
ひとりで駅伝
No 氏名 自己PR

1 高津 泉 たかつ いずみ 女 46
2 藤井 千鶴子 ふじい ちづこ 女 53 タイムや順位は、ともかく、楽しいレースになるよう、頑張ります!

3 小林 智美 コハ゛ヤシ トモミ 女 37 暑さに負けず、頑張ります!

4 上田 珠江 うえだ たまえ 女 42 楽しみながらひとりで駅伝がんばりまーす(≧∇≦)/

5 加来奈津子 かくなつこ 女

6 加藤千夏 かとうちなつ 女

7 島田　義之 しまだよしゆき 男 昨年は、当日に参加できなくなってしまったので、2年分の思いをぶつけて走ります。

8 長谷川　雅人 はせがわまさと 男 60歳になってもまだ頑張れるところを見せてあげたい。

9 渡辺　司 わたなべつかさ 男 ｺﾞｰﾙして笑顔を輝かせるぞ!!

10 栗原 正明 くりはらまさあき 男 今年も山梨から参戦!!区間賞狙います!!

11 湯井　達也 ゆいたつや 男 ﾌﾙﾏﾗｿﾝは完走していますが、ｱｸｱｽﾛﾝ初めてです。

12 安居　之雅 やすいゆきまさ 男

13 樋口　史 ひぐちふみと 男 マイペーーースで!!ビリを狙います。

14 町田 芳章 まちだ よしあき 男 46
15 大野 守勝 おおの もりかつ 男 42
16 和田 耕一 ワダ コウイチ 男 37 がんばります。

17 松下 力 まつした ちから 男 34 どっせーい!

18 初鹿 裕康 はつしか ひろやす 男 53 runの後のswimはきつそうですが、頑張ります。

19 田口 一実 たぐち かずみ 男 43 完走めざして頑張ります!

20 木下 晶弘 きのした あきひろ 男 31 独り寂しく参加しているので、応援宜しくお願いします。

21 赤穂 俊彦 あこう としひこ 男 37 めちゃくちゃしんどいけど、最後まで頑張ります。

22 守屋 二夫 もりや ふみお 男 36 駅伝後のビールを楽しみにしています。

23 岡崎 和彦 おかざき かずひこ 男 39 ひとりで駅伝？‥‥駅伝なのにひとり？？;さっしてください。。

24 鹿股 秀禎 かのまた ひでよし 男 35
25 中山 武志 なかやま たけし 男 35

小学１～２年個人
No 氏名 自己PR

301 新井　彩生 あらいさき 女 小学1年 さいごまでなかないで完走できるようにがんばります。

302 鈴木　星南 すずきせな 女 小学1年 はじめてのｱｸｱｽﾛﾝ完走めざしてがんばるぞ

303 横川 愛佳 よこかわ あいか 女 小学1年 がんばります。

304 金杉 芽実 かなすぎ めみ 女 小学1年
305 吉村 碧 よしむら あい 女 小学1年 完走めざします!!

306 水村 彩葉 みずむら いろは 女 小学1年 初めての参加ですが、最後まで頑張ります。

307 江口　沙和 えぐちさわ 女 小学2年 泳ぐのも走るのも大好きです。最後まで一生懸命がんばります

308 田中 絢音 たなか あやね 女 小学2年 自分の力を信じて頑張ります

309 戸田 結子 とだ ゆいこ 女 小学2年 全ての大会運営者に感謝し、競技者を尊敬し、完走に向け全力を尽くすことを誓います

310 大野 真緒 おおの まお 女 小学2年
311 水谷 美波 みずたに みか 女 小学2年
312 中山 瑛蓮 なかやま えれん 女 小学2年
313 村井　悠朔 むらいゆうさく 男 小学1年 初めてのｱｸｱｽﾛﾝ楽しみます!

314 キクチ カズマ キクチ カズマ 男 小学1年
315 神田 将摩 かんだ しょうま 男 小学1年 完走目標

316 笹川 大 ささがわ ひろ 男 小学1年
317 内田　麗斗 うちだらいと 男 小学2年 今日も全力でがんばります。特意のﾗﾝでいいﾀｲﾑを出したいです!

