
平成31年１月20日 (SUN)
２㎞・５㎞・10㎞コース

群馬県千代田町 東部運動公園

この大会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて開催されます。

この度は、「第３回ちよだ利根川おもてなしマラソン」にお申し込みいただき、ありがとうございます。
本プログラムは、ランナーの皆様に向けた各種情報を大会の流れにそってご案内しております。
よくお読みいただき、開催当日の準備にお役立てください。
大会スタッフ及びボランティア一同、皆様とお会いできることを心より楽しみにしております。

■大会開催の最終決定について
災害・悪天候等による開催可否に関する発表は、下記日程と方法で行います。
●発表日時　平成31年１月20日㈰　午前６時
●発表方法　千代田町公式ホームページ　http://www.town.chiyoda.gunma.jp/
※お電話でのお問い合わせには、対応できませんので、ご了承願います。
※本プログラムは、平成 30 年12 月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

参
加
の
ご
案
内

■主催　千代田町・千代田町教育委員会　■主管　ちよだ利根川おもてなしマラソン運営委員会

千代田町のマスコットキャラクター
みどりちゃん
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１．主催者あいさつ

主催者（行政）代表
千代田町長　高橋　純一

主催者（地域）代表
ちよだ利根川おもてなしマラソン
運営委員会　会長　坂本　松夫

この度は、「ちよだ利根川おもてなしマラソン」に御参加い
ただき、誠にありがとうございます。
第３回を迎えた今回は、さらに大会の知名度を上げ、参加

者や来場者に喜ばれる大会となるよう、前回のメイン会場変
更に引き続き、エントリー数を1,000人規模に拡大しいたしま

した。
この「ちよだ利根川おもてなしマラソン」は、利根川とともに発展してきた千代田

町を皆様に知っていただくために、本町ならではのコースとおもてなしの心をコンセ
プトに開催しております。決して競技性の強い大会ではありませんが、地元住民やボ
ランティアスタッフの笑顔など、千代田町の長

のどか

閑な雰囲気を感じていただけることと
思います。我々スタッフ一同、皆様の走りをしっかりとサポートさせていただきます
ので、それぞれのコースを満喫していただきたいと思います。
結びに本大会の開催に御支援を賜りました大勢の関係者並びにボランティアの皆様

に深く感謝を申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。

　「第３回ちよだ利根川おもてなしマラソン」がこの水と緑豊
かな千代田町にて、大勢の皆様をお迎えし盛大に開催できま
すことは、誠に喜ばしい限りでございます。ランナーの皆様
には、日頃の練習の成果を存分に発揮していただくとともに、
生涯スポーツとして、マラソンを通じて健康の保持増進に努

めていただきたいと願っております。
　冬のイベントとして定着してきております「ちよだ利根川おもてなしマラソン」は、
行政と地域が一体となる官民連携により実施しており、マラソン大会をより良くしよ
うという意気込みで臨んでおります。
　ご参加の皆様には、利根川の雄大な自然を満喫できるコースだけでなく、様々な「お
もてなし」を味わって頂き、千代田町の魅力を１つでも発見していただければと思い
ます。
　結びに、本大会の開催にあたり、多大なご尽力をいただく大勢の関係者とボランティ
アの皆様に心から深く感謝申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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２．開催要項

(1) 主催　
　　千代田町・千代田町教育委員会
(2) 主管
　　ちよだ利根川おもてなしマラソン運営委員会
(3) 後援　

国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所・群馬県・群馬県教育委員会・館林地区
消防組合千代田消防署・NHK 前橋放送局・上毛新聞社・館林ケーブルテレビ・（一社）群
馬県トラック協会大泉支部・大泉保育福祉専門学校・千代田町区長会・千代田町小中学校
PTA 連絡協議会・千代田町子ども会育成会連絡協議会

(4) 連携　
千代田町観光研究会・利根川新橋を架ける市民の会・千代田町文化協会・川の駅研究会・
千代田町商工会・ちよの会・ガーデンスピリッツ・千代田町スポーツ推進委員会・千代田町
体育協会・千代田町交通指導隊・千代田町食生活改善推進協議会・千代田町議会

(5) 会場
　　開会式　東部運動公園　総合体育館南芝生広場（群馬県邑楽郡千代田町大字上五箇 600）
　　○スタート（東部運動公園　西側駐車場入口　町道上）　
　　○ゴ ー ル　（東部運動公園　多目的グラウンド）
(6) 開催日程　
　　平成31年１月20日㈰雨天決行　
　　○受付　原則として受付はございません。
　　※ゼッケン等を忘れた方は受付窓口にお越し下さい。8:00 ～ 9:15　[ 時間厳守 ]
　　○開会式　9:15 ～　　○表彰式・特別抽選会・閉会式　11:45 ～
(7) 種目・部門・エントリー数及びスタート時間　

種　目 部　門 エントリー数 スタート時間

２㎞

小学生男子 1 ～ 3 年

２９４名 10：10
※制限時間 20 分

小学生女子 1 ～ 3 年
小学生男子 4 ～ 6 年
小学生女子 4 ～ 6 年

５㎞

中学生男子

２３０名 10：05
※制限時間 40 分

中学生女子
一般男子 39 歳以下
一般男子 40 ～ 59 歳
一般男子 60 歳以上
一般女子 39 歳以下
一般女子 40 ～ 59 歳
一般女子 60 歳以上

10㎞

一般男子 39 歳以下

６５１名
10：00

※制限時間 90 分
※関門閉鎖時間あり（３箇所）

一般男子 40 ～ 59 歳
一般男子 60 歳以上
一般女子 39 歳以下
一般女子 40 ～ 59 歳
一般女子 60 歳以上
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３．申込規約

(8) 表彰　
　　各部門とも第１位から３位まで表彰。メダル、賞状、副賞を贈呈します。
　　※表彰式での屋外ステージへの登壇による表彰は、各部門における第１位の方のみとします。
　　※第１位の方は、表彰式が始まる前までに会場内の屋外ステージ付近にお集まり下さい。
(9) 競技規則  
　　本年度、日本陸上競技連盟競技規則および本大会規定を適用します。 

　申込をいただいた方は、次の規約に同意されておりますので、再度ご確認のうえご留意くだ
さい。
(1) 主催者は競技中の事故等に関しては、応急措置及びスポーツ傷害保険の適用範囲内で対応

しますが、その後の責任は負いません。
(2) 大会参加に際しては、十分なトレーニングをし、事前に健康診断を受診する等、体調には

万全の配慮をした上で参加してください。
(3) 大会へのエントリーを行うにあたり、家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、また

はチームメンバー（代表者がエントリーの場合）の承認を得ているものとします。
(4) ユニフォームに関する規定を特に定めませんが、公序良俗に反すると主催者が判断した場

合には着替えていただく場合があります。
(5) 参加者は健康診断を受け、自己の責任において健康管理をしてください。また、大会途中

で競技役員が競技続行不可能と判断した場合は、走行を中止することがあります。
(6) 申込は１人１種目とし、申込後の種目変更やキャンセルはできません。
(7) 年齢や性別の虚偽申告、申込者以外の出走は認めません。不正が判明した場合は、参加や

入賞が取り消されます。
(8) 地震、風水害、降雪並びに事故等で大会が中止となった場合には、参加費の返金はいたし

ません。
(9) 大会の映像・写真・記事・記録等において、氏名・年齢・性別・肖像等の個人情報を新聞・

テレビ・ポスター・プログラム、雑誌並びにインタ―ネット等に報道・掲載・利用させて
いただく場合があります。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

(10) ゼッケン及び計測チップは、事前に送付いたしますので、大会当日に必ず持参してくださ
い。計測チップは、競技終了まで外さないで、終了後に返却してください。

　※大会出場を棄権された方も、必ず計測チップは指定の封筒で返送してください。
(11) 参加者は、健康保険証を持参ください。
(12) 競技参加のマナーを守り、他の参加者やボランティア、コース沿道周辺住民への配慮を心

がけてください。

４．大会注意事項

(1) 受付
原則、受付不要です。事前に送付されているゼッケンの番号、氏名を確認してください。

種　目 カラー 備　　考
２㎞ ピンク ※訂正などがある場合は、

受付までお申出ください。
　8：00 ～ 9：15　[ 時間厳守 ]

５㎞ イエロー
10㎞ ブルー
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(2) 出走準備
ゼッケンは、胸のあたりに付属の安全ピン等でとめてください。 

(3) スタート・招集時刻
各部門すべての選手は、スタート時刻１０分前までにスタート地点に着いてください。

(4) コース上の走行　
原則、左側走行になります。 
・５㎞及び 10㎞コースの一部には、未舗装の部分がございますのでご注意ください。
・２㎞、５㎞、10㎞の各コースには１㎞ごとの表示があります。

