
2010.10.06現在

レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 井出 樹里 いで じゅり トーシンパートナーズ・チームケンズ 27 1983/06/09
2 足立 真梨子 あだち まりこ トーシンパートナーズ・チームケンズ 27 1983/07/21
3 上田 藍 うえだ あい シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター 26 1983/10/26
4 土橋 茜子 つちはし あかね トーシンパートナーズ・チームケンズ 24 1986/05/18
5 田中 敬子 たなか けいこ チームゴーヤー 26 1984/10/04
6 佐藤 優香 さとう ゆか トーシンパートナーズ・チームケンズ 18 1992/01/18
7 﨑本 智子 さきもと ともこ 日本食研 27 1983/01/28
8 中西 真知子 なかにし まちこ ベストアメニティ 34 1976/09/19
9 中島 千恵 なかしま ちえ トーシンパートナーズ・チームケンズ 27 1983/08/07
10 西 麻依子 にし まいこ 湘南ベルマーレ（L) 26 1984/10/12
11 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 19 1991/08/27
12 庭田 清美 にわた きよみ アシックス・ザバス 39 1970/12/10
13 菊池 日出子 きくち ひでこ 村上塾・ブレイブ 23 1986/12/04
14 川口 綾巳 かわぐち あやみ ウイングスTC 25 1985/02/07
15 佐藤 千佳 さとう ちか 神奈川県連合 24 1986/01/09
16 山本 奈央 やまもと なお 早稲田大学・チームケンズジュニア 19 1991/02/23
17 川島 えり かわしま えり 愛媛県協会 23 1986/12/06
18 平出 美雨 ひらいで みう チームゴーヤー 22 1988/06/04
19 太田 麻衣子 おおた まいこ 寒竹歯科医院・稲毛インター 25 1985/03/16
20 知花 果林 ちばな かりん チームゴーヤー（J) 18 1992/05/21
21 浅沼 美鈴 あさぬま みすず 茨城県協会 29 1981/04/03
22 竹元 久美子 たけもと くみこ 愛知県協会 27 1983/01/12
23 蔵本 葵 くらもと あおい 早稲田大学／学生連合 22 1988/09/11
24 伊藤 弥生 いとう やよい ウイングスTC 23 1987/03/13
25 川崎 由理奈 かわさき ゆりな 明治大学／学連 24 1986/08/10
26 川嶋 七彩 かわしま ななせ 順天堂大学／学連　 21 1989/06/18
27 沢田 愛里 さわだ あいり JR北海道（D) 30 1980/05/02
28 高野 紀子 たかの のりこ 兵庫県協会 32 1978/02/09
29 矢都木 靖子 やとぎ やすこ 東京都連合 22 1988/03/28
30 菅原 多美代 すがわら たみよ 日本女子体育大学／学生連合 21 1989/10/04
31 大松 沙央里 おおまつ さおり トヨタ車体(L) 28 1982/01/06
32 平松 智子 ひらまつ ともこ 愛知県協会 36 1974/01/12
33 広瀬 瑛美 ひろせ えみ 東北福祉大学／学生連合 23 1987/10/04
34 白井 真澄 しらい ますみ 埼玉県連合 24 1985/12/03
35 伊藤 喜志子 いとう きしこ 日本大学／学生連合 21 1989/09/14
36 藤田 真梨 ふじた まり 静岡県協会 24 1986/02/07
37 鈴木 まさみ すずき まさみ 福島県協会 34 1976/01/02
38 二分 陽子 にぶん ようこ 広島県協会 28 1982/03/13
39 戸田 光海 とだ ひろみ 愛知県協会 28 1982/09/26
40 遠藤 紗希子 えんどう さきこ 日本大学／学生連合 20 1990/10/10
41 松田 典子 まつだ のりこ 愛媛県協会 33 1977/08/31
42 森本 奈々 もりもと なな 兵庫県協会 36 1974/07/07
43 高嶺 直美 たかみね なおみ 東京都連合 23 1986/11/28
44 中島 聖子 なかじま せいこ 兵庫県協会 30 1979/12/25
45 境 優希 さかい ゆうき 九州共立大／学生連合 20 1990/07/19
46 梶田 舞 かじた まい 栃木県協会 23 1987/01/26
47 中原 恭恵 なかはら やすえ 千葉大学／学生連合 24 1986/08/05
48 貴田 真美 きだ まみ 群馬県協会 26 1984/03/29
49 塩田 久美子 しおた くみこ 同志社大学／学生連合 20 1990/07/31
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レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 田山 寛豪 たやま  ひろかつ NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員 28 1981/11/12
2 山本 良介 やまもと りょうすけ トヨタ車体 31 1979/05/17
3 細田 雄一 ほそだ ゆういち グリーンタワー・稲毛インター 25 1984/12/06
4 杉本 宏樹 すぎもと ひろき ルミナリア 28 1981/10/28
