
氏名 チーム名 氏名 チーム名

吉成 優子 #ともトレ Team Challenge 安井 功 ＨＲＲ２

村上 篤哉 #ともトレ Team Challenge 川上 啓子 ＨＲＲ２

末永 浩 #ともトレ Team Challenge 本間 朗 ＨＲＲ２

相澤 英治 #ともトレ Team Challenge 中村 勝也 ＨＷ・コンドルフェイク

柏原 陽子 #ともトレ Team Challenge 日原 樹史 ＨＷ・コンドルフェイク

藤岡 智子 #ともトレ Team Muscle 鈴木 元紀 ＨＷ・コンドルフェイク

行木 英丈 #ともトレ Team Muscle 奥村 慎 ＨＷ・コンドルフェイク

伊藤 千恵 #ともトレ Team Muscle 堀田 洋平 ＨＷ・コンドルフェイク

岡島 かず美 #ともトレ Team Muscle 来光 理沙 MAX元川

佐野 未来 #ともトレ Team Run 前江 杏香 MAX元川

竹内 隆 #ともトレ Team Run 田中 利幸 MAX元川

松本 善行 #ともトレ Team Run 松岡 雄大 MAX元川

佐藤 智子 #ともトレ Team Run 元川 卓也 MAX元川

都築 健太郎 （株）ツヅケン 佐野 直紀 PANZETTA

藤掛 俊太 （株）ツヅケン 足立 勇作 STA

望月 史生 （株）ツヅケン 安田 隆一朗 STA

森安 健太 （株）ツヅケン 永山 健太 STA

金丸 俊 （株）ツヅケン 徳永 大道 Team Advocaters1

渡邉 涼介 ✝︎漆黒ノ翼〜Wings〜✝︎ 徳永 真知子 Team Advocaters2

平松 佳恵 ✝︎漆黒ノ翼〜Wings〜✝︎ 金丸 光彦 オートバックスランニング部

赤木 翔眞 ✝︎漆黒ノ翼〜Wings〜✝︎ 木村 泉穂 オートバックスランニング部

岡本 一伯 ✝︎漆黒ノ翼〜Wings〜✝︎ 辰巳 正幸 オートバックスランニング部

増谷 公太 ✝︎漆黒ノ翼〜Wings〜✝︎ 斉藤 太嘉男 オートバックスランニング部

宮内 雄治 DANGANS 高橋 敏治 オートバックスランニング部

羽二生 章 DANGANS 小池 充 オガワソン with A

富川 美由紀 DANGANS 松原 幸司 オガワソン with A

宮内 和 DANGANS 小川 清誠 オガワソン with A

宮内 厚子 DANGANS 今中 和樹 かもかも

石川 陽平 FMRC 北村 一将 かもかも

鈴木 総一 FMRC 雛田 浩生 かもかも

馬渡 智子 FMRC 社納 貴文 かもかも

森下 勝典 FMRC 岡 祐里奈 かもがも

嶋田 浩之 FMRC 永田 伸広 コロナウィルス撲滅対策本部西軍

鈴木 彩子 ＨＲＲ１ 横山 翔一 コロナウィルス撲滅対策本部西軍

森川 雅樹 ＨＲＲ１ 大谷 紗友理 コロナウィルス撲滅対策本部西軍

笹俣 剛 ＨＲＲ１ 永戸 崇章 コロナウィルス撲滅対策本部西軍

楠本 浩一 ＨＲＲ１ 中村 拓紀 コロナウィルス撲滅対策本部西軍



氏名 チーム名 氏名 チーム名

恒任 知紗 コロ対東軍チーム人生はネコ 竹島 均 パソコープ

中村 直人 コロ対東軍チーム人生はネコ 小林 典子 パソコープ

相見 隆男 コロ対東軍チーム人生はネコ 弥富 理佳 びまりあ

片岡 慎太郎 コロ対東軍チーム人生はネコ 小嶋 維子 びまりあ

山田 真梨子 コロ対東軍チーム人生はネコ 堺 智子 びまりあ

小嶋 純史 しゅんちゃんじゅんちゃんず 家村 典子 びまりあ

