
出場チーム一覧

■一般男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
1 コモディイイダ陸上競技部 会沢 陽之介 小林 宏輔 梶山 拓郎 松村 陣之助 木田 貴大 田島 光 黒田 雄紀 大久保 陸人 工藤 颯
2 右田病院駅伝部A 右田 隆之 埴原 正樹 田中 利一 大嶋 桜太郎 右田 敦之
3 八王子警察署A 松本 崇 樽沢 周 山口 竜矢 小原 秀人 白井 洋士 稲田 陵太郎
4 八王子警察署B 松本 崇 松本 崇 田代 明 草野 玲麻 亀山 裕太 磯部 航希 前田 庸宏
5 パパ駅伝Aチーム 荒井 光久 荒井 光久 堀田 修志 衛藤 正二 太田 帝 嶋崎 勇太
6 パパ駅伝Bチーム 荒井 光久 市川 かつひろ 風間 広行 井上 雅也 嶋村 明 高木 信行
7 八南歯科医師会駅伝部 丸山 清孝 鈴木 朋 山崎 潤也 木村 篤 五藤 篤 橋本 直樹 丸山 清孝
8 安田倉庫株式会社 上田 裕亮 久間 幹太 日比野 洋之 杉山 匠 谷津 海斗 鈴木 貴之 上田 裕亮
9 中日本エンジ東京東名青葉 下窪 健二 井山 大介 青砥 海瑛 青木 直大 高橋 智久 浦田 尚吾 森 智昭 大森 健太郎 木部 凌太

10 安田倉庫株式会社S+2 上田 裕亮 本間 峻輔 伊東 祥之 佐藤 裕貴 丸山 龍星 坪田 匠起
11 八王子市役所陸上競技部A 青木 英之 中里 綾介 加藤 淳司 大神田 裕也 永井 義之
12 八王子市役所JC-A 池ノ谷 洋一 守屋 和洋 染谷 祐介 藤原 明 枝根 功
13 八王子市役所JC-B 池ノ谷 洋一 加藤 直哉 堀口 慎矢 ⾧谷川 光哉 志村 健司 池ノ谷 洋一
14 八王子保健生活協同組合Ａ 小川 一夫 平石 善文 市川 富啓 大道 甲喜 小川 一夫
15 八王子保健生活協同組合B 須田 芳弘 中澤 正宏 𡈽方 遥惟 安藤 由孝 須田 芳弘
16 東京ＷＩＮＧＳーA 廣瀬 光子 肥沼 宏樹 増田 涼太 澤田 善信 志田 淳 倉田 進
17 いちょうライオンズA 常盤 聡 常盤聡 大野 裕史 久保田 保久 岡田年晃 小池 勝郎 上林章記 中村英樹 野田 勇輝
18 いちょうライオンズB 小方 一博 木村 晋也 細野 功介 中嶋 裕介 小方 一博 青木 道明 中村 貴幸 木下 明宏 古賀 直
19 SOS団早大支部 大村 直也 梶原 佑介 大村 直也 井上 朋大 松枝 志龍
20 八王子FM そんサタ⭐ 小室 政人 牧野 孝成 鈴木 桂 尾形 厚洋 森 尚樹 小俣 真 小室 政人
21 士業連合A 池田 大助 大野 瑛 見原 哲哉 池田 大助 柘植 聡人
22 士業連合B 池田 大助 小永井 心 小池 孝範 大築 隆之 島岡 雅之
23 八王子南RCーA オガワ ヒデタカ 岩舘 正了 石原 知行 小野 道人 西室 彰人 滝川 誠一 浅野 俊一
24 チーム新米883 小泉 諒真 中村 諭 河端 駿典 小泉 諒真 髙橋 奎斗
25 WN Tuesdays ⾧部 恭輔 ⾧部 恭輔 大野 恭平 久保 勇輝 石川 久
26 チーム七国 高田 智也 岩田 茂 高田 智也 山木 清孝 鈴木 和宏
27 走る民 風 松本 健 柴口 裕司 阪本 雅史 三澤 誠 松本 健
28 ぴのだい 3年ぶり！ 二平 修一 加藤 英樹 土田 健一 二平 修一 鹿島田 知也
29 コヤマデス301 小山 大輝 村上 滋 小山 大輝 森 健也 濱中 大河 益田 昇馬
30 アルプスAチーム 渡邉 政浩 加藤 英樹 鈴木 健 山之内 努 北村 浩士
31 アルプスBチーム 渡邉 政浩 上田 大輔 岩井 徹也 田中 雄樹 住友 健夫
32 アルプス米山チーム 米山 雅浩 森田 侑 米山 雅浩 野村 拓哉 大澤 輝剛
33 ラソニソグチーム 笹島 和浩 笹島 和浩 渡邊 竜一 小林 章夫 池田 哲平
34 トヨダエイト 中村 祐也 上野 海夢 中村 祐也 小林 博幸 江藤 祐太 佐藤 浩光 山﨑 祐史
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番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
35 ちかたま 中島 貴也 福地 亮太 宮原 克典 野崎 拓也 荘野 幸太
36 ちかたま２号 原 文敬 堂本 尚寛 五十嵐 祐太 大津 翔吾 田村 英晃
37 ヒトデンRC 岩本 征之 須貝 鶴樹 谷口 恭悠 笹谷 拓磨 矢口 睦記 丸茂 総太 廣川 倖暉 岩本 征之 大塚 潤
38 いずみの森おやじの会A 町田 直紀 吉田 雅宏 小杉 浩文 永島 和彦 齊藤 徹也 福田 義彦 渡辺 浩司
39 いずみの森おやじの会B 町田 直紀 溝口 卓士 町田 直紀 吉田 貴之 並木 真 日並 翼 濱口 定市
40 日野市役所A 中村 仁 中村 仁 福嶋 優人 山口 満 浅川 陽平
41 日野市役所B 中村 仁 奥脇 健太 酒井 聖行 加藤 洋史 三輪 昇史 西山 拓人
42 日野市役所C 中村 仁 大沼 慶児 石山 智弥 森田 将司 嶋 潤一 中谷 宏規
43 明治＆国士舘 小林 太一 片山 優史 小林 勝太 田邊 嘉一 小林 太一
44 一生俱楽部中村 木村 隆 中村 和彦 鎌田 健二 安孫子 博生 橋本 直之
45 一生俱楽部松本 木村 隆 松本 博士 宇坪 俊弥 藤原 篤史 木村 隆
46 TTCT 三ツ橋 奈々江 安藤 洋一 木村 勇 岡安 亮平 内藤 慶介 花本 真吾
47 八王子プロジェクト 金子 政史 小松 春信 芹沢 元秀 須永 浩司 花枝 聡 金子 政史
48 日本分光陸上部 又木 安隆 柳澤 孝幸 津村 和範 佐藤 晃 平山 孝志 曽田 健一 又木 安隆
49 富士電機AC 尾藤 秀明 江本 秀行 福安 進 尾藤 秀明 李 彬
50 八王子南ＲＣーＡ 大貫 雅之 山下 力人 古川 健太郎 ｵﾁｬﾝﾄﾞ ﾌﾞﾙﾝﾌﾗﾝｼｽｺ 大貫 雅之 横山 瀬如
51 坂本クリニック～絆～ 坂本 直隆 山田 秀幸 川村 健太 國武 俊光 坂本 直隆 高野 剛二 野里 海斗 宮澤 博人 佐藤 彰
52 八王子消化器病院 齋田 真 草山 潤 土田 浩喜 齋田 真 鮫島 光太朗
53 バブみ大学離乳食学科 袴田 翔 新井 裕太 大谷 知哉 岡井 俊輔 上村 涼
54 転職AC 袴田 翔 橋本 健利 袴田 翔 大西 哲也 酒井 駿也
55 根司会 袴田 翔 根司 将平 原 謙二郎 榊原 薫 佐藤 海喜
56 八王子商店研究会 西岡 司郎 宮原 康行 西岡 司郎 高倉 一郎 今井 治 安藤 英雄 川又 誠次
57 サイロジA 渕上 恵介 金井 優斗 小泉 勇馬 渕上 恵介 田村 清彦 田中 裕也
58 サイロジB 渕上 恵介 小泉 亮輔 久野 拓也 小峰 智史 上家 拓也 梶野 純平
59 弁護士法人福澤法律事務所 中村 圭佑 田中 研二 米本 泰基 内山 優 平田 真太郎 橋本 吹雪 中村 圭佑
60 セリア（株） 大神田 久典 荒川 諒丞 上野 勇 上條 記男 大神田 康博 五十嵐 拓也 大神田 久典 大神田 良 森田 新之介
61 にゃんにゃんにゃん 横手 翼 山﨑 貴彦 木村 龍太郎 河合 悠祐 山埜 拓人 横手 翼
62 八王子トライアスロンB 妹尾 信一 大久保 敏晃 小川原 泰文 妹尾 信一 市丸 隆史
63 八王子市役所陸上競技部B 海津 淳 吉川 悠人 溝口 泰平 海津 淳 石井 俊介 石川 暢人 ⾧瀬 寛樹
64 八王子市役所陸上競技部C 山田 光 古池 亮平 福士 大介 守屋 清志 中邑 仁志 吉森 研吾 山田 光
65 三越伊勢丹駅伝競走部Ａ 渡辺 一弘 中井 達也 岸 秀祐 上村 大明 高橋 丈一郎 鈴木 準
66 三越伊勢丹駅伝競走部B 渡辺 一弘 近藤 剛 関 太樹 高尾 雅之 渡辺 一弘 福島 成博
67 三越伊勢丹駅伝競走部C 渡辺 一弘 佐々木 国博 林 真嗣 中北 晋史 亀田 敦史 亀山 佐保
68 ももちゃんず 白野 尚孝 大谷 凌 大藤 雅興 井出 忍 荒木 裕仁 白野 尚孝 峯尾 享靖
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69 チーム現状打破 ⾧楽 恭子 郡司 知敦 大前 久 宮田 篤史 李 鐘甫 脇 真央
70 拓殖大学陸上競技部OB 武野 伸一 松井 修 佐々木 将 玉元 賢太 伊藤 宏治 武野 伸一
71 一中⾧距離軍団41 道下 敏行 渡口 伸夫 成田 真孝 荒木 祐二 大石 博巳
72 金山家 金山 拓郎 松永 英己 三浦 太介 志賀 知樹 近藤 大介 豊岳 雄大 宇佐美 毅 白取 秀司 金山 拓郎
73 ハチトラエースチーム 大久保 敏晃 安田 悠太 坂口 修 北村 浩幸 鎌田 雅士 大井 浩平
74 バー アルカディア陸上部 池上 宇啓 池上 宇啓 上戸 遼 鎌本 幸一郎 田中 裕生郎
75 エスフォルタアリーナ 角田 好則 角田 好則 能城 秀雄 髙山 朔 田辺 和人 河田 邦博 阿部 直也 秋元 裕馬
76 タイセイドリーマーズ 田中 浩之 杉村 明俊 田中 浩之 堀 圭吾 監物 弘仁 重見 聡一
77 けいつんと愉快な仲間たち 草場 勇作 田中 保平 石村 圭位 草場 勇作 横瀬 允史 松木 惇 鈴木 崇宏
78 永虎軍団 平澤 健太郎 木元 弘法 平澤 健太郎 原島 雄大 梅木 瞭
79 光速タートルズ 神尾 真由 南雲 大暉 松本 啓明 足立 優斗 本間 知基
80 高速エンジン 大瀬 真二郎 髙橋 大地 山下 剛史 砂川 宏 大瀬 真二郎 ⿁束 大平 大瀬 憲貴
81 BMH.AC 君塚 彩 佐藤 忠俊 杉山 樹 浅田 峻輔 近藤 諒
82 東海伊勢原薬剤men 北村 渉 佐藤 裕心 横田 秀一 北村 渉 西田 修平 高橋 範光
83 ぶんじOB with 林 鈴木 陸哉 林 翔太 鈴木 陸哉 鈴木 遼太郎 山田 悠人 宮澤 大樹 森 敬諭
84 八王子ランナーズA 渡辺 賢一 永野 智幸 新沼 誠市 的場 康治 小林 達也
85 八王子ランナーズB 渡辺 賢一 谷 常隆 廣瀬 栄 田村 良平 渡辺 賢一
86 DKS 熊澤 俊弥 田雜 耕二 和田 雄祐 中込 岳 熊澤 俊弥
87 コスモ計器 Sales 高木 千秋 橋本 一輝 齋藤 光樹 木村 亮太 高木 千秋 北沢 駿
88 コスモ計器 Smile 石井 清文 石井 清文 今川 広輝 深沢 爽汰 須賀 宣幸 船橋 一人 峰尾 健太郎
89 大Run闘三中ブラザーズ ⾧岡 甲斐斗 佐藤 幹太 ⾧岡 甲斐斗 下田 健太 ⾧岡 航輝
90 ＡＣバッビーノ 鈴木 芳朗 鈴木 芳朗 大川 貴之 岸 伸也 赤津 卓弥 石渡 大史
91 大英＆ヤチヨグループ 渡辺 真佐男 和田 由自 古怒田 幸一 高井 将宏 野村 宗裕 秦 典明 宮永 陽介 高橋 皇介 渡辺 真佐男
92 みずほ銀行八王子法人部 ⾧塚 大 高井 侑己 ⾧谷川 佳輝 鎌形 正汰 ⾧塚 大 堀池 麻斗
93 真精工 A 中村 修一 中西 拓巳 岡部 蹴翔 酒井 政義 中村 修一
94 真精工 B 青田 侑英 グエン カック ゴー ディン ヒュー クアン グエン タイン ルアン 青田 侑英
95 k-one 榛葉 一仁 横関 吉郎 鈴木 孝則 森崎 敬 榛葉 一仁 滝沢 景一
96 東山OB 髙橋 宏 森山 敦喜 井上 昂明 三上 多聞 笹尾 慎吾 大澤 大我
97 かわさきクリニック 中村 明久 川﨑 主税 橋本 亮介 中村 明久 川﨑 正樹 吉橋 健太 森田 淳一
98 スリーボンドフィーア 田中 凌平 田中 凌平 渡邉 理玖 渡邊 晶介 藤田 暁
99 スリーボンドカトル 松田 崚佑 松田 崚佑 元氏 玲仁 雨宮 一成 平本 敦己

