
第1回 UP RUN川崎多摩川河川敷マラソン大会 2017/1/28開催
ミニマラソン　9名 5km　30名 10km　69名 15km　17名 ハーフマラソン　123名 フルマラソン　123名

池上　達大 合場 邦章 合場 杏 江口　輝 秋田佳美 青竹 峻太郎 阿部 大介 相原 恵
石垣聡志 阿部 光 阿部 晃樹 大神 雄介 秋田佳美友人 新垣ユキ 新井 弘一郎 青木達也
石川 舞 石井 健一郎 石井 美佳 大高 健二 安達晶子 石井 張愛 荒川 智之 青木達也友人
太田真依子 大島聡仁 大島颯斗 蕪 良幸 新井 祐太 金子 幸雄 飯田　拓郎 青木達也友人
小野　雅臣 大槻　富士夫 大槻　壮弥 黒崎文広 蟻川 典佳 神野 かおり 伊賀叡一 青木達也友人
加藤　大雅 大西哲史 大西杏佳 古舘雄一 池田 茂 木村 達徳 池尻 敏広 青木達也友人
後藤　優陽 岡 達生 岡 笑実子 小林　さゆり 池田 弘子 黒岩 俊郎 池田 康己 秋元 泉
鈴木 絵里加 鬼塚　健 鬼塚　修 佐藤 奈美 一瀬　健 齋藤　真 石嶋 宏之 朝隈真二
福士　香澄 杉田 明典 杉田 絢菜 佐藤ひかり 井手 隆裕 齋藤　奈津子 市原　加奈子 伊賀叡一

鈴木 毅 鈴木 秀星 ＳＩＲＫＫＡＫＡＡＲＩＮＡ 岩瀬　絢子 佐々木 良章 泉　誠司 生駒 眞知子
鶴川 靖浩 鶴川紗代、鶴川小華(女児8歳) ＳＩＲＫＫＡ ＤＯＵＧＬＡＳ 岩田 貴一 鹿野 泰子 泉　淳郎 石津 健二
中川　勝 中川　夏綸 鈴木　嶺大 岩田俊介 辻　さつき 伊東 宏晃 石森 光輝
平田 訓 平田 颯 関　良介 氏家 三仁 松澤貴久子 伊藤 駿 石山 理一
末澤　慶輝 末澤　瑞規 田崎　雄一 海老名 敦 松嶋 徹 今泉英俊 板谷　喜人
松原奈穂子 松原貴奈子 田崎　真妃 大神　正太郎 山田　彩季 岩田秀大 稲塚 雅一
樅山　真吾 樅山　創一 邉田 達美 尾崎　央 渡壁 サンドラ 岩野 淳一 猪熊亮佑

松浦　勇 小田原　保 渡辺 将悟 Ｗｉｌｓｏｎ Ｆｒｅｄ 猪熊亮佑友人
松橋 純裕 鬼塚　美穂 植松 高志 岩城 紀夫
松橋莉子 甲斐 直行 宇治詩織 上田 香惟
山本 珠希弥 加古 直幸 内田 裕子 上野諒一
山本あかり 川添 勇 梅田 健介 上村 成彦
山本知也 岸 正恵 梅田 敏哉 江川 雄三
横田香澄 清永小雪 越後屋 和広 江口靖明
横田泰之 九島 賢太 遠藤 勝男 大橋　桃子
横張 裕子 國本ひろみ 岡部 勇士 蔭地 和成
米本　晋 厚東 進太郎 岡村ひかり 開 輝文
米山 慶 木畑実麻 岡本 雅 片岡 聡
米山 慶友人 佐野 円香 奥貫 壮史 加藤 丈登
渡邊 尭宣 篠原 一 奥村 佳代 金子 明弘
渡部 真人 清水 賢一 片山 弘基 神山 貴史