家村 俊一 しゅんちゃんじゅんちゃんず 尾崎 智之 ブルーミングＡ

高橋 真吾 スポーツ実施率向上 西田 文江 ブルーミングＡ

池端 泉 スポーツ実施率向上 樋口 勝已 ブルーミングＡ

木山 理江 セレッソ大阪ＲＣ舞 英賀 彩子 ブルーミングＡ

中野 広之 セレッソ大阪ＲＣ舞 小川 喜由 ブルーミングＡ

松本 直子 セレッソ大阪ＲＣ舞 森田 幸子 ブルーミングＢ

山内 千春 セレッソ大阪ＲＣ舞 吉川 信行 ブルーミングＢ

路次 顕 セレッソ大阪ＲＣ舞 綱木 康朝 ブルーミングＢ

関戸 剛 セレッソ大阪ＲＣ風 兼澤 直子 ブルーミングＢ

稲冨 日奈子 セレッソ大阪ＲＣ風 佐藤 薫 ブルーミングＢ

田北 暁子 セレッソ大阪ＲＣ風 六川 正也 ブルーミングＭ

木山 達也 セレッソ大阪ＲＣ風 岡 佳保里 ブルーミングM

足立 裕史 セレッソ大阪ＲＣ狼 濱口 幹太 ブルーミングM

葛野 恵子 セレッソ大阪ＲＣ狼 岸本 祥子 ブルーミングM

藤野 浩史 セレッソ大阪ＲＣ狼 前田 直哉 まえだくん

田北 篤史 セレッソ大阪ＲＣ狼 池田 昇治郎 まえだくん

福本 純平 ソロリーマン 笠松 和正 まえだくん

福本 純平 ソロリーマン 高橋 智美 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち

楠見 尚子 ダルシム 芝脇 大貴 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち

石田 愛 ダルシム 川井 友美 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち

白濱 宏樹 ダルシム 星野 克茂 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち

井阪 謙太 ダルシム 生井 京介 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち

砂田 徳幸 ダルシム 岩谷 忠彦 ゆとり大阪

橋本 律子 チーム0155 早川 翼 ゆとり大阪

萩原 まゆみ チーム0155 露本 光貴 ゆとり大阪

芹ヶ野 裕史 チームR1 楢林 蒼大 ゆとり大阪

芹ヶ野 涼香 チームR1 田中 飛鳥 ゆとり福岡

山本 都志江 チームあずき 林 佑一郎 ゆとり福岡

多田 幸史 チームあずき 住吉 大地 ゆとり福岡

藤井 孝太 チームきよはる 松本 達哉 ゆとり福岡

目黒 航 チームきよはる 前田 樹 ラッキー丸山

高橋 ちえ子 チームきよはる 松本 侑也 ラッキー丸山

丸山 瑠菜 ラッキー丸山

坂口 皓紀 ラッキー丸山

菅沼 峰子 てつネコ 秋本 猛 らんらんサリーちゃん

大石 哲也 てつネコ 山崎 唯 らんらんサリーちゃん

宮原 由宇 ドルフィンズ 高畠 昌志 らんらんサリーちゃん

岡 秀明 ドルフィンズ 増山 祐子 らんらんサリーちゃん

今西 基 ドルフィンズ 野嶽 千春 らんらんサリーちゃん

前田 竜弥 ナイスおっさん（ＤＭＤ） 久野 裕史 関西支部

深堀 俊輔 ナイスおっさん（ＤＭＤ） 神谷 良介 関西支部

尾中 秀樹 ナイスおっさん（ＤＭＤ） 芋縄 康弘 関西支部

廣畠 清美 ナイスおっさん（ＲＫＹ） 宮路 胤哉 関西支部

村木 俊徳 ナイスおっさん（ＲＫＹ） 清水 富夫 鴻巣たのしく走る会Ｃ

深堀 由美 ナイスおっさん（ＲＫＹ） 田澤 孝枝 鴻巣たのしく走る会Ｃ