100 スリーボンドクワットロ 安里 健 安里 健 木村 瑠惟 橋本 幸樹 平田 隆真
101 完山金属Aチーム 小黒 篤志 小黒 篤志 木村 政貴 岩瀬 洋憲 完山 佳史
102 完山金属Bチーム 小黒 篤志 勝又 大蔵 黒澤 一斗 佐久間 遼 金子 昌平
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103 完山金属Cチーム 小黒 篤志 完山 一範 完山 日大 平井 崚登 山田 健太郎
104 完山金属Dチーム 小黒 篤志 斎藤 智英 伊藤 凌人 池ノ谷 紀之 島袋 全磁
105 アジャコング 高木 克嘉 高木 克嘉 後藤 拓磨 一瀬 大喜 沼田 大樹 菊地 正一朗 金子 結斗
106 TOKYOフレッシュA 杉戸 聖規 小山 秀明 杉戸 聖規 保坂 駿介 飯塚 涼太郎 岡庭 大斗
107 TOKYOフレッシュB 杉山 達也 田村 大地 杉山 達也 後藤 佑磨 近藤 駿 和泉 雄也
108 八王子南RCーB 福澤 武文 佐孝 佳保 原 雄大 藤原 忠房 佐藤 秀仁
109 G-tec 常木 聡史 常木 聡史 高橋 尚之 後町 康佑 早﨑 悠揮
110 G-tec S 南埜 はな 尾澤 友多朗 佐川 元太 船木 和成 小穴 英気
111 ⾧島高校 武村 陸 武村 陸 今村 匡貴 神村 玲緒奈 森本 雄大 ⾧島 凜太郎
112 Harriers A 安喰 太郎 平川 信彦 石川 将貴 赤川 竜一 安喰 太郎 濱松 主臣
113 MEX 関根 直也 小野 翔太 南 大地 関根 直也 佐々木 康輔
114 東海八王子薬剤men 高橋 範光 尾崎 昌大 家本 伸一郎 関 基成 鈴木 拓磨 小山 裕也 一場 慶裕
115 松戸市陸協 蓑津 潤 山下 友陽 松井 俊介 竹澤 想大 吉川 修平 小林 澄真
116 英国屋アスリートクラブ 佐々木 英一 広島 慶一 富田 流野 河野 徹士 鈴木 冬樹 新名 達輝 釜谷 将光 高橋 篤人 佐々木 英一
117 八王子中屋ボクサーズ 中屋 玄太 宮嶋 大樹 ⾧谷川 寛明 本田 優貴 下垣 怜史 青木 政太 桐生 光 小澤 立樹 門岡 健人
118 右田病院駅伝部B 右田 隆之 鈴木 力暉 豊泉 元歩 川口 健一 芝木 恒治
119 八王子消防署駅伝競走部 田中 光彦 野村 佳光 土田 森男 宇野 庄太郎 内田 幹太 福島 端流 濱野 泰気 乙訓 正幸 和田 浩治
120 のほほんお散歩クラブK 鈴木 遊大 鈴木 遊大 福元 翔輝 余川 周 田中 直樹 大垣 秀介
121 のほほんお散歩クラブGO 鈴木 遊大 風戸 啓希 菊地 悠人 柴田 幸樹 服部 俊
122 八王子富士森走友会A 田中 朝男 鈴木 智 伏木 蒼太郎 外山 高広 嶋崎 敬太 八木 知輝
123 八王子富士森走友会B 田中 朝男 沖本 聖射 橋本 憲人 新奥 孝太 齋藤 有栄 横坂 卓也
124 おでん屋 時勢 榎本 智仁 加藤 栄一郎 鈴木 亮 西田 隆二 榎本 智仁
125 みなみ野循環器病院A 幡 芳樹 岡本 修一 岩崎 孝俊 小松 洋 幡 芳樹
126 みなみ野循環器病院B 石川 仁嗣 池上 耕生 石川 仁嗣 青木 司 猪狩 善仁
127 dRUNk 牧野 航 清水 隆裕 藤井 翔 牧野 航 松本 直也 免田 朋己 渡辺 祐太 小林将之
128 島根オレゴンプロジェクト 大久保 誠吾 有井 渉 園山 健太 須崎 裕也 大久保 誠吾 木村 優志
129 矢沢AC 沼尻 章吾 大内 庸平 木村 遼太 片岡 達哉 沼尻 章吾 横山 勝大
130 明帝A.C 玉木 萌子 森田 洋平 西坂 剛 島村 憲央 玉木 真央 堤 真一
131 Dの会 袴田 翔 富岡 尚紀 原田 裕也 大西 達也 岩崎 健 高橋 将人
132 横河電機 市瀬 恵亮 駒井 雄一 芦沢 優 真壁 浩之 市瀬 恵亮 横内 裕 風間 淳二 町田 直昭 ⾧谷川 剛
133 みなみ野循環器病院C 石毛 康祥 折原 翔之助 三埜 将一 石毛 康祥 ドミトロ レメツ
134 集まろうぜ八王子へ 宮越 英幸 小池 隆三 坂元 友治 宮越 英幸 宮本 靖之
135 野村證券 古本 雄紀 浅野井 健 金光 慶大 大山 隼 波多野 正 藤井 真哉 宮地 俊輔 西山 徹 宮本 尭英
136 Team JED 島貫 裕太 島貫 裕太 田中 健祐 芳澤 康太郎 岡田 佳之



