
第4回 ベーカリーでＲＵＮデブ～？

◆ 2km 女子
1 井上 亜耶 イノウエ アヤ
2 井原 美穂子 イハラ ミホコ
3 上田 美希 ウエダ ミキ
4 上田 悠衣花 ウエダ ユイカ
5 上村 真紀 ウエムラ マキ
6 大西 美保 オオニシ ミホ
7 岡崎 智微 オカザキ トモミ
8 川上 美幸 カワカミ ミユキ
9 白川 佳代 シラカワ カヨ
10 林 加奈子 ハヤシ カナコ
11 福冨 詩織 フクトミ シオリ
12 福冨 智子 フクトミ トモコ
13 藤原 汐央香 フジワラ シオカ
14 山野 澄子 ヤマノ スミコ

◆ 2km 男子
51 上田 宗志 ウエダ タカシ
52 上田 耀大 ウエダ ヨウタ
53 尾上 貞雄 オノエ サダオ
54 尾上 晴彦 オノエ ハルヒコ
55 元治 英隆 ゲンジ ヒデタカ
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◆ 5km 女子
101 赤羽 真衣 アカバネ マイ
102 秋谷 真子 アキヤ マサコ
103 泉 千裕 イズミ チヒロ
104 稲田 江美 イナダ エミ
105 今村 茉布子 イマムラ マユコ
106 岩松 温子 イワマツ アツコ
107 内海 友貴 ウツミ ユキ
108 鵜野 弘子 ウノ ヒロコ
109 大南 智美 オオミナミ サトミ
110 小田 彩絵子 オダ サエコ
111 片山 佳奈 カタヤマ カナ
112 片山 智子 カタヤマ トモコ
113 加藤 英子 カトウ エイコ
114 狩谷 めぐみ カリヤ メグミ
115 楠田 多恵子 クスダ タエコ
116 國吉 桂 クニヨシ カツラ
117 小泉 玲奈 コイズミ レイナ
118 小谷 景子 コタニ ケイコ
119 小谷 陽向 コタニ ヒナタ
120 小谷 真由美 コタニ マユミ
121 権藤 有実子 ゴンドウ ユミコ
122 坂上 史 サカウエ フミ
123 坂本 未香子 サカモト ミカコ
124 相良 加奈子 サガラ カナコ
125 皿池　有可 サライケ　ユカ
126 志藤 陽子 シトウ ヨウコ
127 芝 雅子 シバ マサコ
128 角田 綾子 スミダ アヤコ
129 竹本 千佳子 タケモト チカコ
130 塚本 尚美 ツカモト ナオミ
131 土居 雅美 ドイ マサミ
132 永谷 万寿美 ナガタニ マスミ
133 中野 麻美 ナカノ アサミ
134 西垣 真美 ニシガキ マミ
135 野口 美幸 ノグチ ミユキ
136 馬場 孝子 ババ タカコ
137 春増 めぐみ ハルマシ メグミ
138 廣岡 真理 ヒロオカ マリ
139 福重 有紀子 フクシゲ ユキコ
140 舩波 直子 フナバ ナオコ
141 古屋 ゆか フルヤ ユカ
142 細谷 真由美 ホソタニ マユミ
143 松田 明美 マツダ アケミ
144 松田 明日香 マツダ アスカ
145 丸子 幸美 マルコ ユキミ
146 三木 佳世子 ミキ カヨコ
147 山肩 一美 ヤマガタ カズミ
148 山田 泉 ヤマダ イズミ
149 山本　華奈子 ヤマモト　カナコ
150 吉田 美樹 ヨシダ ミキ

