
秋のたまねぎ健康ＲＵＮ2020

◆ 1.3km 女子

1 秋好 心愛 アキヨシ ココア
2 井上 凛々花 イノウエ リリカ
3 高森 景子 タカモリ ケイコ
4 橋本 優香 ハシモト ユウカ
5 藤井 まり子 フジイ マリコ
6 溝畑 飛鳥 ミゾハタ アスカ
7 森田 麻美子 モリタ マミコ
8 吉原 奈都 ヨシハラ ナツ
9 渡邊 静香 ワタナベ シズカ

◆ 1.3km 男子

51 秋好 優 アキヨシ スグル
52 浅井 次郎 アサイ ジロウ
53 井上 琥晴 イノウエ コウセイ
54 小美野 達之 オミノ タツユキ
55 篠原 颯希 シノハラ フウキ
56 高瀬 達弥 タカセ タツヤ
57 永江 和久 ナガエ カズヒサ
58 長尾 勝矢 ナガオ カツヤ
59 藤井 治 フジイ オサム
60 古林 太寿久 フルバヤシ タスク
61 守屋 俐久斗 モリヤ リクト
62 吉田 逸平 ヨシダ イッペイ
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◆ 5.2km 女子

101 荒木 卓子 アラキ タカコ
102 岩田 由加 イワタ ユカ
103 上野 美香子 ウエノ ミカコ
104 岡井 ゆかり オカイ ユカリ
105 荻 彩乃 オギ アヤノ
106 川口 弘子 カワグチ ヒロコ
107 草山 美佐子 クサヤマ ミサコ
108 佐々木　英里 ササキ　エリ
109 流石 張仁子 サスガ ハニコ
110 塩飽  朋子 シュアク　トモコ
111 高井 美沙 タカイ ミサ
112 武本 祐子 タケモト ユウコ
113 田中 里奈 タナカ リナ
114 當村 宮美 トウムラ クミ
115 長尾 由紀子 ナガオ ユキコ
116 中谷 真希 ナカタニ マキ
117 中西 和美 ナカニシ カズミ
118 西 美由紀 ニシ ミユキ
119 西岡 恵子 ニシオカ エイコ
120 羽田 敏子 ハダ トシコ
121 原井 千穂 ハライ チホ
122 福田 彩華 フクダ サイカ
123 前田 二美恵 マエダ フミエ
124 見本 聡子 ミモト サトコ
125 森 幸子 モリ サチコ

◆ 5.2km 男子

151 阿部 昭弘 アベ アキヒロ
152 荒木 厚雄 アラキ アツオ
153 石原 裕士 イシハラ ヒロシ
154 井上 修平 イノウエ シュウヘイ
155 植野 皓介 ウエノ コウスケ
156 植野 智之 ウエノ トモユキ
157 植野 裕之 ウエノ ヒロユキ
158 大石 貴之 オオイシ タカユキ
159 大山 好弘 オオヤマ ヨシヒロ
160 沖村 大介 オキムラ ダイスケ
161 格谷 亮太郎 カドヤ リョウタロウ
162 亀井 正比古 カメイ マサヒコ
163 楠元 康紀 クスモト ヤスノリ
164 高井 昭二 タカイ ショウジ
165 高階 智 タカシナ サトシ
166 福田 哲也 フクダ テツヤ
167 福永 芳久 フクナガ ヨシヒサ
168 藤田 薫 フジタ カオル
169 堀田 亮 ホリタ リョウ
170 松井 弘志 マツイ ヒロシ
171 松下 敦也 マツシタ アツヤ
172 丸山 善久 マルヤマ ヨシヒサ
173 守屋 良久 モリヤ ヨシヒサ
174 山本 征男 ヤマモト ユキオ
175 吉田 謙二 ヨシダ ケンジ
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◆ 10.4km 女子

201 浅見 絵理 アサミ エリ
202 新安 美保 アラヤス ミホ
203 岩崎 明美 イワサキ アケミ
204 内川 富美子 ウチカワ フミコ
205 江平 恭子 エヒラ キョウコ
206 小川内 千絵 オガワウチ チエ
207 柏原 博子 カシハラ ヒロコ
208 神野 智子 カミノ トモコ
209 河村 真里 カワムラ マリ
210 岸本 瞳 キシモト ヒトミ
211 斉藤 千裕 サイトウ チヒロ
212 篠原 由紀子 シノハラ ユキコ
213 杉田 和代 スギタ カズヨ
214 大堂 尚子 ダイドウ　ナオコ
215 高木 亜衣 タカギ アイ
216 高木 智子 タカギ トモコ
217 冨田 由紀子 トミタ ユキコ
218 中野 優香 ナカノ ユウカ
219 中村 由美子 ナカムラ ユミコ
220 縄田 佳那恵 ナワダ カナエ
221 樋口 文子 ヒグチ フミコ
222 古川 紗野香 フルカワ サヤカ
223 松本 和美 マツモト カズミ
224 松本 順子 マツモト ジュンコ
225 水池 早苗 ミズイケ サナエ
226 宮本 三貴子 ミヤモト ミキコ
227 森 恵美 モリ メグミ
228 山田 舞 ヤマダ マイ
229 山田 由紀 ヤマダ ユキ
230 箭本 泉美 ヤモト イズミ
231 横山 啓子 ヨコヤマ ケイコ
232 吉田 美幸 ヨシダ ミユキ
233 和田 佳子 ワダ ヨシコ
234 中野 薫 ナカノ カオル