(5) 関門閉鎖
　選手の安全確保と交通規制解除を円滑に行うため、10㎞コースについては、次の３箇所
に関門を設置し、閉鎖後は競技を継続できません。

関門 距離 概算位置 時間
第１関門 2.7km 地点 赤岩手押し信号機付近 １０：２５
第２関門 6.0km 地点 赤岩渡船堤防天端付近 １０：５０
第３関門 8.9km 地点 上五箇三橋神社付近 １１：２０

※なお、ゴール（10㎞）の制限時間は、１１：３０までとなります。
(6) 競技留意

競技を行う上で、次の事項に留意していただく必要があります。
・各関門通過後、次の関門閉鎖時間を超えると思われる選手は、途中でもレースの中止を　
　命じることがあります。
・大会中、事故や火災などの非常事態が発生した場合、コース上を緊急車両が優先通行す
　ることがありますので、警察官や消防署員および競技スタッフ等の指示に従ってください。

(7) ゴール（東部運動公園の多目的グラウンド内）
※ゴールエリア内では、係員の誘導に従い、移動をしてください。

【ゴール後の流れ】ゼッケンバーコード読取り→計測チップ返却→ドリンク配布→完走証発
行→給食→豚汁配布→おにぎり配布 

(8) 表彰式・特別抽選会・閉会式　
表彰式を１１：４５より開始し、終了後引き続き、特別抽選会を実施します。
また、最後には、閉会式を行います。
※表彰の対象は、各部門第１位～第３位です。賞状及びメダル、副賞を授与いたします。
※表彰式での舞台への登壇による表彰は、各部門における第１位の方のみとします。
※特別抽選会は、ゼッケン番号で行い、地元の特産品等を多数ご用意しています。

(9) 記録等
完走者全員に完走証をクリアファイルに入れて、お渡しいたします。 

(10) 参加賞
　　中学生以上の参加者に、大会オリジナルループバック、フェイスタオル、白菜及びお米を
　　小学生以下の参加者にフェイスタオル及び文房具をセットにして差し上げます。参加賞引

換所において、配布します。
(11) 休憩所、更衣室、荷物預かり

○休憩所【屋内】総合体育館内の１階アリーナ、１階廊下、２階観客席
　　　　　　　　※１階アリーナ以外の１階廊下及び２階観客席での飲食は可能です。
　　　　  【屋外】芝生広場、多目的グラウンド、その他公園内各所
　　　　　　　　※芝生サッカー場内は、ウォーミングアップやストレッチなどにご利用
　　　　　　　　　いただけますが、テントやレジャーシートの設営はご遠慮ください。
○更衣室　総合体育館内１階更衣室・温水プール更衣室
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○荷物預り所　総合体育館内において、荷物をお預かりいたします。
　　　　　　　※ビニール袋に、ゼッケンと同じ番号の荷物札を袋の内側に見えるように
　　　　　　　　入れて、上部を必ず縛ってください。なお、基本的に貴重品は自己管理
　　　　　　　　でお願いします。

(12) 駐車場利用上の注意
　　○ランナー専用の駐車場は、指定駐車場となっておりますので、事前に駐車券にて場所の
　　　確認をお願いいたします。
　　○当日、駐車券のない方については、大会主催者の用意した指定駐車場はご利用できません。
　　○メイン会場（東部運動公園）の周辺道路はコースの一部にもなっておりますので、無断
　　　駐車は、ご遠慮ください。

※駐車場によっては、交通規制のため出入りができない時間帯があります。駐車券をご確
認ください。

 (13) トイレ
トイレについては、次の箇所を指定しております。

区　分 種　別 具体的箇所 備　考

メイン会場
（東部運動公園内）

屋内 常設 ・総合体育館１階
・温水プール１階

屋外
常設 ・温水プール南側駐車場前

・運動公園多目的グラウンド北
スタート付近
ゴール付近

仮設 ・温水プール南側 スタート付近

コース上 屋外
常設【５・10㎞】・赤岩渡船場堤防天端

・瀬戸井堤防天端
仮設【５・10㎞】・瀬戸井長良神社付近
仮設【10㎞】 ・舞木長良神社付近

▲赤岩渡船場の常夜灯付近からの眺め
　（10㎞コース上のおよそ６㎞地点）
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５．ゲストランナー・舞台出演者

(1) ゲストランナー
●春川桃菜（アイドル）【２km 出場】

　千代田町出身。１９９８年３月生まれ（２０歳）。映画やテレビ
ドラマ、舞台などで活躍。出演作品は映画『スレイブメン』映画『きょ
うのキラ君』ドラマ『お前はまだグンマを知らない』など多数。現
在はアイドルグループ「READY TO KISS」に所属。千代田町ふるさ
と応援団としても活躍中。

●げんき～ず　宇野けんたろう【10km 出場】
１９８３年３月生まれ（３５歳）。東京マラソン、福岡国際マラソ
ン、ホノルルマラソンなど、名だたるマラソン大会で結果を残し続
ける芸能界最強ランナー。2017 年には、TBS 日曜劇場ドラマ「陸王」
にダイワ食品陸上部エース・立原隼斗役として出演。次期 NHK 大
河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」にも出演予定。

●大地穂（SUI）【10km 出場】
歌い走り、熱く生きる、シンガーソングランナー。時に力強く、人
生を走り続ける人への応援歌ソングを歌い、時に優しく、人生に疲
れた人に寄り添う歌を歌う。自身も常に歌い走り , 新しい世界をつ
くることへの挑戦を続けている。名古屋ウイメンズマラソン、柴又
100km など、マラソン 22 回、ウルトラマラソン３回完走。現在は「歌
うランチューバー」として、youtube を通して走る楽しさを届けて
いる。

●東洋大学陸上競技部・女子長距離部門【２・５・10km 出場】

 (2) 舞台出演者　
●群馬住みます芸人　アンカンミンカン【司会】

・川島大輔（１９８３年５月生まれ）１７８㎝ ・７０kg
群馬県 みどり市 [ 写真・左 ]

・富所哲平（１９８３年８月生まれ）１６８cm・５２kg
群馬県 みどり市 [ 写真・右 ]
　よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属。東京ＮＳＣ
１２期生。群馬観光特使、みどり市観光大使、ぐんまの地酒大使、
道の駅おおた観光ＰＲ大使、まちなかテレビ広報部長、など。
　全国４７都道府県に芸人を派遣して「笑い」で地域を盛り上げ
るあなたのまちに住みますプロジェクトの群馬県担当。

●大地穂（SUI）
ゲストランナーとして走る SUI さんは歌うユーチューバー。舞台でも、音楽で会場を盛
り上げます。
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☎ 0276-86-3012

６．メイン会場及び周辺図

▲第２回ちよだ利根川おもてなしマラソンの様子
（平成30年1月21日実施）
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７. おもてなしサービス
●おもてなし豚汁・おにぎり [ 出場選手無料 ]

　参加ランナーの皆様に、食の安全と健康を考える『千代田町食生活改善推進員協議会』
の皆さんにより、地産地消をテーマに地元産の野菜（白菜・人参等）などを利用した豚汁
の無料提供を行います。また、参加賞と同じ千代田町産のお米で作ったおにぎりも無料提
供します。レース終了後、千代田町の味をぜひご賞味ください。
　【場　所】東部運動公園　コミュニティセンター内
　【時　間】１０：２０～１２：３０頃終了予定
　【確　認】お一人様、１杯の提供となります。必ずゼッケンをご持参ください。

●ランナーサービス [ 出場選手無料 ]
　専門のスタッフによる、ランナーサービスを実施します。マッサージ又はストレッチな
どで、走った疲れを癒してください。また、スタート前も行っておりますので、ケガ防止
等にお役立てください。
　【場　所】東部運動公園　総合体育館１階アリーナ（室内）
　【時　間】９：００～１２：３０頃終了予定
　【提　供】カイロプラクティック施術院　長谷川夢祠

●温水プール利用サービス [ 出場選手無料 ]
　年間を通じて利用できる室内プール。２５ｍプールと幼児プールを備えており、幅広い
世代が水泳や水中ウォーキングなどを楽しめます。大会当日も 14：00 よりご利用いただ
けます。
　【対　象】マラソン出場者で、ゼッケンの提示をされた方※１人１回限り有効
　【期　間】平成 31 年１月 20 日（日）～２月 28 日（木）※休館は、原則毎週月曜日
　【利　用】火～日曜日開館   10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00、18：00 ～ 20：30　 

●グルメ・クーポンサービス
　本町の気さくな飲食店事業者のふれあいと隠れた絶品グルメを楽しんでいただくことを
目的に、各種特典をご用意いたしました。
　【対　象】マラソン出場者とそのご家族の方
　【期　間】平成 31 年１月８日（火）～２月 28 日（木）
　　　　　※期間中、各店舗につき１回限り使用できます。
　【入　手】大会関係資料に同封して送付

