
駐車場振り分け表

第一駐車場 第一駐車場 第二駐車場

（中里グラウンド） （中里グラウンド） （福祉保健会館・市民プール）

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

宇野明子 多摩OL 松下睦生 京都OLC 高橋友理奈 東北大OLC

宮川祐子 ES関東C 光瀬美樹 Club阿闍梨 横山裕晃 東北大OLC

宮本幸治 京葉ＯＬクラブ 徳永良一 杏友会 佐藤誠也 東北大OLC

鹿野勘次 岐阜ＯＬＣ 八神遥介 ときわ走林会 黒澤祐貴 東北大OLC

菅谷裕志 OLCルーパー 飯野雅人 横浜OLクラブ 細正隆 東北大OLC

谷川友太 OLCルーパー 野嶋茂樹 杏友会 大竹達也 金大OLC

長縄美春 じゅうもんじ 松浦知佑 緑外会 波多野利樹 金大OLC

中村成伸 築地孝和 朱雀OK 伊藤奈緒 静岡大学

佐藤信彦 サンスーシ 宇津明範 ES関東C 藤田純矢 東工大OLT

小泉成行 O-Support 藤平正敏 多摩OL 尾山直駿 東工大OLT

上松潔 Club阿闍梨 藤井範久 つくばROC 小原和彦 東工大OLT

田﨑博実 多摩オリエンタル法律事務所 半田博子 博多OLC 藤本翔太 東工大OLT

太田夏美 鳩の会 橋本八州馬 岐阜OLC 島田雄史 東工大OLT

大野政男 下野市OLC 石川昌 サン・スーシ 小野駿介 東工大OLT

高橋厚 多摩ＯＬ 上島乃英 つるまいOLC 中谷鴻太 東工大OLT

今井信親 ワンダラーズ 紺野俊介 横浜OLクラブ 田中創 阪大OLC

植木国勝 なし 村越久子 静岡OLC 遠藤匠真 阪大OLC

山田一善 多摩ＯＬ 中村茉菜 近藤恭一郎 京大OLC

奥田健史 京葉OLクラブ 西名慧史 ときわ走林会 鳥越祥吾 京大OLC

田中悠 丘の上 奥山景得 川口OLC 松本萌希 京大OLC

柏樹芳雄 Club阿闍梨 杉本光正 ES関東クラブ 松永佳大 京大OLC

小寺実 丘の上18期 田中祐嗣 アステラス製薬 髙橋郁磨 岩手大学OLC

田代雅之 静岡OLC 柳下大 みちの会 周藤裕 岩手大学OLC

加藤昭治 池田純也 鞍部同好会 重石尚樹 岩手大学OLC

小笠原揚太郎 東京OLクラブ 銭琨 OLK32nd 和田康次郎 KOLC

山口征矢 川口OLC 井倉幹大 あざおOLC 角田貴大 KOLC

東将央 京葉OLクラブ 猪俣祐貴 あざおOLC 久保田皓貴 KOLC

尾崎弘和 トータス 大西正倫 あざおOLC 稲森剛 KOLC

仁多見剛 つばめ会 栗本開 あざおOLC 伊藤樹 KOLC

利光良平 桑原大樹 あざおOLC 深野広大 KOLC

近藤貴文 おしゃがみ党 橋本知明 あざおOLC 清水俊祐 KOLC

中澤寛典 ときわ走林会 東裕明 Club阿闍梨 渡辺鷹志 KOLC

阿部稜 京葉 浦野弘 入間市ＯＬＣ 藤原真吾 KOLC

加藤昭次 多摩OL 丸藤純 ときわ走林会 小野寺航 東京農工大学

大木孝 OLK30期 渡辺加与美 入間市ＯＬＣ 川名竣介 東京農工大学

高村卓 上尾OLクラブ 天野仁 横浜ＯＬクラブ 稲垣秀奈美 千葉大OLC

大場隆夫 サン・スーシ 青木俊之 練馬OLC 結城大瑚 千葉大OLC

土屋晴彦 　愛知OLC 新井宏美 京葉ＯＬクラブ 小森太郎 筑波大学



第一駐車場 第一駐車場 第二駐車場

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

四俣徹 東京OL 花田拓紀 楠健志 筑波大学

三田裕子 伊藤清 ワンダラーズ 河北拓人 筑波大学

中島克行 静岡OLC 上條圭 方向音痴会 藤倉真太郎 筑波大学

岡本真嗣 加納尚子 朱雀OK 三村公人 神大OLK

大久保英明 川田将太 SO CLUB 齋藤佑樹 早大OC

下山敬史 横浜ＯＬクラブ 小林博文 日本旅行 稲垣善太 早大OC

玉木圭介 大阪ＯＬＣ 小暮喜代志 ES関東クラブ 高橋利奈 早大OC

新田見俊宣 練馬OLC 中浴広樹 鳩の会 山下大樹 早大OC

植松裕子 入間市OLC 宮崎敦司 （無所属） 堀尾健太郎 名大OLC

小倉秀一 ラジオリエンズ 水嶋直子 渋谷で走る会 是永大地 名大OLC

角岡明 三河OLC 守屋舞香 トータス 岩瀬史明 名大OLC

田中博 入間市ＯＬＣ 永松敦 前野達也 名大OLC

石山良太 名古屋大学大学院 内藤ヒロオ アルパでオメガ 野田昌太郎 名大OLC

鈴木正夫 千葉OLK 郷尚之 新潟OC 澤田陸 名大OLC

桑山朋巳 三河ＯＬＣ 青田正樹 新潟OC 林雅人 名大OLC

原野幸男 所沢ＯＬＣ 高野兼也 新潟OC 宮川大輝 名大OLC

国分幸二 Club阿闍梨 小松宗一郎 新潟OC 川﨑翔 茨大OLD

浅賀亮二 小柏景司 新潟OC 勝山佳恵 茨大OLD

河村健二 横浜OLクラブ 西村和人 横浜OLクラブ 大屋和貴 東工大OLT

船田賢 つくばCocco 西脇正展 Nの会 島津仁 東工大OLT

滝正晴 静岡ＯＬＣ 澤口弘樹 練馬OLC 柿沼晴喜 筑波大学

田中徹 京葉OLクラブ 大嶋拓実 つばめ会 菅沼友仁 茨大OLD

赤井秀和 静岡OLC 大橋晴彦 杏友会 坂野翔哉 早大OC

町井稔 長野県協会 杉森憲文 ファミリーOLC

源後知行 みちの会 竹内和子

細川知希 ときわ走林会 渡辺達也 サン・スーシ

小林二郎 入間市OLC 山田高志 トータス

蔵田真彦 神奈川県川崎市 内藤愉孝 浜松OLC

宍戸祐司 ソニーＯＬＣ 細淵晃平 入間市OLC

天明英之 東京ＯＬクラブ 藤原三郎 山梨骨骨クラブ

小島由幸 入間市OLC 高野由紀 入間市ＯＬＣ

石輪健樹 ときわ走林会 多比羅大 京葉OLクラブ

山本剛史 つばめ会 小林岳人 ES関東C

井上悟史 つばめ会 中井智規 京葉OLC

大田拓穂 すずかけ大学 清水容子 杏友会

坪居大介 つばめ会 寺垣内航 チームT

三上剛弘 つばめ会 国沢五月 トータス

吉川輝 つばめ会 鳥居正 ときわ走林会

兼田僚太郎 Team白樺 海野忠秋 川越OLC

北村成 東北大学 自然に親しむ会 松橋徳敏 つるまいＯＬＣ



（福祉保健会館・市民プール）


