
第3回 UP RUN葛飾区荒川河川敷堀切橋大会 2017/2/5開催
ミニマラソン　18名 5km　9名 10km　23名 15km　13名 ハーフマラソン　51名 フルマラソン　80名

新井 優花 磯 政高 磯　誠太郎 佐々木 愛 内山 直人 石井 修 石田 恭子 飯寄 菜穂子
新井 彩希 大泉 忠雄 大泉奈央 辻本 香緒里 浦部 知水 岩村 真奈美 遠藤 義弘 石川 裕康
磯　千波 小川 直哉 小川　冴就 中村 真子 衛藤 豊 小澤 良往 大泉 忠雄 伊藤 直樹
今城 歩 斉藤　貞昭 齋藤　令 西岡 樹輝 大塚 陽介 小林 竜弥 大嶋 澄子 岩元 直也
薄井友紀子 斉藤　貞昭 齋藤　令 星野 智夫 菊地 稔 笹岡 一寛 大村 友紀子 碓井鉄雄
大給　真生 酒徳拓郎 酒徳悠 三柴 広 栗栖貴紀 里中英二 岡田 浩平 大瀧 秀樹
加藤　大雅 佐太木 真 佐太木晄 棟 達也 小林 聡子 篠田 昌泰 恩田裕也 大音 光生
佐藤 郁孝 高口徹平 高口心優 吉川 嘉彦 佐藤 耕太 高野 学 加藤 美紀 大橋 耕
汐沢和真 高口七生 高口颯月 渡邉 幸枝 重松 直子 竹内 大貴 甲谷 泰介 尾澤孝博
西岡 楓真 竹重 祐二 竹重大輝 重松 賢 都築妃南乃 沓掛 啓介 尾関 武志
西本 裕太郎 下向 一宇 長谷川舞衣 久保田 かおる 小野　肇
西本 泰憲 菅原 和彦 福島 陽太 黒澤 一郎 梶山 央人
花田 采沙 高橋 亨 古田ユリナ 小林 徹 加藤 靖宏
本多 莉子 高橋 健人 近藤賢匠 金子 道浩
本道 秀昭 高畠 龍輔 齊藤 洋平 加納 康一
本道 やや 田ヶ谷 公雄 栄 健一郎 神代 啓
本道 らら 田澤 正元 佐藤 利恵 山口 健太
矢島悠希 伴 勇紀 佐藤　郁生 神田 駿介

藤原 悠以 渋谷 英二 貴達 俊徳
森本 華世 島垣 智成 熊谷友希
吉田 武史 島根 健嗣 コーレス レスリー
吉永 友哉 鈴木 隆弘 小金丸 剛志
渡邊貴美 鈴木仁子 小林 知史

世古 成行 佐藤 文佳
高田香 佐藤 秀治
高野 洋平 佐藤 雄樹
高橋 晃 佐藤 建吾
鶴尾 弘樹 佐藤　明
富岡 規雄 佐藤　裕隆
冨田 翔太 鮫島 創
友寄 孝信 菅原 健
中村卓史 杉山　靖彦
中村正敏 長尾 康弘
西岡 直樹 瀬沼 雄二
二宮 啓彰 宋基央
林 拡志 高須 幸治
左 元 高橋 泰成
平沼 烈 高橋 章哲
平湯 文子 竹内 達也
福島有人 照内 義明
堀 彩菜絵 冨田 直子
堀拔 功二 富塚 映子
堀拔 文香 なお
前原 章人 中村 裕
牧野 哲也 中村 真
松尾 裕一郎 楡井勉
松岡 正和 野口 謙司
宮下 利治 野口 雄一
湯澤　一也 袴田　和憲

親子マラソン　20名



ミニマラソン　18名 5km　9名 10km　23名 15km　13名 ハーフマラソン　51名 フルマラソン　80名親子マラソン　20名
吉岡 伸明 長谷川　聖子
渡邊 碧人 馬場 宏治

馬塲 清彦
林 秀紀
原 拓志
韓　朱仙
平堀　剛
平堀　かおる
藤田 大志
保川 朋成
細谷 順二
真栄城 隆信
松永 陸
真野 眞念
三上 亜紀子
水村 幸之助
水本 会人
村瀬 篤
村地 哲徳
望月良真
望月良真友人
望月良真友人
望月良真友人
森 秀一
茂利　憲一
山下　理恵子
横井 弘文
吉江俊一
吉崎 太清
若狭 康平
和田 智代江


