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第３５回 我孫子市新春マラソン大会開催にあたって 

大会会長 我孫子市教育長 

丸 智彦 

 

第３５回我孫子市新春マラソン大会が開催されますこと、主催者として

大変嬉しく思っています。また、大会の開催にあたりご協力いただきまし

た実行委員会の皆様をはじめ、我孫子警察署、関係団体、近隣住民の皆様

に心から感謝を申し上げます。 

３年ぶりの開催となる今大会は、感染症対策により一層気をつけながら

準備を進めてまいりました。今まで以上に工夫を凝らして練習に取り組ん

でこられた選手の皆様が、日頃の練習の成果を発揮し、自己記録を更新で

きることを願っています。 

また、今年は「第９９回東京箱根間往復大学駅伝競走」に出場された我孫子市出身の東洋大

学 前田 義弘選手、佐藤 真優選手をお迎えして一緒に走っていただきます。我孫子市出身

で活躍されている選手にもご参加いただき、今大会がさらに盛り上がることを楽しみにしてい

ます。 

結びに、我孫子市新春マラソン大会に携わった皆様にとって楽しく思い出に残る大会となり

ますよう心よりご祈念申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。 
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 招待選手のご紹介 

2023 年、第 99 回東京箱根間往復大学駅伝大会に出場した 2 名の選手を招待選手として

お迎えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、前田選手は「一般 10ｋｍの部」、佐藤選手は「中学生 3ｋｍの(2・3 年生)」に

出場していただきます。 

2 名の招待選手と共に、思い出に残る楽しい大会になることを楽しみにしています。 

  

東洋大学 
佐藤 真優 選手（3 年生・7 区出場） 

※我孫子中出身 

東洋大学 
前田 義弘 選手（4 年生・5 区出場） 

※我孫子中出身 

2020 年 

第 96 回大会 

2022 年 

出雲駅伝 
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 開催要項 

趣 旨 市民の健康と体力の向上を図り、スポ

ーツを通し市民生活を明るく豊かに

しようとするものである。 

開 催 日 2023 年 1 月 29 日（日）雨天決行 

荒天中止 

会 場 我孫子市立湖北台中学校 

種 目 ・1.5km の部 

親子ペアの部（親 1 人と小学生 1～

3 年生の子 1 人のペア） 

小学生 男子の部（4・5・6 年生） 

小学生 女子の部（4・5・6 年生） 

 ・3.0km の部 

中学生 男子の部（1・2～3 年生） 

中学生 女子の部（1・2～3 年生） 

 ・5.0km の部 

一般男子の部 

（高校生～19 歳・20～29 歳・30

～39 歳・40～49 歳・50～59 歳・

60 歳以上） 

一般女子の部（高校生～29 歳・30

～49 歳・50 歳以上） 

 ・10km の部 

一般男子の部 

（高校生～19 歳・20～29 歳・30

～39 歳・40～49 歳・50～59 歳・

60 歳以上） 

一般女子の部（高校生～29 歳・30

～49 歳・50 歳以上） 

参 加 資 格 ・各出場種目において完走できる方 

・小中学生については、保護者の同

意を得た方 

・一般の部は、10km を 80 分以内

で完走できる方 

・医師の診断を受け、異常のない方 

参 加 料 一般・親子ペア（１組）2,000 円 

小・中学生      700 円 

出 場 制 限 1 人 1 種目 

受 付 午前 8 時～9 時 

開 会 式 午前 9 時～ 

表 彰 各部門 1 位～3 位の方に賞状及び

賞品、4 位～8 位に賞状を授与する。 

注意事項 

 中止の場合は参加費の返金はいたしません。

参加賞をもってかえさせて頂きます。 

 ナンバーカードは主催者で用意し、当日受付

時にお渡しします。 

 主催者が競技続行不可能と判断した競技者

に対しては、競技を中止して頂く場合もあり

ます。 

 主催者は疾病、その他の事故について応急処

置を除き一切の責任を負いません。 

 主催者は個人の持ち物の紛失・盗難等におい

て、一切の責任を負いません。 

 申込期間以降の参加申込(変更も含む)は一切

認めません。 

 本大会は「トルソータグ」での計測です。 

 会場には駐車場がありませんので、お車での

ご来場はご遠慮ください。 

 参加申込書の個人情報の取り扱いについて

ご提出いただいた個人情報については、本大

会以外の目的で使用することはありません。 

 

大会に関する問い合わせ先 

我孫子市新春マラソン大会実行員会 

〒270-1111 

我孫子市古戸 696 番地 市民体育館武道場内 

TEL：04-7137-7168 

FAX：04-7137-7169 

E-Mail：abiko-marathon21@lily.ocn.ne.jp

  

mailto:abiko-marathon21@lily.ocn.ne.jp
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 大会役員 

大会名誉会長 星野 順一郎 我孫子市長 

大会会長 丸 智彦 教育長 

大会副会長 菊地 統 生涯学習部長 

星野 榮 スポーツ協会会長 

山内 和利 小中学校体育連盟会長 

大会顧問 柳 政直 スポーツ協会顧問 

中村 明彦 スポーツ協会副会長 

大橋 孝子 スポーツ協会副会長 

岡島 洋次 スポーツ推進委員連絡協議会会長 

大会参与 川喜田 靖彦 スポーツ協会事務局長 

大会実行委員長 山本 祐一 陸上競技協会会長 

大会実行委員 齋藤 誠治 野球連盟 

海老原 勤 柔道連盟 

須田 啓司 ソフトテニス連盟 

後藤 誠一 卓球連盟 

高野 甲子雄 陸上競技協会 

村井 保夫 我孫子市剣道連盟 

佐々木 みどり バレーボール連盟 

市川 勝彦 サッカー協会 

前林 智 バドミントン連盟 

穐村 喜代子 スキー連盟 

松村 耕治 バスケットボール連盟 

中村 貴政 ソフトボール協会 

鈴木 正己 我孫子ゴルフ協会 

渡邊 陽一郎 あびこレクリエーションクラブ 

石川 透 テニス連盟 

種山 栄子 なぎなた連盟 

冨塚 浩 弓道連盟 

倉根 由紀子 太極拳協会 

桑原 一則 合気道連盟 

増田 和利 インディアカ協会 

山田 栄一 スポーツ推進委員連絡協議会 

山梨 恭介 スポーツ推進委員連絡協議会 

大会事務局 山本 祐一 スポーツ協会 

小澤 かおり スポーツ協会 

  



  2023 ABIKO CITY NEW YEAR MARATHON 

 

- 5 - 

 

