
第3回UP RUN稲毛海浜公園マラソン大会
2017/3/23時点

2.5km 5km 10km 15km ハーフ フル
安部 光惺 安部 光洋 安部　友惺 浅田　成啓 粟野 哲郎 内海 瞳 赤坂 修治 浅田　悦敬
小倉　栞奈 梅室 雄一 梅室佑芽 石井 信太郎 池本 文裕 加瀬可奈子 秋山将太 尼子　雅章
小出　環 小野　友和 小野　美月 岩崎 紗織 石井 啓子 高橋 雄一 安藤敬佑 新垣 信仁
島川佳越 金原友理  金原秀太朗 川島 尚美 伊藤　真悟 田村 公樹 板倉弘毅 泉水　崇彰
津熊俊祐 シーモア 千鶴 シーモア　慧音 北田 利子 井上　浩輝 中塚浩二 今井 隆 石黒 泰行
松塚 泰之 鈴木 繁泰 鈴木　麟太郎 久保　裕也 Yevhen Pliaskin 生井 怜 岩佐　和人 石塚 俊彦

田中 政徳 田中　光 小山 直樹 永徳 一朗 野地 孔明 岩崎里枝子 井出 政志
津熊多恵子 津熊華怜 酒井　健汰 江川 寛 Eiichiro Hoshino 上野愛実 遠藤 直也
中里 勝己 中里遙陽 佐藤　真樹 江口 昭久 矢野 沙織 薄井 さくら 太田　周宏
中里沙希 中里陽向 島川武史 大重真弓 大沢 宏至 尾形  ひとみ

星野　暁洋 星野　陽希 島川和美 大野 陽美 岡崎輝彦 岡野 功治
溝内達也 溝内凛央 島津 瑛梨 岡本 靖 岡村 隆佑 加藤 高寛
三枝俊雄 三枝駿太 島津　大樹 岡本　京子 小野健太郎 上岡健太
宮本隆文 宮本涼汰 白岩　諭征 岡本　隆 門倉　統 亀井 孝一

鈴木 敦子 金原信久 金子 侑史 菊地帆夏
鈴木均 亀谷 和之 川嵜 正子 北原 賢二
堤崎 彩 川端 愛理 川口 昭信 佐藤 章宣

早見　英晃 川端　大貴 北川 由佳 進士 肇
福井 聖文 工藤 由佳 北川義之 関根　豊
山川　主税 小海川 裕之 木村 透 高林 良行

齋藤　信彦 桑岡陽子 田中陽希
斉藤雅樹 芝切 伸浩 千木良 淳

坂本　祐貴 嶋尾 有基 中嶋 元
佐藤慶彦 スガヤ マサト 中西 敏夫

佐藤　祐司 高橋 章男 橋本 隆正
ＺＡＮＯＮ ＳＥＲＧＩＯ 角田 純平 幅 孝太郎
ＺＡＮＯＮ ＬＡＥＲＣＩＯ 中津留 雅 浜重 真平

鈴木 章正 中村　浩二 浜本 歩
鈴木勝也 新原稔夫 林 秀紀
須田翔多 西川   寛之 樋口 政行
たかのりえ 西村 友宏 平尾 次郎
高野恒純 野原 和歌 平尾廉太郎
多胡 恒雄 長谷川 康太 廣瀬 大三
立木 淳一 久代 剛 藤巻 成和
西脇 文泰 平野 真一郎 細野 賢
服部　恭平 前原　靖史 松村 英樹
広瀬 鉄平 槙ノ原 秀紀 三宅 康浩
広瀬　尚美 松浦 彩 毛利 英美子
藤田　尚史 松村 拓也 森嶋 晋平
布施征彦 宮内　一成 柳澤 貴之
古川　勇 宮口 直人 山口 孝治
松村恵美 向 智広 湯尻佳子
三浦 功太 村川　沙織
南野 潤一 矢吹 博和
宮崎拓之 山本 多美子
毛利 泰彦 山本 高根
山本 宏 ヨコタタクヤ
山本 敏 吉村 潤平

和田 弘司

親子