出場チーム一覧

■一般男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
137 八王子走ろう会 A 半田 健二 小田 信一 礒間 浩幸 松下 剛大 半田 健二 平山 秀樹
138 八王子走ろう会 B 半田 健二 菊地 猛三 橋本 勝行 近藤 正行 福田 通 神前 博
139 八王子走ろう会 C 半田 健二 高見 孝男 天野 薫 大塚 真司 上林 功 梅村 真
140 八王子走ろう会 D 半田 健二 小島 晴治 小原 朗嗣 田中 憲明 竹内 彰隆
141 LOOKSTAR ⾧谷部 孝幸 赤坂 和明 大橋 浩一 ⾧谷部 孝幸 小坂 幹登
142 OZEKIザWORLD 森田 拡希 森田 拡希 入江 亮輔 尾関 理應 入江 和暉 桝田 康太 三浦 純
143 桜城ファイターズ 池田 光一 芝田 貴之 池田 光一 濵中 直樹 見須 正隆
144 ササックスター 佐々木 遼太 恩田 拓実 佐々木 遼太 贄田 紳太郎 中村 魁
145 八王子富士森走友会C 田中 朝男 平崎 幹大 熊沢 裕彦 高橋 航平 川村 孝司 野村 太一 鈴木 進也
146 八王子富士森走友会D 田中 朝男 バスカ シン 田中 謙次 山田 泰三 山田 但 上岡 海大
147 一誠会五常会戸井福祉会 水野 敬生 今井 亮 市川 治 佐藤 浩治 石岡 裕也 原 弘樹
148 FFC駅伝部 堀江 祐輝 堀江 祐輝 白山 貴大 中富 陽平 吉野 雄介
149 フウラン坊 遠藤 隆太 隈元 友介 遠藤 隆太 江本 雅俊 宮川 昂大
150 フェニックスクラシック 宮良 重信 牛山 光志朗 宮良 重信 小林 成貴 波多野 祥嗣
151 新宿TAC池袋 粂川 睦 粂川 睦 五反田 航 関根 直彦 高橋 麻人
152 チーム上大和田 小谷 一夫 石井 裕基 山本 慎吾 金井 隆寿 鳥井 智敦 国松 修二
153 京華ランニングクラブ 野々下 典生 上平 貴昭 野々下 典生 前田 大紀 岡村 信一郎
154 teamMARMELO. 大沢 花梨 唐仁原 雅 川島 正樹 遠藤 宏朗 大沢 順
155 復活の『T』 越川 雅史 越川 雅史 有賀 駿 植松 拓海 佐藤 龍
156 ＴＵＳ 東海林 佑一 東海林 佑一 中村 光佑 岡崎 純也 金子 信裕
157 RED STARS 寺澤 龍之輔 赤星 友都 寺澤 龍之輔 藤田 黎士 薛 玄太郎 相澤 拓実 池田 親 植田 樹 金丸 逸樹
158 けいあいA 高橋 哲夫 齊藤 輝星 落合 雄太 木村 祐喜 加藤 優貴 江口 裕史郎 梅本 昌
159 けいあいB 高橋 哲夫 青木 大樹 谷合 飛 木村 雅彦 関山 圭太 阿部 智 高橋 哲夫
160 けいあいC 高橋 哲夫 稲見 直也 吉田 開 川島 裕太 大田 正明 小山 裕太 高橋 伸哉
161 ワタナベJapan 海保 健太 渡邉 公平 印東 歩夢 海保 健太 渡辺 龍 茨木 琉 清水 里希 林 翔馬 中嶋 勇斗
162 タケイシJapan 海保 健太 飯田 和奏 武石 開知 川口 悠吾 飯村 渉 小野塚 隆太 小林 潤弥 山本 流生
163 第一地区スポーツクラブ 青木 純 内野 哲志 原竹 純 栗本 雄史 岸 成年 塚田 秀大 栗本 武昌
164 アスリートエージェント 八木 勇樹 山口 優希 田中 龍之介 谷 星輝 田中 佑典 石橋 安孝 山口 晟司
165 飯田道場 飯田 茂幸 植田 和憲 飯田 茂幸 冨山 健太 岡田 陽介 向谷地 一樹
166 チーム宝幸 百瀬 一哉 平岡 武 佐々木 寿樹 土屋 高志 日比野 光紘 神山 諭
167 けいあいD 高橋 哲夫 齋藤 稜 常盤 吹雪 新井 規之 太田 拓海 猪狩 芳樹 眞下 善久
168 ハーマーダ大学 小池 遼平 松川 大夢 奥山 樹 小池 遼平 古川 智康
169 多摩信用金庫男子A 宮本 康弘 芦川 宏明 一ノ瀬 馨 大野 浩 宮本 康弘
170 多摩信用金庫男子B 宮本 康弘 薄井 義輝 和田 玲於奈 高部 義隆 諸角 俊司



