彩音 村尾　駿 前田　洵希URA608 東京都

小島　雅人 太田　洋介 今野　幸子 濱田　匡人 新藤　孝暢URB609 東京都

小宮　直登 藤島　靖久 清水　秋緒 野々村　真紀 瀬戸口　直也URC610 東京都

大平　晃司 小久保　俊平 関　信乃 町永　温嗣 久保田　拓朗URD611 東京都

鳥羽　淳史 佐々木　敦 山口　美里 中野　大輔 池田　哲生PKDC疾走部612 神奈川県

西嶋　和信 森田　大輔 野田　雄太 首藤　彩乃 瀬口　将人CTC営業部613 東京都

村上　真二 渡辺　雄太 野中　菜央 梅山　愛加 本田　大和大陽日酸関東614 東京都

大熊　健太郎 野田澤　瑛吾 跡部　由起子 田村　代志 鈴木　聡team.跡部615 東京都

春内　卓 吉本　伸彦 鈴木　清子 坂本　賢司 大渕　智成第２会議室616 東京都

高野　伸也 田中　誠司 小林　禎宗 内川　美由紀 巣原　貴史キングカスＢ617 東京都

二ノ宮　一記 髙橋　浩史 小廻　祐貴 寺本　愛海 花島　尚史AFC駅伝部618 東京都

青山　熱 渡辺　雅 笹川　めい子 山本　蒼 伊永　幸司品川陸同おっさ619 埼玉県

中村　誠 飯嶋　綾花 北野　久子 石田　彩佳 山石　麻陽チームペンペン620 神奈川県

関山　英司 岸　純一郎 清水　葉子 浅沼　健太 井上　淳MIマジRUN621 東京都

渡邉　敦紀 五十嵐　恭大 今井　有希 石森　賢治 猪原　智治MIファンラン622 東京都

佐伯　寧 加藤　雅洋 松永　未来 村上　美月 高松　正樹MIユルRUN623 東京都

佐々木　国博 山崎　紘平 加藤　由佳 酒井　美緒 亀山　佐保MIタマRUN624 東京都

亀里　玉紀 高井　一恵 平沼　こずえ 高井　良憲 樋渡　亜紀ニチママプラス625 神奈川県

福井　貴洋 豊田　愛 小野瀬　宏一 橋本　修宏 藤田　光晴Ｇｏｄサスケ626 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