●お楽しみ抽選会・特別抽選会
　お楽しみ抽選会は、参加者全員を対象に事前抽選をし、会場内に当選者を掲示します。
賞品は参加賞引換所で配布いたします。特別抽選会は本資料に同封した参加券を参加賞引
換所に用意された抽選箱に入れた方のみが対象です。

●大会結果ＷＥＢ速報サービス
　本大会では、完走後にパソコン・スマートフォンを対象に、下記Ｕ
ＲＬにて大会結果の速報をご覧いただけます。公式ホームページから
もアクセスできますので、大会当日は是非ご覧ください。
　【ＵＲＬ】http://www.tecnoplan.co.jp/sokuhou/chiyoda2019 大会結果速報のご案内
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８．交通規制図

平成31年１月20日㈰ 　　　　  　　 9:30～11:30
◎交通規制時間は目安です。当日の競技状況等によって変わることがあります。

～大会を安全に運営していくため、皆様のご協力をお願いいたします～
●交通規制中は、車両によるコースの通行及び横断ができません。
●コース周辺の道路でも、車両の通行が制限されることがあります。
●レース中は、自転車、歩行者のコース横断も制限されます。
●郵便物や宅配便などが遅れて届くことも予想されます。
●当日の交通規制・迂回については、係員等の指示に従って下さい。

交通規制
予定時間

邑楽町福島

新福寺

大泉町

舞木

線
田
代
千・
利
足

西小学校
千代田中学校

千代田町役場 鍋谷

赤岩
木崎

萱野
上中森

上中森上五箇

昭和

下中森東小学校

宝生寺

行田市

熊谷市

赤岩渡船入口

東光寺

熊谷・館林線

利　根　川

赤岩新聞店

寺
福
円

コンビニ

新福寺

野辺町

萱野

上中森

上中森原口

上五箇

瀬戸井

赤岩東

赤岩

中島

舞木

福島

下中森

鞍掛工業団地

橋
大
蔵
武

）
堰
大
根
利
（

瀬戸井取水口

し 渡 の 岩 赤

赤岩の渡し

なかさと公園

千代田消防署

足
利・邑
楽・行
田
線

大型ホームセンター

東部運動公園

三橋神社

群馬県東部地域
水道事務所

コンビニ

足利・千代田線

スタート
ゴール

大型・中型車進入禁止
9：35～11：20
赤岩・舞木方面

大型・中型車進入禁止
9：35～11：20

車両全面通行止

③～⑨9：40～11：20
上五箇地内町道
上五箇堤防～三橋神社

三橋神社北～上五箇平成橋

⑧～⑨10：00～11：20
利根川堤防天端
元仁木歯科医院～上五箇堤防

⑤～⑥10：00～10：35
赤岩地内町道
赤岩手押信号～赤岩渡船入口

⑦～⑧10：00～10：45
舞木地内町道
赤岩新聞店～元仁木歯科医院

⑥～⑦9：50～10：45
一方通行 ※東方向のみ車両通行可

赤岩新聞店～赤岩渡船入口

④～⑤ 9：50～10：30
上五箇平成橋～赤岩手押信号

③～⑩ 9：30～11：30
運動公園北西～三橋神社北

③～④ 9：40～11：20

三橋神社北～上五箇信号辻
②～③ 9：40～11：20

⑨

②

⑩

①～④ 9：30～10：30
運動公園北西～上五箇平成橋北

①

⑥

③④

⑤

⑦

⑧

県道

県道

県道

県道 ：大型車・中型車迂回路
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９．コース図
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▲第２回ちよだ利根川おもてなしマラソンの様子
（平成30年1月21日実施）

未舗装注意

未舗装注意
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
01040 石川　朔人 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01041 柳橋　定門 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01042 永井　響揮 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01043 斉藤　佑真 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01044 橋本　和河 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01045 穂積　幸希 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01046 富岡　洸太 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01047 兵頭　星穏 千代田東小サンダース 千代田町
01048 樗木　颯仁 千代田東小サンダース 千代田町
01049 関根　遥介 千代田東小サンダース 千代田町
01050 小林　煌平 千代田東小サンダース 千代田町
01051 関根　唯真 千代田東小サンダース 千代田町
01052 竹内　聖真 千代田東小サンダース 千代田町
01053 尾花　信 千代田東小サンダース 千代田町
01054 吉永　大雅 千代田東小サンダース 千代田町
01055 島田　悠貴 千代田東小サンダース 千代田町
01056 将田　惺柊 千代田東小サンダース 千代田町
01057 糸井　快翔 羽生市
01058 神野　想士郎 太田市
01059 林　優成 みなかみ町
01060 竹内　洋翔 大泉町
01061 須永　雄太 千代田町
01062 津久井　道崇 太田市
01063 柴崎　龍希 熊谷市
01064 清水　理貴 安中市
01065 佐藤　義倫 根岸ピアノ教室 千代田町
01066 川島　颯弥 千代田町
01067 鈴木　陽大 千代田町
01068 竹内　優介 千代田町
01069 平方　悠翔 太田市
01070 平方　大維志 太田市
01071 及川　鴻志朗 鴻巣市
01072 高草木　竜海 伊勢崎市
01073 小池　旦陽 太田市
01074 関口　龍心 千代田町
01075 川島　颯斗 千代田東小学校 千代田町
01076 高木　太地 千代田町
01077 津田　檀 前橋市