出場チーム一覧

■一般男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
171 税理士会八王子支部 中村 聡史 高城 祐一 中村 聡史 石原 昌直 宮田 固 伊保谷 徹 萱沼 友彦
172 ディスポ 佐々木 裕太 桜田 耀一 笠間 充 佐々木 裕太 野口 俊
173 Team YMKm 高橋 立夫 石橋 和弥 常田 諭史 山﨑 由紀也 竹股 克之
174 最悪の世代G 松原 啓介 岸本 圭一郎 松原 啓介 筒井 将斗 新垣 魁都
175 最悪の世代W 小谷 政宏 鈴木 修平 小谷 政宏 谷本 拓巳 秋山 耀佑
176 わし井上 棚鰭 陸斗 飯田 康太郎 糸永 大悟 棚鰭 陸斗 井上 聖蘭 宮原 碧 柚木 悠作
177 わかり下そう一朗 飯田 豊 髙木 孝壽 飯田 豊 井上 卓哉 宮澤 賢太 奈良 大寿
178 銭湯ランナーズ 井上 真吾 山中 優 加藤 隆文 井上 真吾 平野 真琴
179 WindRun 渡邉 遼平 渡邉 遼平 平野 賢 白石 章 内山 順也
180 teamオワコン部屋 滝 幸浩 滝 幸浩 奥田 歩凪 白﨑 真拓 阿久澤 隆成 赤坂 雄斗 宮田 謙太朗 新田 颯 谷地中 雄大
181 文芸科学の家 齋藤 龍喜 齋藤 龍喜 市倉 悠椰 川添 太翔 大久保 一弥
182 日野自動車 光安 良平 湯沢 力斗 野永 健宏 佐々木 翔 鈴木 勝彦 深沢 圭 光安 良平
183 Kitanone 奥住 宏助 新實 浩祐 大塚 蒼平 佐宗 満 奥住 宏助 樋口 清司 町田 和久 安川 伸明
184 進藤FM 櫻井 駿 櫻井 駿 佐々木 寿明 井原 洸季 平戸 秀太 羽瀧 輝一
185 Longrunners 江口 公生 今野 友啓 江口 公生 吉川 直道 田邊 雄也
186 さんぴんクラブ 霧生 翔 鈴木 友喜 霧生 翔 河合 達朗 井関 寛達 郡 恵樹 佐藤 英成 ⾧門 祐太
187 中西ファーム 中西 雅季 伊藤 宏 中西 雅季 荒井 孝久 高松 優哉 中西 一弘
188 大和ハウス東京西支社 岡村 光士郎 吉田 信仁 板橋 賢吾 岡村 光士郎 大場 郭生 山本 功世
189 さんあい介護医療院チーム 佐藤 玲子 加藤 俊之 大川原 真澄 中野 正之 鈴木 新 梅本 晃司
190 チーム大友 大友 浩幹 功刀 翼 大友 祐輝 玉井 聡志 大友 浩幹
191 シャンパントップ 篠木 勇輔 原田 一輝 神岡 健心 星 貴大 篠木 勇輔
192 一本松ランナーズ 髙木 葉 平林 樹 林 晃耀 髙木 葉 栗原 直央 片渕 大晴 大沼 良太郎
193 イータ君のお友達 藤本 友亮 金田 祐介 阿竹 太一 藤本 友亮 小方 祥平
194 イムカオ 奥野 新 村松 大輔 岩井 翼 奥野 新 川崎 泰諒
195 はだし駅伝部 杉野 友美 蓑島 隆伸 村澤 智啓 新井 遼 森野 貴幸 坂田 満 杉野 友美
196 西池本気ダイエット計画 西池 和人 伊與田 和希 佐々木 俊 糸井 巧 柳 翔太 西池 和人 濱川 駿 福田 兼士 守田 聖正
197 抜弁天駅伝部A 林 健太 小林 清恭 佐々木 拓 林 健太 渡邉 一博
198 抜弁天駅伝部B 手塚 大亮 加藤 優一 手塚 大亮 三村 亮仁 北藤 雄大
199 CCD 秋山 佳久 尾島 駿平 髙田 千春 髙橋 智哉 木村 靖男 小野 一男 中村 隆志
200 チームイシダ多摩 金子 昌二 石井 靖之 谷地 佳規 原 大祐 後藤 信
201 Harriers B 安喰 太郎 西澤 洋務 遠藤 太一 岡田 健吾 生沼 隆史 寺嶋 源太郎
202 チームイシダ東京 金子 昌二 杉本 玲 小西 雄介 小池 悠貴 本間 滉一朗
203 ELIONIX 高尾 一成 高尾 一成 立原 正起 篠崎 瑛二 杉原 達記 青山 達也
204 ガンジスで僕と黙々と沐浴 尾頭 知幸 大竹 祐貴 桑山 紘典 尾頭 知幸 藤村 知也
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番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
205 ふきのとう 清水 潤児 西田 有佑 西田 圭佑 杉村 光香 清水 潤児
206 國學院陸上同好会 上條 竜大 山本 敦寛 浅川 恵司 田中 颯汰 葛西 亮太 上條 竜大 髙橋 駿太 菅原 梨矩 齋藤 誠一郎
207 チーム川越 大浦 巧 内山 琢朗 雨宮 大地 石田 優太 大浦 巧
208 西武信用金庫 小西 睦仁 中島 克 小林 拓磨 野原 貴弘 濱井 雄太
209 メールめっちゃ来る 三條 憲一 伊東 輝 木村 匡 髙橋 和之 ⾧井 敬宜 松本 勝紀
210 ゼロイチRC 阿部 祥生 高橋 建人 橋本 龍介 阿部 将司 阿部 祥生
211 拓殖大学ランナーズA 上條 聡視 宇佐美 俊之 五十嵐 利治 藤林 寛和 関口 晃司 川内 勝弘 川戸 貴博
212 拓殖大学ランナーズB 上條 聡視 松本 七海 田島 信行 樫原 俊也 小澤 直樹 忍田 健史 原田 将実
213 毎日新聞 橋本 圭一郎 中本 慎二 森口 敬史 渡辺 剛 飯郷 亮太 輿水 護
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番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
301 中央大学 花田 俊輔 浦田 優斗 吉中 祐太 山田 俊輝 篠原 寛 東海林 宏一 折居 幸成
302 創価大学 榎木 和貴 小暮 栄輝 石井 大揮 樋渡 雄太 桑田 大輔 溝口 泰良
303 法政大学 坪田 智夫 鈴木 雄大 行天 陽虹 伊藤 祐斗 ⾧井 尊将 大嶽 昂士 原口 照規 大島 史也 宮本 哲汰
304 立教大学 上野 裕一郎 後藤 瞭太 黒田 航世 金城 快 辻 京佑 ミラー千本 真章
305 山梨学院大学 飯島 理彰 伊藤 要 徳永 心 勝山 陽翔 茂木 悠飛 米森 蓮真 石島 湧大 松村 泰地 弓削 征慶
306 慶應義塾大学三四会競走部 森安 翔 金丸 蒼 森安 翔 千田 徹 浅井 隆徳 竹内 南洋
307 学習院大学A 羽田 雄一 國松 士 河村 東哉 黒沢 侑平 井坂 優太 上田 勇斗 山口 遥太郎
308 学習院大学B 羽田 雄一 茅根 史哉 黒沢 航平 阿部 快晴 秋元 陽斗 駒野 晴陽
309 法政シーラカンス 夏目 光一 上本楓太 夏目光一 松原築 鈴木工 菅原柊人 古川尚汰 大橋陽
310 関東学院大学 中川 禎毅 安藤 光亮 山田 悠斗 糸瀬 天晴 藤本 健太 江川 翔遥 大座畑 俊悟
311 中央大学絶対優勝するぞ 本間 敬之佑 谷津 龍平 本間 敬之佑 今野 凛 斉藤 俊介
312 立教Aチーム 上野 裕一郎 市川 大輝 富田 翔 畠山 永 澤田 将 小倉 史也 宮澤 徹 白瀬 賢也
313 立教Bチーム 上野 裕一郎 武田 拓樹 茅野 友翔 西田 泰希 中村 大毅 髙木 晃瑠 中西 洸貴 吉屋 佑晟
314 立教Cチーム 上野 裕一郎 村上 心優 丸山 龍之介 加藤 広人 峯本 幸樹 加藤 駆 相澤 拓摩 稲塚 大祐
315 立教Dチーム 上野 裕一郎 櫻井 駿祐 権守 遼大 マッキャーン 将人 小池 耀大 大塚 直哉 新井 悠悟 中田 紫音
316 尚美学園大学A 水野 勇人 芳野 真人 小野 晃生 宮崎 頌大 森 遥斗
317 尚美学園大学B 櫻井 愛水 星野 拓未 富田 恵友 石川 航輝 内田 篤志
318 創価 走れメロス 榎木 和貴 岩﨑 勇斗 竹田 康之助 安達 隆志 三坂 佳賞 中村 拳士郎
319 創価 榎木監督ありがとう 榎木 和貴 山下 唯心 森下 治 片岡 渉 望月 遥平 濱野 将基
320 ゴールでき創価 榎木 和貴 上杉 祥大 久光 康太 岩本 信弘 榎木 真央 安坂 光瑠 西森 燎
321 亜細亜大学A 佐藤 信之 中西 勝輝 杉浦 樹 外間 郁也 坂口 歩 安濃 寛人 柿木 奎又 杉谷 蒼天
322 亜細亜大学B 佐藤 信之 門田 雄誠 山田 蓮太 永井 康生 馬場 健斗 ⿁頭 神威 平坂 春人 西本 光汰
323 亜細亜大学C 佐藤 信之 村吉 孝海 稲森 勇翔 片川 祐大 大森惇史 沼田 良太 森田 大介
324 亜細亜大学D 佐藤 信之 中原 胡太郎 堤 亮雅 成田 翔馬 永田 将也 片桐大樹 白坂秀虎
325 亜細亜大学E 佐藤 信之 横田 哲太 水崎 隼 光安 航希 金木 健次朗 置田 晴 嶽野 智博
326 亜細亜大学F 佐藤 信之 山岡 秀 荒井 秀太 竹本 憲伸 會川 奏太 後藤 留生 浪口 毅杜
327 成蹊大学中距離ブロック 森 貴樹 米澤 颯斗 石橋 優希 齋藤 航 堀江 快聖
328 帝京大学陸上部Aチーム 樋本 雄大 小畠 健登 布野 雅也 堀口 秀喜 五木田 七星
329 帝京大学陸上部Bチーム 樋本 雄大 高橋 賢伍 内野 祐介 山田 彩太 岡田 成
330 帝京大学陸上部Cチーム 樋本 雄大 ⾧田 琉瑚 樋本 雄大 大西 悠生 髙山 大樹
331 帝京大学陸上部Dチーム 樋本 雄大 荒井 大空 古川 啓太 藤原 滉 高岡 環伍
332 尚美学園大学C 大島 はるか 尺田 大喜 髙野 伊久磨 橋本 勇太 秋田 蓮
333 湘南工科大学 是石 直文 青木 颯 椛澤 勇樹 鎌田 虎太郎 松尾 凌雅 佐々木 翔生 熊澤 諒哉 ⾧谷川 光
334 湘南工科大学B 是石 直文 松田 朋樹 竹前 星汰 松江 剛琉 山田 友也 佐藤 青葉 奥谷 研祐