2019年3月17日開催2019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：

山﨑　主暉 塚本　侑樹 廣中　るり 下浅　浩一 坂井　辰彦Ｇｏｄナルト627 神奈川県

高野　亮 湯原　俊幸 沢田　裕之 菅原　里奈 前田　知紀BRC EX628 神奈川県

上野　誠 佐久間　千愛 丹野　芳史 濱　美穂 太田　智貴ＨＳＥマラＢ629 東京都

三好　孝徳 田中　晋也 妹尾　理紗 森本　泰介 末永　剛章チーム４月改編630 東京都

大内　貴紳 佐藤　俊介 真栄城　明美 高畑　健太郎 島津　亨ＨＳＥマラＣ631 東京都

高木　貴美子 大村　径 遠藤　佑己 本間　雅勝 千田　宗央チーム青バス632 千葉県

伊藤　健介 小俣　亮 大山　文夫 臼井　悦子 幸田　太郎YCG633 東京都

三好　大介 國安　恭平 丸田　俊也 喜井　七江 竹内　康真国物全員悪人634 東京都

入江　智士 山下　知之 畑　明恵 田中　宏幸 秋田　賢志レイカーズ635 東京都

内田　友幸 樫　一郎 北原　千恵 増子　伸太郎 小林　拓磨いぬさんチーム636 東京都

ＹＩＰ　ＨＯＷＩＮＧ 土屋　寛真 古和口　美緒 金淵　悠太郎 早田　龍太郎とりさんチーム637 東京都

江守　健 岡本　智 三城　志保 赤土　隼人 石井　弘典チーム千鳥足638 神奈川県

長谷川　友英 坂井　賢哉 小芦　泰樹 綾具　美亜 黒瀧　学シルペガ陸上部639 神奈川県

宮崎　まこと 宮井　智浩 大越　桃子 中藤　学 大縄　悟志こなっちゃん640 埼玉県

植木　来時 佐藤　慎也 外間　礼那 西川　飛秋 箕輪　翔太元大田区代表641 東京都

近藤　脩平 大久保　拓弥 肥沼　辰宜 竹本　千尋 竹本　康彦君が望む駅伝642 神奈川県

杉山　恵美 岩瀬　かいや 廣瀬　瞳 江原　正明 玉造　誠アゼリアA643 神奈川県

栗田　千敬 小椋　茜 山口　哲広 三浦　孝太 磯田　麻実トレディアン1644 東京都

岩崎　雪路 高橋　武蔵 沼沢　匠 栗原　隆一 二本木　智恵アゼリアB645 神奈川県

大城　和浩 井上　小夏 加々良　大介 井上　美奈子 大淵　ロチェルアゼリアC646 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

2019年3月17日開催2019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：

白石　衆 五十嵐　敦 芦塚　繁 坂詰　憲二 小石　一吉ＪＰランナーズ647 神奈川県

三上　祥次郎 髙橋　稔 長沼　正昭 笹倉　典行 髙橋　顕彦ヒルトップラン648 神奈川県

石下　薫 小野　弘樹 小野　れい子 八木　伸久 石川　則昭最強ランナー649 神奈川県

荒木　次朗 岩田　達明 信谷　則子 宮崎　久司 三ッ橋　昌宏つるみランナー650 神奈川県

森下　一道 嶋崎　智経 南保　崇 立石　尚丈 小坂　太輔ＫＧＲＣ－Ｍ651 神奈川県

小金　啓志 古川　大二郎 宮本　康弘 赤木　辰郎 杉本　修川崎ＯＢクラブ652 神奈川県

神門　健 奥田　牧男 飯岡　和博 山口　寿浩 田中　信雄おやじ～ず653 東京都

安藤　泰 本松　昌彦 前田　宏 鷺　成一 椎野　晃Forza!T654 神奈川県

木原　晋 神山　誠 岡村　保和 井上　武司 野坂　正春ALLOTS655 東京都

日吉　芳治 野崎　悟史 松倉　貴博 中村　公則 茅野　鉱太郎川崎中青年部会656 神奈川県

百瀬　渡 服部　昌克 三竹　敦 上條　功郎 鈴木　雅信ぞうマスターズ657 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A658 神奈川県