◆ 10.4km 男子

301 秋好 伸洋 アキヨシ ノブヒロ
302 池川 雅清 イケガワ マサキヨ
303 石栗 健一 イシグリ ケンイチ
304 植田 真樹 ウエダ マサキ
305 柄本 京一 エノモト ケイイチ
306 岡 善之 オカ ヨシユキ
307 岡村 巌 オカムラ イワオ
308 岡本 和晃 オカモト カズアキ
309 尾関 暁史 オゼキ アキチカ
310 上木原 伸幸 カミキハラ ノブユキ
311 川神 正裕 カワカミ マサヒロ
312 河津 次郎 カワヅ ジロウ
313 川中 弘智 カワナカ ヒロノリ
314 川畑 展之 カワバタ ノブユキ
315 川村 公二 カワムラ コウジ
316 栗林 大輔 クリバヤシ ダイスケ
317 黒川 徹雄 クロカワ テツオ
318 小岩 勝 コイワ マサル
319 児島 紘之 コジマ ヒロユキ
320 小西 壮士 コニシ ソウジ
321 小宮山 賢二 コミヤマ ケンジ
322 堺谷 泰郎 サカイタニ ヤスロウ
323 篠原 孝 シノハラ タカシ
324 島谷 忠幸 シマタニ タダユキ
325 下川床 清治 シモカワトコ セイジ
326 白鳥 真吾 シラトリ シンゴ
327 杉田 哲也 スギタ テツヤ
328 鈴木 貴雄 スズキ タカオ
329 住谷 佳彦 スミタニ ヨシヒコ
330 曽田 圭 ソタ ケイ
331 田内 領 タウチ リョウ
332 高木 良行 タカギ ヨシユキ
333 田中 修一 タナカ シュウイチ
334 田中 辰郎 タナカ タツロウ
335 田中 昌行 タナカ マサユキ
336 寺西 克之 テラニシ カツユキ
337 土佐　浩 トサ　ヒロシ
338 永井 康晴 ナガイ ヤスハル
339 中川 博幸 ナカガワ ヒロユキ
340 中野 栄太郎 ナカノ エイタロウ
341 西本 大輔 ニシモト ダイスケ
342 野崎 豊 ノザキ ユタカ
343 野田 農 ノダ ミノリ
344 狭間 貴博 ハザマ タカヒロ
345 橋本 和典 ハシモト カズノリ
346 橋本 将孝 ハシモト マサタカ
347 服部 悠介 ハットリ ユウスケ
348 林 智弘 ハヤシ トモヒロ
349 原井 秀樹 ハライ ヒデキ
350 平井 翔 ヒライ ショウ
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351 平岡 賢司 ヒラオカ ケンジ
352 平田 雅也 ヒラタ マサナリ
353 広田 泰久 ヒロタ ヤスヒサ
354 古川 久義 フルカワ ヒサヨシ
355 古林 茂人 フルバヤシ シゲト
356 前原 篤 マエハラ アツシ
357 俣江 幸二 マタエ コウジ
358 松井 活裕 マツイ カツヒロ
359 松尾 徳成 マツオ トクナリ
360 松尾 悠太郎 マツオ ユウタロウ
361 松本 宣哉 マツモト ノブヤ
362 三浦 慶太 ミウラ ケイタ
363 溝端 達也 ミゾバタ タツヤ
364 向浦 弘二 ムコウラ コウジ
365 村上 芳正 ムラカミ ヨシマサ
366 村山 勤治 ムラヤマ キンジ
367 森鼻 義明 モリハナ ヨシアキ
368 山田 晋也 ヤマダ シンヤ
369 山根 大弥 ヤマネ トモヤ
370 由良 圭太 ユラ ケイタ
371 吉形 健二 ヨシカタ ケンジ
372 吉田 孝二 ヨシダ コウジ
373 若林 智 ワカバヤシ サトシ
374 渡邉 伸也 ワタナベ シンヤ
375 中谷 雄介 ナカタニ ユウスケ

