
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 クラス 都道府県 所属 伴走者① ﾌﾘｶﾞﾅ 伴走者② ﾌﾘｶﾞﾅ 交代箇所 備考

4001 熊谷　豊 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾀｶ 30 男 T12 東京 三井住友海上

4002 高井　俊治 ﾀｶｲ ﾄｼﾊﾙ 32 男 T13 徳島 三好市陸協  

4003 羽立　祐人 ﾊﾀﾃ ﾏｻﾄ 45 男 T12 北海道 北極星AC 大槻　学 ｵｵﾂｷ ﾏﾅﾌﾞ 久村　幸己 ﾋｻﾑﾗ ｺｳｷ 20k

4004 高橋　勇市 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 53 男 T11 東京 三菱商事 宇部　達 ｳﾍﾞ ﾀﾂﾙ 足立　知弥 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾔ 20k

4005 山下　慎治 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ 35 男 T12 福岡 OBRC 野本　哲晃 ﾉﾓﾄ ﾃﾂｱｷ 坂梨　史典 ｻｶﾅｼ フミノリ 20k

4006 米岡　聡 ﾖﾈｵｶ ｻﾄﾙ 33 男 T11 東京 三井住友海上 後藤　壱 ｺﾞﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 宗形　淳史 ﾑﾅｶﾀ ｱﾂｼ 20k

4007 Speed Ian ｽﾋﾟｰﾄﾞ ｲｱﾝ 45 男 T12 AUS/宮崎 長友　諭 ﾅｶﾞﾄﾓ ｻﾄｼ 永嶋　義幸 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾕｷ 20k 欠場

4008 加治佐　博昭 ｶｼﾞｻ ﾋﾛｱｷ 44 男 T11 栃木 JBMA 石川　裕久 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾋｻ 北村　拓也 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 20k

4009 福原　良英 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 50 男 T11 東京 JBMA 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 浮津　康宏 ｳｷﾂ ﾔｽﾋﾛ 20k

4101 道下　美里 ﾐﾁｼﾀ ﾐｻﾄ 41 女 T12 福岡 三井住友海上 青山　由佳 ｱｵﾔﾏ ﾕｶ 志田　淳 ｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 20k

4102 西島　美保子 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 63 女 T12 福井 JBMA 溝渕　学 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ 鍵　修一 ｶｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 20k

4103 青木　洋子 ｱｵｷ ﾖｳｺ 42 女 T12 東京 NTTクラルティ 高田　裕之 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口　遥 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 20k

4104 藤井　由美子 ﾌｼﾞｲ ﾕﾐｺ 54 女 T12 滋賀 タイマーズ 上島　学 ｳｴｼﾏ ｶﾞｸ 武田　浩志 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 20k

4105 近藤　寛子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 52 女 T12 滋賀 滋賀銀行 川嶋　久一 ｶﾜｼﾏ ﾋｻｶｽﾞ 金子　太郎 ｶﾈｺ ﾀﾛｳ 20k

4106 金野　由美子 ｺﾝﾉ ﾕﾐｺ 56 女 T11 東京 JBMA 松浦　幸雄 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷｵ 柳澤　威臣 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹｵﾐ 20k

4107 井内　菜津美 ｲﾉｳﾁ ﾅﾂﾐ 29 女 T11 京都 わかさ生活 日野 未奈子 ﾋﾉ ﾐﾅｺ 鈴木　洋平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 20k

4108 鹿沼　由理恵 ｶﾇﾏ ﾕﾘｴ 37 女 T12 東京 ウィッツ

4109 西村　千香 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶ 46 女 T12 大阪 岸和田健康ク 久富　洋介 ﾋｻﾄﾐ ﾖｳｽｹ

4110 梶木　あや乃 ｶｼﾞｷ ｱﾔﾉ 20 女 T13 兵庫 JBMA

4111 和木　茉奈海 ﾜｷ ﾏﾅﾐ 19 女 T12 大阪 読売テレビ 石原　栄子 ｲｼﾊﾗ ｴｲｺ 近道　良行 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 20k
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