出場チーム一覧

■大学男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
335 山梨学院大学陸上クラブ 楢島 佑亮 原田 真之介 近藤 駆 宮川 蓮乃 平野 勇輝
336 東京経済大学A 蟹江 達樹 村松 丈 本田 大和 蟹江 達樹 一ノ倉 彰庸 山田 拓哉
337 東京経済大学B 名取 空悟 根本 樹 下津 開生 平塚 宏伸 名取 空悟
338 東京経済大学C 竹尾 奏哉 下田 大翔 竹尾 奏哉 亀井 大生 深沢 竜生
339 東京経済大学D 松浦 礼穏 西川 勇誠 松浦 礼穏 内田 翔也 福世 翔哉
340 法大2部 本多 隼 浅利 陽 金成 朋也 多島 佑樹 伊野 佑輝 本多 隼 溝口 拓己 小野 透 上村 佳樹
341 成蹊大ウツギブリザード 森 貴樹 三宅 史哉 田中 弘太郎 國井 景生 打木 耕平
342 成蹊大フジイボンバーズ 森 貴樹 片岡 朔 井口 善治郎 明賀 陽紀 藤井 優佑



出場チーム一覧

■高校男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
401 学法石川A 松田 和宏 鈴木 奏真 馬場 アンジェロ光 大澤 欧琉 齋藤 一筋 藤田 紫穏 秋山 勇人 圓谷 伸稀
402 川崎市立橘高校A 田代 洋平 荒井 遼太郎 友永 健太 西岡 裕喜 八木原 想太 澤田 悠斗
403 山梨学院高等学校 箱崎 孝久 小島 光稀 渡邊 莉玖 小林 柊 望月 朝陽 野口 翔太 岡戸 優虎 本多 巧樹 南澤 道大
404 福生高校 柳澤 真宏 伊藤 礼哉 鈴木 崚太 奥寺 凜 ⿁頭 湊輝 小河 真朗 鷹 逢太
405 都立日野台高A 近江屋 篤史 朝川 秀祐 藤田 東湖 千葉 康太郎 大江 悠暉
406 都立日野台高B 近江屋 篤史 河野 望規 藤倉 珀向 川島 伶 中島 怜
407 都立日野台高C 近江屋 篤史 上條 遥 田中 健心 望月 大希 石樵 隆太
408 都立日野台高D 近江屋 篤史 降矢 琉貴 溝口 泰誠 齋藤 響 安陪 雅樹 藤村 隆太 橋本 大雅
409 國學院久我山A 相場 祐人 寺田 向希 星野 泰地 及川 雄翔 辻 大翔 澤石 青波 飯國 新太 山下 翔吾 熊崎 陸
410 國學院久我山B 相場 祐人 山室 陽太 永野 佑迅 松永 貫太郎 土屋 昊大 田中 雅大 齋藤 陽翔 添田 陽大 中村 亘佑
411 國學院久我山C 相場 祐人 花井 日友雅 本間 創 多川 祐月 清水 星斗 堀江 悠太 桑原 大地 藤尾 岳穂 山本 晄太郎
412 昭和第一学園高等学校 池谷 俊彦 青本 和也 佐々木 陸恭 内山 空 小岩 駿之介 湯川 駿大 鈴木 佑将 河合 広己 岡田 優人
413 八王子高校 有井 達也 山口 隼人 笠井 颯太 山下 聖人 高橋 快周 神山 雷羅 阪 啓輝 四谷 渉真
414 明中八王子A 沼野 瞳子 清野 悠介 伊藤 健成 有山 将太郎 鳥井 洸太朗
415 明中八王子B 沼野 瞳子 平 健誠 髙橋 駿太 岩元 快龍 小名木 大知
416 明中八王子C 沼野 瞳子 松沢 勇希 伊藤 颯悟 横溝 泰秀 橋山 明広 中津 優人 吉永 昌玄
417 健大高崎高校B 北田 初男 大井 渉平 生方 泰稀 大須賀 悠樹 小林 大也 鳴海 航大 小池 玲央 飯野 楽来 大塚 健矢
418 健大高崎高校D 北田 初男 武田 秋人 橋爪 奎人 天田 凌聖 深町 竜聖 黒崎 雄介 工藤 光一郎 ⾧谷 星那 兼松 諒丞
419 大東文化大学第一高等学校 安井 信之 金子 大和 白井 葵 柳澤 悠 西田 龍駕 黒木 敬介 高野 克己 古谷 太一 伊藤 卓斗
420 上水高校 篠浦 辰徳 鳴澤 侑弥 河野 俊亮 廣 眞斗 関戸 瑞輝
421 城北埼玉高校 青山 武臣 佐藤 琉真 武笠 奏志 田中 遼太郎 太田 煌人 服部 隆之介 関 諒生
422 都立山崎高校 大島 達也 柳原 直輝 手塚 海希 渡辺 勇樹 玉田 悠真
423 市立松戸高校 尾崎 博 山口 大空 中橋 玲 ⾧友 翔馬 今田 篤 中俣 佑大郎 河村 弘大
424 東大和高校A 川島 利治 小澤 駿平 大槻 海翔 加藤 春 内倉 颯太 会田 廉 穴吹 智矩
425 東大和高校B 川島 利治 根建 暖大 清水 裕人 中園 響 渡邉 宗一郎 中井 秀幸 桑原 涼輔 出 義明
426 川崎市立橘高校B 田代 洋平 吉村 快人 渡邉 航世 徳永 航大 袋谷 和輝 西郷 哲広
427 川崎市立橘高校C 田代 洋平 石井 丈大 堀川 颯太 柴本 惇生 古賀 偉吹 三宅 悠斗
428 学習院高等科 米山 周作 安田 和博 櫻井 陽輝 舎川 智成 尾川 三四郎 前川 啓輝 細貝 羚一朗 垣花 昌旦 志賀 哲也
429 中央大学附属横浜高校 岡本 克巳 田中 良弥 阿久津 諒 笹木 皓星 坂本 大河 久門 禎弥 柏木 創太
430 光明相模原高校A 髙橋 良輔 田中 陽琉 小倉 篤人 上川 隆之介 中村 巧 成松 謙太郎 佐上 湘哉 藤城 湧人
431 光明相模原高校B 髙橋 良輔 山本 朔也 増井 康大 伯野 颯太 松枝 佑悟 近藤 和歩 中谷 涼誠
432 光明相模原高校C 髙橋 良輔 佐藤 琉輝也 大鹿 弦 久保 洸晴 熊本 瞳人 杉原 爽汰 宮本 大智 竹内 一貴
433 淑徳巣鴨A 立石 博昭 阿比留 天平 風間 大和 宮坂 陸斗 山本 拓歩 余野 智陽 松下 智史 鈴木 寧生 熊谷 季彦
434 淑徳巣鴨B 立石 博昭 髙梨 瑞葵 井上 瑛翔 八木沢 朱雀 石原 颯太郎



