
ゼッケン 所　　属
2001 大畠 流之介 オオハタ リュウノスケ
2002 吉澤 健太 ヨシザワ ケンタ 三洋グラビア
2003 吉澤 康太 ヨシザワ コウタ
2004 木内 康雄 キウチ ヤスオ
2005 千葉 俊雄 チバ トシオ
2006 伊藤 勲 イトウ イサオ サコス
2007 織裳 敏夫 オリモ トシオ オリモ住宅設備
2008 渡辺 憲護 ワタナベ ケンゴ
2009 山上 聡 ヤマカミ サトル
2010 河村 卓 カワムラ タク
2011 岡本 和之 オカモト カズユキ おっりょー
2012 勝田 治 カツダ オサム
2013 大橋 慎一郎 オオハシ シンイチロウ
2014 大橋 一太 オオハシ イチタ 岡谷西部
2015 小池 徹也 コイケ テツヤ
2016 塩原 浩司 シオハラ コウジ
2017 西村 淳司 ニシムラ ジュンジ
2018 原 浩美 ハラ ヒロミ 御岳木曽駒ＲＣ
2019 後藤 裕朗 ゴトウ ヒロアキ
2020 林 高弘 ハヤシ タカヒロ
2021 藤吉 俊希 フジヨシ トシキ
2022 田村 純 タムラ ジュン 佐藤製薬
2023 伊藤 康範 イトウ ヤスノリ
2024 藤縄 辰朗 フジナワ タツロウ
2025 深津 英克 フカツ ヒデカツ 新極真会愛知中央支部
2026 佐野 公人 サノ キミヒト
2027 内澤 宗一郎 ウチサワ ソウイチロウ
2028 金海 弘嗣 キンカイ ヒロシ
2029 内川 博喜 ウチカワ ヒロキ りきちゃんず
2030 熊谷 典昭 クマガイ ノリアキ
2031 市川 巧真 イチカワ タクマ セルベサ軍団
2032 藤井 和志 フジイ カズシ 株式会社アスリート
2033 野村 俊幸 ノムラ トシユキ
2034 遠藤 陵 エンドウ リョウ
2035 尾崎 功治 オザキ コウジ
2036 北原 崇志 キタハラ タカシ みのわ健康アカデミー
2037 木下 信威 キノシタ ノブタケ ５キロが限界太郎
2038 高浪 和也 タカナミ カズヤ
2039 田中 耕造 タナカ コウゾウ ＳＫＹＮＩＮＪＡ
2040 石田 浩二 イシダ コウジ
2041 逵中 正美 ツジナカ マサミ
2042 水口 駿介 ミズグチ シュンスケ もーさにんぐ
2043 山本 仁 ヤマモト ヒトシ
2044 佐藤 信之 サトウ ノブユキ
2045 樋口 敏幸 ヒグチ トシユキ
2046 有光 素生 アリミツ モトオ
2047 有光 壱晴 アリミツ イッセイ
2048 長谷川 淳哉 ハセガワ ジュンヤ 合同会社フォルナックス
2049 早川 学 ハヤカワ マナブ
2050 森 祐治 モリ ユウジ
2051 大久保 裕介 オオクボ ユウスケ
2052 中井 晃 ナカイ アキラ
2053 志水 浩一 シミズ コウイチ
2054 小谷 健一 コダニ ケンイチ
2055 佐藤 伶 サトウ レイ 箕輪中学校
2056 宮田 雅則 ミヤタ マサノリ 葛飾マイペースクラブ
2057 工藤 晃 クドウ アキラ
2058 藤木 悠平 フジキ ユウヘイ 中野市陸協
2059 佐野 龍弘 サノ タツヒロ
2060 西山 真 ニシヤマ シン 庄内ＲＴ
2061 里中 久志 サトナカ ヒサシ
2062 下村 嘉巳 シモムラ ヨシミ
2063 舩久保 稜太 フナクボ リョウタ ふなくぼレーシング
2064 後藤 和樹 ゴトウ カズキ マリオ王国
2065 後藤 優心 ゴトウ ユウシン マリオ王国
2066 新貝 光範 シンガイ ミツノリ
