
オリンピックディスタンス
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

1 石橋 拓己 いしばし たくみ 男 19 伊勢原市 91 寺下 洋平 てらした ようへい 男 35 横浜市
2 森 亮太 もり りょうた 男 20 茨城県 92 和田 拓也 わだ たくや 男 35 東京都
3 阿竹 隼耶 あたけ じゅんや 男 20 埼玉県 93 若林 裕 わかばやし ゆたか 男 36 千葉県
4 安藤 佑介 あんどう ゆうすけ 男 22 川崎市 94 山上 拓也 やまがみ たくや 男 36 東京都
5 小林 亮介 こばやし りょうすけ 男 22 東京都 95 田中 洋祐 たなか ようすけ 男 36 東京都
6 岩本 昌也 いわもと まさや 男 23 大和市 96 藤岡 昌彦 ふじおか まさひこ 男 36 平塚市
7 小坂 駿斗 おさか はやと 男 23 東京都 97 松金 拓哉 まつかね たくや 男 36 愛知県
8 荒久保 宏明 アラクボ ヒロアキ 男 24 茨城県 98 浅香 聡 あさか さとし 男 36 東京都
9 小澤 悠 おざわ ゆう 男 24 東京都 99 瀬戸 俊一 せと しゅんいち 男 36 海老名市

10 佐々木 貴英 ささき たかひろ 男 24 東京都 100 原嶋 亮多 はらしま りょうた 男 36 埼玉県
11 山岡 諒平 やまおか りょうへい 男 26 厚木市 101 柳澤 英寿 やなぎさわ ひでとし 男 36 横浜市
12 藏本 悠介 くらもと ゆうすけ 男 26 横浜市 102 河村 雄也 かわむら ゆうや 男 36 横須賀市
13 漆畑 亘 うるしばた わたる 男 26 東京都 103 大谷 正行 おおたに まさゆき 男 36 川崎市
14 西脇 永 にしわき ひさし 男 26 川崎市 104 篠原 大輔 しのはら だいすけ 男 36 横浜市
15 藤本 翔 ふじもと しょう 男 26 横浜市 105 原 和成 はら かずなり 男 36 横浜市
16 岩崎 央 いわさき ひさし 男 27 埼玉県 106 高垣 一秀 たかがき かずひで 男 36 川崎市
17 太田 旭 おおた あさひ 男 27 横浜市 107 平野 滋樹 ひらの しげき 男 36 小田原市
18 市ノ川 隆久 いちのかわ たかひさ 男 28 埼玉県 108 須田 友博 すだ ともひろ 男 36 相模原市
19 稲垣 貴文 いながき たかふみ 男 28 川崎市 109 前田 聡 まえだ さとし 男 36 東京都
20 池田 大祐 いけだ だいすけ 男 28 東京都 110 藤井 政和 ふじい まさかず 男 36 東京都
21 中舘 淳哉 なかだて じゅんや 男 28 東京都 111 森岡 卓也 もりおか たくや 男 36 海老名市
22 上村 裕三郎 かみむら ゆうざぶろう 男 28 横浜市 112 赤川 玄樹 あかがわ はるき 男 36 横浜市
23 水柿 康一 みずがき こういち 男 28 川崎市 113 日向 隼人 ひゅうが はやと 男 37 藤沢市
24 小日山 喬 こひやま たかし 男 28 横浜市 114 飯塚 秀平 いいづか しゅうへい 男 37 東京都
25 石曽根 崇浩 いしそね たかひろ 男 28 厚木市 115 植原 亮輔 うえはら りょうすけ 男 37 東京都
26 峰野 祐輔 みねの ゆうすけ 男 28 埼玉県 116 葛西 孝治 かさい こうじ 男 37 横須賀市
27 岸田 一成 きしだ かずなり 男 28 横浜市 117 遠藤 直哉 えんどう なおや 男 37 川崎市
28 原田 哲弥 はらた てつや 男 29 平塚市 118 古野 裕一 ふるの ゆういち 男 37 横浜市
29 坂口 将人 さかぐち まさと 男 29 横浜市 119 阿部 直樹 あべ なおき 男 37 横浜市
30 楠 直人 くす なおと 男 29 伊勢原市 120 関口 茂 せきぐち しげる 男 37 茅ヶ崎市
31 大久保 友淳 おおくぼ ともあき 男 29 東京都 121 飯塚 龍太 いいづか りゅうた 男 38 川崎市
32 荒川 真一 アラカワ シンイチ 男 29 厚木市 122 林原 仁 はやしはら じん 男 38 藤沢市
33 高橋 良太 たかはし りょうた 男 29 東京都 123 山本 英之 やまもと ひでゆき 男 38 東京都
34 三井 雄貴 みつい ゆうき 男 30 東京都 124 大森 雄介 おおもり ゆうすけ 男 38 横浜市
35 小倉 健児 おぐら けんじ 男 30 東京都 125 國兼 康男 くにかね やすお 男 38 東京都
36 山本 浩二 やまもと こうじ 男 30 東京都 126 多田 将英 ただ まさひで 男 38 東京都
37 鮎澤 貴孝 あゆさわ たかのり 男 30 横浜市 127 鈴木 啓太 すずき けいた 男 38 東京都
38 竹脇 大地 たけわき だいち 男 30 東京都 128 新谷 満 新谷 満 男 38 海老名市
39 小林 善滋 こばやし ぜんじ 男 30 横浜市 129 長井 健一 ながい けんいち 男 38 東京都
40 田中 康文 たなか やすふみ 男 30 東京都 130 川崎 達也 かわさき たつや 男 38 川崎市
41 大島 信一 おおしま しんいち 男 30 東京都 131 町 晴秋 まち せいしゅう 男 38 相模原市
42 渕野 信也 ふちの しんや 男 30 川崎市 132 川島 俊嗣 かわしま としつぐ 男 38 川崎市
43 三品 喬弘 みしな たかひろ 男 30 横浜市 133 若谷 喜大 わかや よしひろ 男 38 埼玉県
44 永堀 悟 ながほり さとる 男 30 横浜市 134 田上 英治 たがみ えいじ 男 38 埼玉県