真仁田 聡 ニコニコランニング2020 清水 美栄子 鴻巣たのしく走る会Ｃ

喜多村 和郎 ニコニコランニング2020 菊間 真智子 鴻巣たのしく走る会Ｃ

喜多村 祐里 ニコニコランニング2020 藤田 勝 鴻巣たのしく走る会Ｃ



氏名 チーム名 氏名 チーム名

小塚 哲也 鴻巣たのしく走る会Ａ 萩原 香奈恵

福村 賢吾 鴻巣たのしく走る会Ａ 村地 昭彦

宮前 静一 鴻巣たのしく走る会Ａ 林 佑二

松村 英司 鴻巣たのしく走る会Ａ 平野 勝彦

松村 百合乃 鴻巣たのしく走る会Ａ 脇山 拓

田澤 勇治 鴻巣たのしく走る会Ｂ 田口 利行

田中 功 鴻巣たのしく走る会Ｂ 三浦 周平

茨木 稔 鴻巣たのしく走る会Ｂ 井作 克考

和田 智恵子 鴻巣たのしく走る会Ｂ 中野 浩一

佐藤 寛侑 鴻巣たのしく走る会Ｄ 星埜 正和

佐久間 隆 鴻巣たのしく走る会Ｄ 鈴木 亮輔

尾股 由美 彩湖リレーマンズ 徳永 武史

前園 由美子 彩湖リレーマンズ 鈴木 崇大

坂口 健司 坂口ランニングクラブ 藤田 和憲

奥村 誠 坂口ランニングクラブ 伊集院 国博

石田 惇揮 坂口ランニングクラブ 平野 高志

健吾 猪又 静県大リモートランナーズA 石原 浩司

安部 友涼 静県大リモートランナーズA 土居 綾

門脇 航 静県大リモートランナーズA 高瀬 真紀子

前田 直哉 静県大リモートランナーズB 二宮 友博

瀧口 佳子 超・追い風にのる！ 竹田 賢治

高橋 和久 超・追い風にのる！ 小山田 晴津子

瀧口 佳子 超・追い風にのる！ 金子 幸生

小田 英文 超・追い風にのる！ 渡邊 賢二

恵美須 康史 超・追い風にのる！ 東 三武

梶谷 智子 超・追い風にのる！ 岡嶋 智己

安田 隆介 追い風にのる！ 山口 みゆき

渡辺 宣友 追い風にのる！ 秋元 優一

後藤 恵美子 追い風にのる！ 五十嵐 丈人

山田 敦子 追い風にのる！ 大畑 雅夫

神定 俊一 非公式青髭男ｄｉｓｍ 内田 三樹也

吉田 有花 非公式青髭男ｄｉｓｍ 高橋 美帆

木原 貴行 非公式青髭男ｄｉｓｍ 高橋 典代

久保 育也 非公式青髭男ｄｉｓｍ 武石 勇哉

近藤 勇真 非公式青髭男ｄｉｓｍ 牧野 孝太郎

西山 奉冶 宝塚病院 香川 卓也

藤枝 亮 宝塚病院 三好 將之

尾場瀬 幸司 宝塚病院 加藤 久幸

高木 瑞季 宝塚病院 笹生 徹

鈴木 有紗 宝塚病院 長谷川 重子

阿部 涼平 鈴木 真也

並木 弘介 遠藤 快征

佐藤 恵里 寺田 尚代

岩立 幸一 入山 育司

佐藤 裕司 阿部 涼平

廣田 祐作 竹野内 淳志

古知屋 仁志 田中 作

石橋 重俊 八尾 潤

船木 伸一 中野 隆司

一宮 光夫 中山 勝

石井 大 仲本 善昭

村田 城司 村松 康司

佐藤 信哉 藤井 利昭
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中込 司 田口 裕文

関口 和信

振角 浩之

廣田 史恵

大岩 純

阪田 晋一

古川 貴司

中村 昂史

有田 洋二

牧尾 史紀

濱口 優作

前田 耕司

山野 重則

礒野 信人

井村 貴富

池田 誠也

石野 朝寛

森 桐子

牧野 達也

大庭 武士

久芳 義治

水島 彰宏

岡田 夏来

中内 哲

井上 隆司

宍倉 康浩

古賀 貴美子

加藤 久幸

島田 敏司

岸本 典之

秋月 達人

松川 謙二