 競技役員  （○主任） 

総　務 〇 星野 榮 辻 史郎 土田 利幸

総務員 〇 柳　政直 山本 祐一 大橋 孝子 川喜田 靖彦 小澤 かおり 永田 正三 清水 豪人

表　彰 〇 佐々木 みどり 伊東 奈美子 長谷川 貞子 大嶋 洋栄 海老原 勇樹 土橋 久美子

接　待 〇 中村 啓子 大橋 孝子 永倉 貴恵子 種山 栄子

総合受付 〇 中村 明彦 川喜田 靖彦

役員受付 〇 佐々木 みどり 伊東 奈美子 長谷川 貞子 大嶋 洋栄 海老原 勇樹 土橋久美子

〇 山田 栄一 森　俊夫 鈴木　武 長妻 和男 堀　芳勝 荒井 隆夫 岡島 洋次 永倉 秀己 野口 晴司 中谷 益子

岡田 美穂 伊藤 由美 内藤 幸彦 仁部 均 山梨 恭介

受付(市内小中) 〇 小川 桃佳 竹内 真理子

受付(保護者) 〇 西井 徹夫 小俣 洋子 成毛 泰子 前中 久美子 高野 文生

荷　物 〇 鈴木 泰一 青山 純子 遠藤　弘

〇 山田 栄一 森　俊夫 鈴木　武 長妻 和男 堀　芳勝 荒井 隆夫 岡島 洋次 永倉 秀己 野口 晴司 中谷 益子

岡田 美穂 伊藤 由美 内藤 幸彦 仁部 均 山梨 恭介

校舎内巡視 〇 内形 好野 北村 浩美 梅原 あかね 塚原 桂子 田口 三江子 中村 啓子

駐車場(会場) 〇 冨塚　浩 田口 貴啓 長沼　宏

駐車場(西小学校) 〇 村井 保夫 水野 正徳 兒玉 信子 武田 伊智朗 藤原 悠輔

駅案内 〇 仲山 一夫 天野 博之

技術総務 〇 土田 利幸

審判長 〇 山内 和利

ｽﾀｰﾀｰ 〇 小池　学 小林 武彦 森　千夏　

出　発 〇 牧口 真也 原田 紗枝 白川 もも 竹内 まり子 佐俣 牧子

ﾌｨﾆｯｼｭ 〇 高野 甲子雄 畠中 京子

ﾏｰｼｬﾙ 〇 阿内 朋之 高木　靖

ｱﾅｳﾝｻｰ 〇 樋口 清和 小澤 かおり

監察員 〇 山本 明(10K) 松永 康作(3K) 田近 寛太(5K) 野村 健太 小池 雄作 川上 直樹 増田 和利 有居　晃 飯野　坦

競技者係(招集) 〇 吉田 和生 岸本 光司 長谷部 佐紀子 森　翔斗 近藤 吉光 守谷 佳生 石井　満 今井　滋 小野　勧 熊田 雅弘

誘　導 〇 後藤 誠一 杉原 恵美子 小林 智信 稲垣 公亮 飯塚 寛明 小島 武史

ﾁｯﾌﾟ回収 〇 稲垣 公亮 飯塚 寛明 小島 武史 杉山 敦彦 金谷 尊重 黒田 尚子

検温所 〇 清水 健 石和田 衛人 森田 圭介 神山 孝史 石井 佑介 白鳥 圭一

用器具 〇 市川 勝彦 鈴木 雄一 森　典朗 海老原 勤 星野 朋則 矢竹 一穂

走路員総括 〇 金屋 秀利

走路員 平山 英雄 門馬　廣 雑賀 義弘 小畑 史郎 増田 正夫 齋藤 誠治 原　俊一 山本 和宏 土屋 武弘 為我井 啓三

海老原 勤 寺田 広行 星野 朋則

瀧田 裕和 鷲尾　恵

坂田 一夫 野村 雄次 菅井 湧太

伊巻 和弥 野口 正浩

前林 智 清水 都代子 小池 直美 山中 勇人 飯島　猛 飯島 昌代 飯田 百合子

仲山 一夫 天野 博之

松村 耕治 高山 佳苗 浅野 達郎

中村 貴政 大谷　正 渡辺 吉信 平野 善彦 高橋　陸 塚本 孝太朗 柳沼 翔太 山田　信 本田 巧磨 古舘 恵介

渡邊 陽一郎 加藤 文男

鈴木 正己 柳　節子 辻　玲子 種子田 弘子 東上 幹夫

松下 謙一郎 西内 達雄 望月 達也 佐伯　浩 清水　学 石川　透

副島　静 中村 政子 千葉 聡子 小貫　毅

山道 弘美 加戸 節子 福井 千秋 唯島 恵美子 倉根 由紀子

桑原 一則 白川 昌孝 隈田原 盛厚 今野 厚子 山本 修義 佐久間 祐樹

平井 世紀 杉山　実 小泉 拓真 渡邊 翔平 齋藤 尚史 西宮 裕太 横濱 万央 太田 貴之 芝田 朋久 千賀 裕太

中央学院高等学校生

我孫子高等学校生(6) 中央学院高等学校生(４)

我孫子高等学校生

川村学園女子大学

中央学院高等学校生

我孫子高等学校生

受付(一般)

抽　選
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 コース図 

  

最終ﾗﾝﾅｰ確認 〇 早乙女 悦洋

審判車 〇 川村　淳

収容者 〇 四家 瑛斗 桑原 麻里子

広報車 〇 郡山 琴美 坂田 節子

交通整理 我孫子警察 我孫子交通安全協会

医務・救護 医師会 接骨師会 日本赤十字千葉支部

救急車 我孫子市消防本部 
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 会場案内図    

我孫子市立湖北台中学校 

 

 

※会場への入場制限について 

最終頁の新型コロナウィルス感染対策ガイドラインをご参照ください。  

男 女 男 女

　

　

入口

高 鉄 棒

　

　

注意!!

1.5Ｋｍ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

応援者 応援者 応援者 応援者 応援者 応援者 応援者

選手

移動専用

仮設トイレ4棟

第35回我孫子市新春マラソン大会 会場図

フィニッシュ

プール

武道場

選

手 体育館

男子

更衣室

来賓専用Ｐ

女子

更衣室
湖北台中学校

校舎
　

　
入　口

トイレ

校舎

西門

スタート

テニスコート

※赤線から会場への入場は

リストバンドが必要です

歩　道

ス

タ

｜

ト

3Ｋｍ

5Ｋｍ

10Ｋｍ

広報車 移動交番車 審判長車 白バイ ランナー 収容車 パトカー

計測器
入

口

貴重品

預かり

入　口

花壇

ベンチ設営禁止区域

受付へ

📸
ｻｰﾓｶﾒﾗ

通 路

※一般使用可

花壇

ソフトボールグランド

トイレ

正

門
花壇

緊急車両

 入　口

倉

庫

砂場

中学生控え場所

校庭

小

学

生

控

え

場

所

ウオーミングアップエリア

駐 輪 場

表彰

小学生控え場所

検温所

選手招集所
倉 

庫

保護者

受付

警備

医務
本部 放送 表彰

役員

受付

総合

受付

(小中)

受付

一般

親子

抽選

景品

引換所

チップ

回収所

あび水 配布

日本

赤十字

特殊

救護団
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 競技の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意事項 

1. 選手はスタート時間の 20 分前に選手招集所に集合してください。 

2. 選手は必ずチップを付けて走ってください。（チップのない方の記録は測定できません）。 

3. スタートはスタート地点より 10m 手前からのローリングスタートです。 

4. 10km の部は、3km・5km より先にスタートしますのでご注意ください。 

5. スタートが同時でも種目別で表彰がありますので、8 位以内に入賞した選手は表彰場所にお

集まりください。 

6. 記録発表・記録証発行は WEB 上での発行になります。 

7. 抽選は事前に WEB 発表になります（前日予定）。受付でも当選番号をお渡ししますので、当

選者は景品引換所で景品をお受け取り下さい。 

 

 ランナーズチップ・記録計測について 

ランナーのタイム計測をより早く正確に行うために、「ランナーズチップ」を導入致します。チッ

プを装着していない場合、記録が計測できませんので、必ずナンバーカード裏面にチップが取り付

けてあることを確認の上、ナンバーカードと一緒に胸につけてください。フィニッシュ後はチップ

のみ回収致しますので、ご協力ください。なお、途中棄権の場合はチップを持ち帰らずに事務局へ

お返しください。万が一紛失したり、返却が無い場合は、実費をご負担いただきます。 

  

招
集
（

分
前
） 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
領 

受
付 

荷
物
預
け 

開
会
式 

整
列 

ス
タ
ー
ト 

チ
ッ
プ
回
収 

ゴ
ー
ル 

給
水
（
あ
び
水
） 

 景品引換（当選者のみ） 

 表彰（8 位入賞者） 

 記録確認（WEB 確認） 

 完走証（WEB 確認） 
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 スタート時間  ※選手はスタート時間の 20 分前に選手招集所に集合してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタート

時間
種目番号 種目/部門

ゼッケン

カラー

申込

人数

表彰

予定時刻

9:50 01 1.5kmﾌｧﾐﾘｰの部親子ﾍﾟｱ 白 83 10:10

9:55 02 1.5km小学男子4年生 緑 48 10:15

9:55 05 1.5km小学女子4年生 ピンク 24 10:15

21 10km男子高校～19歳 9 11:20

22 10km男子20～29歳 18 11:20

23 10km男子30～39歳 50 11:20

24 10km男子40～49歳 142 11:20

25 10km男子50～59歳 152 11:20

26 10km男子60歳以上 80 11:20

27 10km女子高校～29歳 13 11:20

28 10km女子30～49歳 36 11:20

29 10km女子50歳以上 33 11:20

03 1.5km小学男子5年生 クリーム 37 10:20

06 1.5km小学女子5年生 橙 20 10:20

04 1.5km小学男子6年生 青 25 10:25

07 1.5km小学女子6年生 白 10 10:25

10 3km中学女子1年生 ピンク 21 10:35

08 3km中学男子1年生 緑 39 10:35

11 3km中学女子2年生～3年生 橙 24 10:40

09 3km中学男子2年生～3年生 クリーム 62 10:40

12 5km男子高校～19歳 10 11:05

13 5km男子20～29歳 17 11:05

14 5km男子30～39歳 17 11:05

15 5km男子40～49歳 26 11:05

16 5km男子50～59歳 36 11:05

17 5km男子60歳以上 20 11:05

18 5km女子高校～29歳 12 11:05

19 5km女子30～49歳 23 11:05

20 5km女子50歳以上 16 11:05

1103

10:20 緑

10:00

10:02

10:07

10:10

10:15

クリーム

参加総数
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 参加者名簿 

  

ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 親 氏名 子供 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 親 氏名 子供 氏名 所属クラブ

1 金児 健二 金児 凉空 東電用地株式会社 41 松下 尚樹 松下 朔大

2 堀越 陽一 堀越 律斗 42 上野 佐織 上野 悠剛

3 石渡 将 石渡 莉生 43 平石 良高 平石 環

4 福原 亮 福原 樹 44 岡田 英樹 岡田 唯叶

5 矢引 将人 矢引 愛 45 松本 和之 松本 周大

6 奥山 高志 奥山 結月 46 加来 利之 加来 純怜 高野山

7 尾上 岳史 尾上 梨乃 根戸小学校 47 黒川 了威 黒川 陽翔

8 大久保 賢一 大久保 優太 48 宇佐見 貴光 宇佐見 優依 すいかフォトサービス

9 山本 隆司 山本 有悠 49 村上 健太 村上 遥眞 アビコ・ユナイテッド

10 櫻井 博 櫻井 悠 50 堀 俊介 堀 宏太郎 Ｔｅａｍナナタローズ

11 佐々木 正典 佐々木 結南 51 染谷 鈴香 染谷 旺佑

12 景山 友紀 景山 結衣 湖北台西小学校 52 篠原 千裕 篠原 瑞希

13 宮竹 悠人 宮竹 直洋 新木小学校 53 古関 克也 古関 優大

14 初田 さゆき 初田 悠花 54 本橋 美章 本橋 美輝 竹園東小学校

15 鈴木 恵美 鈴木 民朗 池の上小 55 ぱく みひ 松澤 玲奈 ビバチバ

16 長谷部 徹 長谷部 歩楓 我孫子ユナイテッド 56 南部 崇幸 南部 茉菜

17 矢部 佳寿 矢部 陽也 57 茂呂 隆史 茂呂 悠隆

18 木内 健 木内 百花 58 宮田 一馬 宮田 彩葉

19 木内 佳代子 木内 晴子 59 荒井 隆徳 荒井 智輝

20 岩見 新奈 岩見 風花 60 松本 康秀 松本 紗奈 Ｔｅａｍ．Ｔｅｇａｍｕｎａ

21 東峰 準 東峰 ひかり 61 藤原 陽平 藤原 翔平

22 加賀野井 雅幸 加賀野井 俊吾 62 李 相愍 福澤 俊翔 水刺斎

23 五十嵐 豪史 五十嵐 千理 アビコユナイテッド 63 井上 博昭 井上 晴葵

24 松本 修 松本 果恵 湖北台東小学校 64 福原 健太郎 福原 悠太郎 千葉県金田陸上連盟天王台支部

25 田中 春名 田中 詩乃 根戸小学校 65 橋本 将樹 橋本 光希

26 大川 浩美 大川 恵生 66 秋山 慎一 秋山 丈一朗 開智望小学校

27 徳山 創 徳山 稜 67 横山 智之 横山 晴菜 風早北部小学校

28 藤田 道隆 藤田 莉璃 68 ミッチェル スチュワート ミッチェル 結希乃 湖北台西小学校

29 若林 賢太郎 若林 快維 69 荒谷 惟 荒谷 蒼凉

30 清水 那奈 清水 啓衣 並木小 70 鷲尾 恵巳 鷲尾 香麟 チームかりんこ

31 水野 真梨子 水野 佳菜子 71 柴沼 典子 柴沼 祐典 我孫子市立我孫子第四小学校

32 小糸 正行 小糸 瑳奈 アビコ・ユナイテッド 72 豊田 崇 豊田 一都

33 西巻 遥 西巻 由 湘南美容クリニック 73 佐藤 純 佐藤 櫂 酒々井アスリートクラブ

34 久本 佳奈 久本 知鶴 我孫子ラビッツ 74 三石 原士 三石 佳奈

35 長与 智子 長与 竜平 千葉・柏リハビリテーション病院 75 小田長 貢 小田長 奈南

36 舘野 信之 舘野 千夏 76 塚田 悠平 塚田 和奏

37 中丸 信吾 中丸 拓生 77 伊澤 友宏 伊澤 怜那

38 野村 昌代 野村 侑愛 78 甲斐 順一 甲斐 明悠未

39 熊谷 直 熊谷 こうた 柏おやじの会 79 伊藤 正樹 伊藤 咲鈴

40 松下 加奈子 松下 咲葉 80 宮下 和洋 宮下 育和

81 伊藤 真一郎 伊藤 暖真

82 大井 健司 大井 友晴

83 漆山 凌 漆山 結斗

1.5km親子ペアの部
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  ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