45 敦賀 礼 つるが れい 男 30 東京都 135 藤井 建行 ふじい たけゆき 男 38 横浜市
46 亀浜 功裕 かめはま かつひろ 男 31 東京都 136 高山 一樹 たかやま かずき 男 38 横浜市
47 高橋 レオ たかはし れお 男 31 横須賀市 137 石原 智秀 いしはら ともひで 男 38 平塚市
48 中山 慎太郎 なかやま しんたろう 男 31 東京都 138 原口 高之 はらぐち たかゆき 男 38 茅ヶ崎市
49 増川 裕亮 ますかわ ゆうすけ 男 31 東京都 139 古沢 元揮 ふるさわ もとき 男 38 東京都
50 山地 崇裕 やまじ たかひろ 男 31 川崎市 140 伊藤 伸一 いとう しんいち 男 38 東京都
51 砂川 良太 すながわ りょうた 男 32 藤沢市 141 川野 竜一郎 かわの りゅいちろう 男 38 平塚市
52 武田 敏典 たけだ としのり 男 32 東京都 142 山本 真志 やまもと まさし 男 38 東京都
53 永井 浩樹 ながい ひろき 男 32 東京都 143 原口 崇 はらぐち たかし 男 38 鎌倉市
54 内海 敬大 うつみ たかひろ 男 32 横浜市 144 前島 宗隆 まえじま むねたか 男 38 川崎市
55 小川 勉 おがわ つとむ 男 32 東京都 145 真野 貴光 まの たかみつ 男 38 埼玉県
56 松本 卓也 まつもと たくや 男 32 横浜市 146 後藤 直樹 ごとう なおき 男 38 藤沢市
57 青木 義憲 あおき よしのり 男 32 相模原市 147 幸嶋 晶 ゆきしま あきら 男 39 東京都
58 駒野 悠太 こまの ゆうた 男 32 横浜市 148 田口 博基 たぐち ひろもと 男 39 横浜市
59 新井 貴大 あらい たかひろ 男 32 東京都 149 小泉 雅則 こいずみ まさのり 男 39 東京都
60 窪田 俊幸 くぼた としゆき 男 32 長野県 150 松林 広 まつばやし ひろし 男 39 東京都
61 山岡 政陽 やまおか まさはる 男 33 東京都 151 佐々木 暢彦 ササキ ノブヒコ 男 39 千葉県
62 楠 浩明 くす ひろあき 男 33 横浜市 152 和田 晃 わだ あきら 男 39 東京都
63 青戸 哲之 あおと てつゆき 男 33 横浜市 153 服部 一樹 はっとり かずき 男 39 川崎市
64 沢田 知一郎 さわだ ともいちろう 男 33 横浜市 154 桑田 康司 くわた こうじ 男 39 埼玉県
65 笹尾 邦彦 ささお くにひこ 男 33 平塚市 155 古賀 拓 こが たく 男 39 横浜市
66 亀井 健太 かめい けんた 男 33 厚木市 156 溝内 達也 ミゾウチ タツヤ 男 39 東京都
67 須澤 大輔 すざわ だいすけ 男 34 厚木市 157 阿部 哲士 あべ てつし 男 39 東京都
68 久保田 朋広 くぼた ともひろ 男 34 伊勢原市 158 岡本 篤志 おかもと あつし 男 39 横浜市
69 竹中 央 たけなか ひさし 男 34 東京都 159 岡本 隆史 おかもと たかし 男 39 東京都
70 佐々木 淳 ささき じゅん 男 34 東京都 160 塚本 仁志 ツカモト ヒトシ 男 39 東京都
71 新川 智也 しんかわ ともや 男 34 横浜市 161 根本 大治 ねもと だいじ 男 39 川崎市
72 阿部 仁 あべ ひとし 男 34 茨城県 162 三村 峰寛 みむら たかひろ 男 39 横浜市
73 福山 彰 ふくやま あきら 男 34 川崎市 163 岩橋 賦 いわはし みつぎ 男 39 横浜市
74 千々岩 伊織 チヂイワ イオリ 男 34 横浜市 164 岡田 敦司 おかだ あつし 男 39 埼玉県
75 加治木 圭太 かじき けいた 男 34 横浜市 165 齋藤 修 さいとう おさむ 男 39 東京都
76 峰 武史 みね たけし 男 34 埼玉県 166 宮崎 慎治 みやざき しんじ 男 39 東京都
77 金子 央賢 かねこ ひろやす 男 34 茅ヶ崎市 167 佐藤 道人 さとう みちと 男 39 東京都
78 吉井 和弘 よしい かずひろ 男 34 東京都 168 宮下 智 みやした とも 男 39 大和市
79 淺井 邦人 あさい くにひと 男 34 静岡県 169 伊藤 剛 いとう ごう 男 40 東京都
80 小野 晋也 おの しんや 男 34 横浜市 170 磯野 昭光 いその あきみつ 男 40 東京都
81 阿部 吉貴 あべ よしたか 男 34 東京都 171 野上 宏明 のがみ ひろあき 男 40 東京都
82 柊木野 正崇 ひらぎの まさたか 男 35 鎌倉市 172 細野 貴志 ほその たかし 男 40 東京都
83 濱田 達也 はまだ たつや 男 35 埼玉県 173 高田 明彦 たかだ あきひこ 男 40 横浜市
84 和賀 祐一 わが ゆういち 男 35 横浜市 174 須崎 哲 すさき てつ 男 40 東京都
85 須田 大樹 すだ ひろき 男 35 東京都 175 中島 秋彦 なかじま あきひこ 男 40 兵庫県
86 関尾 整 せきお ひとし 男 35 横須賀市 176 大沼 誠 おおぬま まこと 男 40 埼玉県
87 星谷 雄太 ほしや ゆうた 男 35 藤沢市 177 佐竹 大 さたけ だい 男 40 横浜市
88 佐藤 拓美 さとう たくみ 男 35 埼玉県 178 百瀬 信吾 ももせ しんご 男 40 川崎市
89 竹下 祐史 たけした ゆうじ 男 35 東京都 179 野島 大輔 のじま だいすけ 男 40 横浜市
90 曲木 義信 まがき よしのぶ 男 35 東京都 180 中山 悟朗 なかやま ごろう 男 40 東京都