13．出場者名簿

■ 2km 小学生男子 1 ～ 3 年■（77 名）
ナンバー 氏　名 所　属 住　所

01001 谷　颯真 足利市
01002 佐藤　環 寄居町
01003 丸山　琉人 時沢小学校 前橋市
01004 山口　凜空 千代田町
01005 木村　暁飛 太田市
01006 斉藤　光希 前橋元総社小学校 中之条町
01007 狩野　夢翔 前橋市
01008 市川　敦貴 チームあすか 伊勢崎市
01009 平石　虎太郎 千代田東小サンダース 千代田町
01010 関和　莉久 行田市
01011 城代　悠貴 太田市
01012 為貝　真陽 本庄市
01013 矢島　丈太郎 太田市
01014 門田　宗士 中野東小学校 邑楽町
01015 藤木　航司 大泉町
01016 関口　慧 太田市
01017 茂原　翔 ユニテックＲＣ 館林市
01018 増田　蓮 みどり市
01019 新木　獅王 前橋市
01020 飯島　工凱 古河市
01021 久次米　息吹 大泉町
01022 松沢　瞬 千代田町
01023 稲冨　竣 太田市
01024 田子　時士 千代田町立西小学校 千代田町
01025 松村　忠治 太田市
01026 小林　龍侍 千代田少年野球クラブ 千代田町
01027 高橋　洸 千代田少年野球クラブ 千代田町
01028 中島　琉規 千代田少年野球クラブ 千代田町
01029 佐々木　新太 千代田町
01030 茂木　寛佑 伊勢崎市
01031 鈴木　智貴 千代田町
01032 星野　雅紀 吉岡町
01033 菅井　瑛斗 伊勢崎市
01034 関口　蒼琉 千代田町
01035 櫻井　莉央 千代田町
01036 松林　秀誠 千代田ジュニアレスリングクラブ 千代田町
01037 平田　翔空 千代田ジュニアレスリングクラブ 千代田町
01038 田島　陽翔 千代田少年サッカークラブ 千代田町
01039 荒井　一輝 千代田少年サッカークラブ 千代田町
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
02001 吉川　夢琉 大泉町
02002 松下　ゆめの 石川町
02003 須藤　月碧 館林市
02004 大竹　芽生 伊勢崎市
02005 田口　倖菜 小針北小学校 伊奈町
02006 山本　海羽 千代田町
02007 金嶋　ゆうか 高崎市
02008 齋藤　茜里 郡山市
02009 小林　椛 大泉町南小学校 大泉町
02010 大竹　結心 伊勢崎市
02011 田島　萌衣 境クラブ 伊勢崎市
02012 渡邊　花音 郡山市
02013 丸山　楓奈 時沢小学校 前橋市
02014 筑比地　彩葉 千代田町
02015 筑比地　咲良 千代田町
02016 小泉　絆乃 境クラブ 伊勢崎市
02017 羽鳥　和佳奈 伊勢崎市
02018 福嶋　花奏 伊勢崎市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
03001 岩澤　翼希 みどり市
03002 佐藤　響 寄居町
03003 鳥羽　京介 玉村町
03004 根岸　龍之介 深谷市
03005 河南　佑有 いずみ RC 大泉町
03006 木村　海翔 太田市
03007 大竹　実吹 伊勢崎市
03008 木野　剣芯 大泉町
03009 小林　俊平 小林走遊塾 大泉町
03010 大河原　優哉 境クラブ 伊勢崎市
03011 高野　旺美臣 足利市
03012 村田　遼 伊勢崎市
03013 青木　陽央 太田市
03014 菊池　太陽 太田市
03015 藤本　康生 邑楽町
03016 小林　悠太朗 太田市
03017 中村　香久 太田市
03018 須藤　諒大 太田市
03019 安齋　澄真 旭小学校 太田市
03020 市川　湧貴 チームあすか 伊勢崎市
03021 山本　輝空 千代田町
03022 杉田　海翔 伊勢崎市
03023 亀井　秀明 伊勢崎市
03024 阿部　海斗 藤岡市
03025 高橋　玄 伊勢崎市
03026 山中　太耀 足利市
03027 星野　慎太郎 みどり市
03028 友利　海斗 いずみ RC 大泉町
03029 南澤　快斗 境クラブ 伊勢崎市
03030 神野　月歌 太田市
03031 久次米　桧成 大泉町
03032 町田　昂優 伊勢崎市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
02019 小池　菜々実 千代田少年サッカークラブ 千代田町
02020 内田　葵 千代田少年サッカークラブ 千代田町
02021 荒井　稀星衣 千代田少年サッカークラブ 千代田町
02022 佐俣　華穂 前橋市
02023 長谷川　美紅 太田市
02024 齊藤　結香 館林市
02025 高阪　美穂 川崎市
02026 田畑　絵都 千代田少年野球クラブ 千代田町
02027 福島　里菜 吉水小学校 佐野市
02028 高岸　夕愛 境クラブ 伊勢崎市
02029 近藤　寧音 太田市
02030 菊池　陽葵 太田市
02031 畠山　結衣 板倉町
02032 川島　綾乃 千代田東小学校 千代田町
02033 森原　愛菜 千代田町
02034 北原　琴羽 みどり市
02035 坂本　美優 千代田町
02036 小澤　ゆき 千代田町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
03063 和田　快斗 千代田町
03064 大塚　陸斗 境クラブ 伊勢崎市
03065 鈴木　天瑛 とりむキッズ 太田市
03066 中島　佳志和 境クラブ 伊勢崎市
03067 佐俣　結己 前橋市
03068 佐々木　翔麻 千代田少年野球クラブ 千代田町
03069 増田　守璃 千代田少年野球クラブ 千代田町
03070 大谷　泰輝 千代田少年野球クラブ 千代田町
03071 木崎　寛人 千代田少年野球クラブ 千代田町
03072 田畑　良磨 千代田少年野球クラブ 千代田町
03073 五箇　惺南 千代田少年野球クラブ 千代田町
03074 石橋　康太 千代田少年野球クラブ 千代田町
03075 杉嵜　幸太郎 千代田少年野球クラブ 千代田町
03076 高橋　瀬那 千代田少年野球クラブ 千代田町
03077 中島　翔希 千代田少年野球クラブ 千代田町
03078 大谷　典久 千代田少年野球クラブ 千代田町
03079 田中　大翔 千代田少年野球クラブ 千代田町
03080 高橋　そうや 藤岡市
03081 菅井　祐希 伊勢崎市
03082 瀧澤　裕太 伊勢崎市
03083 瀧澤　航太 伊勢崎市
03084 星野　綾太郎 吉岡町
03085 松林　貫誠 千代田ジュニアレスリングクラブ 玉村町
03086 平田　流星 千代田ジュニアレスリングクラブ 大泉町
03087 小須賀　駿太 千代田ジュニアレスリングクラブ 千代田町
03088 小松　陽人 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03089 石川　理人 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03090 落合　優弥 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03091 澤田　春翔 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03092 斉藤　滉太 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03093 氷　虎汰 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03094 塩田　悠聖 千代田少年サッカークラブ 千代田町

■ 2km 小学生男子 4 ～ 6 年■（123 名）

■ 2km 小学生女子 1 ～ 3 年■（36 名）
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
03033 青木　幸太郎 太田市
03034 田端　泰成 伊勢崎市
03035 澤上　隼太郎 伊勢崎市
03036 甲野藤　好範 熊谷市
03037 大島　拓久 境クラブ 伊勢崎市
03038 木村　駿介 太田市
03039 藤原　千昌 加須市
03040 永島　晄太朗 伊勢崎市
03041 福島　来輝 吉水小学校 佐野市
03042 中田　真暉 大泉町立東小学校 大泉町
03043 國井　悠斗 太田市
03044 橋本　成希 境クラブ 伊勢崎市
03045 竹井　千颯 伊勢崎市
03046 近内　大地 いずみ RC 大泉町
03047 岩瀬　樹祐 いずみ RC 大泉町
03048 櫻井　侑来 太田市
03049 川田　凌矢 伊勢崎市
03050 加藤　大和 いずみ RC 大泉町
03051 萩原　慎介 とりむキッズ 大泉町
03052 藤崎　真希人 邑楽サッカースクール 邑楽町
03053 吉澤　大知 邑楽サッカースクール 千代田町
03054 関根　直應 邑楽サッカースクール 邑楽町
03055 葉狩　耀琉 邑楽サッカースクール 千代田町
03056 板橋　遼河 邑楽サッカースクール 千代田町
03057 鈴木　優斗 邑楽サッカースクール 邑楽町
03058 天谷　孟起 邑楽サッカースクール 邑楽町
03059 橋本　遥斗 邑楽サッカースクール 邑楽町
03060 筑比地　飛羽 邑楽サッカースクール 千代田町
03061 増尾　蓮翔 邑楽サッカースクール 邑楽町
03062 齋藤　拓未 邑楽サッカースクール 千代田町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
04001 深澤　舞衣 太田市
04002 須藤　心愛 東ランラン 館林市
04003 中尾　咲菜 東ランラン 大泉町
04004 河南　萌生 いずみ RC 大泉町
04005 舘野　華果 千代田町
04006 斉藤　美里果 前橋元総社小学校 中之条町
04007 南澤　優妃 境クラブ 伊勢崎市
04008 福元　可愛 下館小学校 筑西市
04009 内藤　光優 さいたま市
04010 中村　心香 太田市
04011 藤木　珠央 大泉町
04012 小泉　咲菜 境クラブ 伊勢崎市
04013 鈴木　紀々香 いずみ RC 大泉町
04014 大山　華澄 高崎市
04015 山本　舞雪 千代田町
04016 星野　彩花 伊勢崎市
04017 星野　優月 伊勢崎市
04018 田村　綺音 佐野市
04019 奥野　彩芭 桐生市
04020 鈴木　彩花 沼田市
04021 塩谷　瑠菜 伊勢崎市
04022 白井　優結 加須市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
04030 平尾　華音 伊勢崎市
04031 為貝　実愛 本庄市
04032 平石　小梅 千代田町
04033 町田　愛 千代田町
04034 高橋　奈央 伊勢崎市
04035 新木　美蘭 前橋市
04036 高木　和花 伊勢崎市
04037 柳　花菜笑 伊勢崎市
04038 塩田　桃菜 千代田少年サッカークラブ 千代田町
04039 浅見　麗亜蘭 千代田少年サッカークラブ 千代田町
04040 荒井　夏愛來 千代田少年サッカークラブ 千代田町
04041 田島　咲季 千代田少年サッカークラブ 千代田町
04042 内田　雫 千代田少年サッカークラブ 千代田町
04043 塩田　結衣 千代田少年サッカークラブ 千代田町
04044 竹内　真央 千代田東小サンダース 千代田町
04045 小林　紬莉 柏崎市
04046 高阪　菜那 川崎市
04047 高林　美羽 休泊小 太田市
04048 高草木　詩乃 伊勢崎市
04049 小牧　梨紗 伊勢崎市
04050 江原　未来 千代田町
04051 野村　ナツキ いずみランニングクラブ 大泉町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
03095 堀口　優空 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03096 中島　啓輔 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03097 坂本　大地 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03098 橋本　晟那 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03099 松澤　亮 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03100 野村　優斗 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03101 小林　大介 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03102 富岡　大揮 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03103 上松　冬真 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03104 片倉　涼央 千代田少年サッカークラブ 千代田町
03105 秋山　凌 千代田東小サンダース 千代田町
03106 飯塚　旬咲 千代田東小サンダース 千代田町
03107 島田　陽平 千代田東小サンダース 千代田町
03108 島田　悠聖 千代田東小サンダース 千代田町
03109 秋山　大翔 千代田東小サンダース 千代田町
03110 須永　瑛翔 千代田東小サンダース 千代田町
03111 横塚　捷人 千代田東小サンダース 千代田町
03112 林　大翔 みなかみ町
03113 渡　佑斗 館林市
03114 石黒　星夏 太田市
03115 天野　歩 熊谷市
03116 小川　就也 深谷市
03117 武田　侑也 千代田町
03118 森原　蒼葉 千代田町
03119 上野　修実 大泉町
03120 大栗　伸太朗 伊勢崎市
03121 藤井　健太 千代田町
03122 高木　陽太 千代田町
03123 津田　樹 前橋市

