
ひとりで駅伝
No 氏名 自己PR

1 加来奈津子 かくなつこ 女
2 加藤千夏 かとうちなつ 女
3 谷口 早苗 たにぐち さなえ 女 53
4 町田 理英 まちだ りえ 女 43 過去数回はお仲間さんと、今回は一人!完走できるか心配ですが最後まで頑張ります!

5 上田 珠江 うえだ たまえ 女 43 今年もひとりで駅伝楽しみます～♪

6 木島 歌織 きじま かおり 女 44
7 岩崎 かな子 いわさき かなこ 女 44 初めてのアクアスロン大会です。自分の限界にチャレンジします。

8 長谷川　雅人 はせがわまさと 男
今年で3回目出場です。61歳になりｽﾋﾟｰﾄﾞも体力も低下してますが健康維持の為に続け
たいと思います。よろしくお願いします。

9 渡辺司 わたなべつかさ 男 Mr.captain! Keep on smile.

10 藤原 拓 ふじわら たく 男 29
11 権田 康仁 ごんだ やすひと 男 24
12 窪 昌之 くぼ まさゆき 男 34 よろしくお願いします

13 深澤 賛光 ふかさわ よしみつ 男 50
14 植村 健 うえむら けん 男 42
15 田中 勤 たなか つとむ 男 51
16 町田 芳章 まちだ よしあき 男 47
17 木下 晶弘 きのした あきひろ 男 32 去年の自分に負けないように頑張ります。

18 川端 宏治 かわばた こうじ 男 48
19 赤穂 俊彦 あこう としひこ 男 38 いつも3位なので2位を目指して頑張ります。

20 赤松 洋一郎 あかまつ よういちろう 男 32 一人駅伝頑張ります!

21 木島 裕太郎 きじま ゆうたろう 男 48
22 横山 彰吾 よこやま しょうご 男 47 スイムが苦手です。トレーニングのつもりでひとり駅伝に出て生まれ変わります。

23 脇屋 元 わきや はじめ 男 59
24 畝田 慎一郎 せた しんいちろう 男 42 今年は1人で頑張ります。

25 池田 敬太郎 いけだ けいたろう 男 64 今シーズン最後のレース;頑張ります

26 柴田 清久 しばたきよひさ 男 40
27 田口 智博 たぐち ともひろ 男 43 初参加ですが、子供たちと一緒に頑張ります!

28 間中 伸也 まなか しんや 男 39
29 梅林 俊輔 うめばやし しゅんすけ 男 45
30 入江 哲郎 いりえ てつろう 男 53
31 舘内 直人 たてうち なおと 男 53 プールなので完走できます。

32 久保 晃一 くぼ こういち 男 37
33 福池 和仁 ふくいけ かずひと 男 47
34 富永 新吾 とみなが しんご 男 53
35 松島 芳樹 まつしま よしき 男 43
36 守屋 二夫 もりや ふみお 男 37 駅伝後のビールを楽しみにしています。

37 松本 克之 まつもと かつゆき 男 48
38 湯井 達也 ゆい たつや 男 42 2回目の出場。スイムのタイムを昨年より縮めます。子供達も出場してます

39 島田 育男 しまだ いくお 男 34
40 今井 隆生 いまい たかお 男 25

中学生個人
No 氏名 自己PR

601 森　柚花 もりゆずか 女 中学1年
602 瀬戸山　真唯 せとやままい 女 中学1年
603 島崎 莉央 しまざき りお 女 中学1年
604 船橋 星来 ふなばし せら 女 中学1年
605 後藤 一祈 ごとう かずき 女 中学1年
606 筒木 杏 つつき あんず 女 中学1年
607 野口 陽菜 のぐちひな 女 中学2年 初めてのｱｸｱｽﾛﾝですが最後までｺﾞｰﾙを目指してがんばります!