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181 岡田 英之 おかだ ひでゆき 男 40 東京都 271 西田 哲郎 にしだ てつろう 男 45 東京都
182 山階 光将 やましな みつまさ 男 40 東京都 272 中澤 克哉 なかざわ かつや 男 45 横浜市
183 幡野 大 はたの ひろし 男 40 東京都 273 木村 章治 きむら しょうじ 男 45 東京都
184 佐藤 次郎 さとう じろう 男 40 横浜市 274 藤田 雅人 ふじた まさと 男 45 平塚市
185 北見 敏行 きたみ としゆき 男 40 埼玉県 275 毛利 次郎 もうり じろう 男 45 川崎市
186 安田 尚民 やすだ ひさたみ 男 40 東京都 276 松下 孝行 まつした 孝行 男 45 東京都
187 小泉 賢哉 こいずみ ただすけ 男 40 東京都 277 福田 隆史 ふくだ たかし 男 45 東京都
188 古澤 新也 ふるさわ しんや 男 40 東京都 278 野村 泰弘 のむら やすひろ 男 45 東京都
189 山下 啓之 やました ひろゆき 男 40 二宮町 279 田中 敦 たなか あつし 男 45 横浜市
190 小高 宏司 こだか こうじ 男 40 横須賀市 280 下川 正秀 しもかわ まさひで 男 45 横浜市
191 島原 武史 しまはら たけし 男 41 横浜市 281 島田 正一 しまだ しょういち 男 45 東京都
192 江口 直 えぐち なお 男 41 東京都 282 杉山 進太郎 すぎやま しんたろう 男 45 相模原市
193 折目 龍彦 おりめ たつひこ 男 41 愛知県 283 岡崎 広尚 おかざき ひろたか 男 45 東京都
194 中野 正紀 なかの まさき 男 41 東京都 284 永野 琢也 ながの たくや 男 46 東京都
195 北村 地人 きたむら ちひと 男 41 横浜市 285 山本 崇人 やまもと たかひと 男 46 川崎市
196 関根 弘 せきね ひろし 男 41 東京都 286 赤羽 弘明 あかはね ひろあき 男 46 東京都
197 辰村 良平 たつむら りょうへい 男 41 千葉県 287 柴田 純史 しばた じゅんじ 男 46 東京都
198 菅沼 和人 すがぬま かずと 男 41 横浜市 288 和田 基 わだ もとい 男 46 東京都
199 平山 雅幸 ひらやま まさゆき 男 41 横浜市 289 中山 和治 なかやま かずはる 男 46 東京都
200 宮井 岳志 みやい たけし 男 41 横浜市 290 大橋 誠司 おおはし せいじ 男 46 南足柄市
201 山本 英永 やまもと ひでなが 男 41 藤沢市 291 松岡 史樹 まつおか ふみき 男 46 千葉県
202 坪地 宏彰 つぼち ひろあき 男 41 東京都 292 渡辺 殖 わたなべ しげる 男 46 藤沢市
203 株本 浩揮 かぶもと ひろき 男 41 埼玉県 293 高木 裕一郎 たかぎ ゆういちろう 男 46 藤沢市
204 関 裕史 せき ひろし 男 41 川崎市 294 中野 直規 なかの なおき 男 46 平塚市
205 星野 隆之 ほしの たかゆき 男 41 小田原市 295 福池 和仁 フクイケ カズヒト 男 46 埼玉県
206 宮田 章二 みやた しょうじ 男 41 東京都 296 村田 武史 むらた たけふみ 男 46 川崎市
207 廻田 恵司 さこだ けいし 男 41 東京都 297 保坂 弘 ほさか ひろし 男 46 東京都
208 青木 秀夫 あおき ひでお 男 42 東京都 298 吉川 誠司 よしかわ せいじ 男 46 埼玉県
209 加賀 昭雄 かが あきお 男 42 東京都 299 古谷 智 ふるや さとし 男 46 横浜市
210 佐竹 泰三 さたけ たいぞう 男 42 綾瀬市 300 木村 芳雄 きむら よしお 男 46 東京都
211 古市 守 ふるいち まもる 男 42 横浜市 301 杉山 俊昭 すぎやま としあき 男 46 横須賀市
212 成田 卓志 なりた たかし 男 42 東京都 302 鈴木 英暁 すずき ひであき 男 46 横浜市
213 日比 進太郎 ひび しんたろう 男 42 川崎市 303 横山 彰吾 よこやま しょうご 男 46 横浜市
214 川野 健二 かわの けんじ 男 42 東京都 304 乾 究 いぬい きわむ 男 46 愛知県
215 伊東 良之 いとう よしゆき 男 42 東京都 305 長谷川 智浩 はせがわ ともひろ 男 46 静岡県
216 大塚 輝久 おおつか てるひさ 男 42 大阪府 306 松田 裕行 まつだ ひろゆき 男 46 横浜市
217 佐貫 伸行 さぬき のぶゆき 男 42 川崎市 307 星野 祐司 ほしの ゆうじ 男 47 東京都
218 堀江 康彦 ほりえ やすひこ 男 42 横浜市 308 長友 秀憲 ながとも ひでのり 男 47 東京都
219 峯崎 友宏 みねざき ともひろ 男 42 東京都 309 大竹 宏明 おおたけ ひろあき 男 47 大和市
220 八木 英道 やぎ ひでみち 男 42 川崎市 310 戸塚 崇爲 とつか たかゆき 男 47 東京都
221 加々美 裕人 かがみ ひろと 男 43 藤沢市 311 三瓶 亨 さんぺい とおる 男 47 横浜市
222 芹澤 大輔 せりざわ だいすけ 男 43 藤沢市 312 秋山 治朗 あきやま じろう 男 47 東京都
223 小高 乙矢 こだか おとや 男 43 川崎市 313 由利 宏幸 ゆり ひろゆき 男 47 東京都
224 加藤 俊吾 かとう しゅんご 男 43 東京都 314 近井 昭夫 ちかい あきお 男 47 横浜市