◆ 5km 男子
201 伊木 輝幸 イギ テルユキ
202 稲田 佳紀 イナダ ヨシノリ
203 岩城 大士 イワキ ヒロシ
204 岩瀬 操 イワセ ミサオ
205 上村 和義 ウエムラ カズヨシ
206 大西 憲二 オオニシ ケンジ
207 狩谷 正和 カリヤ マサカズ
208 小谷 旺輔 コタニ オウスケ
209 小谷 若葉 コタニ ワカバ
210 齋藤　太一 サイトウ タイチ
211 新川 雅之 シンカワ マサユキ
212 角田 浬一 スミダ リイチ
213 高尾 龍雄 タカオ タツオ
214 谷村 俊弥 タニムラ トシヤ
215 塚本 光矢 ツカモト コウヤ
216 中川 春樹 ナカガワ ハルキ
217 中島 幹人 ナカジマ ミキヒト
218 馬場 信芳 ババ ノブヨシ
219 古屋 日出男 フルヤ ヒデオ
220 星 誠 ホシ マコト
221 丸子 広史 マルコ ヒロシ
222 三村 考秀 ミムラ タカヒデ
223 宮田 裕介 ミヤタ ユウスケ
224 山本 昇 ヤマモト ノボル
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◆ 10km 女子
301 相原 妃登美 アイバラ ヒトミ
302 浅野 ひろ子 アサノ ヒロコ
303 足立 佳穂 アダチ カホ
304 池内 由紀子 イケウチ ユキコ
305 石塚 真由美 イシヅカ マユミ
306 井田 佳也子 イダ カヤコ
307 市川 祐子 イチカワ ユウコ
308 井上 真里 イノウエ マリ
309 井上 由美 イノウエ ユミ
310 植村 恵子 ウエムラ ケイコ
311 浦野 明日香 ウラノ アスカ
312 大高 美幸 オオタカ ミユキ
313 大谷 早苗 オオタニ サナエ
314 大塚 圭子 オオツカ ケイコ
315 大野 香織 オオノ カオリ
316 大房 恵 オオフサ メグミ
317 岡田 あかり オカダ アカリ
318 陰山 陽子 カゲヤマ ヨウコ
319 勝見 貢子 カツミ ミツコ
320 北野 香織 キタノ カオリ
321 木下 早苗 キノシタ サナエ
322 木村 久美子 キムラ クミコ
323 許 佳織 キヨ カオリ
324 久保 紀子 クボ ノリコ
325 小口 睦子 コグチ ムツコ
326 坂口 知子 サカグチ トモコ
327 坂西 菫 サカニシ スミレ
328 佐々木あやか ササキ　アヤカ
329 佐藤 奈緒美 サトウ ナオミ
330 佐藤 諭香 サトウ ユカ
331 澤渡 亜耶 サワタリ アヤ
332 丞々 美和 ジョウジョウ ミワ
333 新熊 加代 シンクマ カヨ
334 大道 智香 ダイドウ チカ
335 高出 裕子 タカデ ユウコ
336 竹内舞依子 タケウチマイコ
337 谷口 さやか タニグチ サヤカ
338 谷山 裕子 タニヤマ ユウコ
339 辻 瑞希 ツジ ミズキ
340 橋本 まどか ハシモト マドカ
341 橋本 実佳 ハシモト ミカ
342 馬生 美恵子 バシヨウ ミエコ
343 原田　真里 ハラダ　マリ
344 寳田 温子 ホウダ アツコ
345 升田 帆南 マスダ ホナミ
346 松村 恵子 マツムラ ケイコ
347 真鍋 明子 マナベ アキコ
348 宮下 佳純 ミヤシタ カスミ
349 村井 春菜 ムライ ハルナ
350 森内 美由紀 モリウチ ミユキ