2067 鈴木 紀哉 スズキ ノリチカ エンデュアライフ
2068 渡邊 大輔 ワタナベ ダイスケ
2069 児嶋 倫啓 コジマ ミチヒロ チームスタミナ
2070 松崎 洋樹 マツザキ ヒロキ
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2071 吉谷 康志 ヨシタニ ヤスシ アグレッシ部
2072 田中 陽都 タナカ アキト アグレッシ部
2073 牧寄 カバリエテ マキヨリ カバリエテ アグレッシ部
2074 宮嶋 郡 ミヤジマ グン アグレッシ部
2075 大中 一真 オオナカ カズマ アグレッシ部
2076 杉本 凛太朗 スギモト リンタロウ アグレッシ部
2077 八巻 瑛斗 ヤマキ エイト アグレッシ部
2078 遠藤 晴斗 エンドウ ハルト アグレッシ部
2079 青木 幸太郎 アオキ コウタロウ 太田市立宝泉中学校
2080 須藤 謙一 スドウ ケンイチ
2081 中村 航 ナカムラ ワタル
2082 飯島 均 イイジマ ヒトシ 狭山市民
2083 阿久津 康典 アクツ ヤスノリ
2084 榊原 寛司 サカキバラ ヒロシ チームスタミナ
2085 中筬 一祐 ナカオサ カズスケ
2086 中筬 悠仁 ナカオサ ユウジン
2087 千葉 宏喜 チバ ヒロキ ＡＴＨＬＥＴＥ
2088 武部 敬三 タケベ ケイゾウ
2089 宮本 弘 ミヤモト ヒロシ
2090 田熊 慎太郎 タグマ シンタロウ
2091 小原 敏夫 オハラ トシオ
2092 川崎 洋平 カワサキ ヨウヘイ 無
2093 出岡 克司 イズオカ カツシ よくばり隊
2094 小司 隆信 ショウジ タカノブ
2095 谷川 旅帆 タニガワ タビホ
2096 渡邉 信 ワタナベ マコト 廣瀬建設工業
2097 上田 大史 ウエダ タイシ
2098 杉田 崇幸 スギタ タカユキ
2099 浅野 光 アサノ ヒカル
2100 奥寺 一平 オクデラ イッペイ
2101 田中 大輝 タナカ ダイキ 敦賀ジュニア
2102 大野 施文 オオノ セブン （有）京葉住宅
2103 東 秀祐 アズマ シュウスケ
2104 冨田 流石 トミタ サスガ ＴＥＡＭ　ＳＫＹ　ＫＹＯＴＯ
2105 山崎 翔太 ヤマザキ ショウタ 飯能ヤマノススメ連合
2106 臼山 利明 ウスヤマ トシアキ 東京海洋大学
2107 臼山 秀明 ウスヤマ ヒデアキ 常総学院高等学校
2108 小池 祐樹 コイケ ユウキ
2109 鳥山 芳雄 トリヤマ ヨシオ
2110 伊藤 喜紀 イトウ ヨシノリ
2111 安井 俊樹 ヤスイ トシキ
2112 堀尾 健太郎 ホリオ ケンタロウ
2113 安田 理登 ヤスダ リト
2114 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ
2115 塚田 基春 ツカダ モトハル
2116 隅 誠一郎 スミ セイイチロウ かみごうＲＡ
2117 伊藤 良典 イトウ ヨシノリ 一宮市消防本部
2118 小西 正隆 コニシ マサタカ
2119 中井 県次 ナカイ ケンジ
2120 平澤 稲世 ヒラサワ イナセ
2121 内田 展浩 ウチダ ノブヒロ （株）ミヤセ自動車
2122 井田 智也 イダ トモヤ
2123 三輪 克典 ミワ カツノリ
2124 岩松 剛平 イワマツ コウヘイ
2125 柳本 健太 ヤナモト ケンタ