5 髙濵 邦晃 たかはま くにあき チームフォーカス・ボディチューン・KMS 31 1979/01/04
6 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 日本食研 31 1979/01/15
7 平野 司 ひらの つかさ ハンズ・スーア・稲毛インター 27 1983/04/28
8 下村 幸平 しもむら こうへい G.A.M 25 1985/09/24
9 遠藤 樹 えんどう たつき 東京都連合 20 1990/03/04
10 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 湘南ベルマーレ 23 1986/11/20
11 武友 潤 たけとも じゅん ウイングスTC 26 1984/09/17
12 椿 浩平 つばき こうへい 村上塾・ブレイブ 18 1991/12/23
13 井上 一輝 いのうえ かずき 東京都連合 28 1982/10/17
14 福井 英郎 ふくい ひでお トヨタ車体 33 1977/09/25
15 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 早稲田大学・ブレイブ北摂ヤオロジック 19 1991/05/18
16 小池 賢 こいけ けん 稲毛インター 31 1978/12/26
17 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 稲毛インター 25 1985/05/08
18 細田 貴茂 ほそだ たかし 埼玉県連合 20 1989/12/27
19 犬童 太一 いぬどう たいち 東京ヴェルディ 27 1983/03/31
20 工藤 駿 くどう しゅん チームケンズ練習生 20 1990/10/01
21 岩井 信二 いわい しんじ 愛媛県協会 29 1981/10/16
22 池 隆礼 いけ たかゆき チームゴーヤー（J) 19 1991/08/27
23 堤 啓 つつみ ひろし 専修大学・東京ヴェルディ 19 1991/03/01
24 竹内 鉄平 たけうち てっぺい 愛知県協会 33 1976/12/06
25 外山 高広 とやま たかひろ 埼玉県連合 26 1983/10/18
26 宇都宮 涼太 うつのみや りょうた 佐賀県協会 21 1989/07/16
27 疋田 浩気 ひきだ ひろき 静岡県協会 38 1972/05/03
28 平松 弘道 ひらまつ こうどう サニーフィッシュ(D) 30 1980/07/19
29 中込 英夫 なかごめ ひでお 神奈川県連合 43 1967/04/27
30 相楽 龍也 さがら たつや 東北大学／学生連合 24 1986/09/01
31 大村 貴則 おおむら たかのり 富山県協会 34 1975/11/20
32 宮﨑 友和 みやざき ともかず 熊本県連合 30 1980/04/16
33 中井 啓太 なかい けいた 三重県協会 28 1982/09/11
34 倉内 誠司 くらうち せいじ 愛知県協会 26 1984/02/25
35 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学生連合 21 1989/04/30
36 長谷川 健 はせがわ けん 山形県協会 29 1981/08/23
37 石橋 健志 いしばし たけし 同志社大学／学生連合 21 1989/08/26
38 藤本 貴史 ふじもと たかひと 東北大学／学生連合 22 1988/05/16
39 原田 隆史 はらだ たかふみ 神奈川県連合 33 1976/11/10
40 栗原 正明 くりはら まさあき 国士舘大学／学生連合(D) 23 1987/07/05
41 三宅 真一 みやけ しんいち 香川県協会 34 1975/11/29
42 樋口 玲士 ひぐち れいし 福岡県連合 28 1982/07/26
43 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき 愛知大学／学生連合 22 1988/05/30
44 川端 大介 カワバタ ダイスケ 鳥取県協会 30 1980/04/15
45 川村 好平 かわむら こうへい 東京都連合 25 1985/09/03
46 岡本 治樹 おかもと はるき 滋賀県協会 32 1978/08/19
47 笠井 拓馬 かさい たくま 同志社大学／学生連合 20 1990/06/28
48 福元 哲郎 ふくもと てつろう 広島県協会 38 1972/06/23
49 米田 敬 よねだ けい 慶応義塾大学／学生連合 23 1987/06/11
50 櫛田 宣善 くしだ のぶよし 愛知県協会 26 1983/11/16
51 津和野 太史 つわの たいし 広島県協会 26 1984/03/17
52 鈴鹿 将樹 すずか まさき 愛媛県協会 40 1970/10/10
53 小林 歩 こばやし あゆむ 広島県協会 21 1989/10/12
54 小山 慶太 こやま けいた 北海道連合 26 1983/12/07
55 北方 則康 ほっぽう　のりやす 石川県協会 37 1973/04/10
56 寺田 信哉 てらだ しんや 神奈川県連合 30 1980/05/31
57 石塚 祥吾 いしつか しょうご 神奈川大学／学生連合 21 1989/10/03
58 末岡 瞭 すえおか りょう 立命館大学／学生連合 20 1990/09/26
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