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１３　第６４回優勝チーム

大会開催要項

本大会は、健全なスポーツ活動の場を広く市民に提供し、健康の維持と体力の向上を図るとともに、地域住

入賞チームには賞状及び入賞メダル、記念品を後日、郵送します。

インターネット（ＲＵＮＮＥＴ）から申し込み

中学生の部 ⇒ 無料

一般男女・４０歳以上・ミックスの部 ⇒ ５,０００円（１チーム）

全種目 ４区間 １２ｋｍ

区間は１～４区間とし、走行距離は全種目、全区間３ｋｍとします。

６種目合計　３００チーム　※先着順

　なお、２区と４区は必ず女子が走る区間とします。

※ミックスの部の「女子が２名以上」とは、当日女子が２名以上走らなければいけません。

　時季的、単発的な勤務は在勤とは認めません。

民相互の親睦を深め健全な市民生活形成に寄与することを目的とします。

調布市・調布市教育委員会・公益社団法人調布市体育協会・調布市商工会

調布市陸上競技協会

令和４年１月３０日（日）

①一般男子の部　　⇒　市内在住、在勤、在学者で構成された高校生以上のチーム（男女混合可）

②一般女子の部　　⇒　同上で女子に限る

味の素スタジアム内特設周回コース

※開会式、表彰式は行いません。競技終了後はすみやかな帰宅をお願いします。

　　　　　　　　中学生男女・ミックスの部　午前１１時４０分

　　　　　　　　一般女子・４０歳以上の部　午前１０時２０分

②スタート　　　一般男子の部　　　　　　　午前９時

　　　　　　　　中学生男女・ミックスの部　午前１０時１０分～１１時１０分

　　　　　　　　一般女子・４０歳以上の部　午前８時５０分～９時５０分

①受付　　　　　一般男子の部　　　　　　　午前７時３０分～８時３０分

中学生男子の部

※在勤とは、主たる勤務地が市内であり、令和３年１１月１日以前から勤務していること。

⑥ミックスの部　　⇒　市内在住、在勤、在学者で構成された高校生以上のチームとし、女子が２名以上

⑤４０歳以上の部　⇒　①に準じ、選手全員が満４０歳以上で構成されたチーム（男女混合可）

④中学生女子の部　⇒　同上で女子に限る

１:２１:２０調布南陸上競技部Ａ一般男子の部

一般女子の部 桐朋女子高校ソフト部 １:２４:１１

五中陸上部Ａ ０:５２:５４

③中学生男子の部　⇒　市内のチームに限る

①第６４回大会優勝チームにレプリカを授与します。

⑥全参加チームへ記録証を贈ります。（デジタル記録証）

⑤各部の各区間に区間賞を贈ります。

④一般男子の部優勝チームに優勝旗（持ち回り）を贈ります。

③各部の１位～３位までにオリジナル入賞メダルを贈ります。

　一般男子の部のみ９位～１５位まで敢闘賞を贈ります。

②各部の１位～８位までに賞状及び記念品を贈ります。

ミックスの部 電気通信大学陸上部Ｂ １:００:５６

４０歳以上の部

中学生女子の部 ＫＭＣ陸上クラブ ０:５８:５４

深走Ａ １:１２:４５
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１ 競技規則

　　※選手変更期間はございません。

　　中学生男女の部は午前１１時１０分までとします。（当日受付時に申請）

　　※複数の種目に参加することはできません。

２ 注意事項

３ ナンバーカードの色

４ タスキの色

５ 結果の速報について

６ 荒天による中止の決定について

　雨天決行ではございますが、荒天、降雪等の影響により中止とする場合は、当日の午前６時までに決定いたします。

▼午前６時より調布ＦＭ（８３.８ＭＨｚ）、大会ホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋにて、

　開催・中止のお知らせをいたします。

　⑤第１走者のコールは一般男子の部は午前８時４０分、一般女子の部・４０歳以上の部は午前１０時、ミックスの部、中

　　学生男女の部は午前１１時２０分よりフィールドゲート４付近で行います。第２走者以降のコールは行いません。

　　を与えるものなどは認めません。

　⑩タスキは必ず肩から脇の下に掛けてください。中継の際、タスキを投げたりした場合は失格といたします。

　⑪主催者の判断で、参加選手の在住・在勤・在学を証明する書類を提出していただく場合があります。

　③選手は走るのにふさわしい服装を心掛け、他のランナーの走行を妨げるなど、危険をおよぼす可能性があるものや不快感

大会事務局　公益社団法人調布市体育協会　☎０４２－４８１－６２２１

　⑤申込後のキャンセルや荒天、感染症等による競技中止の場合でも、参加費の返金はできません。

　⑥貴重品等は各自で責任を持って保管してください。

　⑦参加者は各自の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の健康診断を受けるなど、健康管理に注意してください。

　・一般男子１区～３区 ⇒ オレンジ　　・一般女子１区～３区 ⇒ 黄色　　　　・中学生男女１区～３区 ⇒ 青

　⑧主催者は、競技中の事故に対して応急処置まではいたしますが、その後の処置は各自でお願いします。

　⑨本大会はスポーツ傷害保険に加入しておりますので、転んで怪我などをされた場合は必ず近くの係員に申し出てください

　　（内科疾患については適用されない場合があります）。

　⑩ナンバーカードは申込順となります。

　⑪参加賞は後日、郵送します。

　・４０歳以上１区～３区 ⇒ 白　　　　・ミックス１区～３区 ⇒ クリーム　　・全種目最終区 ⇒ ピンク

　・一般男子 ⇒ オレンジ 　　　　　　 ・一般女子 ⇒ 赤 　　　　　　　　　 ・中学生男子 ⇒ 青

　選手受付横（味の素スタジアム・メインゲート）への掲示、大会ホームページへの掲載（大会当日、午後３時頃）

  ・中学生女子 ⇒ ピンク　　　　　　　・４０歳以上 ⇒ 白　　　　　　　　　・ミックス ⇒ クリーム

　　≪チーム名記載のカード⇒前（胸）　　　協賛企業名記載のカード⇒後（背）≫

選手注意事項

　①令和３年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則駅伝競走基準と本大会要項により行います。

　②１チーム選手４人、補欠２人の計６人で構成すること。選手は監督を兼ねることができ、補欠選手がいなくても参加でき

　　ます。複数のチームで参加の場合は補欠選手を兼ねることができます。

　⑥タイムはグロスタイム（スタートの号砲からのタイム）となります。

　①サイドコーチ及び伴走者による応援は一切禁止とします。

　②選手は指定されたコース内を走り、審判員の指示に従い、事故防止に努めてください。

　④ナンバーカードは配付されたままの大きさで、胸及び背部に確実に固定（四すみをしっかり付ける）してください。

　⑧タスキには、ランナーズチップ（計測用のコンピューターチップ）が埋め込まれていますので、絶対に取り外さないでく

　　ださい。

　⑨タスキのリレーは定められた中継ゾーンで必ず行うこと。中継ゾーン以外でタスキリレーを行った場合、記録の計測がで

　　きないことがあります。

　⑦競技は駅伝方式とし、一人１チーム１区間以上の走行はできません。

　③申込みの際に登録した選手、走行区間及びチーム名や監督の変更はできません。

　④補欠選手の起用は、一般男子の部は午前８時３０分、一般女子の部・４０歳以上の部は午前９時５０分、ミックスの部、
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コース案内図
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味の素スタジアム会場図
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No. チーム名 56 調南男子ハンドα 218 女子バレーボール部Ａ