出場チーム一覧

■高校男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
435 八王子実践高等学校 赤塚 拳斗 藤﨑 悠人 根津 弘毅 大石 隼人 角野 優斗 青栁 輝俊 林 凛 及川 慶 三堀 滉大
436 湘南工科大学附属高校 是石 直文 佐藤 挨希 齋木 優真 後藤 駿太 大山 俊輔 梅田 真瑳弥 酒井 宏樹 岡安 帆崇
437 韮崎高校A 吉成 俊 大久保 仁稀 松本 陽路 古屋 匠己 齊藤 翼 渡邊 蒼生 髙木 鼓太朗 山﨑 壮志朗
438 韮崎高校B 河野 司 髙木 亮輔 村田 然 埴原 佳祐 森 原樹 田端 泰成 清水 康生 向山 汐音 入月 誠ノ介
439 早大学院A 高部 哲 中井 湊士 岡田 陸 平塚 智 茅原 瑞生 髙木 優心 内呂 司
440 早大学院B 高部 哲 高橋 陽向 藤原 吏玖 中村 龍依 信太 晴渡 山下 柊
441 東京実業高校A 田島 恵 渡邉 輝翔 原田 真仁 中村 柊一 竹森 青 小滝 禮 渡辺 健太 加藤 大寛
442 東京実業高校B 田島 恵 髙井 昂紀 安藤 佑馬 尾熊 迅斗 橋本 知弥 半田 竜也 室井 真 保科 侍臣
443 富士森高校 吉野 歩 大塚 陸斗 田代 漣 勝本 悠友 松倉 輝 斎藤 瑠輝亜 渡邉 晃平
444 都立日比谷高校 近藤 周 石川 拓東 遠藤 旦 近藤 周 皆川 武範
445 都立日比谷高校B 近藤 周 伊藤 健太 吉田 陸人 大石 樹 堀 明日翔
446 都立日比谷高校C 近藤 周 深田 征大 荒木 健汰 谷 知磨 中橋 尚理
447 学法石川B 松田 和宏 増子 風希 手代木 壱吹 菅野 優空 橋本 櫂知 益子 裕雅 平賀 大道 紀陸 耕平
448 学法石川C 松田 和宏 添田 祥平 藤田 篤史 村上 明真 山口 陸 新明 優太 三木 圭盛 野崎 考大 八巻 羽琉
449 学法石川D 松田 和宏 大内 亜彩希 福島 悠叶 吉田 翔眞 小海 颯太 松本 樹伊 齋藤 理門 宮川 秀成 郷 遥真
450 学法石川E 松田 和宏 小川 未來 吉田遼太朗 生天目 温 川島 遥人 鈴木 瑛太 山田 孔志 戸田 真己 山田 涼太
451 学法石川F 松田 和宏 生江 倫太郎 高橋 晴之 三瓶 友也 齋藤 康太郎 木内 桜澄 斉藤 陽一郎 宗像 安里
452 実践学園野球部A 近藤 智一 今村 一輝 名古谷 櫂 高橋 虹己 石野 聖人 嶋村 颯汰 塚原 遼
453 実践学園野球部B 近藤 智一 鈴木 豪樹 林 恭佑 津ケ谷 栞央 根岸 優成 海老澤 優人 細澤 斗輝
454 実践学園サッカー部A 近藤 智一 田中 達揮 齊藤 裕希 柳沢 優人 橘 佑太郎 榎原 瑠偉 白石 健人
455 実践学園サッカー部B 近藤 智一 松本 真和 谷川 侑万 眞橋 一煇 小熊 快 福島 広大 当广 大貴
456 都松が谷 棟方 拓也 角井 菜種 三浦 想太 和田 幹太 齋藤 玄樹 佐藤 禅 上杉 奏斗 小林 勇裕 國本 晴哉