225 奈良 仁克 なら まさよし 男 43 横浜市 315 吉川 成光 きっかわ しげみつ 男 47 川崎市
226 柴田 康年 しばた やすとし 男 43 横浜市 316 阿部 克之 あべ かつゆき 男 47 平塚市
227 今井 敦 いまい あつし 男 43 静岡県 317 羽物 俊樹 はぶつ としき 男 47 川崎市
228 石渡 貴章 いしわた たかあき 男 43 横須賀市 318 菊地 栄紀 きくち よしのり 男 47 東京都
229 長谷部 吉紀 はせべ よしのり 男 43 東京都 319 池田 勝次 いけだ かつし 男 47 川崎市
230 土谷 賢典 つちや まさのり 男 43 横浜市 320 相澤 真徳 あいざわ まさのり 男 47 横浜市
231 五月女 誠 さおとめ まこと 男 43 川崎市 321 塩川 大輔 しおかわ だいすけ 男 47 茅ヶ崎市
232 藤原 敏弘 ふじわら としひろ 男 43 横浜市 322 越川 慎一 こしかわ しんいち 男 47 横浜市
233 小野 肇 おの はじめ 男 43 座間市 323 秩父 力 チチブ ツヨシ 男 47 東京都
234 大澤堂 賢司 だいたくどう けんじ 男 43 大和市 324 石田 嘉文 いしだ よしふみ 男 47 千葉県
235 齋藤 修 さいとう おさむ 男 43 栃木県 325 大谷 節哉 おおたに せつや 男 47 横浜市
236 中島 健 なかじま たけし 男 43 横浜市 326 松本 克之 まつもと かつゆき 男 47 横浜市
237 浅井 直樹 アサイ ナオキ 男 43 川崎市 327 柴田 真一 しばた しんいち 男 47 横浜市
238 城所 大 きどころ だい 男 43 東京都 328 明石 桂一 あかし けいいち 男 47 横浜市
239 矢口 照彦 やぐち てるひこ 男 43 葉山町 329 藤塚 優一郎 ふじつか ゆういちろう 男 47 東京都
240 塚越 愛樹彦 つかごし あきひこ 男 43 千葉県 330 木村 光博 きむら みつひろ 男 47 東京都
241 中川 達也 なかがわ たつや 男 43 川崎市 331 野坂 剛史 のさか たけし 男 48 横浜市
242 田村 昌義 たむら まさよし 男 43 寒川町 332 飯田 哲也 いいだ てつや 男 48 千葉県
243 牧野 星 まきの たかし 男 43 東京都 333 竹内 直純 タケウチ ナオズミ 男 48 川崎市
244 小田 圭二 おだ けいじ 男 43 川崎市 334 井上 健次郎 いのうえ けんじろう 男 48 藤沢市
245 榎本 卓 えのもと たかし 男 43 東京都 335 荒川 聡 あらかわ さとし 男 48 二宮町
246 宮田 應晃 みやた まさあき 男 44 東京都 336 野村 忠宏 のむら ただひろ 男 48 鎌倉市
247 山田 公則 やまだ まさのり 男 44 横浜市 337 楊 睦盛 よう むつもり 男 48 横浜市
248 蓮見 昌樹 はすみ まさき 男 44 埼玉県 338 神谷 浩之 カミヤ ヒロユキ 男 48 横浜市
249 白石 浩基 しらいし ひろき 男 44 厚木市 339 泊 直樹 とまり なおき 男 49 藤沢市
250 難波 聡 なんば あきら 男 44 埼玉県 340 東田 健志 ひがしだ たけし 男 49 川崎市
251 内山 公仁 うちやま きみひと 男 44 東京都 341 塚田 毅 つかだ たけし 男 49 東京都
252 佐々木 嘉成 ささき よしなり 男 44 座間市 342 榎本 正 えのもと まさし 男 49 東京都
253 信田 篤志 のぶた あつし 男 44 横浜市 343 森崎 明 もりさき あきら 男 49 葉山町
254 上山 和年 かみやま かずとし 男 44 埼玉県 344 太田 伸一 おおた しんいち 男 49 東京都
255 永井 潤一 ながい じゅんいち 男 44 相模原市 345 三浦 保志 みうら やすし 男 49 藤沢市
256 風間 日左男 かざま ひさお 男 44 横浜市 346 山崎 英明 やまざき ひであき 男 49 横浜市
257 小室 篤哉 こむろ あつや 男 44 東京都 347 佐藤 純 さとう じゅん 男 49 横浜市
258 堀江 貴司 ほりえ たかし 男 44 海老名市 348 岡本 夏樹 おかもと なつき 男 49 東京都
259 高橋 直弘 たかはし なおひろ 男 44 東京都 349 海老澤 毅 えびさわ たけし 男 49 東京都
260 水元 勝利 みずもと 勝利 男 44 埼玉県 350 玉木 文博 たまき ふみひろ 男 49 東京都
261 足立 浩 あだち ひろし 男 44 千葉県 351 井上 雅可 いのうえ まさよし 男 49 東京都
262 西山 明輝 にしやま あきてる 男 44 茅ヶ崎市 352 小林 徹 こばやし とおる 男 49 埼玉県
263 鎌田 淳 かまた あつし 男 44 横浜市 353 林 裕二 はやし ゆうじ 男 49 川崎市
264 松沢 和也 まつざわ かずや 男 45 東京都 354 伊藤 雅己 イトウ マサミ 男 49 横浜市
265 堀内 幹郎 ほりうち みきお 男 45 東京都 355 深澤 賛光 ふかさわ よしみつ 男 49 東京都
266 永井 克明 ながい かつあき 男 45 綾瀬市 356 久家 伸友 くげ のぶゆき 男 49 逗子市
267 古宮 聡 こみや さとし 男 45 千葉県 357 斎藤 安弘 さいとう やすひろ 男 49 東京都
268 重川 達治 しげかわ たつじ 男 45 東京都 358 小川 幸一 おがわ こういち 男 49 大磯町
269 小西 俊一郎 こにし しゅんいちろう 男 45 東京都 359 越山 淳 こしやま じゅん 男 49 藤沢市