608 松本 玲奈 まつもと れいな 女 中学2年
609 山田 静香 やまだ しずか 女 中学2年
610 廣瀬　康太郎 ひろせこうたろう 男 中学1年
611 矢作　信馬 やはぎしんば 男 中学1年 このｱｸｱｽﾛﾝ大会では、昨年の優勝ﾀｲﾑをめざして頑張りたいです。

612 菊地　圭祐 きくちけいすけ 男 中学1年 この大会に参加するのは2回目だけど距離が長くなるけど優勝目指して頑張ります。

613 栗原　康史 くりはらやすふみ 男 中学1年
614 本木 颯人 もとき はやと 男 中学1年 なんくるないさー

615 松島 大智 まつしま だいち 男 中学1年
616 松本 優大 まつもと ゆうだい 男 中学1年 最後までがんばるぞ!!

617 松本　虎太郎 まつもとこたろう 男 中学2年 全力で頑張ります。

618 馬場　優多 ばばゆうた 男 中学2年
小学校１年生の時からずっと参加してきました。ｽｲﾑは落ちてるかもしれないけどRUNで
がんばります。

ふりがな･性別･学年

ふりがな･性別･年令



小学５～６年個人
No 氏名 自己PR

501 秋葉 ひな あきは ひな 女 小学5年 自己ベスト目指して頑張るぞ♪

502 野田 莉緒 のだ りお 女 小学5年
503 松島 知佳 まつしま ちか 女 小学5年
504 稲村 羽菜 いなむら はな 女 小学5年 初挑戦ですが、がんばります。

505 島崎 茉央 しまざき まお 女 小学5年
506 吉村 心 よしむら こころ 女 小学5年
507 後藤 舞桜 ごとう まお 女 小学5年 今回初めて参加します!全力で頑張ります。

508 柳下 藍里 やなした あいり 女 小学5年
509 柳川 蒼衣 やながわ あおい 女 小学5年
510 岩﨑　美咲 いわさきみさき 女 小学6年 小学生沙後の思い出に優勝目指して全力でがんばります!

511 公地 七海 こうち ななみ 女 小学6年 小学生最後の大会なので優勝したいです!

512 公地 陽海 こうち みなみ 女 小学6年 小学生最後の大会なので優勝目指します!

513 鬼塚 優妃 おにづか ゆうき 女 小学6年
514 小菅 凪 こすげ なぎ 女 小学6年
515 田口 和佳菜 たぐち わかな 女 小学6年 弟と一緒に、暑さに負けずに頑張ります!

516 福池 菜雪 ふくいけ なゆき 女 小学6年
517 江口 実優 えぐち みゆう 女 小学6年
518 小嶋　智也 こじまともや 男 小学5年
519 竹内　繁樹 たけうちしげき 男 小学5年 最後まであきらめず完走をする!がんばるぞ。

520 松本　栄太郎 まつもとえいたろう 男 小学5年 優勝目指して頑張ります。

521 権瓶希空 ごんぺいのあ 男 小学5年 夏の暑い日の練習も頑張りました。最後まであきらめず走り抜きます!!

522 桃井 翔琉 ももい かける 男 小学5年
523 大室 杏夢 おおむろ あむ 男 小学5年
524 水橋 力琉 みずはし りきる 男 小学5年
525 山岸 理弥 やまぎし 理弥 男 小学5年
526 青葉 竜馬 あおば りょうま 男 小学5年 一生懸命頑張ります!

527 黒木 龍聖 くろき、 りゅうせい 男 小学5年
528 松島 志月 まつしま しづき 男 小学5年
529 内田 隼 うちだ はやと 男 小学5年
530 湯井 南 ゆい 南 男 小学5年 初出場、弟と一緒に頑張ります

531 原田 悠史 はらだ ちかし 男 小学5年 今年も頑張ります。

532 竹内　優樹 たけうちゆうき 男 小学6年 小学校生活最後の6年生。良い思い出が出来るよう最後まで全力でがんばります!

533 市川　直親 いちかわなおちか 男 小学6年
ｽｲﾑには、自信があります。ﾗﾝは、ｽﾀｰﾄからﾄｯﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞにのって、そのまま2km走り切り
たいと思います。

534 山口　拓人 やまぐちたくと 男 小学6年
535 新井　知翔 あらいはると 男 小学6年 優勝目ざして頑張ります!!