出場チーム一覧

■市内中学男子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
501 八王子市立第一中学校 秋山 克樹 川田 倖太朗 江舟 秀夫 山田 秀太郎 斉田 真也 神本 紡希 飯田 武訓 齋藤 飛良 江浦 嘉彬
502 由井中A 山崎 玄 山中 隆煌 髙崎 英大 遠藤 正和 奥村 伊芙 河井 崇甫 桑原 蓮 菊地 碧 後藤 航佑
503 由井中B 山崎 玄 福田 遥飛 西村 泰雅 松浦 賢介 篠原 葵羽 名嘉 太陽 米倉 直宏 上野 航英 田中 志優
504 七国中男子 平澤 健太郎 糟谷 悠仁 赤見 颯斗 溝口 泰紳 谷口 耀亮 沓澤 怜生 松本 駿哉 儘田 瑚生 越 悠真
505 ひよどり山中 曽我 芳樹 髙木 結成 芹澤 巧望 佐賀 奏詩 大竹 俊太郎 髙取 昊哉 小瀬 心大 番場 俊太 松村 優
506 楢原中陸上競技部 松田 幸恵 内海 夏空 上野 翔大 今﨑 琳太 山田 涼太 花野井 昊飛 井内 秀治 小林 徹進 横田 和也
507 楢原中サッカー部 佐藤 諒平 藤橋 竜利 小俣 陽飛 井上 潤水 髙橋 優斗 今井 康晴 久堀 真輝 横川 祐斗 岡部 玲月
508 中山中 木村 周央 古閑 順雄 友田 奏風 ⾧田 天馬 平塚 悠真 小島 季和
509 明中八王子 岩窪 愛和 田中 豹 結城 大斗 濱野 颯太 成田 彩人 吉田 統真 茅野 礼漣 関川 結太 栗原 晋作
510 八王子市立横山中学校 池上 大樹 岡本 旺大 渡邉 知之丞 小林 煌芽 齋藤 駿 土取 蒼矢 二野瀨 真大 杉原 章斗 小美野 晴太
511 南多摩中等教育学校 須永 亜美 前田 琉斗 大村 謙介 岩本 然 冨重 蓮 三浦 遼太 宮島 謙成 芹田 琉可 町田 琉維
512 八王子学園八王子中学校 松本 拓也 加藤 誠也 中西 駿斗 福井 翔真 庄村 倫輝 佐藤 音 和田 純之介 福島 拓人 西田 篤志
513 上柚木中学校 田村 健 江澤 陽琉 松本 侑大 埼玉 瑛太 ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ ｳﾞｨﾄ和 土屋 陽友 伊藤 駿 齋藤 琉偉 土田 琉生
514 石川中A 岸 道哉 遠藤 由一朗 栗原 冬維 工藤 優斗 服部 悠生 吉村 壮真 宇山 大翔 安藤 健
515 石川中B 岸 道哉 星川 護 鈴木 大気 井上 龍琥 黒滝 遼葵 二本柳 怜 村上 結翔 福田 淳之介 野口 泰雅
516 八王子市立別所中学校 正水 和久 今井 遥日 髙橋 洸瑛 瀧澤 直生 安樂 雄大 丸橋 侑司 齋藤 佑真 ⾧門 俊幸 堀下 來夢
517 由木中学校 福桝 友一朗 浜崎 大雅 石坂 真紀人 明石 幸志郎 大平 尚輝 池田 空真 熊澤 雫
518 八王子市立南大沢中学校 石井 孝幸 清水 陽 野尻 智也 大森 翔晴 柿島 圭汰 高崎 涼雅 吉村 颯眞 宮武 航生 上野 陽大
OP あきる野市立西中学校 遠藤 尚孝 西田 楓真 東 翼作 網野 七音 寺内 頼 森田 柾輝 紅林 明希 坂口 仁



出場チーム一覧

■一般女子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
601 東京ＷＩＮＧＳーＢ 廣瀬 光子 廣瀬 光子 水藤 孝子 清宮 由香里 綾部 しのぶ 佐々木 寿子
602 東京ＷＩＮＧＳーＣ 廣瀬 光子 菅原 初江 肥沼 友子 木村 紀子 石川 恵
603 ぴょんぴょんぴょん 大塚 千晶 大塚 千晶 近藤 愛 植竹 瑞歩 辻 絢子
604 三越伊勢丹駅伝競走部 渡辺 一弘 中島 梓 相澤 有香 中村 良枝 勝浦 みどり 古屋 知子
605 八王子消化器病院 齋田 真 南原 有希子 田中 久美子 鈴木 真由美 三好 美奈子 草山 恵
606 八王子走ろう会 魔女 半田 健二 橋本 ミヨ 山本 君枝 伊藤 結花 石黒 尚美 坂田 真紀
607 八王子走ろう会 美女 半田 健二 川端 由紀 茨木 正美 谷村 恵子 竹内 明美 梅田 千佳子
608 八王子走ろう会 熟女 半田 健二 小出 宏美 小原 真澄 雙田 生枝 芝 美樹 片倉 由美子
609 聖徳大選抜 佐藤 信春 蔵増 紗弥 山本 朋佳 八幡 未来 志関 杏海
610 八王子高校OG 井上 洋 安留 ゆかり 元廣 由美 野永 美咲 平田 ひより 保坂 美樹 石橋 歩巳
611 八王子高校OB 井上 洋 米山 麻紀 小林 みなみ 和田 悦子 井口 仁美 橋本 綾乃 飯塚 舞
612 高速エンジン 新井 真子 小澤 薫 横山 南恵 新井 真子 伊東 瑠菜
613 東海八王子薬剤women 高橋 範光 飯田 真弓 大川 藍子 今野 奈々 國廣 有沙 片桐 亜矢
614 右田病院駅伝部 右田 隆之 木内 恵子 ファムティ アイシン 成田 豊子 大沢 加奈子 グエン タオグエン

615 みなみ野循環器病院a 奈良 温美 堂元 彩友美 金子 むつき 大橋 由美子 奈良 温美
616 みなみ野循環器病院b 塚田 美香 小野塚 菜摘 塚田 美香 腰原 可与 山本 千晶
617 みなみ野循環器病院c 阿部 里美 阿部 里美 大元 梨未 上原 七帆 高麗 夏美
618 SNOW ⾧田 千治 飯野 摩耶 堀川 はる菜 清水 萌衣乃 中村 瑠花 佐藤 有希 古屋 夏乃 古屋 月花 竹内 あさひ
619 パパ駅伝（ママの部） 荒井 光久 荒井 美樹 嶋田 惠子 小幡 真理子 堀田 景子 中村 瑞紀
620 アルプス女子チーム 渡邉 政浩 中濱 敦子 前 智加恵 西野 玲菜 岩田 綾香
621 八王子富士森走友会E 田中 朝男 乗松 祐里 河井 晶 後藤 恵美子 谷 真美 伏木 黎子
622 八王子富士森走友会F 田中 朝男 ⾧濱 秀美 鈴木 美津江 中村 優子 横山 重子 吉田 綾乃 上岡 礼子
623 K2黙古寿A 石川 敬逸 吉田 かおり 鈴木 利絵子 北川 淑子 白石 恭子 河先 眞弓 三浦 悦子
624 K2黙古寿B 石川 敬逸 牛田 華乃 加藤 咲良 古屋 嘉子 箭内 晴香 髙橋 美佳 田中 元女
625 コモディイイダ 会沢 陽之介 市村 珠季 林田 唯 鈴木 理子 伊藤 華 川口 温架 西澤 果穂 関野 茜 名取 紅美
626 多摩信用金庫女子A 宮本 康弘 嶋田 芳子 中村 憲子 ⾧島 紗里 田中 久美
627 なんちゃってRC 大橋 友希子 大橋 友希子 大和田 美代子 岡本 久美子 田中 美咲
628 Team YMKw 高橋 立夫 竹股 奈津枝 常田 史奈 山﨑 高嶺 三田村 直子
629 けいあいE 高橋 哲夫 中村 彩菜 髙篠 優佳 小俣 伽奈 田島 朋子 中川 栞 ⾧谷川 紗奈
630 ELIONIX 高尾 一成 井口 友子 水田 菜採子 巴 那和美 工藤 知香
631 G-tec 佐川 元太 平井 日菜 野口 未来 椎名 渚 松本 奏 南埜 はな
632 一橋・津田塾 町田 直美 秋山 晴菜 石本 紬夢希 調 真琴 浦田 桃 町田 直美 正木 菜穂
633 拓殖大学ランナーズL 上條 聡視 小牟禮 珠璃 山﨑 理惠 尾崎 みなみ 吉村 寧夏 吉田 瑠奈 三瓶 絵美