270 武田 浩詩 たけだ ひろし 男 45 東京都 360 八田 英俊 はった ひでとし 男 50 川崎市
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361 千葉 公介 ちば こうすけ 男 50 東京都 451 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 42 埼玉県
362 篠崎 公一 しのざき こういち 男 50 横浜市 452 上地 さり かみち さり 女 43 横浜市
363 井上 博之 イノウエ ヒロユキ 男 50 横浜市 453 木戸 順子 きど じゅんこ 女 43 新潟県
364 宮内 努 みやうち つとむ 男 50 東京都 454 中野 幸子 なかの さちこ 女 46 平塚市
365 佐藤 聡一 さとう そういち 男 50 東京都 455 高津 泉 たかつ いずみ 女 46 埼玉県
366 伊藤 道彦 いとう みちひこ 男 50 横浜市 456 大谷 朝子 おおたに あさこ 女 46 横浜市
367 岩田 英之 いわた ひでゆき 男 50 東京都 457 坂爪 洋美 さかづめ ひろみ 女 47 横浜市
368 栗山 聖吾 くりやま せいご 男 50 東京都 458 筒井 亜由美 つつい あゆみ 女 47 川崎市
369 橋爪 幹幸 はしづめ みきよし 男 50 横浜市 459 笛田 牧子 ふえだ まきこ 女 49 川崎市
370 坂本 憲彦 さかもと のりひこ 男 51 東京都 460 米谷 協子 よねたに きょうこ 女 49 東京都
371 原田 博幸 はらだ ひろゆき 男 51 東京都 461 生山 起久子 いくやま きくこ 女 50 埼玉県
372 本多 普佐志 ほんだ ふさし 男 51 千葉県 462 丸山 千津 まるやま ちづ 女 50 藤沢市
373 小島 正裕 こじま まさひろ 男 51 東京都 463 谷本 寛子 たにもと ひろこ 女 51 川崎市
374 内山 順造 うちやま じゅんぞう 男 51 厚木市 464 加藤 一美 かとう ひとみ 女 55 川崎市
375 牧部 豊 まきべ ゆたか 男 51 静岡県
376 茨田 二三夫 ばらだ ふみお 男 51 千葉県 高校生の部

377 鴨志田 英樹 かもしだ ひでき 男 51 川崎市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

378 Ward Trevor わーど とれぼー 男 51 横浜市 501 奈良 太雅 ナラ タイガ 男 15 高1 横浜市
379 田村 誠 たむら まこと 男 51 東京都 502 石関 玲於 いしぜき れお 男 16 高1 横浜市
380 押木 雅朋 おしき まさとも 男 51 横浜市 503 堀井 亮汰 ほりい りょうた 男 16 高1 栃木県
381 杉野 公基 すぎの きみもと 男 51 横浜市 504 中野 諒太 なかの りょうた 男 17 高2 平塚市
382 小安 史朗 コヤス シロウ 男 52 川崎市 505 吉岡 大志 よしおか たいし 男 17 高3 川崎市
383 亀山 時弘 かめやま ときひろ 男 52 静岡県 506 岩上 翼 いわがみ つばさ 男 18 高3 川崎市
384 松浦 直人 まつうら なおと 男 52 東京都
385 志田 哲也 しだ てつや 男 52 東京都 エンジョイディスタンス

386 梅本 登 うめもと のぼる 男 52 東京都 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

387 矢上 尚宏 やがみ なおひろ 男 52 横浜市 507 水柿 隼人 みずがき はやと 男 20 川崎市
388 金子 浩一 かねこ こういち 男 52 埼玉県 508 新井 貴大 アライ タカヒロ 男 20 埼玉県
389 小澤 宏明 おざわ ひろあき 男 52 宮城県 509 岩淵 弘晃 いわぶち ひろあき 男 21 川崎市
390 小泉 比呂充 こいずみ ひろみつ 男 53 横浜市 510 齊藤 彰悟 サイトウ ショウゴ 男 21 東京都
391 中川 隆 なかがわ たかし 男 53 横浜市 511 土屋 恒貴 つちや こうき 男 22 埼玉県
392 工藤 哉 くどう はじめ 男 53 横浜市 512 杉浦 大喜 すぎうら だいき 男 23 東京都
393 山崎 裕二 やまざき ゆうじ 男 53 海老名市 513 高桑 啓介 たかくわ けいすけ 男 24 東京都
394 追川 聖 おいかわ きよし 男 53 鎌倉市 514 中山 賢史朗 なかやま けんしろう 男 24 大和市
395 川崎 哲哉 かわさき てつや 男 53 横浜市 515 中山 清裕 なかやま きよひろ 男 24 千葉県
396 澤村 知昭 さわむら ともあき 男 53 川崎市 516 越取 雄策 こしとり ゆうさく 男 24 相模原市
397 齋藤 博 さいとう ひろし 男 53 相模原市 517 柴田 貴紀 しばた たかのり 男 25 横浜市
398 斉藤 茂之 さいとう しげゆき 男 53 埼玉県 518 三矢 学都 みつや まなと 男 25 川崎市
399 加納 裕也 かのう ひろや 男 54 横浜市 519 石坂 佳祐 いしざか けいすけ 男 25 相模原市
400 亀森 一好 かめもり かずよし 男 54 横浜市 520 山田 直希 ヤマダ ナオキ 男 25 東京都
401 土屋 正 つちや ただし 男 54 東京都 521 梅本 祥弘 うめもと よしひろ 男 26 埼玉県
402 中神 秀俊 なかがみ ひでとし 男 54 横浜市 522 奥山 惇 おくやま じゅん 男 26 千葉県