1001 鈴木 敬大 我一小 2001 水野 奏 我三小 3001 浅海 悠太 我一小

1002 山本 勇理 我一小 2002 鈴木 寛史 我四小 3002 小柗 龍平 我一小

1003 種田 篤友 我一小 2003 佐野 義季 我四小 3003 鎌田 統羽 我一小

1004 旭岡 樹輝 我一小 2005 三宅 平朗 高野山小 3004 阿世比丸 佑輝 我一小

1005 南 瑛太 我一小 2006 篠原 瑞希 根戸小 3005 中村 はる 湖北小

1006 杉原 豪将 我一小 2007 金井 謙侑 根戸小 3006 石橋 拓己 湖北小

1007 野村 基陽 我一小 2008 星野 陽士 根戸小 3007 髙田 暖 湖北台西小

1008 金子 佳太 我四小 2009 楠本 湊 根戸小 3008 郡司 蓮斗 高野山小

1009 齋藤 優雅 我四小 2010 手塚 優真 根戸小 3009 横田 正貴 根戸小

1010 内山 一 我四小 2011 石鍋 諒 根戸小 3010 深井 琉惺 湖北台東小

1011 日比野 大佑 我四小 2012 志茂 遼介 根戸小 3011 仲尾 陽 湖北台東小

1012 渡邉 圭太 我四小 2013 丹生 善行 根戸小 3012 星野 榮量 湖北台東小

1013 岡田 琉生 我四小 2014 井上 凛音 根戸小 3013 森山 冬真 湖北台東小

1014 川村 侑太郎 我四小 2015 六倉 璃久 根戸小 3014 弦巻 奏太 新木小

1015 清田 遼大 我四小 2016 船本 歩志 湖北台東小 3015 小出 羚 新木小

1016 山口 陽寛 我四小 2017 伊藤 駈 湖北台東小 3016 松丸 侑也 新木小

1017 北島 歩 我四小 2018 池澤 弥栄 湖北台東小 3017 杉本 大歩 並木小

1018 丹野 颯太 我四小 2019 佐々木 優真 新木小 3018 谷岡 航汰 高野山小

1019 楠野 結翔 湖北小 2020 増田 陽幸 新木小 3019 廣瀬 楽 高野山小

1020 大木 宝夢 湖北小 2021 大林 煌龍 新木小 3020 中村 俊成 高野山小

1021 加瀬 湊 湖北台西小 2022 海老澤 匠 新木小 3021 中村 駿介 高野山小

1022 久田 龍志 根戸小 2023 内藤 健太 並木小 3022 山本 仁 高野山小

1023 木村 明日海 根戸小 2024 小泉 遙真 並木小 3023 染谷 環太

1024 山﨑 龍岳 根戸小 2025 風間 仁 並木小 3024 染谷 利央 柳沢小

1025 佐久間 敬大 根戸小 2026 内藤 幹太 並木小 3025 佐賀 翔太

1026 茂呂 春龍 根戸小 2027 齊藤 由宗 布佐南小

1027 大橋 琉芽 根戸小 2028 中嶋 千翔

1028 樋山 求 根戸小 2029 野村 隼

1029 荒木 大輔 湖北台東小 2030 篠原 晴希

1030 石木 蒼大 新木小 2031 吉田 陽 高野山小

1031 下村 梨太 新木小 2032 多田 直輝 小林北小

1032 橋本 結生 並木小 2033 宮本 一輝 根戸小

1033 藤原 光佑 並木小 2034 笠原 颯翔

1034 古島 晴太 布佐南小 2035 蒔田 晄大

1035 古島 蒼太 布佐南小 2036 道辻 隆太郎 根戸小

1036 平山 光翔 根戸小 2037 井上 連之助

1037 坂上 慶

1038 大島 睦生 湖北台東小

1039 松原 碧大 我三小

1040 平石 弓晋

1041 郷原 麟太郎

1042 宇佐見 岳斗 手賀西小

1043 倉部 光輝 野田ジュニア

1044 宮田 颯馬

1045 横山 龍之介 風早北部小

1046 吉井 小太郎 千葉ブレイブ

1047 浅利 仁翔

1048 落岩 大輔 風早北部小

1049 斉藤 奏 高野山小

1.5km小学男子4年生 1.5km小学男子5年生 1.5km小学男子6年生
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

1501 岡本 なごみ 我一小 2501 家徳 優衣 我一小 3501 佐藤 朱莉 我一小

1502 沼田 紗那 我一小 2502 大野 咲喜 我四小 3502 舘野 紗千子 我一小

1503 沼田 望那 我一小 2503 奥村 心琴 我四小 3503 鈴木 澪玲 布佐小

1504 長谷部 夏渉 我四小 2504 大木 夢逢 湖北小 3504 森政 茉優 並木小

1505 松本 菜愛 我四小 2505 日比野 仁美 湖北台西小 3505 中谷 月美 並木小

1506 野田 愛莉 我四小 2506 後藤 もも 湖北台西小 3506 大久保 美和

1507 中村 しょか 湖北小 2507 鈴木 莉里 湖北台西小 3507 青山 美咲

1508 中山 結菜 湖北台西小 2508 唐木 初菜 高野山小 3508 倉部 明愛 野田ジュニア

1509 加藤 百々花 湖北台西小 2509 藤田 紗希 高野山小 3509 逆井 心菜 野田ジュニア

1510 片岡 瑚萌 湖北台西小 2510 川田 瑠琉 高野山小 3510 小林 杏菜 田中北小

1511 福田 蘭 湖北台西小 2511 坂本 ひかり 根戸小

1512 佐藤 理沙 根戸小 2512 竹石 愛菜 根戸小

1513 田中 友奈子 根戸小 2513 田中 琴音乃 根戸小

1514 上川 蘭菜 根戸小 2514 椎名 花音 根戸小

1515 小林 優莉 新木小 2515 原 花杏 根戸小

1516 飯塚 結子 新木小 2516 金児 陽葵 湖北台東小

1517 田守 花帆 並木小 2517 吉田 瑞夏 湖北台東小

1518 加賀野井 結花 並木小 2518 尾藤 咲希 湖北台東小

1519 檜 志穂 並木小 2519 阿部 れあ 並木小

1520 藤田 奈瑠 2520 宮河 那月 布佐南小

1521 芦崎 美和

1522 小野瀬 愛唯

1523 小林 柚菜 田中北小

1524 荒川 紗瑛 野田ジュニア

1.5km小学女子4年生 1.5km小学女子5年生 1.5km小学女子6年生
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

4001 斉藤 渉 我孫子中 5001 小松﨑 瑛太 我孫子中 5041 田中 晴登 湖北台中

4002 唐木 陽大 我孫子中 5002 斉藤 響 我孫子中 5042 佐治 佑紀 湖北台中

4003 五社 泰至 我孫子中 5003 大松澤 皇貴 我孫子中 5043 新堀 陽音 湖北台中

4004 田口 聖真 我孫子中 5004 滝田 陽斗 我孫子中 5044 青山 雄飛 湖北台中

4005 西田 聖哉 我孫子中 5005 荒井 稜司 我孫子中 5045 榛葉 央河 湖北台中

4006 吉川 櫂永 我孫子中 5006 石川 隼 我孫子中 5046 渡邊 大斗 湖北台中

4007 中田 颯空 我孫子中 5007 前野 大希 我孫子中 5047 坂本 翔 久寺家中

4008 山元 勇治 我孫子中 5008 渡邉 晴斗 我孫子中 5048 平木 駿 久寺家中

4009 小池 莉玖 我孫子中 5009 小川 大翔 我孫子中 5049 加藤 晴士 久寺家中

4010 鈴木 滉 我孫子中 5010 田中 波有 我孫子中 5050 増田 柊太 久寺家中

4011 青菅 凌 我孫子中 5011 廣瀬 陸 我孫子中 5051 森山 遼一 白山中

4012 藤村 麗音 湖北中 5012 渡邊 奏斗 我孫子中 5052 市川 弘陸 白山中

4013 葛生 信進 布佐中 5013 川田 羚斗 我孫子中 5053 石橋 颯優 白山中

4014 山田 江庵 布佐中 5014 鴻巣 葵 我孫子中 5054 秋山 紘介 白山中学校

4015 伊藤 由騎 布佐中 5015 須藤 龍我 我孫子中 5055 水谷 兼悠 土浦日大中等教育

4016 八巻 煌大 布佐中 5016 屋木 溫大 我孫子中 5056 橘 遼 柏四中

4017 塚原 海斗 布佐中 5017 樋熊 元太 我孫子中 5057 田上 悠二郎 白山中

4018 新井 康太 湖北台中 5018 鴻巣 柊 我孫子中 5058 前田 陽向 野田一中

4019 白石 大雅 湖北台中 5019 染谷 晃人 我孫子中 5059 中澤 渉流 野田一中

4020 新行内 歩太 湖北台中 5020 佐々木 大和 我孫子中 5060 亀山 寿人 野田一中

4021 関根 望飛 湖北台中 5021 松本 亮 我孫子中 5061 荒井 大翔 野田一中

4022 山下 晃和 湖北台中 5022 宇田川 滉太 我孫子中 5062 上田 梛月 野田一中

4023 染谷 優斗 湖北台中 5023 程田 尚樹 我孫子中

4024 佐藤 舷 湖北台中 5024 吉田 陽音 我孫子中

4025 岡田 凌大 湖北台中 5025 大野 舜於 我孫子中

4026 山本 兼澄 久寺家中 5026 五十嵐 海琉 我孫子中

4027 大野 真吾 久寺家中 5027 箱守 祐一 湖北中

4028 坂本 大翼 久寺家中 5028 直井 蓮 布佐中

4029 藤本 悠平 久寺家中 5029 菅 光祐 布佐中

4030 石川 裕梧 白山中 5030 赤間 鉄平 布佐中

4031 佐藤 心結 白山中 5031 田口 向陽 布佐中

4032 荏原 皇雅 白山中 5032 髙橋 柊二 布佐中

4033 石橋 風希 白山中 5033 石井 琉之介 布佐中

4034 家徳 真聖 白山中 5034 紺野 紬仁 湖北台中

4035 小井沼 陸王 5035 相内 大和 湖北台中

4036 熊谷 ゆうき 聖徳バド部 5036 井坂 幸司 湖北台中

4037 平石 睦喜 5037 笠原 蒼甫 湖北台中

4038 飯田 葵斗 野田一中 5038 佐久間 駿 湖北台中

4039 中路 健太 5039 高松 蒼生 湖北台中

5040 山﨑 愛朗 湖北台中

3km中学男子2・3年生3km中学男子1年生



  2023 ABIKO CITY NEW YEAR MARATHON 

 

- 14 - 

 

  

ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

4501 渡部 妃那 我孫子中 5501 兼平 しずく 我孫子中

4502 小林 柚咲 我孫子中 5502 菊池 琴葉 我孫子中

4503 小沼 萌華 我孫子中 5503 竹村 七海 我孫子中

4504 高畑 樹 我孫子中 5504 田島 ひなた 我孫子中

4505 大山 紗奈 我孫子中 5505 田中 実生 我孫子中

4506 田﨑 虹羽 我孫子中 5506 松岡 優芽 我孫子中

4507 河村 里紅 我孫子中 5507 弦巻 心遥 湖北中

4508 大塚 玲那 湖北中 5508 伊藤 凛音 湖北台中

4509 村井 亜希乃 湖北中 5509 関 愛花 湖北台中

4510 久本 志維 久寺家中 5510 齋藤 萌南 湖北台中

4511 米野 七海 久寺家中 5511 森山 莉衣 湖北台中

4512 渡邉 杏樹 白山中 5512 上田 麗奈 湖北台中

4513 髙橋 沙耶 白山中 5513 柴崎 瑠夏 湖北台中

4514 半澤 舞 白山中 5514 田村 葉音 湖北台中

4515 鈴木 奏那 白山中 5515 小野寺 実久 湖北台中

4516 平井 咲妃 白山中 5516 吉田 和奈 久寺家中

4517 大矢 莉子 葛飾区新宿中 5517 原 夏琳 久寺家中

4518 長塚 結南 柏中 5518 上川 杏菜 久寺家中

4519 上野 由梨香 5519 加藤 紗葵 久寺家中

4520 亀山 沙布 らんらんらん 5520 大東 由奈 白山中

4521 長谷川 桜花 成田中 5521 松本 結衣花 白山中

5522 大矢 涼夏 葛飾区新宿中

5523 泰楽 実希 野田一中

5524 大塚 莉唯子 野田一中

3km中学女子1年生 3km中学女子2・3年生
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

7001 寺門 大毅 7301 増田　隆之 酔走楽部 7401 升野 且視

7002 椎名 海音 ＫＪＫ－ＯＢ 7302 清水　大地 ウィングＡＣ 7402 張替 純一 結城ＲＣ

7003 広瀬 賢之介 市立船橋 7303 河合　光一 7403 椎名 完 ＧＲ走ろう会

7004 中野 響葵 成田北高校 7304 本田　義達 7404 小笠原 正

7005 小林 悠真 成田北高校 7305 渡辺　司 チームだいもん 7405 須藤 哲也 味日和ラン倶楽部

7006 土屋 和馬 成田北高校 7306 平井　伸治 ＴＥＡＭ．Ｒｕｎ 7406 平山 直哉

7007 添田 竜馬 東洋大学付属牛久高校 7307 星野　敏史 7407 吉田 栄一

7008 澤 旬咲 7308 小野寺　暢 7408 田仲 功二 田仲会計走友会

7009 鈴木 翔太 東洋大学附属牛久高校 7309 工藤　融知 7409 八木 肇

7010 高橋 賢司 7310 岩村　和樹 7410 中西 司 ＧＲ

7311 久野　隆平 7411 中野 幹一郎

7312 石塚　勇太 7412 大弓 正志 三丁目青年部

7313 吉田　潤 7413 津野 宰也

ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ 7314 宮崎　信一朗 ランニングチーム結 7414 長谷川 和夫

7101 山本 剛史 7315 野口　仁志 7415 泉田 篤志

7102 平井 和貴 中央学院大学 7316 西村　靖弘 富士通 7416 大西 幸康 市川マラソンクラブ

7103 日比野 崇 7317 佐貫　大寿 7417 澤 達人

7104 中野 五大 7318 伊藤　直也 イレブンジュニア 7418 西口 裕之 手賀沼ＪＣ

7105 石川 蒼馬 7319 斉藤　康記 久寺家Ｐ 7419 庄司 裕一

7106 森 大樹 7320 篠原　太一 7420 丸山 勇 我孫子走友会

7107 壬生倉 拓弥 鎌ヶ谷陸協 7321 畑村　幸生 7421 田中 広和

7108 園部 隆太 松金園 7322 中山　啓 7422 羽方 茂浩

7109 金澤 脩平 松金園 7323 金坂　泰行 ナリタボーイ倶楽部 7423 小澤 弘人

7110 小山 陽生 7324 多田　政則 チームどんぐり 7424 岸田 真弥

7111 構谷 昌也 九電工東京本社 7325 小幡　聡 7425 岳 晋平 丸和電機

7112 吉野 勇斗 九電工東京本社 7326 棗　裕一 7426 秋沢 貴雄 埼玉ふじみ野市

7113 竹村 力 九電工東京本社 7427 豊田 健司

7114 平塚 翔大 九電工東京本社 7428 永堀 崇史

7115 櫻庭 優大 我孫子市消防本部 7429 大垣 一彦

7116 佐藤 仁章 我孫子市消防本部 ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ 7430 冨士原 寿治

7117 中野 友輔 7501 廣瀬 哲 広信走友会 7431 河合 謙吾 真悪組

7502 田村 浩 たむら会計 7432 秋冨 豪 九電工東京本社

7503 村山 正 けやきパソコンクラブ 7433 阿部 正樹 トミーズ

7504 中村 光孝 Ｒ＆Ｌ 7434 寺園 淳 ＮＩＥＳ

ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ 7505 小堀 秀雄 7435 角田 周作 我孫子市消防本部