536 大森 聖海 おおもり せかい 男 小学6年 はじめての参加です。

小学３～４年個人
No 氏名 自己PR

401 江口　沙和 えぐちさわ 女 小学3年
402 片山 彩千花 かたやま さちか 女 小学3年
403 大森 華音 おおもり かのん 女 小学3年 はじめての参加です。

404 高崎 彩夏 たかさき さやか 女 小学3年
405 柳川 晴乃 やながわ はるの 女 小学3年
406 瀬戸山　真優 せとやままひろ 女 小学4年
407 森　美月 もりみづき 女 小学4年
408 矢作　羽音 はやぎはのん 女 小学4年 はじめてのｱｸｱｽﾛﾝなのでがんばりたいと思います。

409 長塚　空 ながつかそら 女 小学4年 初めてだけど最後まで全力でがんばります。

410 山下 心寧 やました ここね 女 小学4年 攻めていきます!

411 公地 杏 こうち あんず 女 小学4年 今回で2回目です。入賞狙います!

412 公地 李 こうち すもも 女 小学4年 今回2回目です。入賞目指します!

413 八代 青依 やしろ あおい 女 小学4年 今年は泣かないで走るぞ!!

414 松本 渚 まつもと なぎさ 女 小学4年
415 天野 未彩 あまの みさ 女 小学4年
416 木野村 小春 きのむら こはる 女 小学4年
417 山岸 夏葵 やまぎし なつき 女 小学4年
418 吉田 陽菜乃 よしだ ひなの 女 小学4年
419 安藤 文子 あんどう あやこ 女 小学4年
420 川上 莉央 かわかみ りお 女 小学4年 優勝目指して頑張ります。

421 北原 怜奈 きたはら れな 女 小学4年

ふりがな･性別･学年

ふりがな･性別･学年



小学３～４年個人
No 氏名 自己PR

422 石川　雄也 いしかわゆうや 男 小学3年 走るのががてですが、完走目指してがんばります。

423 権瓶ﾙｰｶｽ音生 ごんぺいるーかすねお 男 小学3年 夏の暑い日の練習も頑張りました。今日は力一杯頑張ります。

424 角田 琉海 つのだ りゅうせい 男 小学3年
425 奥富 大智 おくとみ だいち 男 小学3年
426 葛西 由晏 かさい ゆあん 男 小学3年
427 大久保 樹 おおくぼ いつき 男 小学3年 スイムで遅れないよう泳ぎきるぞっ

428 金久保 琉 かなくぼ るき 男 小学3年
429 阪井 鼓太郎 サカイ コタロウ 男 小学3年 昨年はケガで出場出来なかったので、今年こそは全力でがんばりたいです!

430 田口 大智 たぐち だいち 男 小学3年 姉と一緒に、暑さに負けず頑張ります!

431 萩野 恵多 はぎの けいた 男 小学3年 完走目指して頑張ります!

432 兼崎 伸也 かねさき しんや 男 小学3年
433 松島 光 まつしま ひかり 男 小学3年
434 山口　浩太 やまぐちこうた 男 小学4年
435 廣瀬　慶太郎 ひろせけいたろう 男 小学4年
436 片岡 遼哉 かたおか りょうや 男 小学4年
437 本木 蔵人 もとき くらうど 男 小学4年 なんくるないさー

438 猫宮 奏太 ねこみや かなた 男 小学4年 初参加!1年生の弟と入賞目指して頑張ります!

439 小倉 海聖 おぐら かいせい 男 小学4年
440 大竹 悠馬 おおたけ ゆうま 男 小学4年
441 野口 悠 のぐち ゆう 男 小学4年 スイミングも走るのも大好きです!!

442 深堀 慶 ふかほり けい 男 小学4年 大会後、みんなでのしゃぶしゃぶ食べ放題を今年も楽しみにしています。

443 伊村 空汰 イムラ クウタ 男 小学4年
444 木内 吟大 きうち うた 男 小学4年
445 坂井 築 さかい きずく 男 小学4年 今年も頑張ります!