403 弘瀬 敦生 ひろせ あつお 男 55 横浜市 523 大西 智也 オオニシ トモヤ 男 27 東京都
404 西岡 雅彦 にしおか まさひこ 男 56 東京都 524 亀田 浩亮 かめだ ひろあき 男 27 東京都
405 山中 登 やまなか のぼる 男 56 伊勢原市 525 川元 直哉 かわもと なおや 男 28 東京都
406 柳澤 隆 やなぎさわ たかし 男 56 東京都 526 中川 栄 なかがわ さかえ 男 28 藤沢市
407 下田 雅彦 しもだ まさひこ 男 56 東京都 527 小丸 尭 こまる たかし 男 28 横浜市
408 青木 勝之 あおき かつゆき 男 56 東京都 528 長谷川 綾 はせがわ りょう 男 29 東京都
409 熊坂 寛 くまさか ひろし 男 56 東京都 529 塚越 隆行 つかごし たかゆき 男 29 川崎市
410 塩田 厚 しおた あつし 男 57 茅ヶ崎市 530 木村 正 きむら ただし 男 29 川崎市
411 富樫 孝幸 とがし たかゆき 男 57 東京都 531 坂口 峻祐 さかぐち しゅんすけ 男 29 東京都
412 松本 光司 まつもと こうじ 男 58 平塚市 532 萩原 拓也 はぎわら たくや 男 30 東京都
413 細川 一樹 ほそかわ かずき 男 59 東京都 533 鈴木 将吾 Suzuki Shogo 男 31 東京都
414 竹内 逸朗 たけうち いつろう 男 59 埼玉県 534 岸 智則 きし とものり 男 31 茅ヶ崎市
415 矢田 秀昭 やた ひであき 男 59 東京都 535 伊藤 智英 いとう ともひで 男 31 東京都
416 金澤 章 かなざわ あきら 男 59 東京都 536 河合 章生 かわい あきお 男 31 川崎市
417 外川 重信 そとかわ しげのぶ 男 59 川崎市 537 小島 大 コジマ ダイ 男 32 愛川町
418 縄田 拓也 なわた たくや 男 60 東京都 538 遠藤 軌門 えんどう みちかど 男 32 東京都
419 川崎 潔 かわさき きよし 男 61 大阪府 539 藤原 桂一郎 ふじわら けいいちろう 男 33 横浜市
420 伴 伸夫 ばん のぶお 男 61 栃木県 540 中嶋 出 なかしま いずる 男 33 横浜市
421 野口 耕司郎 のぐち こうしろう 男 61 東京都 541 条 淳一 じょう じゅんいち 男 34 鎌倉市
422 山本 博行 ヤマモト ヒロユキ 男 61 東京都 542 斉藤 晶 さいとう あきら 男 34 愛川町
423 佐藤 周平 さとう しゅうへい 男 62 東京都 543 矢作 圭翼 やさく けいすけ 男 34 東京都
424 齋藤 全祥 さいとう まさよし 男 63 東京都 544 野口 之男 のぐち ゆきお 男 35 埼玉県
425 山白 恭二 やましろ きょうじ 男 63 東京都 545 吉川 元基 よしかわ もとき 男 35 川崎市
426 田中 茂 たなか しげる 男 65 東京都 546 友清 理天 ともきよ まさたか 男 35 厚木市
427 瀧澤 吉明 たきざわ よしあき 男 66 東京都 547 岡田 崇 おかだ たかし 男 35 千葉県
428 内藤 遥 ないとう はるか 女 27 東京都 548 久保塚 直樹 くぼづか なおき 男 35 群馬県
429 日高 果織 ひだか かおり 女 27 藤沢市 549 関口 悟 せきぐち さとる 男 36 東京都
430 加瀬 万理絵 かせ まりえ 女 28 千葉県 550 齋藤 亘 さいとう わたる 男 36 相模原市
431 栃木 悠里子 とちぎ ゆりこ 女 29 茨城県 551 上野 諭史 うえの さとし 男 37 東京都
432 飯島 佳美 いいじま よしみ 女 29 埼玉県 552 宮下 慶之 みやした よしゆき 男 37 川崎市
433 根本 玲奈 ねもと れな 女 30 川崎市 553 亀島 清治 かめしま せいじ 男 37 平塚市
434 鈴木 智子 すずき ともこ 女 31 横浜市 554 大木 悠治 オオキ ユウジ 男 37 横浜市
435 永松 美香 ながまつ みか 女 31 千葉県 555 柿沼 直人 かきぬま なおと 男 37 埼玉県
436 谷津 麻耶 やつ まや 女 34 茅ヶ崎市 556 鶴 大輔 つる だいすけ 男 38 千葉県
437 赤川 満子 あかがわ みつこ 女 34 横浜市 557 矢野 健太郎 やの けんたろう 男 38 東京都
438 藏本 民 くらもと たみ 女 36 横浜市 558 清水 寛 しみず ひろし 男 38 横浜市
439 小林 智美 こばやし ともみ 女 37 埼玉県 559 黒田 政康 くろだ まさやす 男 38 千葉県
440 金子 麻有美 かねこ まゆみ 女 39 東京都 560 村田 尚久 むらた なおひさ 男 39 東京都
441 林 真紀子 はやし まきこ 女 39 藤沢市 561 鶴橋 亮 つるはし りょう 男 39 東京都
442 梶山 泰代 かじやま やすよ 女 39 東京都 562 佐々木 聡 ささき さとし 男 39 川崎市
443 政井 美香 まさい みか 女 39 横浜市 563 藤原 豊 ふじわら ゆたか 男 39 横浜市
444 三浦 亮子 ミウラ リョウコ 女 40 横浜市 564 轟 啓介 とどろき けいすけ 男 39 東京都
445 柴井 あかね しばい あかね 女 40 茅ヶ崎市 565 鈴木 仁 すずき じん 男 40 東京都
446 櫻井 恭子 さくらい やすこ 女 40 群馬県 566 石井 智弘 いしい ともひろ 男 40 東京都
447 西堀 千賀 にしぼり ちか 女 41 東京都 567 榊 清貴 さかき きよたか 男 40 鎌倉市