7201 中山 淳平 7506 吉田 寿文 リガク 7436 中臺 利也

7202 株木 太郎 ＡＪＲＣ 7507 古渡 宏

7203 落合 健 7508 辻 輝房 我孫子走友会

7204 鈴木 章宏 成田北高校 7509 岩谷 隆志 ＲｕｎＡＤ

7205 佐藤 圭 7510 深野 健一 埼玉県豊岡高校職員

7206 五畿田 道夫 7511 寺島 清一 日本コーケン

7207 浦山 洋平 7512 松崎 博行 我孫子市テニスクラブ

7208 伊藤 大介 7513 宮本 信男

7209 唐木 洋平 カラッキーズ 7514 大内 弘

7210 松本 路人 松金園 7515 浅野 洋二 葵の園松戸東

7211 土屋 暸 7516 小林 剛

7212 小原 將 7517 小笠原 正博

7213 富澤 貴明 印旛練 7518 永田 秀司 千葉マスターズ陸上

7214 黒沢 優太 7519 岡村 忠

7215 平尾 駿 我孫子市消防本部 7520 鳥飼 重友

7216 谷口 良平 我孫子市消防本部

7217 牧内 賢治 我孫子市消防本部

5km男子高校～19歳 5km男子50～59歳5km男子40～49歳

5km男子20～29歳

5km男子30～39歳

5km男子60歳以上
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

7601 和田 水希 成田高校 7801 永野 尚子 千葉・柏リハビリテーション病院

7602 榎本 愛弓 7802 西海 美和子 完走し酔う会

7603 榎本 郁弓 7803 松本 由美子 千葉マスターズ

7604 大畑 瑞希 7804 吉田 理佳

7605 西村 美咲 湖北特別支援学校 7805 加瀬 厚子

7606 岩戸 優香 ｇｏｍａｓｉｏ 7806 村岡 章子 インテリジェンス・ケイ

7607 渡邉 晴花 ｇｏｍａｓｉｏ 7807 色川 富美子

7608 浅野 萌 ｇｏｍａｓｉｏ 7808 小林 真由美

7609 斉藤 璃音 ｇｏｍａｓｉｏ 7809 福井 奈美子 櫻井ケアサポート

7610 田中 優海 7810 石原 裕子

7611 川上 紗弥 二松学舎大学付属柏高等学校 7811 高崎 雅美 ケアパートナー流山

7612 荒井 蓮衣子 7812 鎌田 久美

7813 根岸 ゆみ あおいの里 我孫子

7814 田口 馨

7815 澤山 史恵

ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ 7816 中山 智子

7701 福井 玲子 我孫子ランニングクラブ

7702 中山 智都

7703 片山 真衣 完走し酔う会

7704 小野寺 初美

7705 尾藤 景子

7706 小林 亜紀子

7707 有江 可奈子 ＥＡジョガーズ

7708 森田 幸子

7709 世鳥山 志穂子

7710 村上 智美 アビコ・ユナイテッド

7711 西村 めぐみ

7712 山名 明美

7713 青山 真理

7714 田中 加奈

7715 川村 郁子

7716 石黒 和美

7717 小川 晴香

7718 風間 絵梨花 ダイアナ パンドラ

7719 関口 純子

7720 橋谷田 美知子

7721 山内 千恵

7722 佐藤 咲子

7723 星 良子

5km女子高校～29歳 5km女子50歳以上

5km女子30～49歳
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

8001 平木 仁 市立船橋 8201 川畑 岳 8241 辻 正将

8002 相関 慶人 流山南高校 8202 林 和成 8242 姫野 翔麻

8003 長藤 聖 チーム聖 8203 佐藤 直大 バイエイタウン 8243 田中 知樹

8004 中原 諒一朗 印旛明誠 8204 栗城 将 8244 佐藤 矩方

8005 橋本 幸明 ＳＤ９ 8205 宮腰 剛志 ジェフサポ 8245 五十嵐 航 ５〇ＲＣ

8006 鎌田 洸希 高野山 8206 三浦 恭平 あびこ絆整骨院 8246 佐藤 皓弥

8007 新井 翔太 新井家の団結 8207 三枝 宏成 あびこ絆整骨院 8247 大関 喜幸 もぐランナー２

8008 新井 太陽 新井家の団結 8208 入江 航史 8248 高橋 修

8009 住吉 空 二松学舎大学附属柏高等学校 8209 金子 孝敬 8249 吉岡 竜一 桶狭間連合

8210 上村 大地 東京ビルアート 8250 田村 秀樹

8211 莅戸 恭太

8212 西巻 佑悟

ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ 8213 有江 進一郎 ＥＡジョガーズ

8101 西山 英明 8214 河村 圭人

8102 平野 瑛希 8215 藤原 敏之 ＦＵＪＩＷＡＲＡＦＡＭＩＬＹ

8103 松本 康太 東京電機大学 8216 山田 亮太 株式会社キクテック

8104 加瀬 舜史 8217 丸山 貴広

8105 井上 卓哉 神栖ＴＣ 8218 齊藤 新人

8106 大沼 駿斗 8219 大熊 秀作

8107 小原 誠太郎 8220 五月女 純平

8108 飯田 裕紀 8221 篠塚 大輔

8109 松丸 大樹 明治大学 8222 浦霧 誠也

8110 尾内 涼大 8223 山本 直樹 アビイスポーツ

8111 高橋 達海 水戸証券 8224 小林 智郎 アビイスポーツ

8112 兒島 我空 水戸証券 8225 杉山 修平

8113 林田 隼一郎 8226 井上 慎也

8114 古谷 大岳 8227 杉本 喜洋 アビコユナイテッド

8115 新井 優太 新井家の団結 8228 木原 健翔

8116 志賀 椋太 我孫子第一小学校陸上部 8229 増田 将吾 ＡＭＳＣ

8117 笹川 正也 我孫子第一小学校 陸上部 8230 井上 綾 あびこの家

8118 久保木 優弥 我孫子第一小学校陸上部 8231 井上 隼人

8232 渡辺 計征 江口住設

8233 池田 健一

8234 デリア マシュー

8235 丸山 幸太郎

8236 柿崎 文郎

8237 佐久間 剛紀

8238 前田 卓也

8239 村松 健

8240 針谷 和憲 二松学舎大学付属柏高校

10km男子高校～19歳

10km男子20～29歳

10km男子30～39歳
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

8301 縣島 英生 8351 田口 和広 千葉県警察 8401 末房 洋一

8302 今崎 孝則 8352 二宮 慎治 有限会社ガイア 8402 遠藤 友貴

8303 福井 達也 8353 工藤 賢司 8403 関本 誠

8304 樽見 充男 ＡＪＲＣ 8354 武田 寛樹 流山西平井ランナーズ 8404 水原 隆 イレブンジュニア

8305 太田 博之 8355 森 真吾 8405 渡邉 達也 牛久走友会

8306 木原 章仁 ハートかしわ 8356 小林 吾郎 8406 植草 晃

8307 酒巻 寿弘 柏市消防局 8357 上野 巴裕 8407 石川 智史

8308 永井 秀知 8358 田中 忠大 ＫＰＲＣ 8408 金村 健悟

8309 飯田 慎一 8359 田村 隆治 8409 中野 幹直 オミクローンマンボウ

8310 斉藤 直晃 8360 岸本 英丈 8410 佐藤 雅教

8311 李 孝凱 8361 鈴木 聡志 8411 諸橋 裕輝

8312 池口 亮一 早稲田大学 8362 長谷川 恭太 8412 佐藤 洋明

8313 三浦 修 ＺＫＣ 8363 小川 孝史 8413 小高 悟

8314 廣瀬 陽平 ＫＰＦＣ 8364 松永 優年 8414 中司 健吾

8315 秋山 洋一 オストアンデル 8365 多田 理 Ｍａｒａｔｈｏｎ Ｈａｃｋ 8415 川島 聡

8316 中村 春彦 8366 吉田 将城 ランビア 8416 佐々木 大輔

8317 坂上 毅 8367 高橋 昌彰 8417 篠原 興一 チームココナツ

8318 高宮 勉 ＯＣＢ 8368 岡崎 隆行 8418 太田 豊 チームココナツ

8319 横田 英則 8369 毛塚 一馬 8419 小林 健生

8320 林 一宏 ウィングＡＣ 8370 長藤 健 チーム聖 8420 宮本 康弘 チームココナツ

8321 青木 成人 8371 岡田 誠一 8421 飯淵 浩

8322 大當 裕二 ヘタレ会 8372 石川 克巳 ビバチバ 8422 渡邉 健

8323 笠原 敏行 ＫＰＲＣ 8373 工藤 克人 リュール 8423 斉藤 昌之

8324 松島 周一郎 8374 植田 雅巳 流山市消防本部 8424 小林 博幸 東京陸協

8325 金井 健一 団さんズ 8375 五月女 裕介 8425 茂木 聡

8326 鈴木 和裕 ウインドラン 8376 石井 元気 8426 小林 富亜 だるまＲＣ

8327 塙 真吾 8377 木村 尚史 茨城陸競 8427 大原 啓史

8328 横山 輝繁 ■■リーデンズ■■ 8378 中里 翔 野口株式会社 8428 田村 慎司

8329 大塚 智春 8379 石塚 康弘 回生の里 8429 高橋 龍太 久寺家Ｐ

8330 伊藤 倫志 8380 渡辺 一誠 ウエルライフ介護サービス 8430 松尾 隆之

8331 荒木田 文男 8381 中崎 昌徳 春日部市役所 8431 須藤 ゆうき

8332 安東 繁宏 8382 高木 勝央 8432 櫻田 健 立花ＲＣ

8333 牛尼 晶太 8383 篠原 陽一 8433 杉本 鉄也

8334 松本 圭司 8384 斉藤 康高 株式会社イトー 8434 渡会 崇