2126 中西 敏矢 ナカニシ トシヤ
2127 前沢 琢磨 マエザワ タクマ たくまろ会
2128 鈴木 啓之 スズキ ヒロユキ
2129 新井 結士 アライ ユウシ 守屋山快速登山クラブ
2130 廣野 敬太 ヒロノ ケイタ
2131 小林 和重 コバヤシ カズシゲ
2132 西里 昇 ニシザト ノボル
2133 遠藤 拓美 エンドウ タクミ
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2501 中井 瑞希 ナカイ ミズキ ハルスポーツ
2502 牧野 夕子 マキノ ユウコ
2503 飯田 典子 イイダ ノリコ レインボウレインボウ
2504 深見 千晶 フカミ チアキ
2505 田村 光江 タムラ ミツエ エスリンズ
2506 内川 祥子 ウチカワ ヨウコ
2507 勝田 夏妃 カツダ ナツキ
2508 前田 真梨子 マエダ マリコ
2509 坂野 智絵 サカノ チエ ＃名古屋ｉｇランナーズ
2510 尾崎 陽子 オザキ ヨウコ
2511 鈴木 さより スズキ サヨリ
2512 市川 亜紗美 イチカワ アサミ セルベサ軍団
2513 山本 美由紀 ヤマモト ミユキ
2514 大掛 香織 オオガケ カオリ
2515 大掛 柚奈 オオガケ ユナ
2516 大掛 莉奈 オオガケ リナ
2517 波多野 由美子 ハタノ ユミコ
2518 堤 佳那 ツツミ カナ
2519 栗田 博恵 クリタ ヒロエ ΜΑС
2520 林 法子 ハヤシ ノリコ
2521 山本 洋子 ヤマモト ヨウコ
2522 神谷 令奈 カミヤ レナ
2523 有光 未亜 アリミツ ミア
2524 有光 佐知子 アリミツ サチコ
2525 早川 ひとみ ハヤカワ ヒトミ
2526 小林 季瑚 コバヤシ キコ
2527 松本 靖代 マツモト ヤスヨ
2528 高田 佳子 タカタ ケイコ 愛知陸協
2529 成田 綾加 ナリタ アヤカ
2530 佐藤 美智子 サトウ ミチコ
2531 宮田 弘子 ミヤタ ヒロコ 葛飾マイペースクラブ
2532 加藤 真理子 カトウ マリコ
2533 高木 智子 タカギ トモコ
2534 加々美 佳代 カガミ カヨ
2535 服部 夏恵 ハットリ カエ 殿町中学校
2536 飯島 朋子 イイジマ トモコ 狭山市民
2537 小野寺 早紀 オノデラ サキ 寒川町
2538 坂田 美千子 サカタ ミチコ
2539 山田 木實 ヤマダ コノミ 牛久走友会
2540 川合 桂子 カワイ ケイコ よくばり隊仮隊員
2541 飯森 有希子 イイモリ ユキコ
2542 岡本 悦子 オカモト エツコ
2543 上原 里恵 ウエハラ リエ
2544 奥寺 こゆき オクデラ コユキ
2545 青山 直美 アオヤマ ナオミ
2546 柘山 梓 ツゲヤマ アズサ
2547 金山 琳 カナヤマ リン 三雲中学校
2548 野中 由美 ノナカ ユミ エンドルフィン
2549 山田 太郎 ヤマダ タロウ
2550 北沢 伸子 キタザワ ノブコ
2551 斉藤 瑠奈 サイトウ ルナ 日本女子大学
2552 中井 恵美子 ナカイ エミコ
2553 前沢 晴香 マエザワ ハルカ たくまろ会
2554 金舛 真希 カネマス マキ
2555 前原 彩花 マエハラ アヤカ （有）京葉住宅
2556 矢澤 美紀 ヤザワ ミキ
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