■ 2km 小学生女子 4 ～ 6 年■（58 名）
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
04023 門村　莉央奈 境クラブ 伊勢崎市
04024 國井　茉尋 休泊小学校 太田市
04025 新藤　美雨 太田市
04026 齊藤　芽生 大泉町
04027 根岸　未彩 深谷市
04028 茂木　桃華 伊勢崎市
04029 木戸　瑚白 太田市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
05001 山本　永遠 千代田町
05002 松下　竜大 石川町
05003 磯谷　虎樹 加須市
05004 杉田　隆翔 伊勢崎市
05005 吉永　歩 館林市
05006 石橋　侑眞 太田旭 太田市
05007 山川　竜ノ介 千代田町
05008 吉川　陽向 大泉町
05009 柳　咲吾 伊勢崎市
05010 北爪　大夢 前橋市
05011 田端　宏成 伊勢崎市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
06001 中島　彩絵 千代田町
06002 茂木　華珂 伊勢崎市
06003 金子　奈央 千代田町
06004 茂木　結衣 大泉町
06005 向井　七海 皆野町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
07001 桑名　碧人 宇都宮市
07002 根岸　博幸 高崎市
07003 大川　晃雄 前橋市
07004 原田　雅海 西邑楽高校 千代田町
07005 吉田　敦哉 千代田町
07006 橋本　誠 境クラブ 伊勢崎市
07007 大竹　宏道 千代田町
07008 丸山　潤一郎 魚沼市
07009 新藤　典之 太田市
07010 新井　一弘 みなの RC 皆野町
07011 市井　薪 魚沼市
07012 大山　雅裕 高崎市
07013 前原　和紀 前橋市
07014 竹内　祐希 千代田町
07015 石井　政樹 石川建設株式会社 足利市
07016 内川　博喜 りきちゃんず 長野市
07017 穴沢　祐也 三郷市
07018 新井　崇至 千代田町
07019 唐沢　一毅 前橋市
07020 中島　弘貴 太田市
07021 山﨑　毅雄 大泉町
07022 千葉　健司 太田市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
05012 藤本　涼太郎 邑楽町
05013 天田　晃成 高崎市
05014 横山　穂羽 宮郷中学校 伊勢崎市
05015 藤原　敬大 加須市
05016 國井　日々輝 太田市
05017 佐俣　啓悟 前橋市
05018 武村　佳祐 鹿沼市
05019 神野　晃吹 太田市
05020 山田　陽向 皆野町
05021 松下　陽春 沼田市
05022 松下　雄春 沼田市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
06006 三沢　結衣 千代田町
06007 横山　波音 宮郷中学校 伊勢崎市
06008 原田　桃花 千代田町
06009 森下　和奏 千代田町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
07023 鑓田　修人 館林市
07024 菊池　正規 太田市
07025 池田　聡人 千代田町
07026 舘野　昌幸 千代田町
07027 原田　慎也 フリー 千代田町
07028 磯　直希 太田市
07029 中澤　涼 前橋市
07030 増村　巧 太田市
07031 小林　辰也 太田市
07032 石田　詠児 邑楽町
07033 眞下　航輝 邑楽町
07034 東　真也 太田市
07035 柿沼　瑶二 千代田町
07036 柿沼　夏偉 千代田町
07037 横山　高広 館林市
07038 櫻井　俊之 太田市
07039 麦倉　純耶 足利市
07040 井上　裕司 太田市
07041 猿渡　寛生 館林高等特別支援学校 館林市
07042 倉上　瞬 邑楽町
07043 橋本　和希 板倉町
07044 木村　貴洋 太田市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
04052 高岸　千愛 境クラブ 伊勢崎市
04053 小池　朱麗 太田市
04054 茂木　美里亜 熊谷市
04055 片山　智晴 太田市
04056 北原　碧 みどり市
04057 北村　ほのか 千代田町
04058 津田　稀実 前橋市

■ 5km 中学生男子■（22 名）

■ 5km 中学生女子■（9 名）

■ 5km 一般男子 39 歳以下■（44 名）
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
08001 神野　将良 太田市
08002 佐々木　淳 板橋区
08003 小池　康弘 羽生市
08004 村岡　信博 深谷市
08005 尾崎　勝海 高崎市
08006 北島　信義 群馬産技セ RC 伊勢崎市
08007 張替　純一 坂東市
08008 天野　光司 熊谷市
08009 田中　尉浩 高崎市
08010 森　雅哉 千代田町
08011 原田　雅充 千代田町
08012 谷　茂夫 足利市
08013 茂木　正己 熊谷市
08014 亀井　明 伊勢崎市
08015 齋藤　竜二 石川建設株式会社 大泉町
08016 羽鳥　和宏 伊勢崎市
08017 助名　利明 深谷市
08018 岩島　義規 足利市
08019 斉藤　光孝 斉藤工業株式会社 中之条町
08020 矢倉　佳則 朝霞市
08021 杉崎　志光 千代田町
08022 茂木　智晴 伊勢崎市
08023 武村　喬朗 鹿沼市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
08024 川嶋　健寿 館林市
08025 阿久沢　太郎 前橋市
08026 庄田　公彦 足利市
08027 中田　全一 みどり市
08028 林　茂政 昭和村
08029 根岸　紀典 秩父市
08030 鈴木　大之 千代田町
08031 亀山　克幸 千代田町
08032 蘇原　正 吉岡町
08033 黛　隆二 館林市
08034 渡邉　孝一 鴻巣市
08035 新島　秀幸 杉戸町
08036 藤掛　和重 太田市
08037 永沼　秀貴 行田市
08038 新井　清嗣 太田市
08039 増田　雅男 板倉町
08040 田端　真 伊勢崎市
08041 長尾　卓磨 川越市
08042 古賀　俊樹 太田市
08043 鈴木　修 榛東村
08044 堀江　周作 太田市
08045 桑名　秀樹 宇都宮市
08046 今井　孝浩 太田市

■ 5km 一般男子 40 ～ 59 歳■（46 名）

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
09001 登丸　剛 前橋市
09002 原田　清 加須市
09003 小柴　淳一 市川市
09004 小宮山　浩 埼玉県鴻巣たのしく走る会 上尾市
09005 齊藤　敏幸 鴻巣市
09006 村岡　勉 伊勢崎市
09007 樽見　正行 熊谷 AC 熊谷市
09008 佐々木　寛 明和町
09009 高橋　秀幸 北風ファイターズ 太田市
09010 小川　兼彦 邑楽走友会 邑楽町
09011 江原　初夫 大泉町
09012 田口　範幸 明和町
09013 山下　芳雄 熊谷市
09014 内田　一夫 羽生市
09015 斉藤　泰男 熊谷市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
09016 田中　和彦 高崎市
09017 坂本　保 千代田町
09018 五十嵐　良治 宇都宮市
09019 谷津　均 邑楽町
09020 茂原　淳次 ユニテックＲＣ 館林市
09021 野村　有司 青梅市
09022 関　金正 佐野市
09023 今泉　正男 行田市
09024 金田　浩見 豊川市
09025 萩原　公夫 東松山市
09026 山崎　節雄 坂戸市
09027 高梨　次夫 龍ケ崎市
09028 長澤　英雄 中之条走遊会 中之条町
09029 春田　道夫 千代田還暦ファイターズ 千代田町
09030 小野澤　光夫 小川町

■ 5km 一般男子 60 歳以上■（30 名）
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■ 5km 一般女子 39 歳以下■（33 名）
ナンバー 氏　名 所　属 住　所