57 ベルランナーズ 219 女子バレーボール部Ｂ

1 桐朋っ子ＲＣーＡ 58 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ａ 220 女子バレーボール部Ｃ

2 おやじボンバーズ 59 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ｂ 221 女子バレーボール部Ｄ

3 おやじボンバーズネオ 60 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ｃ 222 女子バレーボール部Ｅ

4 桐朋っ子ＲＣーＢ 61 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ｄ 223 調南女子バスケ部Ａ

5 調布プラネッツＡ 62 たすりく 224 調南女子バスケ部Ｂ

6 ＣＩＦＡ＆ＣＡＰＳＣ 63 ＧＫ０２ 225 調南女子バスケ部Ｃ

7 調布プラネッツＢ 64 調布Ｗｉｔｈｇｒｏｗ 226 調南女子ハンド１

8 デジタル機動隊 65 チームエデュー３ 227 調南女子ハンド２

9 ｍｉｓｈｍａｓｈ 66 口振推進 228 布田小ママさんず

10 スルガＡ 67 納期内納付 229 Ｃ．Ｃ．ガールズ

11 スルガＢ 68 相続登記 230 ちゅーりっぷ

12 みうらさん 69 スミレＳＬ＠ＧＣ 231 桐朋女子高陸上部

13 ４４１９ＺＯ 70 電子研走友会Ｃ 232 晃華学園陸上競技部

14 ミス安藤 71 ＧＫ企画完走クラブ 233 オクサマランナーズ

15 無線衝突 72 ＧＫ３企画完走クラブ

16 無線衝突Ｂチーム 73 コジぽんず 301 ＫＭＣ陸上クラブ

17 電通大陸上部・Ｍ２ 74 電子研走友会Ｄ 302 調布中Ａ

18 ホリシカン 75 サルスベリ２ 303 調布中Ｂ

19 Ｔｅａｍ　３ｓｈｏＡ 76 ランナーズハイ杉森Ａ 304 調布中Ｃ

20 チームトレ室 77 まいくろうぇ～ぶＡ 305 五中陸上部Ａ

21 ７年前の神中陸部 78 まいくろうぇ～ぶＢ 306 五中陸上部Ｂ

22 クロネコランナーズ 79 法政中高教職員チーム 307 五中陸上部Ｃ

23 黒猫走者達Ｌｏ 80 チーム空彩　（初老） 308 調布五中サッカー部

24 黒猫走者達Ｍｉｄ 81 チーム空彩１９８５ 309 調布五中サッカー部Ｂ

25 Ｔｅａｍ　３ｓｈｏＢ 82 チームとくぅ 310 調布五中サッカー部Ｄ

26 第五分団Ａチーム 83 ハートフルＲＵＮ　Ａ 311 調布五中サッカー部Ｆ

27 第五分団Ｂチーム 84 ハートフルＲＵＮ　Ｂ 312 調布五中サッカー部Ａ

28 第五分団Ｃチーム 85 ＴＥＡＭ４３１ 313 調布五中サッカー部Ｃ

29 第五分団Ｄチーム 86 しだすまＡ 314 調布五中サッカー部Ｅ

30 電通大カタツムリ 87 しだすまＢ 315 調布五中サッカー部Ｇ

31 Ｍのした 88 ＴＥＡＭ　Ｅｄｕ　Ａ 316 神代中Ａ

32 ミス安藤２軍 89 ＴＥＡＭ　Ｅｄｕ　Ｂ 317 神代中Ｂ

33 ミス安藤３軍 90 ＵＥＣｍｉｘ 318 神代中Ｃ

34 調布市商工会チームＴ 91 マインズ　８３１ 319 神代中Ｄ

35 明王谷澤 92 シミネーズ 320 神代中Ｅ

36 調布南陸上競技部Ａ 93 上ノ原ＳＶＣ 321 調布リトルシニア

37 チームたきざか 94 シークレットベースＣ 322 調布六中野球部Ａ

38 電子研走友会Ｂ 323 調布六中野球部Ｂ

39 調布南陸上競技部Ｂ 201 柏野ＦＲＣ 324 調布六中野球部Ｃ

40 調布南バドＦチーム 202 桐朋っ子ＲＣ－Ｃ 325 八中サッカー部

41 調布南バドＮチーム 203 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ｄ 326 調布七中男子バスケ部

42 調南サッカーＡ 204 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ｃ

43 調南サッカーＢ 205 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ａ 401 ＫＭＣ陸上クラブ

44 調南サッカーＣ 206 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ｂ 402 桐朋女子中ソフト部

45 調南サッカーＤ 207 ちいきち駅伝部１ 403 五中陸上部Ａ

46 調南サッカーＥ 208 桐朋女子高ソフト部Ａ 404 五中陸上部Ｂ

47 調南サッカーＧ 209 桐朋女子高ソフト部Ｂ 405 五中陸上部Ｃ

48 調南サッカーＨ 210 ちいきち駅伝部２ 406 桐朋女子中陸上部Ａ

49 調南サッカーＪ 211 ＦＹレディース 407 桐朋女子中陸上部Ｂ

50 調南男子テニス部 212 深走　楓 408 桐朋女子中陸上部Ｃ

51 調南サッカーＦ 213 電通大カタツムリ 409 桐朋女子中陸上部Ｄ

52 調南サッカーＩ 214 調布南陸上競技部Ａ 410 神代中女子Ａ

53 調布南男子バレー部Ａ 215 調布南陸上競技部Ｂ 411 神代中女子Ｂ

54 調布南男子バレー部Ｂ 216 調布南バドミントンＡ 412 神代中女子Ｃ

55 調南男子ハンドβ 217 調布南バドミントンＢ 413 晃華学園

参加チーム一覧

一般男子／９４チーム

中学生男子／２６チーム

一般女子／３３チーム

中学生女子／１８チーム
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414 六中・女バレＡ 552 調布ＪＣシニアＡ 644 ランデザイン