徐芸萌 勝又 大介 川上 建二
詫間 博子 加藤 涼 川上 賢治
立花 瑛里 加藤　高志 木村　敬
立花 瑛里友人 金指 恵太 清野 則夫
田中　大樹 亀井匠 九重 仁美
田鍋すみれ 亀崎　宏行 工藤 理夫
辻井 豊英 亀森 和博 窪田 一男
角田ひとみ 川地 康治 窪田　昌弘
寺田全之 川村しおり 熊切 宜孝
戸高　慶子 岸田 尚明 蔵元 学
内藤　雅之 北爪 隆 権藤聡志
中西　洋輝 Kingsbury　Roselle 小池 覚
中村 寛大 見城 克之 小谷 敏也
中山 博之 小島 弘 小林 將訓
平川　薫 小林 寛 小林　充
福澤勇武 小山　ひかり 小山 文成
福澤友人 齊藤 隆広 近藤 威
福澤友人 佐久間 浩司 近藤 有希
福原緑 佐々木 香織 今野 啓一

親子マラソン　33名



ミニマラソン　9名 5km　30名 10km　69名 15km　17名 ハーフマラソン　123名 フルマラソン　123名親子マラソン　33名
藤田希紘 佐藤 浩孝 佐久間　博
藤野 香理 三瓶 勝也 笹川 哲雄
藤森 弘道 島村 啓周 佐々木 雅浩
藤生 泰山 清水 里夏 佐藤 公彦
藤原 あずさ 白井淳平 佐藤 佳哉
松倉 和彦 新庄 晶太 佐藤 晃大
松坂泰明 菅原 大助 柴田 一也
松下太郎 鈴木 章嗣 柴田 浩二
松本 信喜 鈴木真由子 杉山剛志
矢代　彌一 Ｔｈｅｉｎ ＫｙａｗＳｏｅ 鈴木 英樹
安田 未央 関口 勝 鈴木 隆志
安田真帆 関山 健蔵 須田 則子
山家 匠 高野信泰 住田　晴慶
山口 祐二 高橋　慶 瀬在 祥生
山口秩香子 高橋　和輝 高木 薫
山口修 高宮城 正 高野 正寿
山下　諒 田崎雄一 高野 真理子
横井 修二 立野 信之 田中航祐
横山 大介 田中 宏一 玉井 久嗣
若林 直紀 田中 麻衣子 千葉 兼嗣

田中 正良 坪井聡
田中章裕 戸井田 淳史
田中　詩乃 鳥海　達矢
田中瑛子 永井 一俊
田畑光美 中西 敏夫
玉田　圭 中根　遼
角田昌幸 中野 和久
ツルミ ヤスオ 中畑 蓮
徳永 一希 並木 太郎
永田 敏之 仁井 菜摘
中野 隆之 二階堂 堯
中野 樹 西浦 巧
中村 満男 西元 貴志
中村卓史 野崎 哲也
野澤　善忠 野網 恵也
昇 一哉 能登賢一
ＰＡＲＫ ＫＹＯＮＧＣＨＩＬ 野村 陽明
羽佐田 康弘 橋本 数仁
蓮沼 貴宏 橋本 隆正
早野 哲 橋本 耕輔
原 志朗 林 信行
原田良一 原 章二
菱田 郷史 原 康行
福谷 充広 原田 誠
藤田 政史 春田 潤一郎
藤村 ゆかり 久村 修一
別所　誉功 深澤 美奈子
堀川 太郎 冨本　まさき
本多 政史 堀江 利也
増子 智子 堀場 琢磨



ミニマラソン　9名 5km　30名 10km　69名 15km　17名 ハーフマラソン　123名 フルマラソン　123名親子マラソン　33名
町野 智史 益子 英樹
松岡 秀 松浦 崇
松下 仁 宮崎 秀
マツモト マサフミ 宮崎 佳久
水口 津奈子 宮城　雄作
三井輝夫 牟田口 元
宮本 英行 宗像 秀明
最上 修 村上 武志
森田　真一 村地 哲徳
矢島忠士 茂木 恒治
山上 正芳 持田 智裕
山口 達也 望月　晃
ヤマグチ トシマサ 矢内 敬子
山崎 恵理菜 谷口 至
山田祥作 柳沢 幹雄
山本 雄一 矢野太朗
横町 暢洋 山下 博隆
横山 剛大 山田　龍彦
吉田 光恵 山田　真一
吉田周平 山元 明
若宮　強 横山 敦史
和田 武彦 吉田 陽介
渡邉 啓二 吉藤 寛樹
渡部　真人 渡邊琢也


