
第14回北⾒ハーフマラソン エントリーリスト（レイトエントリー関係）

■ハーフ男⼦ ■ハーフ⼥⼦
種⽬名 ナンバー ⽒名 カナ 種⽬名 ナンバー ⽒名 カナ

1 ⾼井 俊治 ﾀｶｲ ﾄｼﾊﾙ 502 佐々⽊ 洋美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ
3 坂東 翔太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 511 佐藤 亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ
5 上林 亨 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 519 島⽥ 藤恵 ｼﾏﾀﾞ ﾌｼﾞｴ
25 ⾼野 誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 520 ⽮野 玲 ﾔﾉ ﾚｲ
43 鎌⽥ 英⼈ ｶﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 551 伊藤 祥⼦ ｲﾄｳ ﾖｼｺ
44 原⽥ 翼 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 566 佐藤 智⾹ ｻﾄｳ ﾄﾓｶ
45 ⽯垣 雄太 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀ
57 平間 勇作 ﾋﾗﾏ ﾕｳｻｸ ■10km 
58 鈴⽊ 崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ 種⽬名 ナンバー ⽒名 カナ
87 ⻄畑 淳也 ﾆｼﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 1088 後藤 全孝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾀｶ
88 佐藤 晴彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 1089 浅⽔ 和彦 ｱｻﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ
89 早川 秀雄 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 1090 三重野 宥 ﾐｴﾉ ﾕｳ
90 原⽥ 康浩 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 1091 吉⽥ 理来 ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ
91 今紺 拓実 ｲﾏｺﾝ ﾀｸﾐ 1092 渡邊 良⼀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ

115 猪野 元孔 ｲﾉ ﾓﾄﾖｼ 1093 中⾥ 喜義 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾖｼ
116 鈴⽊ 智明 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｱｷ 1094 ⼩野寺 良太 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾀ
117 道脇 正樹 ﾐﾁﾜｷ ﾏｻｷ 1095 野宮 渉 ﾉﾐﾔ ﾜﾀﾙ
118 ⿅野内 浩幸 ｶﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 1096 松⻑ 秀樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ
119 ⼯藤 政広 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 1097 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ
120 ⼭⼝ 優⼈ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 1098 松井 英昭 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｱｷ
122 猿渡 和徳 ｴﾝﾄﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 1099 三好 和美 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾐ
123 森⼭ 和幸 ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 1100 ⼤坂 光裕 ｵｵｻｶ ﾐﾂﾋﾛ
146 枝崎 拓也 ｴﾀﾞｻｷ ﾀｸﾔ 1101 ⼤澤 修平 ｵｵｻﾜ ｼｭｳﾍｲ
147 篠⽥ 恵介 ｼﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ 1102 與那城 颯太 ﾖﾅｼﾛ ｿｳﾀ
148 原⽥ 祥太郎 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1103 ⼩笠原 ⼀匡 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾏｻ
149 平澤 匠 ﾋﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 1104 ⻑瀬 広樹 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｷ
150 樫原 ⼀郎 ｶｼﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 1105 ⽵内 拓朗 ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾛｳ
151 福浦 謙⼆ ﾌｸｳﾗ ｹﾝｼﾞ 1106 布村 愛弥 ﾇﾉﾑﾗ ﾏﾅﾔ
152 佐々⽊ 英明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 1107 坂脇 誠 ｻｶﾜｷ ﾏｺﾄ
165 佐藤 ⼀⾺ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 1108 ⼭下 友義 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖｼ
166 太⽥ 将⾏ ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ 1109 ⾼野 祐司 ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ
167 ⽩⽯ 隆治 ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｼﾞ 1110 櫻井 佑樹 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ
171 原 智晴 ﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 1111 平岡 康洋 ﾋﾗｵｶ ﾔｽﾋﾛ
172 福嶋 優 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ 1112 伊藤 ⼤輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
183 江⼝ 尚⽂ ｴｸﾞﾁ ﾅｵﾌﾐ 1113 澁⾕ 智史 ｼﾌﾞﾀﾆ ｻﾄｼ
250 髙橋 伊織 ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ 1546 柴⼭ 夢望 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳﾐ
251 ⽚平 英樹 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾃﾞｷ 1547 花⽥ 眞由美 ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾕﾐ
252 窪⽥ 寛也 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ 1548 ⼤崎 ⿇⾥⼦ ｵｵｻｷ ﾏﾘｺ
253 畠⼭ 重実 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞﾐ 1549 ⻄畑 あずさ ﾆｼﾊﾀ ｱｽﾞｻ
254 渡辺 裕介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 1550 ⾦⼀ 夏美 ｶﾈｲﾁ ﾅﾂﾐ
255 賀来 忠寛 ｶｸ ﾀﾀﾞﾋﾛ 1551 岩崎 智美 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾐ
256 辻村 ⽂宏 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ 1552 吉⽥ 莉央⾹ ﾖｼﾀﾞ ﾘｵｶ
257 岩倉 ⼤起 ｲﾜｸﾗ ﾀﾞｲｷ 1553 ⼩野寺 藍 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｲ
258 浅野 耕也 ｱｻﾉ ｺｳﾔ 1554 原⽥ 美希⼦ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｷｺ
259 村上 純哉 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 1555 中原 佳代 ﾅｶﾊﾗ ｶﾖ
260 ⽮野 俊介 ﾔﾉ ｼｭﾝｽｹ
261 近藤 瑛⽃ ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾄ ■5km
262 光本 滋 ﾐﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 種⽬名 ナンバー ⽒名 カナ
263 加藤 智也 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ 5032 兼⼭ 幸記 ｶﾈﾔﾏ ｺｳｷ
264 ⼩野寺 晃伸 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 5033 佐藤 悠平 ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ
265 早坂 卓 ﾊﾔｻｶ ｽｸﾞﾙ 5034 原⽥ 爽楽 ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ
266 ⼤⽯ 尊 ｵｵｲｼ ﾀﾂﾄ 5035 正野 貴⼤ ﾏｻﾉ ﾀｶﾋﾛ
309 遠藤 琢磨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 5526 杉下 亜夢 ｽｷﾞｼﾀ ｱﾑ
320 猪⼝ 克哉 ｲﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 5527 江刺家 和美 ｴｻｼｶ ｶｽﾞﾐ
321 稲守 俊宏 ｲﾅﾓﾘ ﾄｼﾋﾛ 5528 マルヘリン シーラ ﾏﾙﾍﾘﾝ ｼｰﾗ
322 ⽥内 友貴 ﾀﾉｳﾁ ﾄﾓｷ 5529 ⼭下 圭⼦ ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ
370 原⽥ 誠 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ
371 近藤 駿 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ
372 安⽥ 篤志 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ
373 丸⼭ 卓哉 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ
374 島⽥ 雅彰 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ
375 松岡 弘毅 ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ
376 平森 芳浩 ﾋﾗﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ
377 原⽥ 陽介 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳｽｹ
384 畠⼭ 幸樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｷ
394 ⼟⽥ 恭兵 ﾂﾁﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
395 岡本 裕⼀ ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ
411 ⼩塚 涼平 ｺﾂﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ
412 茂⼿⽊ 克則 ﾓﾃｷﾞ ｶﾂﾉﾘ
413 篠⾕ 和⾺ ｼﾉﾔ ｶｽﾞﾏ
414 吉⽥ 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ
415 吉⽥ 光兵 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ
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