446 橋本 颯 はしもと そう 男 小学4年
447 山下 紗重斗 やました さえと 男 小学4年 前回よりも早く走れるようがんばります!

448 上野 晃 うえの あきら 男 小学4年

小学１～２年個人
No 氏名 自己PR

301 溝下 あいこ みぞした あいこ 女 小学1年
302 赤穂 華 あこう はな 女 小学1年 初出場。完走目指して最後まで頑張ります。

303 鈴木　星南 すずきせな 女 小学2年 今日も元気にがんばるぞー

304 横川 愛佳 よこかわ あいか 女 小学2年 今年もがんばります。

305 塚原 乾生 つかはら かんせい 女 小学2年
306 吉村 碧 よしむら あい 女 小学2年
307 藤澤 秋桜里 ふじさわ しおり 女 小学2年 スイムもランも誰にも負けたくない!強い気持ちで頑張るぞ!

308 金杉 芽実 かなすぎ めみ 女 小学2年
309 川上 優茉 かわかみ ゆま 女 小学2年 優勝目指して頑張ります。

310 廣瀬　智太郎 ひろせともたろう 男 小学1年
311 今岡　智輝 いまおかともき 男 小学1年 ちょっときんちょうするけど、さいごまでがんばります。

312 今岡　祐輝 いまおかゆうき 男 小学1年 つよいひとがたくさんいるとおもうけど、まけないようにがんばります。

313 渡辺　稀一 わたなべきいち 男 小学1年 今回初めての大会参加です。1位めざしていっしょうけんめいがんばれます。

314 秋葉 空 あきは そら 男 小学1年 楽しんでゴール目指します!!か

315 猫宮 新太 ねこみや あらた 男 小学1年
316 笹 蒼尉 ささ あおい 男 小学1年
317 伊藤 僚汰 いとう りょうた 男 小学1年
318 黒瀬 諭一朗 くろせ ゆいちろう 男 小学1年 泳ぐこと、走ることが大好きです。全力でゴール目指してがんばります。

319 村井 翔悟 むらい しょうご 男 小学1年
320 鍋山 颯太 なべやま そうた 男 小学1年
321 中村 友希 なかむら ゆうき 男 小学1年
322 鳥山 和倖 とりやま かずゆき 男 小学1年 完走できるようにがんばります。

323 水橋 郎貴 みずはし ろうき 男 小学1年
324 落合 大貴 おちあい だいき 男 小学1年
325 吉田 丈 よしだ じょう 男 小学1年
326 岩井 勇吾 いわい ゆうご 男 小学1年
327 湯井 修大 ゆい しゅうだい 男 小学1年 クロールは息継ぎできないので、ビート板で頑張ります。走る方でがんばります

328 田島　綾人 たじまあやと 男 小学2年 さとえ学園小学校2年。走ること!泳ぐこと!何でも1番になりたい!日焼けの黒さも一番かな?

329 村井　悠朔 むらいゆうさく 男 小学2年
330 縫島　麦 ぬいじまむぎ 男 小学2年 特にﾗﾝを頑張ります。終わったらｼｭｳﾏｲをたくさんたくさん食べたいなぁ~

331 山口 大悟 やまぐちだいご 男 小学2年
332 キクチ カズマ キクチ カズマ 男 小学2年 川越ラグビースクールで家族みんなでラグビーを楽しんでいます。

333 川口 楓太 かわぐち ふうた 男 小学2年
334 株本 充希 かぶもと みつき 男 小学2年 ぼくはおよぐのがへたですけどはしるのをもっとがんばります

335 増渕 智哉 ますぶち ともや 男 小学2年 走ることが大好きです。

336 後藤 優周 ごとう まさちか 男 小学2年 今回初めて参加します!全力で頑張ります。

337 林 勇輝 はやし ゆうき 男 小学2年
338 岩井 翔吾 いわい しょうご 男 小学2年
339 小熊 走太朗 おぐま そうたろう 男 小学2年 泳ぐのも走るのも大好きです。自分の記録を作りたいです。

340 北原 慶士 きたはら けいと 男 小学2年

ふりがな･性別･学年

ふりがな･性別･学年