8335 佐々木 優 8385 沼田 昌明 ＮＥＣＰＦ 8435 橋本 匡史

8336 小林 英明 フットサルクラブ ゼロ 8386 梶 陽介 8436 根本 幸男

8337 畑中 辰紀 8387 大島 昌利 8437 河野 正明 鴻巣陸協

8338 池田 守 8388 森 俊之 8438 原 勝彦 サムズアップ

8339 小井沼 康良 8389 辰見 俊介 8439 四元 展伸 ワン東京アールシー

8340 岩本 章 8390 金井 学 柴崎台７ 8440 植竹 卓実

8341 林 哲平 8391 市川 哲也 インフォアルメルク 8441 長沼 正人

8342 石倉 信太郎 8392 畑山 修一 8442 石塚 由之 我孫子第一陸上部

8343 中川 尋功 ＥＡジョガーズ 8393 山本 憲二 ランランラン

8344 古瀬 浩一 8394 門井 慎 さいたま市消防局陸上部

8345 北村 伸也 ■■リーデンズ■■ 8395 吉松 隼人

8346 斎藤 健太郎 サイトウクリーニング 8396 江口 幸男 宮本住設

8347 小山 敬之 ＧＲ走ろう会 8397 元嶋 敬樹 江口住設

8348 渕脇 良 アビコ・ユナイテッド 8398 石井 芳行 宮本住設

8349 須藤 聡士 8399 高塚 雅弘 神栖ＴＣ

8350 村木 良太 8400 田上 和伸 白山ちゆー

10km男子40～49歳
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

8501 山崎 雄一 チーム味日和 8551 大沼 源吉 8601 金井 範雄

8502 三宅 洋明 8552 佐藤 宝生 市川市 8602 松井 聡 味スタＲＣ

8503 百崎 嘉晃 8553 島村 和行 ウイングＡＣ 8603 田原 薫

8504 廣瀬 孝行 ビバラン千葉 8554 豊嶋 茂 チーム８８ 8604 赤海 英輝 パリ総合美容専門学校柏校

8505 湊 一郎 8555 久野 晋作 チーム８８ 8605 村田 和夫 らんらんらん

8506 水浦 淳志 元佐倉中陸部 8556 小原 裕博 8606 平山 仁治

8507 皆川 淳一 形鋼部会 8557 東海林 建三 8607 栄田 正和

8508 上村 英生 上村建設工業 8558 小沢 顕 筑波大物理 8608 日浦 敏郎

8509 宮谷 栄一 8559 木下 裕一 8609 山口 尚男

8510 千葉 道徳 8560 込山 有人 ＧＲ走ろう会 8610 松浦 真也 水戸証券

8511 東本 雅之 若松会 8561 西海 和也 完走し酔う会 8611 金子 達也

8512 寺門 広行 8562 川村 陽一郎 チームカワムラ 8612 馬場 隆二

8513 大坪 恭 8563 奥冨 稔 8613 大山 義弘 牛久走友会

8514 新名 研一 8564 角南 篤志 なかよしクラブ 8614 久手 俊彦 埼玉支局長

8515 伊藤 高雄 わさほさ 8565 千葉 隆夫 ウィングＡＣ 8615 阿部 賢一 はっぴーず

8516 松島 仁克 8566 竹内 亨 湖北台ピヨコオーエルシー 8616 平田 信幸

8517 渡辺 忍 8567 山内 裕 みどり登山部 8617 根本 一三

8518 堀田 智章 8568 小俣 晴彦 8618 佐間田 孝

8519 中野 和博 8569 福島 康宏 8619 完倉 秋喜

8520 清水 辰也 8570 依田 健一 ＧＲ走ろう会 8620 清水 徹

8521 鈴木 俊哉 8571 新井 禎 8621 石濱 俊哉

8522 横田 正臣 8572 久野 望 8622 那須 昭宣

8523 柳田 勝哉 8573 八木 吾郎 8623 佐藤 好明 北千葉道路

8524 吉田 浩二 ウィングＡＣ 8574 林田 憲彦 8624 中島 靖夫 こたあちゃん

8525 亀口 潤 8575 山形 賢一 8625 佐藤 克巳

8526 神 利彦 8576 渡部 衛 8626 木戸 孝男

8527 牛尾 真人 チーム８８ 8577 成島 邦彦 医療法人社団湖仁会 8627 鎌田 正樹 高野山

8528 野澤 猛夫 我孫子走友会 8578 大石 敦 8628 木立 友巳 無印

8529 工藤 和則 リクルートオフィスサポート 8579 竹内 征大 ＲＳＳＹ 8629 横澤 輝昭 関東エーシィー

8530 長塚 文彦 8580 中村 直巳 8630 小林 利孝

8531 柴 博昭 ＡＤ 8581 渡辺 聡 8631 吉田 豊

8532 荒木 慎也 8582 石川 高行 8632 石鍋 繁

8533 小松崎 高生 めし屋 味日和 8583 廣岡 寿雄 グラレジ走ろう会 8633 小川 剛

8534 佐野 慶則 8584 酒井 駿 8634 倉沢 稔

8535 広沢 好彦 8585 山口 徹 8635 戸田 武史 ＳＡＣ

8536 内尾 貴行 チーム８８ 8586 杉田 和巳 チームテケテケ 8636 吉野 崇也

8537 村上 栄作 8587 木村 剛 8637 伊藤 達夫

8538 鈴木 龍哉 8588 山崎 重宣 8638 赤堀 嘉之 オアシス

8539 塩田 友紀 チーム８８ 8589 南賀 文明 8639 新井 隆之 新井家の団結

8540 田中 靖也 8590 雨宮 弘幸 ビバチバ 8640 塚本 英貴 浦安陸協

8541 カラナチオス ニック 8591 須藤 智正 野田市役所 8641 金子 勝彦

8542 塩田 邦成 佐倉市 8592 直井 勝也 8642 塩崎 幸永

8543 菊池 隆平 8593 大坪 芳克 8643 馬地 功

8544 鳥山 典之 ランニングデポ 8594 杉本 秀仁 8644 青沼 正博

8545 宇山 俊明 完走し酔う会 8595 田中 威吏 ガゼル 8645 姫野 和正 ＮＥＣ

8546 工藤 一英 8596 小田 俊男 8646 五十嵐 晃

8547 山端 伸吾 ローレルバンクマシン 8597 石戸 秀暢 有限会社コスモス電工 8647 矢野 哲也

8548 西谷 康昌 8598 楢崎 輝美 とちまるくん 8648 重留 義明

8549 橋本 俊二 ＳＤ９ 8599 井坂 健一 8649 秋山 喜徳 秩父高校ＯＢ

8550 河田 淳 旅旅マラソン部 8600 石黒 隆広 8650 赤川 和宏

8651 大塚 昭仁 朝日信用金庫

8652 片岡 光夫 京成ストア

10km男子50～59歳
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ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 氏名 所属クラブ

8701 塚本 勝郎 オッティモ 8741 高橋 英雄 ころちゃんず

8702 杉野 晃男 8742 藤田 徳男 我孫子走友会

8703 鈴木 金光 形鋼部会 8743 佐原 功 株式会社メディセオ

8704 盛田 明良 8744 藤岡 義夫

8705 平野 正明 8745 小暮 泰美

8706 永井 公三郎 牧の里楽送会 8746 門井 英一

8707 古川 俊輔 アーリーバード 8747 岡本 隆之 草加走ろう会

8708 山崎 正四郎 8748 宮内 浩志

8709 神頭 一郎 農林走友会 8749 日高 良明 埼玉陸協

8710 守能 祥吉 菱東 8750 畠山 光也

8711 鎌田 吉博 8751 生田目 稔之

8712 入江 信雄 牧の里楽走会 8752 宮前 明夫

8713 公文 辰男 ヨネックス 8753 落合 敏則 松戸雲助ーず

8714 小林 邦夫 楓ＡＣ 8754 今野 敦夫

8715 伊藤 栄規 柏ＣＳＣ 8755 藤原 浩司 作新ＳＣ

8716 田中 一征 ウィングＡＣ 8756 齋藤 薫 れんたろういぶ

8717 小川 久二男 我孫子走友会 8757 丹羽 智昭

8718 清水 和義 伊藤清水ご両家 8758 目黒 文雄

8719 高荷 廣興 8759 土屋 秀之 ＮＡＳ

8720 三木 栄一 牧の里楽走会 8760 米倉 正志

8721 軽部 芳治 8761 越智 通清 松戸雲助～ず

8722 原口 孝一 我孫子走友会 8762 東ヶ崎 秀喜

8723 関根 智 Ｒ×Ｌ＋ 8763 北村 泰久 我孫子走友会

8724 植松 博 8764 丹治 英治

8725 奥田 章彦 8765 田中 陽一 柏オヤジの会

8726 中村 康弘 流山ＣＪ 8766 吉江 雅人

8727 軸屋 圭司 8767 橋本 由浩 がんチャリ

8728 藤崎 正志 ウィングＡＣ 8768 大森 正

8729 三浦 俊和 牧の里楽しく走ろう会 8769 小川 雅弘 新三郷楽走会

8730 飯田 正義 清水公園 8770 大井 成介 成田ランハイ

8731 内野 昌栄 武蔵マラソンライフ駆楽舞 8771 池田 直哉 首都高トールサービス

8732 小林 哲郎 8772 高山 照久

8733 保田 猛夫 8773 大津 隆男

8734 信原 正和 8774 井上 広明

8735 渡辺 保一 8775 松山 勉 ブライトン

8736 小宮 孝郎 我孫子走友会 8776 鈴木 靖 立花ＲＣ

8737 渡部 則雄 8777 長岡 秀明 ＮＡＦＣＯ

8738 石原 実 8778 滝 克洋 明走会

8739 高見 晃二 モモいろ弾丸野郎Ｚ 8779 阿部 健一

8740 上野 誠也 横浜国立大学 8780 鈴木 隆 ブライトン

10km男子60歳以上
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8801 横山 詩 ■■リーデンズ■■ 8901 上川 奈奈 9001 藤澤 輝久代