石井　義朋 千島　健治 芳垣　晴男 大出　裕資 望月　信宏聖光１９期B659 神奈川県

荒井　豊 渡邊　徹 仲山　正毅 永田　孝行 山村　恭一ＫａＪＡＣ父660 神奈川県

山中　堅吾 橋口　裕希 山本　肇 亀山　恵史 大塚　俊明TORAY661 東京都

杉本　純一 大森　武 岡村　真作 安澤　誠 大津　一隆ティップネスＭ662 埼玉県

溝口　務 安藤　陽一 戸倉　敬央 橋本　正 井樋　裕文池袋西口愚連隊663 神奈川県

日置　信和 工藤　吉史 常松　英樹 杉森　庸一郎 岸　正明日本精工664 神奈川県

市川　司 高橋　洋介 漆原　順一 石毛　雄二 青木　一彦聖光１９期C665 神奈川県

宮本　雅文 毎田　篤彦 小金丸　浩史 伊藤　裕治 井上　慎一郎エビトラOLD666 神奈川県

小幡　敏朗 大津　茂雄 小関　浩志 山添　正信 成田　吉章ＭＯＮＳＴＥＲ667 東京都

中井　康夫 松尾　美奈子 飯野　一人 村上　真祐美 高橋　心カルピスサワー668 神奈川県

加藤　隆 高村　博也 大熊　俊道 佐々木　涼子 浅野　裕熟練シルキー組669 東京都

久保　智志 清水　陽一朗 錦戸　雅子 毛利　いずみ 北野　昌志青春シルキー組670 東京都

青天目　潤 筒井　潔 伊藤　孝志 森　正樹 青木　玄川崎市バスA671 神奈川県

唐澤　友樹 鈴木　康裕 伊藤　学 松本　進 大森　潤チームヘッポコ672 神奈川県

矢吹　功一 角田　実 松川　隆 大澤　昭人 土居　高志北風イナリーズ673 神奈川県

矢澤　克己 舟生　修治 鷲塚　純一 谷口　信広 渡辺　勝則チーム_ハムラ674 神奈川県

石川　俊一 小澤　文伸 稲垣　仁志 伊藤　正幸 前田　正輝すみれA675 神奈川県

沼田　哲男 荒川　利弘 長崎　久弥 望月　健二 本藤　哲也すみれB676 神奈川県

鹿島　秀樹 名取　聡嗣 鹿島　快泰 高橋　則弘 大場　隆オオトB677 神奈川県

菊池　史郎 髙野　弘之 小池　聖彦 赤羽　浩 齊藤　万左巳チーム小池678 埼玉県

三嶽　昌幸 斉藤　勝士 乙黒　京子 木村　ひろみ 松岡　浩一デイスターズ679 神奈川県

津波古　年生 小島　紅子 高田　睦夫 白鳥　一貴 小長谷　秀明大人の遠足隊Ａ680 神奈川県

西川　賢一 大南　公 竹内　正三 中尾　嘉隆 川口　直之百合丘高陸部α681 神奈川県

倉田　靖士 植田　基之 加藤　了 佐藤　景衣子 青木　葉子百合丘高陸部β682 千葉県

加藤　文雄 浅田　和彦 矢島　初夫 相沢　郊三郎 藤井　英次ぐんままち683 神奈川県

伊勢　曜一郎 中野　充 浜崎　元司 笠原　真吾 奥谷　次郎FC中原P赤684 神奈川県

石田　裕子 福野　宏和 渡辺　一広 山内　昌人 鳩飼　順平FC中原P白685 神奈川県

藤元　有馬 石井　浩和 二宮　芳朗 西嶋　和範 柳下　洋介エースは１区！686 神奈川県

橋口　博之 村越　智裕 濱田　顕尚 吉海　健太郎 本田　一路伊豆の国HRC687 静岡県

堀　俊夫 岸本　学 神田　良 高原　博之 松瀬　浩黒木祭り688 神奈川県

稲葉　武志 瀬戸　高一 岡本　昇 白井　健一 古賀　輝秀ブレイブRCA689 神奈川県

佐久間　裕之 塩澤　由香 柴田　正巳 齋藤　信一 軍司　武夫ラン・ラン齋藤690 神奈川県

梅田　智子 鈴木　広祐 田野　佳代 末松　卓 豊沢　真紀ハモランナ－ズ691 神奈川県

渡邉　英宏 的場　弘幸 鎌田　綾子 唐戸　健一 佐久間　盛人たまプラＳＲＣ692 神奈川県

染谷　英就 関　芳正 長尾　寛司 嶋崎　正太 伊藤　一洋すみれ9Z693 神奈川県

林　知之 山西　洋一 宮本　慶治 猪股　一行 見木　武人TSHマスター694 東京都

渡辺　良枝 平尾　佳二 江藤　哲博 佐藤　洋代 宮武　慶充日油走職4695 神奈川県

村井　豪太 脇　堅吾 大出　智子 近藤　恭子 大林　千加子お山の神々696 神奈川県
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ロングの部　マスターズ