415 六中・女バレＢ 553 調布ＪＣシニアＢ 645 ハイウェイ・スター

416 六中・女バレＣ 554 アンプロ３ 646 スミレＳＬ＠ＮＭ

417 六中・女バレＤ 555 チーム　ダムダム 647 スミレＳＬ＠ＩＤ

419 調布七中陸上競技部 556 ＬＧ調布ヶ丘２ 648 走れ！すくっぴー

557 ＬＧ調布ヶ丘１ 649 走れ！のびっぴー

501 布田小おやじネットＡ 558 染地八八倶楽部 650 ランナーズハイ杉森５

502 飛小とうちゃんず 559 調布ライズ 651 がんばれめいすいくん

503 布田小おやじネットＢ 560 くすのき保育園Ａ 652 それいけめいすいくん

504 小田急バス調０１ 561 くすのき保育園Ｂ 653 ランナーズハイ杉森１

505 八中おやじの会Ａ 562 くすのき保育園Ｄ 654 ランナーズハイ杉森Ｂ

506 １３分団　Ａ 563 くすのき保育園Ｅ 655 チーム・ザ・親族

507 マイドＡ 564 仙川モンキース 656 イースト・ジョー

508 まきば幼稚舎ＯＧ父 657 ＴＥＡＭ　Ｊ．Ｎ

509 布田小おやじネットＳ 601 ひばたんずＡ 658 ７Ｎｏｒｔｈ

510 小田急バス成０４ 602 ＮｅｗＬｅａｖｅｓＡ 659 ハートフルＲＵＮ　Ｃ

511 １３分団　　Ｂ 603 Ｋ－ＰＲＯＪＥＣＴ 660 くすのき保育園Ｃ

512 桐朋っ子ＲＣ－Ｄ 604 ひばたんずＢ 661 うすのき保育園Ｆ

513 マイドＢ 605 ひばたんずＣ 662 メガ超ランナーズ

514 セクシーランナーズ 606 合気道多摩川 663 すてきななかま

515 小田急バスきゅんた 607 ひばたんずＤ 664 シークレットベースＢ

516 メガ水ＭＩＸＭＡＸ 608 ちーむかしのみ 665 シークレットベース

517 八中おやじの会Ｂ 609 Ｈｅｒｏ’ｓ

518 西調布ランナーズ 610 チームマートル２

519 第９分団と仲間たちＡ 611 飛鳥忍者

520 第９分団と仲間たちＢ 612 飛鳥ミニオンズ

521 サッチモ 613 飛鳥ウォーリーズ

522 調布市トライアスロン 614 ＮｅｗＬｅａｖｅｓＢ

523 走るウォーリーズ 615 癒し大王

524 黒猫走者達Ｈｉ 616 祝　あさひ３０歳

525 チームＪＯ 617 ＴＥＡＭ　真ごころ

526 電通大カタツムリ 618 まきばＯＧ父娘

527 調布市商工会チームＡ 619 柴下ソフト

528 深走Ｈ 620 ＤＡＩＧＯＯＮ１

529 深走Ｆ 621 ＤＡＩＧＯＯＮ２

530 深走Ｇ 622 みやのしたガールズ

531 深走Ｃ 623 ＣＩＦＡ＆ＣＡＰＳＡ

532 深走Ｄ 624 ＣＩＦＡ＆ＣＡＰＳＢ

533 深走Ｅ 625 深走ウィング

534 深走Ａ 626 電通大カタツムリ

535 深走Ｂ 627 調布合気道Ｂ

536 電子研走友会Ａ 628 調布合気道Ｃ

537 ＣＣＳＡ駅伝部 629 調布合気道Ａ

538 上ノ原ネオホッケーＡ 630 イーストツー１

539 上ノ原ネオホッケーＢ 631 ＥＭＡＫ

540 さつきランナーズ 632 東京さつきホスピタル

541 上ノ原パパ組Ａ 633 調南ハンド部ＣＰ

542 上ノ原パパ組Ｂ 634 イーストツー２

543 １３分団ＯＢ 635 調南ハンド部ＢＧ

544 仙川青友会 636 イーストツー３

545 ドルチェボーイ 637 チームＪ

546 サンク調布多摩川 638 ゾウサンオイデヨ

547 つつじヶ丘パパーズ 639 帰ってきた！命がけ

548 東つつじヶ丘パパーズ 640 上石上石

549 ノースエンジェル　Ｂ 641 社協ちょビット

550 調布三田会Ａ 642 社協サニーくん

551 調布三田会Ｂ 643 社協えんがわくん

４０歳以上／６４チーム

ミックス／６５チーム

参加チーム一覧
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NO. チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠１ 補欠２

1 桐朋っ子ＲＣーＡ 千葉　俊幸 千葉　正人 近野　良太 今村　尚平 三木　祥治 横田　浩丈

2 おやじボンバーズ 竹下　直毅 前田　幸良 伊倉　正雄 寺田　憲司 青根　くるみ

3 おやじボンバーズネオ 伊倉　大晴 青根　圭祐 青根　寛 田並　孝一 青根　くるみ

4 桐朋っ子ＲＣーＢ 田島　彗之介 郡谷　拓実 東野　義洋 山内　雅士 木下　裕弘 木下　直茂

5 調布プラネッツＡ 鈴木　雅記 村上　遥志 平岩　元樹 鍋島　康雄 鍋島　奈津香 鈴木　智佳子

6 ＣＩＦＡ＆ＣＡＰＳＣ キジェンエルナンデス　ピエールパオロ 小幡　魁士 リーバイ　ロビンス 島田　奎 平澤　和哉 井上　稔

7 調布プラネッツＢ 千代間　一浩 川端　寛章 小池　竜矢 寺神　達也

8 デジタル機動隊 杉本　諒 水越　聡 伊瀬　進 野刈　竜也

9 ｍｉｓｈｍａｓｈ 安田　有佑 下野　雄大 福元　陸王 福元　翔輝

10 スルガＡ 齊藤　亮次 遠藤　公浩 吉見　響 太田　佳忠 鶴田　哲也 篠　俊文

11 スルガＢ 秋葉　健太 井上　昇 天野　貴將 村上　豊広 菊池　貴典 塚本　邦宏

12 みうらさん 千田　孝幸 大橋　俊介 永井　透 三浦　義博 岸本　大輝

13 ４４１９ＺＯ 吉池　耕一郎 田辺　隆文 加藤　晃太 小林　幸平 野刈　竜也

14 ミス安藤 鎮目　豊 溝井　基樹 野田　フェブリヤン大樹 中島　一誉 安藤　美保

15 無線衝突 下村　真史 京井　薫 齋藤　智康 高綱　昌之

16 無線衝突Ｂチーム 大津留　新介 島田　裕也 大串　正隆 相馬　歩

17 電通大陸上部・Ｍ２ 北原　廉 荻野　隼 髙島　良純 春田　裕輝

18 ホリシカン 関口　信司 隅内　虎太郎 山路　陽子 酒井　春太 堀　秀太 酒井　剛

19 Ｔｅａｍ　３ｓｈｏＡ 平井　啓資 大島　慧太郎 山越　友莉子 浅賀　正大 村田　直子

20 チームトレ室 杉元　修一 金子　文人 井上　俊介 日比　敏文

21 ７年前の神中陸部 田畑　俊樹 大谷　匠人 山崎　凌 押野谷　直人

22 クロネコランナーズ 田中　大雅 大竹　利明 小松　拓斗 伊禮　亨

23 黒猫走者達Ｌｏ 納富　正彦 梅津　亮太 小野田　耕司 朝倉　健太

24 黒猫走者達Ｍｉｄ 浅見　芳則 荒川　樹 林　尚平 山本　裕介

25 Ｔｅａｍ　３ｓｈｏＢ 小島　大樹 山口　奈々 宇野　匠 遠藤　健太 三好　雄太

26 第五分団Ａチーム 小川　直登 佐藤　浩司 荒井　俊一 白井　達生 小山　康博

27 第五分団Ｂチーム 山口　大輔 森田　有喜 小山　悟史 山口　大樹 山口　龍二

28 第五分団Ｃチーム 山口　芳隆 粕谷　幸史郎 石田　隆浩 松井　陽太郎 安達　泰雄

29 第五分団Ｄチーム 池田　慎 永易　拓郎 小堀　和行 吉成　右文

30 電通大カタツムリ 小用　晃 岩佐　拓哉 高瀬　巧 相原　健二 片伊木　徹 土井　健太郎

31 Ｍのした 上田　哲平 高山　晋 林田　純治 堀内　亮平 林田　耕治

32 ミス安藤２軍 木内　剛 麦島　圭 内藤　新一 井上　崇之 安藤　美保

33 ミス安藤３軍 小林　光輝 井口　栄治 齊藤　太志 蝶野　千草 安藤　美保

34 調布市商工会チームＴ 原島　剛 五十嵐　健 中村　忠義 玉村　秀樹 國井　有生佑

35 明王谷澤 太田　直希 木曽　敬太 山口　隼人 三浦　想太 中村　祥成 太田　征希

36 調布南陸上競技部Ａ 佐藤　颯人 麻生　涼 志田　裕紀 橋本　真澄 菅沼　雄大 市村　隼

37 チームたきざか 小島　大 玉置　真美 黒崎　雷 藤井　雅俊 山本　美杏

38 電子研走友会Ｂ 齋藤　享 古賀　禎 井上　博士 森岡　和行

39 調布南陸上競技部Ｂ 飯利　優太 五十嵐　玲央 上妻　画人 鈴木　淳平 麻生　悠斗 佐藤　匡隼

40 調布南バドＦチーム 香取　伶音 樋口　奏太郎 佐藤　玄幸 町田　智基 小坂　雄海

41 調布南バドＮチーム 伊藤　昇祐 小竹　ひなた 佐藤　凌雅 村上　和優 松田　信太郎

42 調南サッカーＡ 星川　翼 岡田　孝太 今野　祥也 渡辺　智也 隅田　健介

43 調南サッカーＢ 中川　力斗 平田　大翔 岡本　凌 柴田　航志 隅田　健介

44 調南サッカーＣ 金井　元輝 宮崎　奏太 村永　大翔 小藪　千尋 隅田　健介

45 調南サッカーＤ 小林　篤生 加賀美　拓大 宮田　和佳 廣木　湊斗 隅田　健介

46 調南サッカーＥ 三浦　成夢 天野　幸汰 羽田　健大 喜多川　拓己 隅田　健介

47 調南サッカーＧ 亀田　拓 法福　結生 浅倉　玲 有元　漣 隅田　健介

48 調南サッカーＨ 鎌田　昂太 白子　優弥 松吉　徹将 丸山　昌大 隅田　健介

49 調南サッカーＪ 大西　陽翔 正木　啓介 赤城　翔真 戸島　嘉唯 隅田　健介

50 調南男子テニス部 甲斐　博貴 山本　奏羽 長谷川　隼佑 伊良湖　俊亮

51 調南サッカーＦ 宮下　倫太郎 桑波田　琢磨 三品　秀之 下田　史弥 隅田　健介

52 調南サッカーＩ 仁藤　純平 池田　海斗 諸井　蓮之介 吉川　和輝 隅田　健介

53 調布南男子バレー部Ａ 渡邉　敬介 内川　皓太 三木　光龍 高倉　脩吾 千葉　周平 天白　和志

54 調布南男子バレー部Ｂ 斎藤　夏輝 丸島　兼信 岩田　悠佑 秋山　宰

55 調南男子ハンドβ 内村　月人 庄司　新 阿部田　聡 宮腰　翔己 谷　直樹 上月　達矢

56 調南男子ハンドα 橘　遼太郎 宮本　伊織 栗原　史和 飯沼　一輝 小島　慧 谷　直樹

57 ベルランナーズ 高橋　真弘 馬渕　正彦 前迫　功雄 竹田　英司 若杉　拓哉 前迫　厚一

58 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ａ 山下　煕莉杏 佐藤　光敏 冨井　陸矢 山田　夏大

59 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ｂ 二見　拓輝 名手　海人 佐藤　洸太 田中　柾利

60 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ｃ 土屋　舜太朗 池上　拓人 佐藤　孝史 日良　僚太

61 Ｈｉｄｅｔａｋａ－Ｄ 原田　開生 毛利　丈瑠 アチャリア　淳一 武尾　優樹

62 たすりく 渡邊　義彦 高橋　勇寛 武田　悠児 渡部　和哉 森　健二

63 ＧＫ０２ 石戸谷　寛 田畑　凛子 飯田　聡一 村上　法彦 鈴木　京子

選手名簿

一　般　男　子　の　部
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NO. チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠１ 補欠２

64 調布Ｗｉｔｈｇｒｏｗ 高木　将晴 森　直樹 岩崎　晃大 養老　毅暁

65 チームエデュー３ 坂野　学 後藤　勘太 小野　敏希 今村　好一

66 口振推進 遠藤　辰徳 宮田　徹 田端　浩典 安達　祐二

67 納期内納付 浦上　亮磨 岩渕　夏海 田辺　涼太 大窪　莉央

68 相続登記 明石　祐一 廣永　渉 富田　大輝 松谷　知彦

69 スミレＳＬ＠ＧＣ 稲村　早剛 門倉　祐介 吉岡　大地 板橋　壮志 板橋　恵利子

70 電子研走友会Ｃ 村田　暁紀 大津山　卓哉 本田　純一 ビクラマシンハ　ナヴィンダ 中村　陽一

71 ＧＫ企画完走クラブ 伊藤　宏 中川　恵之 永井　秀雄 河本　範久 小柳　栄 村岡　佳太

72 ＧＫ３企画完走クラブ 青木　望 本間　哲 福岡　保宏 深沢　典充

73 コジぽんず 長谷川　久晃 大谷　真由美 佐々木　潤子 佐々木　淳 鈴木　春史 飯沼　優子

74 電子研走友会Ｄ 長縄　潤一 高橋　健一 高橋　透 中村　陽一

75 サルスベリ２ 園部　純也 穂積　俊明 田中　潤 横井川　大輔 服部　恭大 由布　弥生

76 ランナーズハイ杉森Ａ 中村　保彦 堀内　謙太朗 染谷　恭平 稲田　秀孝 間々田　はるな 新井　麻梨奈

77 まいくろうぇ～ぶＡ 木村　脩人 鈴木　君尚 北上　景一 石盛　正晴 伊藤　武 石田　正人

78 まいくろうぇ～ぶＢ 佐藤　大貴 金城　久一 戸舘　秀人 森　智之 冨田　哲 垣中　久美子

79 法政中高教職員チーム 工藤　浩仁 林　圭介 大谷　泰平 笹岡　聡

80 チーム空彩　（初老） 柿原　厚 小笠原　宏子 正冨　隆治 小笠原　雄太 清水　幸一郎

81 チーム空彩１９８５ 塚田　研介 神田　駿介 盛岡　典子 福野　賢一 清水　幸一郎

82 チームとくぅ 勝岡　達人 湯川　秀一 辻田　毅 石原　雅佳

83 ハートフルＲＵＮ　Ａ 矢沢　徹 川邊　正弥 八木　大佑 佐藤　慎一郎 矢野　聡 清水　義則

84 ハートフルＲＵＮ　Ｂ 佐藤　大介 藤井　陽介 晝馬　隆弘 瀧柳　拓矢 許斐　めぐみ 河原　昇馬

85 ＴＥＡＭ４３１ 倉持　昌之 南形　敦 近藤　信一 倉本　敬治 宇都　由紀 佐藤　修二

86 しだすまＡ 河村　康文 曽我　慎一郎 小原　健太郎 向山　禎慶 林　はすみ 杉山　暁

87 しだすまＢ 大泉　英嗣 古賀　渉 田澤　康之 田中　元家 延井　悠 石橋　淳也

88 ＴＥＡＭ　Ｅｄｕ　Ａ 濱田　昌也 佐藤　晋太郎 栗原　周平 柳澤　拓也 高松　春美 高橋　慎一

89 ＴＥＡＭ　Ｅｄｕ　Ｂ 高橋　慎一 久保田　藤郎 神田　克洋 笹本　知貴 高松　春美 濱田　昌也

90 ＵＥＣｍｉｘ 安藤　創一 大河原　一憲 狩野　豊 岡田　英孝 岡田　潤之介 岡田　冬馬

91 マインズ　８３１ 荒牧　偉留 木川　道雄 高橋　遼平 佐藤　達哉 戸川　洋平 櫻井　裕太

92 シミネーズ 永末　一郎 清水　幸一郎 安達　陽美 手島　正太

93 上ノ原ＳＶＣ 稲葉　卓也 加藤　裕子 今井　大輔 加藤　信也 加藤　莉夏

94 シークレットベースＣ 忰田　信浩 花岡　大輔 川島　真織 山下　金吾 櫻井　裕太

201 柏野ＦＲＣ 榎本　千鶴 小寺　春水 石橋　あかね 川野　美峰 椙尾　真理子 小寺　汐

202 桐朋っ子ＲＣ－Ｃ 福田　聡子 荒川　綾子 久松　美和 原　真理子 岡田　英恵 長嶋　鮎子

203 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ｄ 大野　碧海 大野　幸子 木下　祐紀子 和田　小代子 馬面　楓子 上村　亜海

204 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ｃ 田倉　美代子 小玉　美樹 尾崎　真咲 吉江　陽子 小玉　冬陽 小玉　柚月

205 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ａ 朽木　美奈子 馬面　知春 村田　久美 福井　真由 松井　幸世 室田　直美

206 ＴＥＡＭＴＯＢＵ　Ｂ 喜多川　智子 上村　由香 中込　理栄 河出　佳純 上村　世奈 室田　晴

207 ちいきち駅伝部１ 玉野　恵里香 宮本　孝子 長谷川　緑 金入　有紀子 村松　晴美

208 桐朋女子高ソフト部Ａ 菅野　瞳 前田　陽咲 岩野　蓮花 大谷　明日香 田中　千聖 若海　優香

209 桐朋女子高ソフト部Ｂ 武村　美優 伊藤　ひなた 滝田　澪 中畑　蘭 山内　穂乃果 辻村　結衣子

210 ちいきち駅伝部２ 大槻　昌美 小林　博子 中村　里絵 栗田　亜紀子

211 ＦＹレディース 八木　紀子 野々村　晴代 高木　里香 浅見　恭子

212 深走　楓 濱田　真穂子 吉野　映子 田中　幸子 青木　美智子 三井　和代 酒井　美由樹

213 電通大カタツムリ 門田　みのり 井石　三恵子 中村　健子 須齋　康子 嶋宮　亮子 森口　清乃

214 調布南陸上競技部Ａ 中島　知音 廣田　千晃 佐藤　美桜 池田　心優 片松　莉瑚 中野　乙葉

215 調布南陸上競技部Ｂ 佐藤　こころ 関根　弥生 小林　莉子 前野　彩栞 佐藤　美桜 中野　乙葉

216 調布南バドミントンＡ 赤羽　梨々子 山口　遥 木村　純乃 手島　藍珂 菊池　朱音 奈木野　沙耶

217 調布南バドミントンＢ 矢澤　なつ 横山　夏空 山口　あかり 矢崎　妃那子 筒井　悠芽 望月　春佳

218 女子バレーボール部Ａ 堀田　明依 平野　絢子 高嶋　優 藤井　彩香

219 女子バレーボール部Ｂ 加藤　咲 西口　愛海 藤田　花奏 丸山　日和

220 女子バレーボール部Ｃ 千葉　桜咲 幡中　梨奈 渡邉　梨穂 稲吉　沙茶

221 女子バレーボール部Ｄ 田中　希歩 松坂　莉帆 太田　貴湖 島根　紬希

222 女子バレーボール部Ｅ 鈴木　萌花 八十島　絵海 本木　潤奈 薬師寺　晴子

223 調南女子バスケ部Ａ 岩本　唯奈 前田　麗奈 栗原　千瑛 丹羽　由真 谷口　桃香 大森　杏美

224 調南女子バスケ部Ｂ 大橋　七菜 喜多川　璃子 大森　杏美 西田　芽衣 渡邉　小春 栗原　千瑛

225 調南女子バスケ部Ｃ 渡邉　小春 久保田　菜々 松井　幸子 阿部　実咲 中山　久遠 谷口　桃香

226 調南女子ハンド１ 有川　菜摘子 伊藤　彩 黒澤　奏 富樫　美友 林　千紘 鈴木　理子

227 調南女子ハンド２ 加䰗　ももな 船津　あいか 藤盛　征良 松尾　こころ 林　千紘 鈴木　理子

228 布田小ママさんず 田口　陽子 田村　千晴 清水　聡子 梅本　直美

229 Ｃ．Ｃ．ガールズ 水地　直美 外園　明恵 神原　倫代 原島　恭子 大同　沙織 森　美和

230 ちゅーりっぷ 石垣　由香 長谷川　明子 中島　智子 北條　雅世 渡邉　愛

231 桐朋女子高陸上部 長谷川　夢実 山木　理紗 須田　怜未 田巻　野乃 鈴木　綾夏 花松　こずえ

232 晃華学園陸上競技部 鈴木　詩万 及川　万祐子 白　採媛 築地　佑茉 石田　笑万

233 オクサマランナーズ 寺島　まき代 中山　綾 西　由紀 疋田　敬子 甲斐　知美 南　愛

選手名簿

一　般　女　子　の　部
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NO. チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠１ 補欠２

301 ＫＭＣ陸上クラブ 杉山　諒 池田　悠斗 高崎　颯太 小野　浬空 中原　靖仁 薮内　彰人

302 調布中Ａ 田山　湊太 竹田　惺 中山　佑豪 別府　拓飛 鈴木　拓治

303 調布中Ｂ 川井　歩嬉 上田　舜 瓜生　陽太 高橋　春輝 関根　新

304 調布中Ｃ 竹野　稜太 芝　大風 上田　櫂 廣瀬　橙空 江藤　時凪 齊藤　刃

305 五中陸上部Ａ 藤原　虎太朗 舘坂　慶一郎 野元　俊介 荻原　瞬矢 田中　大貴 長堀　友春

306 五中陸上部Ｂ 田中　大貴 長堀　友春 坂井　希碧 中島　悠斗 加藤　莉生 近藤　大裕

307 五中陸上部Ｃ 加藤　莉生 近藤　大裕 加藤　大暉 清水　陽佑 大西　翔太 矢野　樹

308 調布五中サッカー部 渡邉　聖 清原　未来翔 清水　遼大 野宮　龍央

309 調布五中サッカー部Ｂ 伊藤　漣音 柿岡　大輔 沼田　悠佑 増田　琉生

310 調布五中サッカー部Ｄ 久保西　コウ 小原　大空 大野　颯二郎 清水　朋希

311 調布五中サッカー部Ｆ 鈴木　海蘭 吉田　暁 渡邊　爽太 村岡　輝季

312 調布五中サッカー部Ａ 鈴木　飛馬 三浦　功大 宮崎　豪 荒木　龍馬

313 調布五中サッカー部Ｃ 兼田　諒人 大木　瑞希 髙橋　蓮 川田　剛大

314 調布五中サッカー部Ｅ 伊藤　貴一 佐藤　蒼空 山口　奏多 武信　陽之

315 調布五中サッカー部Ｇ 藤田　愛斗 三重野　元耀 柳沢　遥 浅井　奏人

316 神代中Ａ 石川　開 松本　依吹 金子　春太 斉藤　優馬 渡辺　蒼大

317 神代中Ｂ 佐藤　龍之介 須藤　慧 野村　駿介 田中　蒼梧 渡辺　蒼大

318 神代中Ｃ 鈴木　智也 倉澤　太一 武藤　弘朗 飛田　凌馬 渡辺　蒼大

319 神代中Ｄ 平田　楓空 中澤　悠 冨沢　波優斗 吉田　智哉 渡辺　蒼大

320 神代中Ｅ 東　颯城 平田　智也 兵　幸樹 浜島　圭 渡辺　蒼大

321 調布リトルシニア 桃原　優志 小堀　玲生 黒澤　立幹 伊藤　大和 細野　塁 森　陽希

322 調布六中野球部Ａ 滝本　幹太 橋本　光希 小川　英寿 片野　克陽 佐々木　明寛

323 調布六中野球部Ｂ 山崎　航太郎 上別府　友 木村　駿平 齋藤　諒人 糸川　樟

324 調布六中野球部Ｃ 宮川　凌和 杉野　僚哉 中川　猛 芦澤　雄斗 豊田　大翔

325 八中サッカー部 渡邊　智仁 天野　譲太郎 宮坂　慶喜 高田　勉 加藤　瑛音 菅原　和

326 調布七中男子バスケ部 能登　新太 五十嵐　夏樹 臼井　翔流 秋野　秋人

401 ＫＭＣ陸上クラブ 松田　悠楽 金子　理子 物部　杏月 鈴木　結衣 佐藤　ひなの 槇村　せいあ

402 桐朋女子中ソフト部 岡嶋　和花 小山　心花 大原　楓夕 長渡　彩佳 中村　明日香 山中　芙弥

403 五中陸上部Ａ 川上　海愛 小倉　千奈 渡慶次　心花 谷野　優里 中野　邑美 三浦　奏恵

404 五中陸上部Ｂ 三浦　奏恵 浅井　萌綸 横山　紗奈 中野　邑美 小針　瑚奈紬 板垣　穂香

405 五中陸上部Ｃ 小針　瑚奈紬 板垣　穂香 飯野　安可利 野元　真琴

406 桐朋女子中陸上部Ａ 木下　りつこ 真野　楓 浦上　あすな 橋口　沙良 小口　未来

407 桐朋女子中陸上部Ｂ 高木　花 鈴木　未夢 松原　凛 根本　愛結 重藤　沙希 高田　あずさ

408 桐朋女子中陸上部Ｃ 佐藤　翠 杉本　衿佳 久津川　理乃 稲田　明恵 小口　未来 工藤　海寿寿

409 桐朋女子中陸上部Ｄ 大橋　澪 大塲　もえ 望月　保乃未 板橋　清子 ガーナー　杏梨咲 石塚　千尋

410 神代中女子Ａ 鍛冶　彩映 大谷　理紗 山野邉　彩奈 山本　カイラ 石橋　沙永子

411 神代中女子Ｂ 海老原　花帆 野村　百音 山本　愛莉 石川　鈴子 石橋　沙永子

412 神代中女子Ｃ 佐藤　ひかり 中西　諒香 石田　美桜樹 奥村　はな 石橋　沙永子

413 晃華学園 唐　浩佳 小口　真悠子 伊東　優莉 伊藤　更紗 中川　温加 澤井　唯乃

414 六中・女バレＡ 水口　真優 岩田　心 柴田　悠衣 白石　陽央梨 大山　華叶

415 六中・女バレＢ 菊地　祐衣 山川　南萌 櫻井　環奈 佐野　杏菜 佐藤　果歩

416 六中・女バレＣ 海老名　咲良 佐中　心絆 渡辺　綾音 大作　彗奈 上田　にこ

417 六中・女バレＤ 林　由莉奈 山川　夏萌 鈴木　麻央 牛島　愛雛 永岡　桃花 藤原　実久

419 調布七中陸上競技部 平吹　光 小川　陽菜乃 石川　舞南 中村　萌衣

501 布田小おやじネットＡ 奥山　正樹 長崎　純一 田代　信吾 小原　秋寿 山田　和人 平井　義啓

502 飛小とうちゃんず 花田　久典 石倉　健造 加藤　輝行 竹内　正典 守屋　真一 南　勇二

503 布田小おやじネットＢ 武藤　真 平井　義啓 山田　和人 宇根　靖人 松岡　和也 小原　良子

504 小田急バス調０１ 樋口　康弘 峰島　啓人 水谷　勝由 藤田　聡 大山　雄 片山　純二

505 八中おやじの会Ａ 三嶋　章夫 工藤　裕子 長野　英樹 霜越　紀久雄 金子　真由美 阿部　実

506 １３分団　Ａ 長谷川　正 岡村　伸夫 志田　卓磨 伊藤　大輔 甲斐　規郎 柳生　幸徳

507 マイドＡ 富吉　久美子 富吉　修 青木　幸治 飯塚　弘志 青木　晶子 森　雄介

508 まきば幼稚舎ＯＧ父 佐藤　圭 沢味　健司 山岸　宏之 飯塚　精彦 美浪　裕

509 布田小おやじネットＳ 室田　信一 今利　由季 田口　健 松岡　和也 野口　潤 小原　良子

510 小田急バス成０４ 梶山　嘉一 笠原　裕介 尾出　孝行 芳賀　弘光 三井　和久 鈴木　三彦

511 １３分団　　Ｂ 菅　寛人 新川　文康 下山　正芳 笠井　大輔 遠藤　耕治 畠山　隆志

512 桐朋っ子ＲＣ－Ｄ 西村　邦裕 山田　徹 河野　祥士 久米　孝 千葉　正人 柳田　晃宏

513 マイドＢ 坂井　康行 新山　司 松井　進 今西　千晶 新山　一彦 新山　真理

514 セクシーランナーズ 和田　賢介 石井　健夫 篠崎　昭洋 藤川　佳孝 深澤　ひろし 貞方　ひでき

515 小田急バスきゅんた 京極　健一 佐々木　丈治 浅野　勲 園田　あい子 長谷川　喜代巳 田中　勲

516 メガ水ＭＩＸＭＡＸ 小林　雅人 西丸　匡 初谷　彰朗 瀧柳　真由 石川　丈

517 八中おやじの会Ｂ 北村　有一 市瀬　和彦 棚橋　一郎 幸田　昭司 田平　弘志 越後　健太郎

選手名簿

中　学　生　男　子　の　部

中　学　生　女　子　の　部

４　０　歳　以　上　の　部
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NO. チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠１ 補欠２

518 西調布ランナーズ 薄井　学 瀬尾　竹蔵 三好　教夫 林部　規男

519 第９分団と仲間たちＡ 進藤　博昭 堤　厚士 小林　弘一 黒滝　直昭 田中　敏夫

520 第９分団と仲間たちＢ 遠藤　義男 米津　健史 竹内　明久 原　寿史 渋川　潤 金田　直顕

521 サッチモ 須藤　俊一 山口　亮一 鎌野　秀平 桜井　洋 三浦　潤一 浅間　花

522 調布市トライアスロン 松島　修 三上　智也 松島　和代 内藤　聡之助 播磨　崇史 中山　健司

523 走るウォーリーズ 松田　一行 荻本　功二郎 矢嶋　孝充 茨木　啓一 富澤　綾 山口　千佐子

524 黒猫走者達Ｈｉ 坂蔵　和孝 紺野　英憲 更田　俊郎 若松　央

525 チームＪＯ 安藤　吾朗 横森　正利 土屋　寿美代 土屋　知昭 小林　弘治 木村　寅樹

526 電通大カタツムリ 塗木　裕之 白川　巌 菊池　誠治 菊地　桂二 片伊木　徹 土井　健太郎

527 調布市商工会チームＡ 髙橋　陽介 進藤　秀明 林　明裕 秋沢　淳雄 岩崎　弥左子 横田　誠

528 深走Ｈ 今田　直宏 東山　和也 工藤　幸夫 片山　高之 伊藤　定夫 渡邊　正興

529 深走Ｆ 原田　茂 伊藤　伸二 茂木　秀樹 宋　柱 福田　藤夫 福岡　昭則

530 深走Ｇ 濱田　耕司 内藤　信夫 関口　一幸 ロジヤー　バーマン 井越　幸雄 小川　佳江

531 深走Ｃ 西浦　大祐 木村　晃 立仙　哲也 鐙谷　英樹 根岸　洋二 濱田　耕司

532 深走Ｄ 成田　隆二 池田　宏太郎 小野　慶太朗 小林　晃 佐藤　正行 赤久保　勇

533 深走Ｅ 薗部　智史 小川　博史 梶　恵一 隠田　賢一 小原　喜代次 赤久保　友子

534 深走Ａ 永田　佳秀 水戸　和幸 及川　太一 松本　直也 伊原　一登 根田　憲司

535 深走Ｂ 根田　憲司 星野　隆行 久保西　力 塚越　亮一 加藤　晃司 佐々木　政美

536 電子研走友会Ａ 二ッ森　俊一 宮崎　則彦 平賀　規昭 山田　泉

537 ＣＣＳＡ駅伝部 藤咲　祐介 渡辺　哲男 廣木　麻衣子 多田　直弘 北川　竜士 大住　真紀

538 上ノ原ネオホッケーＡ 岡部　耕二 渡邉　徹 小田宮　真 岩崎　康博

539 上ノ原ネオホッケーＢ 安田　健一 荒川　雅明 岩田　幹雄 三宅　喜友

540 さつきランナーズ 河西　優司 田村　次郎 星　学 浦野　敏明 田村　耕一 大山　茂

541 上ノ原パパ組Ａ 畠野　裕史 行本　武生 平山　理 市場　昌広 石原　豪 石川　大輔

542 上ノ原パパ組Ｂ 石原　豪 布施　佳洋 篠子　修 石川　大輔 市場　昌広 横山　貴洋

543 １３分団ＯＢ 石井　英浩 斎藤　喜兆 斎藤　誠一 畑野　政大 山﨑　宏治 鈴木　康隆

544 仙川青友会 五十嵐　直樹 鈴木　孝太 斎藤　直喜 白井　賢司 佐藤　誠 望月　利高

545 ドルチェボーイ 井ノ口　信幸 田島　誠 前田　雄太 大澤　宏章 佐土原　耕平 宮本　泰輔

546 サンク調布多摩川 中島　賢治 前田　博史 松倉　七奈 鈴木　勉

547 つつじヶ丘パパーズ 福井　義和 山本　悠 高橋　正樹 眞島　章 音無　紀宏 星野　勇二

548 東つつじヶ丘パパーズ 金子　幸司 村田　具也 君嶋　英一郎 星野　勇二 音無　紀宏 高橋　正樹

549 ノースエンジェル　Ｂ 吉田　陽介 鍛治　さとみ 平林　浩 長谷川　済 鎌田　顕男

550 調布三田会Ａ 川野辺　毅 込山　俊博 田中　環 秋山　実 堀尾　明 米持　一夫

551 調布三田会Ｂ 川上　由紀 飯島　正行 日座　見知子 池田　勝彦 米持　一夫

552 調布ＪＣシニアＡ 村岡　靖郎 小林　広行 吉井　秀治 嵐　祐子

553 調布ＪＣシニアＢ 鈴木　宗貴 荘司　信芳 森田　純一 宮永　保寿

554 アンプロ３ 高草木　正明 依田　哲治 門井　多重子 依田　智子

555 チーム　ダムダム 鈴木　賢 羽鳥　貴弘 長澤　純平 澄川　浩一 東　貴幸 鈴木　忠司

556 ＬＧ調布ヶ丘２ 小笠原　輝典 小谷崎　眞 丹治　秀一 周　仁

557 ＬＧ調布ヶ丘１ 山口　明 萩野　光博 澤野　史明 橡本　聡志 藤原　秀薫 土井　幸司

558 染地八八倶楽部 山本　勝久 伊藤　雅文 香本　晃良 青山　繁 佐々木　穣司 大野　祐司

559 調布ライズ 松下　康志 吉田　武史 中里　健 村上　忠礼 荒木　栄二 櫻井　誠

560 くすのき保育園Ａ 西橋　基彦 田中　通陽 畑　裕治 近藤　大介

561 くすのき保育園Ｂ 佐藤　洋之 近藤　香織 吉永　宏治 小笠原　宏彰

562 くすのき保育園Ｄ 加藤　太一 園田　伸一 米井　隆 斎藤　崇

563 くすのき保育園Ｅ 坪井　康治 小林　晃正 木下　智典 斎藤　晋一

564 仙川モンキース 河野　通俊 守屋　一秀 野崎　久充 柏崎　龍進

601 ひばたんずＡ 池田　光 渡邊　弥生 五味　伸悟 平山　玲子

602 ＮｅｗＬｅａｖｅｓＡ 飯田　哲也 鈴木　悠香 久保　優斗 永倉　愛理佳 荻原　大雅 吉国　舜大

603 Ｋ－ＰＲＯＪＥＣＴ 穐山　雄一 藤川　芳歌 市川　勇輔 曲澤　真貴 荒谷　太郎 平井　佳奈

604 ひばたんずＢ 武井　茂樹 作山　愛美 長妻　伸也 間野目　純子

605 ひばたんずＣ 植松　拓也 雛田　なつみ 木村　悠貴 伊藤　静香

606 合気道多摩川 長崎　敦 小原　幸子 武川　典由 鈴木　惠以子 高野　文徳 今田　浩巳

607 ひばたんずＤ 加藤　千晴 和佐間　愛 松本　康平 山崎　清香

608 ちーむかしのみ 中村　万里 能谷　佳子 吉原　清佳 小柳　朝子 山岸　ゆいか 百武　有紗

609 Ｈｅｒｏ’ｓ 板橋　秀樹 中村　真理子 広田　茂雄 冨　麻実

610 チームマートル２ 西村　智之 布尾　幸子 布尾　啓明 西村　優

611 飛鳥忍者 浜中　佳朗 石井　綾乃 ガルシア　ジョン 浜中　由美 森田　悦子

612 飛鳥ミニオンズ 武山　慶 武山　麻美 本種　雅和 堀内　愛理 浜中　享子

613 飛鳥ウォーリーズ 内田　眞一 依光　柚果 鈴木　昭寛 小田金　友美 浜中　駿佑

614 ＮｅｗＬｅａｖｅｓＢ 福田　浩希 坂田　望美 竹川　綾香 所　真里奈 坪谷　知行 菊地　江莉香

615 癒し大王 荒木　優一 藤枝　弓雅 長谷川　新吾 河村　美則 三澤　隼人 阿部　恵子

616 祝　あさひ３０歳 中島　繁樹 中島　くるみ 清野　充典 清野　いずみ

選手名簿
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NO. チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠１ 補欠２

617 ＴＥＡＭ　真ごころ Ｎｉｒｏｓｈａｎ　Ｊｈｏｎ 続谷　貴子 小池　茜 吉田　有里 南　辰也

618 まきばＯＧ父娘 美浪　裕 美浪　萌々香 山岸　茜莉 佐藤　深音

619 柴下ソフト 岡島　孝裕 一条　梢 辻田　聡史 辻田　智世 野村　京平

620 ＤＡＩＧＯＯＮ１ 津島　弘和 榎田　睦歩 米今　健 押尾　かおる

621 ＤＡＩＧＯＯＮ２ 岡本　利一 津島　奈津子 野辺　賢一 岡本　麻衣子

622 みやのしたガールズ 中村　薫 塩冶　よう子 塩冶　章夫 岡野　和美 及川　ますみ 竹内　宏則

623 ＣＩＦＡ＆ＣＡＰＳＡ クレグ　マチェク 長岡　湖冬実 平澤　和哉 ソウ　レイ 島田　早苗 平澤　歩

624 ＣＩＦＡ＆ＣＡＰＳＢ ジンハン　デイビス フルカワ　ケリー 水谷　隼人 近藤　佳美 島田　奎 島田　早苗

625 深走ウィング 枡　明彦 市場　慶子 北谷内　豊万 中嶋　光江 井口　智子 押澤　厚志

626 電通大カタツムリ 竹内　純人 嘉戸　由佳 中井　智章 渡邊　涼子 高倉　佑介 森口　清乃

627 調布合気道Ｂ 増田　浩章 佐藤　季久恵 雨宮　史明 山本　雪子 柿澤　恵

628 調布合気道Ｃ 八倉　隆 桑田　智子 石田　公一 溝田　敏江 鶴見　良潔

629 調布合気道Ａ 細井　俊吾 西村　美佐子 松村　道治 高部　萌 溝田　弘輔

630 イーストツー１ 福澤　航大 小沼　葵 山本　隆将 中村　梨乃 中田　恭介 城　瑛太

631 ＥＭＡＫ 太田　賢亮 永野　万智 坂野　学 矢本　夏子

632 東京さつきホスピタル 鈴木　裕士 浦野　満由美 王　銘旭 田中　文子

633 調南ハンド部ＣＰ 定松　恒明 塩田　彩夏 富永　賢 横倉　優咲 橘　遼太郎 黒澤　奏

634 イーストツー２ 藤井　駿太郎 佐藤　梨奈 川口　慶顕 鈴木　杏奈 米田　紘希 齋藤　美咲

635 調南ハンド部ＢＧ 池上　天人 名本　優来 上月　達矢 中倉　心菜 林　千紘 鈴木　理子

636 イーストツー３ 村田　悠真 近藤　文音 麻生　司 加藤　真由 東　厚志 君島　泰樹

637 チームＪ 東　由美 小宮　陽子 上野　千枝 海老原　奈津 石川　尚美

638 ゾウサンオイデヨ 水澤　宏紀 深海　柚香 内田　隼人 宮澤　加采 小林　桃佳

639 帰ってきた！命がけ 千葉　隆裕 野木　美保 石川　士朗 河内　晴美 辻本　鈴代

640 上石上石 池端　浩美 國分　美久 徳田　武史 野口　亜依 加藤　咲 井出　洋子

641 社協ちょビット 橋本　浩幸 阿久津　裕美 北島　正也 和泉　怜実 佐土原　耕平 安村　詞子

642 社協サニーくん 中村　竜 池田　桃代 片平　優 西原　飛鳥 宮本　泰輔 安村　詞子

643 社協えんがわくん 三浦　雅史 中村　円 髙橋　志延 宍戸　美穂 宮本　泰輔 安村　詞子

644 ランデザイン 三島　秀朗 川村　裕佳里 三島　千加子 助川　久美子

645 ハイウェイ・スター 森　雄規 小暮　美佳 山田　善康 後藤　千絵 澤田　結羽

646 スミレＳＬ＠ＮＭ 山田　昌広 稲村　慶 渡邊　淳 加藤　純子

647 スミレＳＬ＠ＩＤ 初田　良平 竹田　利恵 加藤　潤一 山田　香世

648 走れ！すくっぴー 積立　記男 濱﨑　麻由美 丸田　将之 大紫磨　暁子 望月　真美子 小野山　仁美

649 走れ！のびっぴー 西垣　有希子 北島　麗香 横室　宏紀 市野　貴子 平澤　ゆき 勝木　淳子

650 ランナーズハイ杉森５ 岩佐　献造 鈴木　千晃 水野　竜介 荒野　紗夕 澤木　優香 八代　史子

651 がんばれめいすいくん 陸田　晃生 権平　絢香 森上　俊彦 石倉　未比呂 陸田　真有子

652 それいけめいすいくん 山岸　義大 藤田　優 松浦　悠平 平野　栞 大森　康正

653 ランナーズハイ杉森１ 田中　裕介 上枝　望 佐野　飛翔 森川　瑞月 松崎　ゆかり 澤　晴子

654 ランナーズハイ杉森Ｂ 久田　翔平 澤木　優香 安藤　優太 浅水　史乃

655 チーム・ザ・親族 藤田　敦子 藤田　理沙子 依田　和城 依田　耕児 依田　哲治

656 イースト・ジョー 東　厚志 長井　綾香 君島　泰樹 曽根原　未来 加藤　真由 城　瑛太

657 ＴＥＡＭ　Ｊ．Ｎ 高橋　実貴雄 白谷　佳恵 遠藤　里子 佐藤　正美

658 ７Ｎｏｒｔｈ 羽石　拓登 秋野　瑞希 清水　爽蒼 中川　陽菜

659 ハートフルＲＵＮ　Ｃ 浅井　悠 三須　百合子 下山　力 北島　佳緒里 前方　知尋 加納　亜美

660 くすのき保育園Ｃ 中川　治 中川　裕子 仲井　量一 仲井　和子

661 うすのき保育園Ｆ 林　邦泰 重光　夏希 丸茂　章光 池原　絵里子

662 メガ超ランナーズ 国府　貴大 白幡　知佳 佐伯　健介 佐伯　佳美

663 すてきななかま 北條　泰成 杉山田　有紀 小川　忠 落合　恵梨 相良　敦子

664 シークレットベースＢ カズ　シバノ 七　瀬 宇宙銀河戦士　アンドロス 清　有希

665 シークレットベース 清水　基嗣 藍川　はるか フェリ　スト あきば　栞 磯　みとせ アミーゴ　鈴木

選手名簿
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