出場チーム一覧

■大学女子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
701 拓殖大学 五十嵐 利治 近藤 萌子 池主 茉弥 山田 愛 門脇 奈穂 古澤 日菜向 片桐 紫音 梅木 優子 伊井 萌佑子
702 中央大学 鈴木 智香子 髙野 美穂 南 日向 会田 佳世 赤間 陽菜 木下 紗那 浜野 光 風間 歩佳 杉田 久瑠美
703 東京農業大学 ⾧田 千治 吉田 愛実 稲垣 小雪 丸谷 海友 松崎 愛 廣田 彩香 池田 香名子 浅田 遥香 船登 菜月
704 聖徳大学A 佐藤 信春 大西 夏帆 清野 紅葉 吉岡 瞳 渡邉 なちる
705 学習院大学 羽田 雄一 鈴木 千晶 宮前 結衣 中村 葉月シトゥラリ 齋藤 咲羽 脇田 あすか 秋山 音羽
706 北多摩看護専門学校 渡邉 七海 山田 優奈 山口 梅子 前川原 舞 渡邉 七海 若林 咲希
707 東京女子体育大学 丸尾 祐矢 鶴岡 優妃 柴崎 美鈴 太田 椿 飯島 櫻子 土屋 愛佳 堀口 琴葉 小林 明日美 菊池 ゆとり
708 帝京科学大学 高田 由基 村 朋香 渡辺 笑夏 中村 愛莉 山口 あずさ 二階堂 優衣 村田 楓佳
709 日本女子体育大学 佐伯 徹郞 菊地 愛 山崎 結衣 三田 莉紗 根上 真菜 佐川 妃南 菊地 杏 原田 まつり



出場チーム一覧

■高校女子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
801 学法石川A 松田 和宏 山田 桃子 木戸 愛花 岡本 可蓮 佐藤 美空 圓谷 仁渚 堀金 遥菜 岩崎 聖奈
802 山梨学院高等学校 小俣 宏記 西本 佑菜 井手 笑菜 川越 愛美 新井 帆乃花 齋藤 奏絵 市川 恵莉子 丹澤 真子
803 ⾧野東高校 横打 史雄 牧内 大華 下嶋 優菜 窪田 舞 橋詰 史歩 名和 夏乃子 ⾧井 彩華 武田 悠華 中村 文音
804 都立日野台高A 近江屋 篤史 奥村 美咲 中村 恵万 野治 心愛 河本 彩音
805 札幌日大高校 山下 尭哉 竹内 璃奈 井内 千尋 瀬尾 捺美 湯田 夏妃 小澤 琉音 髙橋 杏季
806 福生高校 柳澤 真宏 東 希美 大堀 千咲 ⾧野 桃子 佐々木 遥菜 降矢 知海
807 錦城学園高等学校Aチーム 安村 美由紀 位田 明優 杉本 花音 今井 亜実 茂野 葉湖 菅原 ひまわり
808 錦城学園高等学校Bチーム 安村 美由紀 外間 結那 岡部 こころ 須藤 朱椛 保坂 萌 武藤 由依 仙波 知夏
809 大東文化大学第一高校 徳原 宗一郎 緒方 友莉 秋葉 乃菜 渡部 明日香 浦邉 香都 原田 満 白鳥 令奈 岡嶋 沙弥
810 健大高崎高校 北田 初男 清水 愛実 藍原 莉麻菜 石田 美緒 秀島 ひなた 赤井 月 矢野 愛依 萩原 紗菜 福島 由乃
811 健大高崎高校C 北田 初男 木暮 琉依 君島 みちる 高橋 優菜 田邉 風歌 林 英夢 山津 乃愛 渡邉 あすか
812 上水高校 篠浦 辰徳 臼井 瑠花 竹田 江奈 木本 詩菜 永池 佑梨
813 市立松戸高校 田中 聖也 林 涼音 松岡 幸歩 富田 希 甲谷 彩夏 清水 瑠奈
814 東大和高校 川島 利治 横山 美萌 細野 怜杏 和田 心春 米谷 陽奈乃 井出 日和 矢後 茜音 佐藤 結貴 山田 優奈
815 本庄第一高校 柿沼 幸夫 松田 有加 宮島 涼浬 加藤 みなみ 青木 里央菜 小林 凜花 岡田 姫奈 塩谷 優華 野口 愛音
816 川崎市立橘高校A 田代 洋平 入倉 心春 丸山 あおい 柏井 心乃 山縣 縫
817 川崎市立橘高校B 田代 洋平 小倉 紘 進藤 小春 高橋 心那 緒方 沙和
818 中央大学附属横浜高校A 岡本 克巳 谷川 愛理 磯部 紗佑 上林 さりい 山岸 璃子 布瀬 晴香
819 中央大学附属横浜高校B 岡本 克巳 西井 清香 小貫 琉菜 松村 和音 柴床 乙寧 白木 佳乃
820 八王子実践高等学校 赤塚 拳斗 森岡 優海 中野 由唯 佐野 綾音 三輪 栞奈 太田 侑希
821 韮崎高校 石川 俊樹 中島 想 鶴田 美優 中込 百音 小笠原 瑶 吉岡 美紀 小林 奏詠
822 春日部女子高校 萩原 健一 佐々木 莉愛 渡邉 里奈 田中 柚菜 八品 遥 田名網 知恵 大和田 莉央
823 駒大高A 草島 文勝 伊藤 実生 中尾 夕菜 吉岡 礼葉 瀧本 有杏 依田 理愛
824 駒大高B 草島 文勝 野口 麻衣子 川上 莉央 五十嵐 緩奈 堀 一彩
825 駒大高C 草島 文勝 松井 優那 小柳 もも 上田 玲奈 錦織 真央
826 都立調布南高校 岡田 貴志 林 葉月 廣田 千晃 今井 佑香 中島 知音 馬場 美涼 豊田 由梨 佐藤 美桜 億田 理桜
827 日本大学豊山女子高校A 上西 裕太郎 河口 莉菜 榎本 心海 小宮 希佳 藤田 恋 梅澤 雫
828 日本大学豊山女子高校B 大木 悟 塩野 楓南 高橋 彩心 須藤 雅香 井土 菜々恵 久我 優妃
829 学法石川B 松田 和宏 田子 明花莉 井澤 裕佳 石川 乃亜 瀬戸 悠理 金丸 姫菜 芥川 七海



出場チーム一覧

■市内中学女子の部

番号 チーム名 監督 第1区 第2区 第3区 第4区 補欠1 補欠2 補欠3 補欠4
901 八王子市立第一中学校 並木 佳苗 石田 葵 寺岡 輝笑 瀬野尾 美雪 小林 美空 管生 心結 古賀 美帆 阿部 そら 磯部 樹杏
902 七国中女子 平澤 健太郎 ⾧谷川 理子 中島 光菜 芳原 彩花 荒井 陽 岡部 莉奈 原 茉央 宍戸 和 竹ノ内 蒼空
903 ひよどり山中 新舩 美佳 伯野 希美 御木 ほのか 安藤 美咲 大竹 杏 森田 遥香 小川 瑠菜 吉田 乃絵 新居 彩音
904 中山中 木村 周央 谷奥 碧 伊藤 百花 ウグチ ムダル 松山 莉子 菊地 柚希 奥村 紫乃 藤本 亜季
905 八王子市立横山中学校 新島 義久 小林 音々 北里 愛佳 川西 杏実 横山 翠琴 松本 未優 大谷 あやめ 石川 幸歩 野崎 凛
906 八王子七中女子バスケ部 福島 紀史 川久保 椛羽 ⾧田 実來 川井 千穂 志村 椰子 鈴木 紅音 永島 優菜 西牧 美虹 熊谷 光莉
907 八王子七中陸上競技部女子 牧野 輝道 小林 千桜都 星 明莉 荻野 衣里 齋藤 礼穂 戸田 結香 山﨑 もえ 山中 玲奈
908 南多摩中等教育学校 須永 亜美 武部 佑希子 友野 瑚斗 清水 萌々子 石橋 知紗 田口 歩実 松尾 妃奈子 富永 陽南子 吉﨑 結和
909 八王子学園八王子中学校 松本 拓也 渡瀬 野々花 深澤 優空 大野 颯夏 荻野 愛菜 大和 奏月 原田 初雪 古田 和花
910 八王子市立別所中学校 正水 和久 土屋 琉莉 齋藤 愛莉 岡田 彩楓 青木 凛風 竹内 奈々穂 古家 綾華
911 由木中学校 福桝 友一朗 中田文音 津曲 杏 石盛 美空 和田 乙華 金野 芽依 小⾧谷 遥
912 八王子市立南大沢中学校 石井 孝幸 佐藤 ひなた 澤 莉杏 伊藤 凛 藤田 夕花 鈴木 ひより 大橋 柚奈 中里 瑠菜 神谷 ひまり