◆ 20.8km 女子

401 石井 初恵 イシイ ハツエ
402 石原 聖美 イシハラ サトミ
403 市橋 香織 イチハシ カオリ
404 稲田 蛍 イナダ ホタル
405 大野 香 オオノ カオリ
406 小笠原 麻紀 オガサワラ マキ
407 表西 穣 オモニシ ミノリ
408 加志崎 裕子 カシザキ ヒロコ
409 川西 純子 カワニシ ジュンコ
410 佐々木 牧子 ササキ マキコ
411 佐々木 陽子 ササキ ヨウコ
412 施 愛美 シ マナミ
413 高橋 智栄子 タカハシ チエコ
414 多田 美佐子 タダ ミサコ
415 千足 ルリコ チアシ ルリコ
416 辻井 千恵 ツジイ チエ
417 中村 芙美 ナカムラ フミ
418 橋本 智子 ハシモト トモコ
419 藤原 陽子 フジワラ ヨウコ
420 細川 裕子 ホソカワ ユウコ
421 堀井 美保 ホリイ ミホ
422 前田 志津江 マエダ シズエ
423 町田 祥子 マチダ ショウコ
424 松四 愛子 マツシ アイコ
425 松芳 栄実 マツヨシ エミ
426 三木 花絵 ミキ ハナエ
427 水澤 克子 ミズサワ カツコ
428 吉光 和恵 ヨシミツ カズエ
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◆ 20.8km 男子

501 朝倉 佑 アサクラ ユウ
502 足立 博武 アダチ ヒロタケ
503 有田 哲郎 アリタ テツロウ
504 井上 潤二 イノウエ ジュンジ
505 井上 卓紀 イノウエ タクノリ
506 伊原 政雄 イハラ マサオ
507 宇田 圭祐 ウダ ケイスケ
508 内田 澄生 ウチダ スミウ
509 大庭 淳一 オオバ ジュンイチ
510 大村 和也 オオムラ カズヤ
511 岡田 裕孝 オカダ ヒロタカ
512 小野 大輔 オノ ダイスケ
513 開川 和久 カイカワ カズヒサ
514 柏原 秀太郎 カシハラ シュウタロ
515 神尾 崇史 カミオ タカシ
516 神山 昌宏 カミヤマ マサヒロ
517 亀田 俊幸 カメダ トシユキ
518 川田 豊 カワダ ユタカ
519 上月 和人 コウヅキ カズト
520 上月 清文 コウヅキ キヨフミ
521 斉藤 洋一 サイトウ ヨウイチ
522 清水 洋輔 シミズ ヨウスケ
523 菅野 哲夫 スガノ テツオ
524 杉戸 俊一 スギト シュンイチ
525 鈴木 惇平 スズキ ジュンペイ
526 角倉 健 スミクラ タケシ
527 高田 稜 タカダ リョウ
528 高橋 良典 タカハシ ヨシノリ
529 高林 慎治 タカバヤシ シンジ
530 高見 友佑 タカミ ユウスケ
531 タキナミ マサオ タキナミ マサオ
532 竹内 義晶 タケウチ ヨシアキ
533 武田 惇志 タケダ アツシ
534 田崎 博樹 タサキ ヒロキ
535 田尻 和弘 タジリ カズヒロ
536 田中 一 タナカ ハジメ
537 田中 成哉 タナカ マサヤ
538 田中 康弘 タナカ ヤスヒロ
539 谷口 秀樹 タニグチ ヒデキ
540 多武 義也 タブ ヨシヤ
541 塚本 哲郎 ツカモト テツロウ
542 角田 敬彦 ツノダ ヨシヒコ
543 中園 幸樹 ナカゾノ コウキ
544 西岡 太一 ニシオカ タイチ
545 橋本 都輪 ハシモト トワ
546 長谷川 友哉 ハセガワ トモヤ
547 原田 幸三 ハラダ コウゾウ
548 東垣 淳 ヒガシガキ キヨシ
549 日原 弘雄 ヒハラ ヒロオ
550 吹田 剛 フキダ ゴウ