351 茂呂 直子 モロ ナオコ
352 山田 愛可 ヤマダ マナカ
353 山田 美幸 ヤマダ ミユキ
354 山本 サチヨ ヤマモト サチヨ
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◆ 10km 男子
401 相原 正太郎 アイハラ ショウタロ
402 池田 晃幸 イケダ テルユキ
403 今井 涼太 イマイ リョウタ
404 上田 昭宏 ウエダ アキヒロ
405 大熊 裕之 オオクマ ヒロユキ
406 大槻 裕紀 オオツキ ヒロキ
407 大谷内 健児 オオヤチ ケンジ
408 岡本 哲 オカモト サトシ
409 片山 明 カタヤマ アキラ
410 片山 隆司 カタヤマ タカシ
411 金森 淳 カナモリ ジュン
412 川咲 亮司 カワサキ リョウジ
413 河原 治 カワハラ オサム
414 岸本 一真 キシモト カズマ
415 岸本 昌之 キシモト マサユキ
416 喜多 泰友 キタ ヤストモ
417 木村 響 キムラ ヒビキ
418 木元 秀剛 キモト ヒデタカ
419 車田 毅文 クルマダ タケフミ
420 小久保 映冶 コクボ エイジ
421 小林 栄之 コバヤシ エイジ
422 古舘 勇 コヤカタ イサム
423 齊藤 雅彦 サイトウ マサヒコ
424 斎藤 満 サイトウ ミツル
425 櫻木 翔太 サクラギ ショウタ
426 佐々木 宏洋 ササキ コウヨウ
427 末神 公之 スエガミ ヒロユキ
428 高田 武之 タカダ タケシ
429 高見 芳浩 タカミ ヨシヒロ
430 田中 勝隆 タナカ カツタカ
431 津波 丈雄 ツナミ タケオ
432 富田 晃圭 トミタ アキヨシ
433 冨永 淳 トミナガ アツシ
434 中井 博之 ナカイ ヒロユキ
435 中川 真哉 ナカガワ シンヤ
436 中谷 徹 ナカタニ トオル
437 西川 和宏 ニシカワ カズヒロ
438 馬生 良則 バシヨウ ヨシノリ
439 畑中 宏之 ハタナカ ヒロユキ
440 服部 晃児 ハットリ コウジ
441 福冨 慎太郎 フクトミ シンタロウ
442 福冨 立樹 フクトミ タツキ
443 藤田 直也 フジタ ナオヤ
444 富士原 重正 フジハラ シゲマサ
445 平郡 干敬 ヘグリ カズヒロ
446 舛形 剛 マスガタ ツヨシ
447 町井 厚志 マチイ アツシ
448 松浦 伸太郎 マツウラ シンタロウ
449 八木 恒 ヤギ ヒサシ
450 八木 祐二 ヤギ ユウジ

451 山本 孝 ヤマモト タカシ
452 山本 浩之 ヤマモト ヒロユキ
453 吉田 豊誠 ヨシダ トヨセイ
454 米澤 敦史 ヨネザワ アツシ
455 和田 有平 ワダ ユウヘイ
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◆ 20km 女子
501 石黒 美恵 イシグロ ヨシエ
502 氏林　優佳 ウジバヤシ　ユカ
503 亀澗 桜 カメタニ サクラ
504 木戸 典子 キド ノリコ
505 木村 唯 キムラ ユイ
506 栗山 陽佳 クリヤマ ハルカ
507 鮫島 由加子 サメシマ ユカコ
508 静岡 実咲 シズオカ ミサキ
509 嶋﨑 昌美 シマザキ マサミ
510 清水 真衣子 シミズ マイコ
511 下村 祐理子 シモムラ ユリコ
512 反橋 七海 ソリハシ ナナミ
513 大堂 尚子 ダイドウ　ナオコ
514 田川 奈央 タガワ ナオ
515 竹中 美智代 タケナカ ミチヨ
516 竹本 真理 タケモト マリ
517 立石 薫 タテイシ カオル
518 田中 久子 タナカ ヒサコ
519 田中 美由記 タナカ ミユキ
520 谷口 百香 タニグチ モモカ
521 田端 久美 タバタ クミ
522 鶴見 奈津子 ツルミ ナツコ
523 寺尾 成美 テラオ ナルミ
524 中村 千乃 ナカムラ チノ
525 中村 律子 ナカムラ リツコ
526 藤井 慶子 フジイ ケイコ
527 藤田 裕子 フジタ ユウコ
528 松本 由夏 マツモト ユカ
529 三角 真由 ミスミ マユ
530 宮下 留実 ミヤシタ ルミ
531 森田 佳英子 モリタ カエコ
532 柳田 あさみ ヤナギダ アサミ
533 山本 聡華 ヤマモト サトカ
534 脇元　尚子 ワキモト　ヒサコ