318 馬場　聡多 ばばそうた 男 小学2年 はじめての参加です。まだうまく泳げませんががんばります!!

319 鈴木　拓夢 すずきたくむ 男 小学2年
320 古瀬 創太 ふるせ そうた 男 小学2年
321 小笠原 輝虎 おがさわら てとら 男 小学2年
322 阪井 鼓太郎 さかい こたろう 男 小学2年 アクアスロンは初めてですが、全力で走り切りたいと思います。

323 奥富 大智 おくとみ だいち 男 小学2年
324 金久保 琉 かなくぼ るき 男 小学2年
325 兼崎 直也 かねさき なおや 男 小学2年
326 兼崎 伸也 かねさき しんや 男 小学2年
327 桑原 新 くわばら あらた 男 小学2年 絶対1位になる!!!!

328 林 奏多 はやし かなた 男 小学2年 がんばりま～す

329 三並 春陽 みなみ はる 男 小学2年 キッズトライアスロンに続いて、大会に出るのは2回目です。頑張って完走します。

330 佐藤 奏旬 さとう そうじゅん 男 小学2年
331 角田 琉海 つのだ りゅうせい 男 小学2年
332 大久保 樹 おおくぼ いつき 男 小学2年 苦手なスイムを克服して、タイムを少しでも縮めたい。

333 松島 光 まつしま ひかり 男 小学2年

小学３～４年個人
No 氏名 自己PR

401 野口　悠 のぐちゆう 女 小学3年 走るの大好き!表彰台目指してがんばるぞ!!

402 須田　葵 すだあおい 女 小学3年
403 公地 杏 こうち あんず 女 小学3年 今回2回目です。今年こそメダルとるぞ!!

404 公地 李 こうち すもも 女 小学3年 今年で2回目です。今年こそメダルとるぞ!!

405 天野 未彩 あまの みさ 女 小学3年
406 木野村 小春 きのむら こはる 女 小学3年
407 八代 青依 やしろ あおい 女 小学3年 2回目の参加です。頑張ります!

ふりがな･性別･年令

ふりがな･性別･学年

ふりがな･性別･学年



No 氏名 自己PR

408 吉田 陽菜乃 よしだ ひなの 女 小学3年 初めての参加ですが、楽しみながら頑張りたいです。

409 秋葉　ひな あきはひな 女 小学4年 2度目のﾁｬﾚﾝｼﾞです。10分切れるように頑張ります!!

410 熱海　美空 あたみみく 女 小学4年
411 島崎 茉央 しまざき まお 女 小学4年
412 吉村 心 よしむら こころ 女 小学4年 初めての参加なので完走できるように頑張ります。

413 桑原 陽 くわばら ひなた 女 小学4年 初めての出場だけど、全力でがんばるぞ!!!

414 三並 花奈 みなみ はな 女 小学4年 始めての参加です。完走出来るように頑張ります。

415 峠　大希 とうげだいき 男 小学3年
416 須田　晃介 すだこうすけ 男 小学3年
417 坂井　策 さかいきずく 男 小学3年 やる気は人一倍あります。

418 渡辺　俊 わたなべすぐる 男 小学3年 昨年は金ﾒﾀﾞﾙとりました。今年も金ﾒﾀﾞﾙとれるようにがんばります。

419 平塚　明日斗 ひらつかあすと 男 小学3年
420 門司　眞祐 もんじまひろ 男 小学3年
421 山下　紗重斗 やましたさえと 男 小学3年
422 伊村 空汰 いむら くうた 男 小学3年
423 本木 蔵人 もとき くらうど 男 小学3年
424 畠中 真 はたなか まこと 男 小学3年
425 深堀 慶 ふかほり  けい 男 小学3年 がんばります!

426 松崎 凌也 まつざき りょうや 男 小学3年 頑張って楽しんで一番目指すぞ!