都道府県名

種目：

安孫子　亮 古高　伸浩 古川　貴士 石田　貴史 長谷川　陽一ＳＡＲＣシニア697 神奈川県

稲葉　信之 内山　進介 仲　龍史 園山　将司 井上　正章CAPさんC698 埼玉県

白井　啓 北出　徹也 三柴　秀明 加島　晃 山本　一滋シニア時差6699 東京都

宮田　伸介 細川　重明 奥山　紀昭 島田　和弘 藤掛　稔のげまらそん部700 神奈川県

岡村　福太郎 久保　光徳 津田　紀彦 神坂　研一 比嘉　博ＪＰカタログ701 東京都

小澤　竜也 遠藤　彰 田中　作 義本　仁 福本　信吾酒RUN-古酒702 神奈川県

高原　徹 岸田　仁 吉田　幸広 窪田　修一 清水　康光レモンゴー703 神奈川県

石倉　貫次 石倉　道行 野中　裕子 木間　道子 西田　敦ビバ！駅伝704 神奈川県

小池　淳二 佐藤　恵一 近藤　良治 野口　悟 村川　賀彦村男爵と下僕共705 神奈川県

竹田　裕明 吉川　知宏 伊藤　大樹 竹之内　晋弥 長澤　明廣LRC-X706 東京都

滝沢　遼子 沖野　勝俊 半村　多恵子 張　莉莉 宮前　典史LRC-B707 東京都

丸岡　浩幸 東田　健志 鈴木　真由美 金子　麻美 篠田　深才Ｔ２６ラン部708 神奈川県

木村　亮 丸岡　佳博 山田　文宣 永友　琢也 幸田　広史熊709 東京都

浅野　直之 大石　悦子 高橋　満季 川崎　孝次 和田　佳代子55つくば走友710 静岡県

山崎　陽久 田村　清 小池　道子 横森　喜久美 塩野　圭子にゃんこスター711 神奈川県

町田　吉史 田中　泰三 深澤　雄三 飯田　義昭 市島　賢至キングカスA712 神奈川県

丸山　泰弘 深堀　仁 坂東　秀紀 狩野　文徳 小島　隆弘チーム赤バス713 千葉県

大高　一彰 八島　道夫 末木　克明 古舘　恵理 松宮　弘幸SKIPAC714 神奈川県

北垣　章 藤原　賢治 松田　忠 太田　剛 松岡　政文報徳マスターズ715 東京都
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2019年3月17日開催2019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

五十嵐　尚裕 武田　朝陽 田邊　悟 神山　孝成 西　翔太多摩高等学校2001

田村　悠至 志賀　慶太 平井　孝佳 森岡　大晴 新井　架音橘高等学校2002

緒方　海碧 尾崎　拓海 太田　和然 松川　航大 成瀬　史一生田高等学校Ａ2003

相川　賢人 橋本　岳 仙波　英朗 網元　奨聖 上田　誠剛生田高等学校Ｂ2004

大貫　達雅 安藤　優希 沖田　航一 浅井　順也 熊倉　正州桐光学園高等学2005

藤田　雄斗 越栄　伸太稜 市原　健 松本　卓也 山下　主税桐光学園高等学2006

河原　秀亮 江藤　宥仁 鳥畑　圭介 北村　岳史 三谷　駿太高津高等学校Ａ2007

谷　泰輝 石井　啓太郎 坂井　友哉 辻　楓 鶴亀　竜馬高津高等学校Ｂ2008

正村　優斗 金井　拓馬 奥沢　一輝 小浦　泰介 呉山　伊織高津高等学校Ｃ2009

吉川　爽人 渡邊　優汰 堤　大河 池田　佑輝 佐藤　勇志川崎総合科学・幸2010

三橋　力大 熊谷　匠 渋谷　大稀 佐野　日向 馬場　悠月川崎総合科学高2011

山崎　諒 坂本　侑 及川　辰勝 渡邉　晴輝 青木　友吾川崎総合科学高2012

尾崎　壱 鈴木　佳志 元木　利空 澁谷　康成 堀　星歩川崎工科高等学2013

石丸　龍一 小内　龍慎 角田　葉琉 窪野　堪太 齋藤　大成川崎工科高等学2014

星野　智哉 増田　丈 鈴木　那侑 遠藤　柊 武藤　遼河麻生高等学校2015

久保田　駿也 安藤　イバンジェリコ 大野　希海 根岸　拓也 野村　昇吾橘高等学校定時2016

岩倉　海人 舟崎　隼 東出　康成 中野　俊暢 岡　將弘中原養護学校Ａ2017

宮島　啓人 高島　尚義 三尾　銀河 泉原　温士 馬場　和喜中原養護学校Ｂ2018
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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

2019年3月17日開催2019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：

後藤　聡 大島　峻 金井　卓 戸門　大祐チームもも181 神奈川県
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