◆ 20km 男子
601 藍原 将史 アイハラ マサフミ
602 生嶋 裕行 イクシマ ヒロユキ
603 生田 雅之 イクタ マサユキ
604 石田 裕樹 イシダ ヒロキ
605 石原 靖博 イシハラ ヤスヒロ
606 角田 洋介 カクダ ヨウスケ
607 神山 大典 カミヤマ ダイスケ
608 北川 和彦 キタガワ カズヒコ
609 千原 日秀 チハラ トモヒデ
610 塚本 崇義 ツカモト タカヨシ
611 中島 賢二 ナカジマ ケンジ
612 畑中 健一 ハタナカ ケンイチ
613 原 基 ハラ モトイ
614 古川 芳樹 フルカワ ヨシキ
615 堀野 滋和 ホリノ シゲカズ
616 松尾 賢志 マツオ ケンジ
617 松本 健伸 マツモト タケノブ
618 宮崎 翔伍 ミヤザキ ショウゴ
619 吉川 朋宏 ヨシカワ トモヒロ
620 吉富 大芝 ヨシトミ ヒロシ
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◆ 30km 女子
701 飯田 直子 イイダ ナオコ
702 臼杵 裕子 ウスキ ユウコ
703 岸 淳子 キシ ジュンコ
704 河本歩美 コウモト　アユミ
705 古川 由紀 コガワ ユキ
706 小谷 美優香 コタニ ミュウカ
707 近藤 歩 コンドウ アユミ
708 近藤 円 コンドウ マドカ
709 高田 智枝 タカダ チエ
710 高橋 明日香 タカハシ アスカ
711 谷口 つぐみ タニグチ ツグミ
712 野村 知佐 ノムラ チサ
713 早川 沙織 ハヤカワ サオリ
714 東 敦子 ヒガシ アツコ
715 宮本 悦子 ミヤモト エツコ
716 山下 奈々 ヤマシタ ナナ

◆ 30km 男子
801 青木 崇晃 アオキ タカアキ
802 雨宮 匡希 アメミヤ マサキ
803 池田 佳右 イケダ ケイウ
804 石塚 貴義 イシヅカ タカヨシ
805 石渡戸 紘 イシワタリト ヒロシ
806 磯野 信康 イソノ ノブヤス
807 井上 英俊 イノウエ ヒデトシ
808 梅田 淳 ウメダ アツシ
809 梅田 昌彦 ウメダ マサヒコ
810 海老名 弘臣 エビナ ヒロオミ
811 大塚 真弘 オオツカ マサヒロ
812 岡本 泰弘 オカモト ヤスヒロ
813 小川 恒 オガワ ヒサシ
814 小坂田 明成 オサカダ アキノリ
815 片山 潤 カタヤマ ジュン
816 勝村 輝幸 カツムラ テルユキ
817 上地 正人 カミジ マサト
818 神谷 紘一郎 カミヤ コウイチロウ
819 川上 祐司 カワカミ ユウジ
820 北村 亮 キタムラ リョウ
821 桑垣 智志 クワガキ サトシ
822 島 裕介 シマ ユウスケ
823 住友 秀正 スミトモ ヒデマサ
824 角谷 顕人 スミヤ アキヒト
825 谷口 拓 タニグチ タク
826 田端 重樹 タバタ シゲキ
827 田渕 昭仁 タブチ アキヒト
828 道家 尚崇 ドウケ ナオタカ
829 徳留 源 トクトメ ハジメ
830 徳久 和展 トクヒサ カズノブ
831 中井 優 ナカイ マサル
832 永江 和久 ナガエ カズヒサ
833 中野 康三 ナカノ コウゾウ
834 西川 邦明 ニシカワ クニアキ
835 西川 竜也 ニシカワ タツヤ
836 野中 隆行 ノナカ タカユキ
837 早野 晋 ハヤノ ススム
838 平岡 史人 ヒラオカ フミト
839 藤井 一生 フジイ カズオ
840 藤井 大輔 フジイ ダイスケ
841 藤原 伸太郎 フジワラ シンタロウ
842 細川 和洋 ホソカワ カズヒロ
843 堀上 賢二 ホリガミ ケンジ
844 堀川 真 ホリカワ マコト
845 前田 佳蔵 マエダ ヨシゾウ
846 松尾 真一 マツオ シンイチ
847 宮地 亮輔 ミヤチ リョウスケ
848 森田 進 モリタ ススム
849 森脇 健介 モリワキ ケンスケ
850 谷戸 克匡 ヤト カツマサ
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851 山内 一也 ヤマウチ カズヤ
852 山﨑 守 ヤマザキ マモル
853 山下 和志 ヤマシタ カズシ
854 横山 公一 ヨコヤマ コウイチ
855 吉田 好範 ヨシダ ヨシノリ
856 吉冨 和雄 ヨシトミ ヤスオ
857 吉本 頌太郎 ヨシモト ショウタロウ
858 吉本 匡利 ヨシモト マサトシ
859 脇坂 和秀 ワキサカ カズヒデ