8802 鳥山 夏海 8902 高橋 由美子 9002 上村 志保 ウイングＡＣ

8803 大森 美咲 小金高校 8903 西田 愛 9003 日暮 香代子

8804 黒澤 杏花 小金高校 8904 荒見 志穂 9004 本宮 陽子 ビバチバ

8805 若林 紗世 小金高校 8905 五十嵐 麻衣子 アビコ ユナイテッド 9005 山形 尚子

8806 鈴木 芽生 小金高校 8906 伊藤 真由美 9006 村上 葉子

8807 川村 果緒 チームカワムラ 8907 中澤 葉子 ウィングＡＣ 9007 太田 しおり ＲＩＫＥＮ ＢＲＣ

8808 林田 菜奈恵 8908 木村 純子 ウィング 9008 大塚 真砂子 ｎ＠Ｃ

8809 畠山 未有 株式会社オリエンタルランド 8909 渡辺 陽子 9009 萩原 広美 我孫子走友会

8810 飯淵 陽葵 千葉敬愛高等学校 8910 小山 裕美 ＧＲ走ろう会 9010 安東 博美

8811 徳永 妃翠 東洋大牛久 8911 真鍋 亮子 9011 吉田 雅子 ウィングＡＣ

8812 飯島 未都希 8912 若林 絵里 ＧＲランニングクラブ 9012 岡田 八千代

8813 野島 涼花 我孫子第一小学校陸上部 8913 平賀 恵子 千葉マスターズ 9013 西 はるみ

8914 石川 和江 9014 鈴木 洋子 我孫子走友会

8915 関口 直子 ビバチバ 9015 川村 由里子 チームカワムラ

8916 川端 智津子 ウィングＡＣ 9016 藤掛 美穂

8917 栗栖 真美 オーククリニック 9017 出井 香

8918 志柿 和子 9018 寺西 和子

8919 巻田 理恵子 9019 小暮 浩美

8920 小幡 真紀 9020 長岡 きよ子

8921 大野 優子 櫻井ケアサポート 9021 植村 裕美

8922 伊藤 裕子 9022 松井 昌子

8923 和田野 知美 ビバチバ 9023 楢崎 明子 つば九郎

8924 杉本 裕子 アビコユナイテッド 9024 於保 恭子 味スタＲＣ

8925 赤海 千穂 ＡＭＳＣ 9025 石原 久美子

8926 長谷川 奈々恵 9026 田中 敦弥

8927 望月 実寛 9027 杉渕 明子 チームＢＵＤＳ

8928 篠原 和美 9028 金子 りさ

8929 飯淵 麻奈 9029 豊島 和子 ブライトン

8930 野島 優花 9030 庄司 律子 ブライトン

8931 近藤 たみ 9031 林賀 美和子

8932 栗城 真理 9032 辻本 晶子

8933 関口 典子 9033 波多腰 和実

8934 山田 眞里子 酒々井アスリート

8935 根本 恵理子

8936 前田 直美

10km女子高校～29歳 10km女子30～49歳 10km女子50歳以上
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貸出場所は我孫子市・柏市で６か所 

どこで乗ってどこで返しても OK！ 

（12 月～3 月は、柏市は実施して 

いません。） 

手賀沼を走って風になるも良し。 

少し離れたショッピングモールに 

遊びに行くも良し。 

楽しみ方は自由です！ 
<料金> 

大人 500 円、小学生以下 300 円 

＜貸出日＞ 

3 月下旬～11 月の土日祝休日 

●我孫子市商業観光課 

電話：04-7185-1111（代表） 

（平日のみ） 

●我孫子市シルバー人材センター 

電話：090-4520-3603（貸出日のみ） 

 

手賀沼親水広場の

多目的広場駐車場 

手賀沼 

フィッシング 

センター 

 

道の駅しょうなん 

手賀沼公園 

我孫子駅 

サイクルパーク・我孫子南 

県道８号

国道 16 号

北柏ふるさと公園 

詳細はコチラ⇒ 

手賀沼の 

うなきちさん 

あびこ産の安全・安心な、「お米」「野菜」「農産加工品」を豊富に取り揃えています‼ 

営業時間 9：30～18：00 （冬期 11/1～3/20）9：30～17：30  

定休日  第 4 水曜日・年末年始（12/31～1/4） 問い合わせ先 04-7168-0821 

【レストラン 旬彩厨房「米舞亭」】 

「和」と「健康」をテーマに、食べると元気になれる身体にやさしい「あびこ野菜」を使った 

料理でおもてなしいたします。 

営業時間 11：00～17：00 （冬期 11/1～3/20）11：00～16：00  

定休日  第 4 水曜日・年末年始（12/31～1/4） 問い合わせ先 04-7168-0504 

※我孫子市側では、令和４年度に限り 1 年を通して土日祝休日の貸出を次の 2 か所で試験的に実施しています。 

◆手賀沼公園 ◆サイクルパーク・我孫子南 
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第 35 回我孫子市新春マラソン大会 

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

◎大会開催の前提条件 

1．千葉県に「緊急事態宣言」または「まん延防止等重点措置」が発令されていないこと 

2．我孫子市から開催自粛要請が発令されていないこと 

3．1～2 以外に、安心安全な大会が開催できない要因がないこと 

◎ランナーの方へのお願いと注意事項 

1．新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患を有する場合、重症化リスクが高いこと。 ま

た、無症状の感染者であった場合、他の参加者に二次感染を引き起こす可能性があることを理

解したうえで、参加をご検討ください。 

2．我孫子市新春マラソン大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としてワクチンの 3 回

接種を推奨しております。 

3．参加されるランナーの方は、事前に大会 HP より「健康チェックシート」をダウンロードし記入

しながら、大会に向けて体調管理をしっかり行ってください。 

4．参加者の新型コロナウイルス感染症への感染に対して、主催者は一切の責任を負いません。ま

た、我孫子市新春マラソン大会において、主催者の加入する保険は、新型コロナウイルス感染

症は適用外です。 

5．参加者、感染者等から新型コロナウイルスの感染者が出た場合、保健所等からの調査にご協力

をお願いいたします。主催者側は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策目的として保健

所・医療関係者等に個人情報を適切な方法で提出する場合があります。 

◎参加条件(以下に該当する場合は、参加できません。) 

1．大会 7 日前から大会当日までに PCR 検査もしくは抗原検査等で陽性反応があった場合 

2．保健所から濃厚接触者と判断され、5 日間にわたる健康状態を観察する期間(健康監察期間)を

経過していない場合 

3．大会 14 日前から当日までに政府から入国制限、入国後の監察を必要とされている国や地域に

渡航した場合 

4．大会 14 日前の時点で居住地に政府・自治体から緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が

発令されている場合 

5．大会当日の検温で 37.5°C 以上の体温が測定された場合(再度検温し、37.5°C 未満である

ことを確認できた場合はこの限りではありません。) 

6．その他状況により、参加をお断りさせていただく場合があります。 

◎会場への入場制限(我孫子市立湖北台中学校敷地内への入場に制限を設けました。) 

1． 中学生以上(中学生・高校生・一般の者をいう)のランナーは、家族(保護者)及び知人等の入場

はできません。 

２．小学生については、1 名の選手に保護者(1 名)が入場できます。乳幼児等は同伴した場合も入

場可とします。また、入場に際しては「健康チェックシート(我孫子市の小学校で申し込んだ

者には配布済み)」の確認を行います。WEB(RUNNET)での申し込みは、当日、検温所にて配

布し記入していただきます。 

3． 入場制限をする区域については、会場図をご確認ください。 

 