448 川端 梓 かわばた あづさ 女 42 横浜市 568 榊 幸喜 さかき こうき 男 41 川崎市
449 竹本 裕美 たけもと ひろみ 女 42 東京都 569 醍醐 剛 だいご つよし 男 41 千葉県
450 小野 貴子 おの たかこ 女 42 東京都 570 和田 学 わだ まなぶ 男 41 川崎市



No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い トラガール

571 茂木 健太郎 もてぎ  けんたろう 男 42 東京都 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

572 守谷 健 もりや けん 男 43 横浜市 701 赤羽 結衣 あかはね ゆい 女 16 高1 東京都
573 岡 快 おか やすし 男 43 川崎市 702 岡田 愛子 おかだ あいこ 女 30 東京都
574 立山 和則 たてやま かずのり 男 43 川崎市 703 浦野 万里子 うらの まりこ 女 44 川崎市
575 鈴木 秀紀 すずき ひでのり 男 43 千葉県 704 丹野 知子 たんの ともこ 女 44 秦野市
576 三宅 広純 ミヤケ ヒロスミ 男 43 横浜市 705 浪方 竹葉 なみかた たけは 女 44 横浜市
577 前田 賢司 まえだ けんじ 男 43 東京都 706 大和 典子 やまと のりこ 女 49 横浜市
578 赤枝 朋嘉 あかえだ ともよし 男 43 東京都
579 樋渡 勇人 ひわたし ゆうと 男 43 横須賀市 ジュニア(中学生)
580 龍 尚希 りゅう なおき 男 43 東京都 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

581 田中 厚志 たなか あつし 男 44 東京都 751 浜 魁人 はま かいと 男 13 中1 横浜市
582 井上 孝夫 イノウエ タカオ 男 44 千葉県 752 タカク チヒロ たかく ちひろ 男 13 中2 栃木県
583 角田 守利 つのだ もりとし 男 44 横浜市 753 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 男 13 中2 千葉県
584 山口 英司 やまぐち えいじ 男 44 川崎市 754 大津 翼 おおつ つばさ 男 14 中3 川崎市
585 大津 和義 おおつ かずよし 男 44 川崎市 755 矢野 愛弓 やの あゆみ 女 12 中1 横浜市
586 富田 智彦 とみた ともひこ 男 44 千葉県 756 戸井田 未来 といだ みく 女 13 中1 横浜市
587 柳澤 智行 やなぎさわ ともゆき 男 44 東京都 757 原田 有彩 はらだ ありさ 女 13 中1 横浜市
588 高林 信康 たかばやし のぶやす 男 44 平塚市 758 酒見 琳 さかみ りん 女 13 中2 東京都
589 金野 正博 こんの まさひろ 男 44 川崎市 759 中山 彩理香 なかやま さりか 女 14 中2 東京都
590 大西 哲也 おおにし てつや 男 44 東京都
591 善長 庄一郎 ぜんちょう しょういちろうう 男 45 千葉県 キッズの部(小学1～3年生)
592 西村 典一 にしむら のりかず 男 45 横浜市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

593 長岡 光雄 ながおか みつお 男 45 群馬県 801 河村 雄斗 かわむら ゆうと 男 6 小1 横須賀市
594 橋本 寿夫 はしもと としお 男 45 埼玉県 802 矢野 一真 やの かずま 男 6 小1 東京都
595 朝 慶夫 あさ けいお 男 46 座間市 803 神谷 大成 かみや たいせい 男 6 小1 東京都
596 溝口 昭成 みぞぐち あきなり 男 48 東京都 804 石渡 大貴 いしわた ひろき 男 7 小1 横須賀市
597 佐々木 剛 ささき つよし 男 48 千葉県 805 石原 大夢 いしはら だいむ 男 7 小1 平塚市
598 深澤 伸朗 ふかさわ のぶあき 男 48 東京都 806 山崎 ライガ やまざき らいが 男 7 小1 栃木県
599 清水 伸介 しみず のぶすけ 男 49 千葉県 807 石倉 煌介 いしくら こうすけ 男 7 小1 茨城県
600 中島 嘉男 なかじま よしお 男 49 厚木市 808 仙波 泉輝 せんば みずき 男 7 小2 相模原市
601 阿形 浩路 あがた ひろみち 男 49 千葉県 809 石渡 一貴 いしわた かずき 男 8 小2 横須賀市
602 高木 敏夫 たかき としお 男 49 東京都 810 中山 汐凪 なかやま せな 男 8 小2 東京都
603 平川 隆義 男 49 東京都 811 森下 翔太 もりした しょうた 男 8 小2 東京都
604 名取 健一 なとり けんいち 男 50 千葉県 812 渡部 隼也 わたべ しゅんや 男 8 小2 愛知県
605 大澤 薫 おおさわ かおる 男 50 川崎市 813 平井 康基 ひらい こうき 男 8 小2 平塚市
606 皿嶋 明彦 さらしま あきひこ 男 50 横浜市 814 酒見 天 さかみ てん 男 8 小2 東京都
607 籾井 正義 もみい まさし 男 51 千葉県 815 湯口 竜迅 ゆぐち りゅうじん 男 8 小2 横浜市
608 小清水 潔 こしみず きよし 男 51 真鶴町 816 新谷 啓 にいや はじめ 男 9 小3 海老名市
609 森 浩志 もり ひろし 男 51 横浜市 817 森内 昭公 モリウチ アキヒロ 男 9 小3 大和市