10001 八木　寧希 魚沼市
10002 廣井　美遥 魚沼市
10003 森　文香 千代田町
10004 小田原　愛奈 魚沼市
10005 桑名　くるみ 宇都宮市
10006 菊地　麻依 太田市
10007 栗原　宏美 大泉町
10008 矢嶋　美佳 伊勢崎市
10009 安部　理香 千代田町
10010 小阿瀬　有紀 前橋市
10011 飯塚　祐美 大泉町
10012 中沢　枝里 桐生市
10013 平石　美奈 千代田町
10014 羽鳥　祐香 前橋市
10015 中島　愛実 行田市
10016 高橋　里奈 千代田町
10017 藤掛　里乃 太田市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
10018 塩田　尚子 千葉市
10019 矢島　訓子 太田市
10020 浅野　真穂 太田市
10021 梅澤　美奈見 伊勢崎市
10022 田島　楓花 前橋市
10023 千葉　江里華 太田市
10024 天野　しのぶ 熊谷市
10025 矢口　恵理子 江東区
10026 高橋　由美 千代田町
10027 前田　美年子 さいたま市
10028 小林　広美 柏崎市
10029 小林　瑞穂 伊勢崎市
10030 小松　千尋 大泉町
10031 伊藤　早苗 太田市
10032 河田　絵美 太田市
10033 小林　菜月 三郷市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
11001 松下　貴子 石川町
11002 山田　千秋 深谷市
11003 後閑　文子 世田谷区
11004 渋沢　夏枝 伊勢崎市
11005 古住　純子 高崎市
11006 岩井　由香里 板橋区
11007 三好　雅子 みどり市
11008 小峯　弘美 東松山市
11009 新藤　友香 太田市
11010 藤田　恵子 伊勢崎市
11011 斉藤　美保里 斉藤工業株式会社 中之条町
11012 新木　美和 前橋市
11013 飯塚　智枝 千代田町
11014 森本　あゆみ 千代田町
11015 大谷　明美 千代田町
11016 真野　和美 安中市
11017 田島　妙子 太田市
11018 吉田　久美子 川崎市
11019 高見澤　恵美子 熊谷市
11020 白石　喜美恵 上里町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
12001 深津　明美 吉岡町
12002 町田　香代子 太田市
12003 中島　美知子 なし 渋川市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
11021 新島　みゆき 足利市
11022 関口　和美 太田市
11023 石川　幸子 太田市
11024 町田　由紀 館林市
11025 高木　美知子 千代田町
11026 新井　陽子 太田市
11027 望月　春江 足利市
11028 安部　恭子 館林市
11029 田島　朋子 前橋市
11030 羽鳥　千代子 鴻巣市
11031 堀部　仁美 伊勢崎市
11032 川村　松枝 無し 館林市
11033 新井　弥生 明和町
11034 春田　雪江 岡島剛郎ファン 千代田町
11035 斉藤　和美 太田市
11036 松井　万智子 伊勢崎市
11037 津田　良子 前橋市
11038 松下　ゆかり 沼田市
11039 小林　美香子 館林市
11040 齋藤　美代子 高崎市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
12004 武井　昌代 太田市
12005 諏訪　直美 行田市
12006 小野澤　スイ 小川町

■ 5km 一般女子 60 歳以上■（6 名）

■ 5km 一般女子 40 ～ 59 歳■（40 名）
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
13001 大関　喜幸 大泉町
13002 黒岩　英高 渋川市
13003 大塚　稔 ヒゲ部 太田市
13004 新井　拓也 足利市
13005 井上　孝平 魚沼市
13006 渡辺　藍人 魚沼市
13007 渡辺　智也 魚沼市
13008 大渕　凱涼 魚沼市
13009 齊藤　翔一 館林市
13010 大橋　陽 小山市
13011 小谷野　仁男 伊勢崎市
13012 諏訪　聖哉 さいたま市
13013 椎谷　将大 前橋市
13014 新木　剛史 前橋市
13015 椎橋　和也 高崎市
13016 大高　拓也 さいたま市
13017 石原　一眞 加須市
13018 飯塚　大輔 深谷市役所 深谷市
13019 加藤　拓 チーム katoh 足利市
13020 関　祐輔 前橋市
13021 依田　薫賢 藤岡市
13022 太田　一宏 OIKING 館林市
13023 根岸　徹弥 大泉町
13024 安齋　卓真 えのき幼稚園 太田市
13025 荒井　貴範 佐久市
13026 岡本　和俊 伊勢崎市
13027 菅原　伸明 羽生市
13028 岸　周 高崎市
13029 中嶋　優大 高崎市
13030 今井　亮臣 太田市
13031 茂木　聖 なし 千代田町
13032 戸崎　貴久 太田市
13033 菅谷　譲 前橋市
13034 須賀　出 太田市
13035 宮内　大輔 前橋市
13036 井上　大輔 前橋市
13037 岩渕　広夢 前橋市
13038 岸　哲也 さいたま市
13039 青木　康二 高崎市
13040 村田　雄人 高崎市
13041 萩原　征二 吉岡町
13042 稲冨　繁 太田市
13043 瀧本　健二 太田市
13044 石塚　貴也 富岡市
13045 福井　謙一 加須市
13046 岡田　純幸 太田市
13047 森田　圭介 熊谷市
13048 新井　智彦 栃木市
13049 高橋　基毅 大泉町
13050 栗原　健児 大泉町
13051 菅井　正臣 館林市
13052 小畑　千尋 千代田町
13053 小峯　大輝 太田市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
13068 板垣　隼一 坂戸市
13069 千葉　文雄 千代田町
13070 林　慶一郎 みなかみ町
13071 岩崎　将大 太田市
13072 藤澤　明正 前橋市
13073 永田　聖 桐生市
13074 庄田　寿行 太田市
13075 竹内　肇 太田市
13076 畠山　望 板倉町
13077 茂木　達也 なし 千代田町
13078 金子　駿介 深谷市
13079 福島　陽太 加須市
13080 町田　裕志 太田市
13081 佐藤　矩行 太田市
13082 根本　亮太 桐生市
13083 大友　公太 大泉町
13084 小林　健太郎 千代田町
13085 風戸　貴之 千葉市
13086 小川　一樹 高崎市
13087 根岸　秀行 太田市
13088 末吉　克則 千代田町
13089 市川　佳男 日清紡ブレーキ 千代田町
13090 松島　靖 栃木市
13091 岡田　具宏 杉戸町
13092 川岸　祐仁 大泉町
13093 今井　大揮 太田市
13094 田部田　真宏 足利市
13095 伊藤　裕一 日産車体コンピュータサービス 太田市
13096 西山　寛人 文京区
13097 佐々木　智之 足立区
13098 栗原　祐介 瑞穂町
13099 湯澤　洋祐 館林市
13100 奥澤　拓弥 うまごやカフェ 明和町
13101 井田　翔太 前橋市
13102 佐々木　英男 千代田町
13103 柿沼　祐介 太田市
13104 泰　隆幸 前橋市
13105 梁島　諭 足利市
13106 近藤　晶 足利市
13107 勝沼　慶文 足利市
13108 武藤　遼磨 足利市
13109 正田　功治 邑楽町
13110 松本　健 太田市
13111 坂本　忠大 館林市
13112 鈴木　祐也 羽生市
13113 荒井　大和 邑楽町
13114 田所　正行 太田市
13115 友國　義紀 行田市
13116 鶴貝　和也 足利市
13117 小倉　庸輔 足利市
13118 平林　徹也 高崎市
13119 須長　航平 足利市
13120 野村　昌弘 宇都宮市

■ 10km 一般男子 39 歳以下■（133 名）
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
13054 鈴木　陽一郎 邑楽町
13055 高橋　恒二 太田市
13056 高木　啓史 太田市
13057 森島　政良 館林市
13058 片貝　和宏 Gakken 前橋市
13059 野原　聖騎 東松山市
13060 瀧　正行 館林市
13061 田沼　俊秀 大泉町
13062 吉田　和央 行田市
13063 中崎　憲太郎 館林市
13064 石黒　裕一 太田市
13065 服部　翔平 船橋市
13066 栗原　良輔 太田市
13067 齊藤　滉稀 館林市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
16001 石原　愛美 加須市
16002 塩田　麻美 足利市
16003 春山　かれん TWF 富岡市
16004 堀部　真衣 四ツ葉学園 伊勢崎市
16005 北爪　来海 前橋市
16006 樋口　絵里加 桐生市
16007 西　美友貴 大泉町
16008 淺野　明子 前橋市
16009 佐藤　菜摘 大泉町
16010 大友　実歩 大泉町
16011 林　真奈美 新潟市
16012 天田　美春 高崎市
16013 中島　由葵 千代田町
16014 野村　絵美 館林市
16015 野本　まりえ 加須市
16016 吉川　理恵 文京区
16017 今野　未波 大泉町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14001 清水　誠 板倉町
14002 堀米　一也 伊勢崎市
14003 細野　智 前橋市
14004 酒師　隆治 横浜市
14005 田中　耕造 中野市
14006 吉田　法之 渋川市
14007 小林　博通 太田市
14008 石井　浩行 大泉町
14009 阿左美　亮治 伊勢崎市
14010 市村　孝行 越谷市
14011 菅野　史朗 熊谷市
14012 小内　則男 深谷市
14013 下田　博光 高崎市
14014 山内　圭二 大泉町
14015 石田　英治 沼田市
14016 佐藤　尊樹 高崎市
14017 小川　貴士 花園走ろう会 深谷市
14018 上村　淳一 南魚沼市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14159 最首　浩治 安中市
14160 吉田　久志 館林市
14161 中村　孝 前橋市
14162 五十嵐　博 太田市
14163 関根　正和 太田市
14164 齋藤　敏和 郡山市
14165 佐々木　民扶 宇都宮市
14166 秋山　敬吾 羽生市
14167 須賀　紳二 吉岡町
14168 清水　貴之 安中市
14169 久保　博文 安中市
14170 山洞　和之 足利市
14171 岡田　成史 高崎市
14172 吉永　晃弘 館林市
14173 永井　宏直 太田市
14174 為貝　憲人 本庄市
14175 山北　信広 前橋市
14176 高橋　茂樹 千代田町 千代田町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
13121 小池　泰臣 千代田町
13122 阿部　貴裕 太田市
13123 川戸　憲人 佐久市
13124 吉池　悟 群馬県庁 前橋市
13125 御任　一光 前橋市
13126 櫻井　眞澄 本庄市
13127 大熊　清幸 加須市
13128 稲見　直信 足利市
13129 赤石　孝一 伊勢崎市
13130 佐竹　修一 行田市
13131 酒田　秀一 伊勢崎市
13132 富澤　祐紀 前橋市
13133 加藤　隼人 千代田町

