
第4回 UP RUN葛飾区荒川河川敷堀切橋大会
5km 10km 15km ハーフ フル ミニ

矢野 悌子 山口 大輔 横田 好男 鈴木 千佳 東 祐二 大泉 忠雄 大泉 奈央 西本 泰憲

佐々木 克 高柳 善信 長田 高志 高宮城 正 谷 優 大高 拓也 大高 大和 西本 裕太郎

小川 健 原田 和宏 上村 絵理香 瀧川 誠 岡田 和敏 佐野 勝功 佐野 祐輝 中村 文哉

毛利　あけみ 野口 泰弘 奥田 瑠美 横田 徳靖 井出 純正 角田 好隆 角田 佳織 坂牧 将太

吉田　寿文 長田 かおり 宮原 秀夫 片山 秀樹 笛木 哲也 長藤 健 長藤 聖 上田 千明

勝俣　景登 緒方 昭尚 藤本　慧悟 下山 均 鈴木 冊子 安原 愛 安原 涼泰 小原 恵美

杉本 真人 仙波 夢栞 茅野 康明 蔭地 和成 柿本 将太 柿本 彩名 小川 直希

薄井友紀子 上村 絹代 蓮見 寿美 佐藤 博 草本一光 草本十聖 小川 知之

石出義貞 瀧川 友子 小林 徹 奥野 隆男 篠部 渉 篠部 愛理

水野  夕紀子 飯田 美嘉 仁田 光治 東江 広明 関 季和 関 勝太

水野 夕紀子友人 後藤 慎一 鈴木 潤 熊谷 賢一 草野恵子 草野こころ

佐藤志織 飯島 幸恵 佐藤 恵利 磯部 修一 宮崎智裕 宮崎有宇

本田しおり 上田 幸子 池田 泰介 古市 浩司 宮崎和美 宮崎真宙 

下田蓮 森内 荘太 堀川 邦武 松田 亜希子 金澤 伸晃 金澤 颯汰

山本 恵 守泉 光江 野崎 秀史 横山幸枝 横山海夏斗

豊永　雅子 大堀 正勝 長山 剛 角田 好隆 角田 佳織

ハメリン　ブルーノ 内野 秀夫 茂木 恒治

清水　一仁 友野 将 新田 伸一郎

渡辺　広美 河本 怜子 須田 紳一

亀井　俊介 関 新之介 伊藤 和裕

堀井　達也 梁木 理史 井上 範久

和田　清香 林 和良 萬谷 仁

滝沢　頼子 井出 啓司 橋本 幸道

相澤　優志 宋 麗敏 永妻 孝友

佐藤　健太 各務 隼人 竹原 悟史

高橋　健二 堀 彩菜絵 及川 義弘

亀井　るい子 矢野 雅之 林 秀紀

日下部 勇起 吉田 浩 浅野 剛之

雨宮 匠 三浦 洋人 小栗 裕介

山縣智大 佐治 悠自 マニャーニ マルコ

親子



5km 10km 15km ハーフ フル ミニ親子

森本未悠 吉本 一夫 斉藤 誠

石田翼 横川 均 久保山 敏之

笹川玲子 樋口 浩介 玉田 誠治

亀井聡一郎 伊豫部 幹志朗 金子 真大

伊東雅弘 西野 和茂 阿久澤 一輝

鹿野良孝 西野 央野 横田 安民

轟木直人 羽田 幸二 石毛 幸雄

飯島正晴 中澤 雄太 小松 和広

マツモト 中條 智司 楊 柳青

細谷真吾 山田 斉 亀田 潤

山崎 彬美 鈴木 則正 坂口 和隆

岩崎紀代美 小田切 仁志 北浦 康弘

岩崎紀代美友人 松永 弥生 鵜沼 清仁

佐藤基樹 田中 崇浩 中川　英明

佐藤基樹友人 鶴谷 隆 杉山　靖彦

阿部 正 太田　信二

阿部 実穂子 池谷　千尋

関戸 竜介 大瀧　拓朗

中村 仁美 納谷　淳美

高屋敷　元木 石澤 碧希

金子　一貴 清家晃彦

乾　勝 渡辺大介

嶋田　直子 梁川貴哲

下條　峰之 石倉崇史

山口　孝治 高野範行

江草　諒 小倉恵一郎

庄司　裕希 志賀　靖

木村　真人

谷澤 侑亮

池澤 雄之介

足立健児



5km 10km 15km ハーフ フル ミニ親子

瀧澤 翔太郎

佐藤聖也

山本 修二

薮田均

カンノ　サダヒト

山田義人

湯田 寛崇

湯田 寛崇友人

湯田 寛崇友人

湯田 寛崇友人

くしだ まさお

Herve Nedelec

木下恵太

吹本和隆

金田浩一郎

三田 智広

平林新

山口伸昭