610 野上 成章 のがみ しげあき 男 51 東京都 818 楊 為和 よう ためかず 男 9 小3 横浜市
611 縣 恵一 あがた けいいち 男 52 東京都 819 須崎 凱 すさき かい 男 9 小3 東京都
612 佐藤 優治 さとう ゆうじ 男 52 葉山町 820 本木 蔵人 もとき くらうど 男 9 小3 埼玉県
613 齊藤 和範 さいとう かずのり 男 52 東京都 821 森本 空志 もりもと たかし 男 9 小3 二宮町
614 重松 史孝 しげまつ ふみたか 男 53 相模原市 822 後藤 遥香 ごとう はるか 女 6 小1 藤沢市
615 羽賀 浩良 はが ひろよし 男 53 川崎市 823 物部 杏月 ものべ あづき 女 7 小2 東京都
616 丹 敏裕 たん としひろ 男 53 横浜市 824 伊藤 有理 いとう ゆり 女 8 小2 小田原市
617 山中 宏耕 やまなか ひろやす 男 54 東京都 825 遠藤 結菜 えんどう ゆうな 女 8 小3 川崎市
618 高橋 伸一 たかはし しんいち 男 54 川崎市 826 原田 莉圭 はらだ りか 女 8 小3 横浜市
619 秤屋 尚生 はかりや ひさお 男 54 千葉県 827 宮山 心花 みややま このか 女 8 小3 東京都
620 中村 恵一 なかむら けいいち 男 55 長野県
621 藤田 伸一 ふじた しんいち 男 55 千葉県 キッズの部(小学4～6年生)
622 増沢 一秀 ますざわ かずひで 男 60 横浜市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い

623 石田 二郎 いしだ じろう 男 60 横浜市 851 タカク マナヤ たかく まなや 男 9 小4 栃木県
624 高見 淳 たかみ じゅん 男 61 川崎市 852 宍倉 大智 ししくら だいち 男 9 小4 東京都
625 小林 章彦 こばやし あきひこ 男 61 埼玉県 853 川端 啓聖 かわばた けいしょう 男 10 小4 茅ヶ崎市
626 沖村 政則 おきむら まさのり 男 61 東京都 854 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 10 小4 栃木県
627 大森 俊介 おおもり しゅんすけ 男 61 東京都 855 石原 大聖 いしはら たいせい 男 10 小4 平塚市
628 廣實 正人 ひろざね まさひと 男 62 川崎市 856 星野 太希 ほしの だいき 男 10 小4 小田原市
629 久手堅 和瑚 くでけん わこ 女 21 東京都 857 青柳 龍斗 あおやぎ りゅうと 男 10 小5 相模原市
630 宮永 侑香 みやなが ゆうか 女 22 藤沢市 858 伊藤 颯汰郎 いとう そうたろう 男 10 小5 横浜市
631 佐々木 優 ササキ ユウ 女 25 厚木市 859 江尻 佑 えじり ゆう 男 11 小5 東京都
632 小日山 佳代 こひやま かよ 女 27 横浜市 860 伊藤 航 いとう こう 男 11 小5 小田原市
633 長谷川 明日美 ハセガワ アスミ 女 29 東京都 861 須崎 聖 すさき せい 男 11 小5 東京都
634 梨木 香菜 なしき かな 女 30 東京都 862 相木 竣 あいき しゅん 男 11 小5 東京都
635 木下 ゆかり キノシタ ユカリ 女 30 東京都 863 鈴木 大翔 スズキ タイト 男 11 小6 川崎市
636 伊藤 ゆり イトウ ユリ 女 31 東京都 864 渡部 竜也 わたべ りゅうや 男 11 小6 愛知県
637 松下 早苗 まつした さなえ 女 34 東京都 865 繁田 凌介 しげた りょうすけ 男 11 小6 横浜市
638 前田 友梨 まえだ ゆり 女 36 東京都 866 野島 慎ノ介 のじま しんのすけ 男 11 小6 千葉県
639 千木良 理恵 チギラ ミチエ 女 37 東京都 867 本木 颯人 もとき はやと 男 12 小6 埼玉県
640 池上 美穂 いけがみ みほ 女 41 東京都 868 島崎 茉央 しまざき まお 女 9 小4 東京都
641 小原 桂子 こはら けいこ 女 42 東京都 869 野島 みなみ のじま みなみ 女 9 小4 千葉県
642 小相澤 南美江 こあいさわ なみえ 女 43 横浜市 870 西 菜々子 にし ななこ 女 10 小4 長野県
643 渡辺 広美 わたなべ ひろみ 女 44 東京都 871 菅野 渚 かんの なぎさ 女 11 小5 藤沢市
644 平松 詩子 ひらまつ うたこ 女 44 横須賀市 872 荻原 那奈海 おぎはら ななみ 女 11 小5 川崎市
645 和田 恵 わだ めぐみ 女 44 東京都 873 丹野 凛 たんの りん 女 11 小5 秦野市
646 深澤 かおり ふかさわ かおり 女 44 東京都 874 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 11 小6 千葉県
647 長野 由美子 ながの ゆみこ 女 46 長野県 875 山田 麻菜 やまだ まな 女 12 小6 東京都
648 増田 珠理 ますだ じゅり 女 47 東京都
649 中村 加代子 なかむら かよこ 女 47 相模原市
650 鹿野 美香 しかの みか 女 48 東京都
651 舟越 悦子 ふなこし えつこ 女 48 東京都
652 宮島 由美子 みやじま ゆみこ 女 51 東京都
653 塩沢 孝子 しおざわ たかこ 女 54 東京都
654 吉澤 千賀子 よしざわ ちかこ 女 56 川崎市
655 横溝 敬子 よこみぞ けいこ 女 57 横浜市