■ 10km 一般男子 40 ～ 59 歳■（316 名）

14177 長谷川　洋 桐生桜木小 桐生市
14178 大堂　淳司 守谷市
14179 溝脇　昇 桐生市
14180 逸見　泰政 皆野町
14181 高阪　孝司 川崎市
14182 河又　伸一 鹿沼市
14183 上原　千歳 上野原市
14184 坂村　吉信 館林市
14185 畠中　稔裕 えぬしーえすマラソン同好会 太田市
14186 高橋　正樹 個人 所沢市
14187 小賀野　真弘 小川工業㈱ＳＵＮ岳部 千代田町
14188 渡　良太 館林市
14189 高野　明人 熊谷市
14190 花積　哲夫 足利市
14191 中谷　行男 館林市
14192 齋藤　雅彦 高崎市
14193 内野　誠 TM 会 川越市
14194 川原　敬 太田市
14195 堀口　智裕 深谷市

14019 松田　幸矢 AMAMI 千代田町
14020 中村　貴之 新潟市
14021 横山　寛 相模原市
14022 初澤　博文 久喜市
14023 松村　幸弘 渋川市
14024 長澤　隆行 みどり市
14025 渡辺　友洋 ときがわ町
14026 御園　雅之 前橋市
14027 城田　純一 伊勢崎市
14028 野口　聡 羽生市
14029 河上　修 えのき幼稚園 大泉町
14030 廣内　慎一 行方市
14031 渡邉　積 古河市
14032 恵木　毅 広島市
14033 山上　聡 上田市
14034 小山　栄治 伊勢崎市
14035 藤野　雅則 羽生市
14036 関根　豊 羽生市
14037 向谷地　春樹 玉村町
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14196 金子　茂雄 桐生市
14197 大島　新哉 前橋市
14198 大内　康範 蓮田市
14199 丸山　雅樹 太田市
14200 柿沼　和広 伊勢崎市
14201 新島　淳治 太田市
14202 高島　秀尚 太田市
14203 岡田　清 前橋市
14204 高見澤　聡 熊谷市
14205 清水　俊明 行田市
14206 大塚　康弘 邑楽町
14207 藤原　務 羽村市
14208 星野　公男 足利市
14209 関口　哲一 太田市
14210 藤井　孝弘 千代田町
14211 天谷　幸寿 モノノフ 邑楽町
14212 髙橋 マルコス 清 千代田町
14213 山口　康喜 桶川市
14214 涌井　富士男 太田市
14215 永倉　学 太田市
14216 大石　衛 伊勢崎市
14217 藤野　徹 山郷会 大泉町
14218 田沼　昇一 大泉町
14219 鈴木　雄司 足利市
14220 樋口　浩二 羽生市
14221 蜂須　俊之 伊勢崎市
14222 中島　隆行 伊勢崎市
14223 大沢　康秀 世田谷区
14224 田島　慎二 伊勢崎市
14225 吉川　豪 千代田町
14226 相原　貴志 本庄市
14227 堀越　正勝 高崎市
14228 中野　幸一 OneWay　栗林会計事務所 太田市
14229 関原　康文 ＫＲ１５ 玉村町
14230 矢島　孝昭 邑楽町
14231 田畑　政人 千代田少年野球クラブ 千代田町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14038 柏瀬　英樹 桐生市
14039 松澤　達也 千代田町
14040 須永　博明 足利市
14041 齊藤　隆久 館林市
14042 高橋　一英 藤岡市
14043 竹内　聡 高崎市
14044 星野　祐一 吉岡町
14045 江原　千裕 加須市
14046 井上　宜久 港区
14047 狩野　肇 渋川市
14048 内田　猛 高崎市
14049 棚澤　典孝 行田市
14050 斉藤　直紀 伊勢崎市
14051 星野　裕之 みどり市
14052 松本　道明 なし 太田市
14053 福田　和彦 福田塾 古河市
14054 黒崎　安則 高崎市
14055 中澤　好明 渋川市
14056 吉田　哲也 高崎市
14057 高橋　卓 中之条町
14058 藤井　謙一 伊勢崎市
14059 大原　裕司 宇都宮市
14060 横田　健 鴻巣たのしく走る会 鴻巣市
14061 相川　至宏 熊谷市
14062 渡部　修司 宇都宮市
14063 野村　健治 太田市
14064 草間　康幸 行田市
14065 長　達也 千代田町
14066 望月　俊晴 足利市
14067 田部井　弘志 足利市
14068 柳田　康弘 佐野市
14069 三輪　浩章 伊勢崎市
14070 村越　亘 熊谷市妻沼南小学校 熊谷市
14071 野永　和利 伊勢崎市
14072 坂庭　利成 太田市
14073 大矢　康司 太田市
14074 茂原　正臣 ユニテックＲＣ 熊谷市
14075 佐山　正夫 佐野市
14076 野村　尚史 大泉町
14077 中島　勝則 ナカジ酔走会 千代田町
14078 奈良　宜幸 前橋市
14079 日向　俊夫 熊谷市
14080 丸山　敦 さいたま市
14081 松川　孝二 清瀬市
14082 半田　圭一 太田市
14083 佐俣　潤 前橋市
14084 和田　年晴 玉村町
14085 久保　晃 品川区
14086 大栗　俊輔 伊勢崎市
14087 田中　時夫 沼田市
14088 津田　征一 前橋市
14089 村山　淳吾 足利市
14090 吉川　修弘 大泉町
14091 矢島　慎久 大泉町
14092 別府　宏朗 足利市

14232 関根　康郎 熊谷市
14233 荒船　和男 大泉町
14234 清水　隆夫 深谷市
14235 茂木　孝昭 太田市
14236 高坂　和明 IS 栃木 伊勢崎市
14237 垣見　洋 アップル運輸 上田市
14238 原　義朝 前橋市
14239 新島　邦彦 太田市
14240 大塚　英司 前橋市
14241 松村　忠佳 太田市
14242 神戸　俊哉 伊勢崎市
14243 池田　衛 太田市
14244 高橋　祐一 太田市
14245 竹森　実 大泉町
14246 田村　賢二 宇都宮市
14247 島田　博 越谷市
14248 関口　裕志 太田市
14249 藤木　政伸 大泉町
14250 及川　光博 鴻巣市
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14093 吉羽　茂治 大泉町
14094 糸井　学史 羽生市
14095 田中　武 太田市
14096 山田　光広 太田市
14097 久次米　繁範 大泉町
14098 木島　直樹 熊谷市
14099 荒川　和久 館林市
14100 齊藤　進 足利市
14101 奥林　政則 太田市
14102 福田　守宏 太田市
14103 萩原　隆司 玉村町
14104 炭谷　克志 サントリー利根川ブルワリー 大泉町
14105 梅若　正博 太田市
14106 中村　友英 太田市
14107 秋沢　貴雄 ふじみ野市
14108 清水　和也 邑楽町
14109 臼井　明 羽生市
14110 塚田　雄二 大泉町
14111 伊藤　豪昭 北本市
14112 清水　誠一 みどり市
14113 高橋　功起 みどり市
14114 東　展之 さいたま市
14115 野崎　史明 江東区
14116 岩崎　洋典 古河市
14117 富井　博 前橋市
14118 近藤　博之 前橋市
14119 高草木　洋介 伊勢崎市
14120 小暮　光宏 ナイトランナー 深谷市
14121 島田　和博 太田市
14122 山田　聖之 栃木市
14123 廣瀬　智樹 嵐山町
14124 池田　大気 嵐山町
14125 櫻井　晃一 太田市
14126 大山　千秋 行田市
14127 栗原　薫 邑楽町
14128 山川　雅裕 シャークス 明和町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14251 津久井　孝明 太田市
14252 川島　友勝 大泉町
14253 山木　佳人 高崎市
14254 依田　哲夫 高崎市
14255 福島　重美 みどり市
14256 柴崎　巧 熊谷市
14257 大山　守 館林市
14258 安藤　孝明 熊谷市
14259 中村　雅俊 邑楽町
14260 五十嵐　秀明 伊勢崎市
14261 国分　昌宏 下野市
14262 石河　健一 鴻巣市
14263 永福　広明 太田市
14264 勅使河原　秀秋 富岡市
14265 土田　英聡 行田市
14266 茂木　弘信 伊勢崎市
14267 津久井　進 桐生市
14268 土田　宣郎 利根町
14269 長沼　龍司 伊勢崎市
14270 引間　靖雄 太田市
14271 石井　和範 前橋市
14272 川島　紀一 千代田町
14273 柴崎　憲一 加須市
14274 伊吉　健太郎 大泉町
14275 荒木　博史 越谷市
14276 橋本　功 足利市
14277 茂木　之誓 深谷市
14278 河原田　一州 行田市
14279 廣田　暢実 伊勢崎市
14280 清水　雄司 高崎市
14281 下川　伸二 明和町
14282 小池　雄治 前橋市
14283 関谷　ともひさ 桐生市
14284 宮腰　朋行 富岡市
14285 蓮子　温久 足利市
14286 吉冨　哲也 秒速 3.4 邑楽町