427 谷口 尚 たにぐち しょう 男 小学3年 2年生の時より距離が伸びたけどベストつくしてがんばります。

428 水村 隆之介 みずむら りゅうのすけ 男 小学3年 ぜんりょくでやる!

429 新井　耀太 あらいようた 男 小学4年 2回目のちょうせん。全力を出し切ってがんばります。

430 馬場　秀汰 ばばしゅうた 男 小学4年 毎年がんばっています。よい記録がでますように。

431 加藤 アディナン かとう あでぃなん 男 小学4年
432 鬼塚 翔太 おにづか しょうた 男 小学4年
433 田中 碧真 たなか あおま 男 小学4年 自分の力を出し切って頑張ります。

434 高梨 周 たかなし あまね 男 小学4年
435 黒木 龍聖 くろき りゅうせい 男 小学4年 泳ぎは得意なのでがんばります。

436 馬場 柊汰 ばば しゅうた 男 小学4年
437 松島 志月 まつしま しづき 男 小学4年
438 原田 悠史 はらだ ちかし 男 小学4年
439 新井 瑛太 あらい えいた 男 小学4年 がんばります。

440 大野 皓平 おおの こうへい 男 小学4年

小学５～６年個人
No 氏名 自己PR

501 鬼塚 優妃 おにづか ゆうき 女 小学5年
502 公地 七海 こうち ななみ 女 小学5年 金メダル目指して頑張ります!!

503 公地 陽海 こうち みなみ 女 小学5年 金メダル目指して頑張ります!!

504 岩崎 美咲 いわさき みさき 女 小学5年 毎日の通学とスイミングで鍛えた体力で優勝目指して全力でガンバリます!

505 小菅 凪 こすげ なぎ 女 小学5年
506 福池 菜雪 ふくいけ なゆき 女 小学5年
507 島崎 莉央 しまざき りお 女 小学6年
508 後藤 一祈 ごとう かずき 女 小学6年
509 佐藤 麟 さとう りん 女 小学6年 東松山なんでもトライ団です。トライアスロンやピアノなど様々なことに挑戦してます

510 栗原 凜佳 くりはら りんか 女 小学6年
511 小島 玲菜 こじま れな 女 小学6年
512 中山 加琳 なかやま かりん 女 小学6年
513 萩原　柚乃 はぎわらゆずの 女 小学6年
514 新井　知翔 あらいはると 男 小学5年 昨年に引きつづき2度目の挑戦になります。得意のﾗﾝで順位をあげます。

515 黒木 隼斗 くろき はやと 男 小学5年 毎日スイミングで4～5km泳いでいます。

516 中本 翔太 なかもと しょうた 男 小学5年 今日は上位目指して完走します。

517 渡邉　夕貴 わたなべゆうき 男 小学6年
518 鈴木　空 すずききそう 男 小学6年 小学最後のｱｸｱｽﾛﾝ全力で勝つぞ

519 山下　雄星 やましたゆうせい 男 小学6年
520 横川 亮哉 よこかわ りょうか 男 小学6年 2回目です。頑張ります。

521 本木 颯人 もとき はやと 男 小学6年
522 小笠原 快斗 おがさわら かいと 男 小学6年
523 川田 橘平 かわた きっぺい 男 小学6年
524 長谷川 琉斗 はせがわ りゅうと 男 小学6年
525 塚田　雄生 つかだゆうき 男 小学6年

中学生個人
No 氏名 自己PR

601 初鹿 こはく はつしか こはく 女 中学1年
602 山田 静香 やまだ しずか 女 中学1年

603 馬場　優多 ばばゆうた 男 中学1年
小学生の時は、毎年参加していました。中学になり、距離が長くなったので不安ですが、
一生懸命がんばります。

604 門司　廣典 もんじひろふみ 男 中学1年
605 金久保 仁 かなくぼ じん 男 中学2年
606 須田　耀介 すだようすけ 男 中学3年
607 小菅 陸 こすげ りく 男 中学3年

ふりがな･性別･学年

ふりがな･性別･学年

ふりがな･性別･学年


