
No. 1区 2区 3区 所属

1 中崎 大輝 沼田 悠志 沼田 一豊 マウスチーム
2 牧 絢音 牧 優里愛 牧 一也
3 山本 つきさ 山本 憲嗣 山本 有晟 ひっとべ！やまもとさんげー。
4 北村聖衣 北村義人 北村優羽 北村家
5 田中 亜希子 田中 結来 田中 太 TNK
6 瀬戸口 煌和 瀬戸口 陽葉 瀬戸口 寛 妙円寺ミニバスケットボール少年団
7 田代 いはな 田代 凜空 田代 聖

No. 所属

11 安井 伸太朗 安井 蒼真
12 福元 泰洋 福元 汰空
13 野口 愛子 山本 茜 
14 河野奈津恵 河野ひなた
15 渡邉光弘 渡邉瑚々音
16 日高 俊介 日髙 翔太郎
17 石塚 裕樹 石塚 遥仁
18 濱田 卓也 濱田 愛未
19 岩元 淳 岩元 悠翔
20 吉屋 信博 吉屋 太陽
21 山本 香菜子 山本 楓 holoholo ohana miyazaki
22 高田 博 高田 悠真 高田 紗希
23 小林紳一郎 小林 綾太郎
24 河野 さとみ 河野 心 UFファミリー
25 小林 瞳 小林 万結香
26 日高 慎一郎 日高 空飛 日高 大陽
27 田代 聖 田代 みおな

No. 所属

31 今津 明日美 今津 美月
32 今津 浩介 今津 浩翔
33 今津 利恵 今津 妃那
34 束元 秀秋 束元 健志
35 上岡 ひかり 上岡 侑季
36 木本 光太 木本 大晴
37 大井 志織 大井 結翔
38 福元 知佳子 福元 佑空
39 佐藤 久実 佐藤 希海
40 坂本 裕昭 坂本 歩心 あことひろ
41 伊集院 幸介 伊集院 幸大
42 小林 明子 小林 和夏 エイル宮崎
43 水元 隆司 水元 大輔 家族
44 篠原 一浩 篠原 匠
45 中崎 雅代 中崎 心美 ここみチーム
46 水井 信行 水井 雅人 チーム・アカガミ
47 平見 映介 平見 律 チーム・アカガミ
48 西中 淑昌 西中 大翔 チーム・アカガミ
49 和田 崇臣 和田 巧希
50 大崎 みつき 大崎 妃菜 サティこども園
51 藍 陽介 藍 心晴
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■家族駅伝の部

■家族マラソン（3・4歳（未就学））の部
メンバー

■家族マラソン（5・6歳（未就学））の部
メンバー
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No. 所属

52 金丸 伸吾 金丸 紘士 ヒバニー
53 石塚 麻理子 石塚 さなえ
54 日高 憲一郎 日高 紗菜
55 岩元 麻衣 岩元 海翔
56 吉屋 信博 吉屋 咲晴
57 柿迫 直樹 柿迫 広人
58 向高 崇 向高 桃愛 三姉妹
59 小岩屋 華淑 小岩屋 結仁
60 串間  文明 串間  咲月
61 串間 信之 串間 蒼大
62 瀬戸口 亜由美 瀬戸口 日花 妙円寺こども園
63 山田 公次 山田 葵
64 井上 竜則 井上 慶保 井上 和恒
65 甲斐 康博 甲斐 はな
66 迫田 咲 迫田 帆花 迫田 和花
67 岩根 玲子 岩根 立樹
68 引地 智美 引地 陽希
69 岩下 真之 岩下 茉結 岩下 実結
70 長友 潤子 長友 優希
71 山口 麻美 山口 翼
72 蓑田 さくら 蓑田 倫央

No. 所属

101 上岡 紘彰 上岡 紘稀
102 木本 光太 木本 壮志
103 佐藤 琢士 佐藤 木晴
104 森 健二郎 森 琉音
105 壬生 三愛 壬生 圭亮
106 宮田 理恵 宮田 壮祐
107 酒井 俊和 酒井 天佑
108 名城 儀壱 名城 遥香
109 藍 尚子 藍 陽茉里
110 日高 俊介 日高 航太郎
111 北村 義人 北村 隼人
112 有馬 夕紀 有馬 香夏 
113 畑辺 徹 畑辺 大樹
114 日高 憲一郎 日高 菜花菜
115 肥田木 毅 肥田木 琴葉
116 濱田 知子 濱田 大輝
117 佐藤 敦 佐藤 菜心 江平小学校
118 向高 麻文 向高 友愛 向高 遥愛 三姉妹
119 柿本 千尋 柿本 知花 柿本 有美 ちっち組プラスあみ
120 小岩屋 宏 小岩屋 宏仁
121 後藤 幸宏 後藤 宏斗 チームG
122 三好 ルミ 三好 雄己 三好 巧起 宮崎ラッコ
123 長友 直也 長友 悠
124 引地 耕介 引地 蒼人
125 蓑田 さくら 蓑田 怜央

メンバー
■家族マラソン（5・6歳（未就学））の部

■家族マラソン（小学校1・2年）の部
メンバー
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No. 所属

201 今津 聖夫 今津 浩一朗
202 酒井 彩 酒井 柚花
203 入田 裕佳 入田 夏月
204 有馬 鶏太郎 有馬 琥珀
205 持永 満広 持永 佳亮
206 山下 直樹 有働 花音 アールネット合同会社
207 山田 公次 山田 跳馬 広瀬西小学校
208 野住 佳代 甲斐 うた
209 坂川 あゆみ 坂川 百合愛 坂川 真梨愛 NiceBBQ
210 蓑田 幸代 蓑田 結愛

No. 所属

301 上村 義治 上村 きら
302 田古 和樹 田古 南波 田古 しげ子 東大宮小

メンバー

■家族マラソン（小学校3・4年）の部
メンバー

■家族マラソン（小学校5・6年）の部