551 福岡 正則 フクオカ マサノリ
552 福田 猛 フクダ タケシ
553 藤枝 健一 フジエダ ケンイチ
554 藤原 健 フジワラ タケシ
555 堀井 昭彦 ホリイ アキヒコ
556 前田 耕司 マエダ コウジ
557 牧野 拓斗 マキノ タクト
558 松井 洋介 マツイ ヨウスケ
559 松四 剛 マツシ ゴウ
560 松本 寛 マツモト ユタカ
561 三木 康弘 ミキ ヤスヒロ
562 宮松 俊明 ミヤマツ トシアキ
563 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ
564 無藤 智之 ムトウ トモユキ
565 村田 佳永 ムラタ ヨシナガ
566 持丸 陣 モチマル ジン
567 森兼 政行 モリカネ マサユキ
568 吉岡 伸泰 ヨシオカ ノブヤス
569 吉光 陽紀 ヨシミツ ハルキ
570 渡部 功治 ワタナベ コウジ
571 渡部 修司 ワタナベ シュウジ
572 渡部 真一郎 ワタナベ シンイチロ
573 渡部 雄登 ワタナベ ユウト
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◆ 30km  女子

601 泉 保子 イズミ ヤスコ
602 梶 泰子 カジ ヤスコ
603 加藤 智子 カトウ トモコ
604 亀井 明美 カメイ アケミ
605 鴨川 成美 カモガワ ナルミ
606 下名迫 鈴子 シモナサコ レイコ
607 天徳 美香 テントク ミカ
608 山本 陽子 ヤマモト ヨウコ
609 吉村 彰子 ヨシムラ アキコ

◆ 30km  男子

701 赤尾 裕 アカオ ユタカ
702 浅井 和雄 アサイ カズオ
703 足立 雅弘 アダチ マサヒロ
704 粟田 俊哉 アワタ トシヤ
705 安藤 僚裕 アンドウ トモヒロ
706 池野田 和行 イケノタ カズユキ
707 石山 裕貴 イシヤマ ユウキ
708 伊藤 明 イトウ アキラ
709 大久保 浩一 オオクボ コウイチ
710 大塚 徹 オオツカ トオル
711 岡田 博之 オカダ ヒロユキ
712 岡野 勇希 オカノ ユウキ
713 奥井 海 オクイ カイ
714 鎌倉 誠 カマクラ マコト
715 神野 浩 カミノ ヒロシ
716 岸本 昌之 キシモト マサユキ
717 北山 敏和 キタヤマ トシカズ
718 木戸 隆 キド タカシ
719 草薙 晃 クサナギ アキラ
720 鴻上 直己 コウガミ ナオキ
721 小寺 隆弘 コデラ タカヒロ
722 佐藤 隆文 サトウ タカフミ
723 篠原 康征 シノハラ ヤスユキ
724 嶋津 育雄 シマヅ イクオ
725 小岱 証 ショウダイ サトシ
726 新林 和樹 シンバヤシ カズキ
727 菅野 宜昌 スガノ タカヨシ
728 多井中 一憲 タイナカ カズノリ
729 武田 将行 タケダ マサユキ
730 多田 彩人 タダ アヤト
731 立岡 元気 タツオカ ゲンキ
732 立岡 翔 タツオカ ショウ
733 田中 正樹 タナカ マサキ
734 種平 謙二 タネヒラ ケンジ
735 力石 明久 チカライシ アキヒサ
736 寺岡 好彦 テラオカ ヨシヒコ
737 東條 三雄 トウジョウ ミツオ
738 友定 和貴 トモサダ カズタカ
739 友藤 教男 トモフジ ノリオ
740 内藤 康匡 ナイトウ ヤスマサ
741 永井 健 ナガイ ケン
742 中田 謙一郎 ナカタ ケンイチロウ
743 中田 美津夫 ナカタ ミツオ
744 中根 大次郎 ナカネ ダイジロウ
745 中本 裕之 ナカモト ヒロユキ
746 八田 恵祐 ハッタ ケイスケ
747 花尻 誉拡 ハナジリ タカヒロ
748 原口 貴志 ハラグチ タカシ
749 平岡 将太 ヒラオカ ショウタ
750 平野 光司 ヒラノ コウジ
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751 藤尾 章太 フジオ ショウタ
752 船場 一郎 フナバ イチロウ
753 古市 周平 フルイチ シュウヘイ
754 前田 高幸 マエダ タカユキ
755 三木 勇人 ミキ ハヤト
756 水谷 浩志 ミズタニ コウジ
757 光安 武志 ミツヤス タケシ
758 宮下 貴朗 ミヤシタ タカアキ
759 宮脇 久男 ミヤワキ ヒサオ
760 向 裕太 ムカイ ユウタ
761 安井 和史 ヤスイ カズフミ
762 矢田 諭史 ヤタ サトシ
763 山田 裕彦 ヤマダ ヤスヒコ
764 山野 正晴 ヤマノ マサハル
765 山元 潤一 ヤマモト ジュンイチ
766 吉田 大介 ヨシダ ダイスケ
767 吉田 文彦 ヨシダ フミヒコ
768 吉村 成司 ヨシムラ セイジ