14129 鈴木　秀和 桐生市
14130 島崎　つとむ 太田市
14131 平方　純一 太田市
14132 鈴木　正 前橋市
14133 石塚　直樹 行田市
14134 石崎　清 太田市
14135 佐藤　大仁 熊谷市
14136 関　雅夫 越谷市
14137 中村　克美 宇都宮市
14138 隼　克月 守谷市
14139 加藤　康之 結城市
14140 堀越　雅男 流山市
14141 佐藤　浩 館林市
14142 川島　一秀 伊勢崎市
14143 板橋　政広 佐野市
14144 菅　崇 太田市
14145 斉藤　秀明 相模原市
14146 野田　寛明 高崎市
14147 林　義康 みなかみ町

14287 木下　幸彦 高崎市
14288 坂本　秀夫 横浜市
14289 飯塚　雅和 宇都宮市
14290 北爪　伸裕 前橋市
14291 為実　康仁 さいたま市
14292 川上　泰明 大泉町
14293 橋本　英重 新宿区
14294 有山　英明 太田市
14295 齋藤　良一 新潟市
14296 松井　道浩 伊勢崎市
14297 正岡　玲二郎 高崎市
14298 阿部　正和 大泉町
14299 菅　憲安 藤沢市
14300 内山田　高広 太田市
14301 佐藤　和幸 邑楽町
14302 田中　明 太田市
14303 高橋　将之 太田市
14304 小林　徳彦 足利市
14305 森本　克彦 千代田町
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14148 山川　憲一 川崎市
14149 澤田　寿隆 太田市
14150 橋口　寛 熊谷市
14151 青木　利明 太田市
14152 前田　良一 国分寺市
14153 川崎　秀 前橋市
14154 新井　正春 太田市
14155 新島　敏之 太田市
14156 近藤　将人 太田市
14157 荒川　浩 深谷市
14158 坂場　和幸 大泉町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
14306 佐藤　喜規 千代田町
14307 山崎　功 前橋市
14308 根岸　浩幸 伊勢崎市
14309 西澤　宏明 羽生市
14310 石塚　義則 富岡市
14311 笹口　政利 前橋市
14312 楽本　正章 伊勢崎市
14313 石田　将光 千代田町
14314 小川　昭夫 深谷市
14315 橋本　幸司 千代田町
14316 飯田　進 川口市

■ 10km 一般男子 60 歳以上■（86 名）
ナンバー 氏　名 所　属 住　所

15001 吉岡　明 沼田ランナーズ 沼田市
15002 荒井　裕 羽生市
15003 片岡　広志 館林市
15004 小林　元彦 本庄市
15005 吉田　卓司 大泉町
15006 奈良　三郎 前橋市
15007 上原　秀昭 館林市
15008 吉川　益弘 熊谷市
15009 宮前　静一 鴻巣楽しく走ろう会 川島町
15010 山口　俊明 寄居町
15011 若月　進 高崎市
15012 尾崎　政男 イタクラ 板倉町
15013 深津　章 吉岡町
15014 金井　敏行 鹿沼市
15015 藤本　忠勝 鴻巣楽しく走会 鴻巣市
15016 笠原　伸二 太田市
15017 清水　美廣 東松山市
15018 岩崎　好夫 美九里東小学校 藤岡市
15019 中崎　正憲 館林市
15020 久保田　明男 高崎市
15021 峯　義隆 行田市
15022 西潟　猛 前橋市
15023 久間田　守 太田市
15024 小林　実 鴻巣市
15025 柏瀬　茂夫 熊谷市
15026 八木原　洋一 前橋市
15027 塩田　稔 深谷市
15028 森田　明 熊谷市
15029 梅田　清 加須市
15030 矢野　正雄 鴻巣市
15031 小川　健 邑楽町
15032 手島　克之 前橋市
15033 市村　浩 はるとのじいじ 狭山市
15034 川島　修 大泉町
15035 高橋　一美 館林市
15036 中村　恵一 入間市
15037 岩下　英司 太田市
15038 福地　宣雄 太田市
15039 新島　敏彦 千代田町
15040 岡村　邦夫 楽喜走会 深谷市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
15044 新井　陽一 リケン蝸牛会 深谷市
15045 佐野　博史 太陽企画 RC 川口市
15046 三井　秀之 伊勢崎市
15047 木本　佳秀 いわき市
15048 浅井　征志 野田市
15049 徳永　孝志 大泉町
15050 福田　敏夫 松戸市
15051 金井　慶幸 前橋市
15052 氏原　満 太田市
15053 川島　喜代志 絆 前橋市
15054 森井　尹 東松山市
15055 齊藤　公二郎 佐野市
15056 正木　幸一 快体健歩ＲＣ 倉敷市
15057 鷺内　郁夫 久喜市
15058 西　謙次 前橋市
15059 鈴木　孝憲 前橋市
15060 関根　茂 羽生市
15061 野澤　善司 前橋市
15062 藤村　高雄 伊勢崎ハイキングクラブ 伊勢崎市
15063 山根　岩男 千代田町
15064 小堀　秀雄 平塚市
15065 石田　政幸 練馬区
15066 小林　英二 高崎市
15067 森　重教 館林市
15068 大島　昇 さいたま市
15069 清水　正彦 桐生市
15070 佐竹　道雄 渋川市
15071 栗原　由起夫 館林市
15072 相澤　則夫 なし 千代田町
15073 池田　行正 明和町
15074 相場　洋二 矢場松寿会 太田市
15075 増田　邦雄 狭山市
15076 藤原　了 日高市
15077 長屋　公弘 行田市
15078 松本　泰夫 本庄市
15079 菅沼　隆宏 小川町
15080 豊嶋　昌志 ハイアールアジア R&D 株式会社 邑楽町
15081 岩田　虔治 深谷市
15082 飯塚　典久 行田市
15083 木下　英司 久喜市
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ナンバー 氏　名 所　属 住　所
17001 上田　美代子 下野市
17002 鈴木　礼子 ТЕΑΜ ‐ Κ 太田市
17003 竹森　晴美 大泉町
17004 久保　敬子 品川区
17005 宮内　三江子 前橋市
17006 佐藤　はるみ 行田市
17007 鈴木　美香 野木町
17008 田沼　美華 大泉町
17009 飯島　美津子 館林市
17010 野村　美江子 青梅市
17011 小林　咲代 大泉町
17012 中村　佐季子 千代田町
17013 橋口　千晶 熊谷市
17014 原　由江 館林市
17015 須田　奈々恵 渋谷区
17016 小菅　一美 川場村
17017 櫻井　朋子 館林市
17018 上原　直美 富岡市
17019 奥野　麻衣 桐生市
17020 山川　あゆみ 邑楽町
17021 三幣　ひとみ 久喜市
17022 池田　幸子 TM 会 立川市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
17035 藤倉　美紀 さいたま市
17036 北爪　里美 前橋市
17037 川島　匡江 千代田町
17038 小山　孝子 千代田町
17039 茂木　さより 深谷市
17040 三浦　由紀 杉戸町
17041 藤生　育代 伊勢崎市
17042 だい　みちこ 館林市
17043 大高　麻里子 さいたま市
17044 石井　裕子 大泉町
17045 吉井　千恵子 埼玉県 飯能市
17046 塩田　容子 深谷市
17047 小暮　喜恵 前橋市
17048 益子　恵 板倉町
17049 清水　ひとみ 深谷市
17050 戸塚　規子 太田市
17051 吉永　千晃 千代田町
17052 水野　理恵子 行田市
17053 藤原　淳子 羽村市
17054 坂本　春美 伊勢崎市
17055 阿部　佳用子 佐野市
17056 剱持　薫子 太田市

■ 10km 一般女子 40 ～ 59 歳■（67 名）

17023 小林　和代 古河市
17024 竹澤　真澄 みどり市
17025 椚瀬　敦子 みどり市
17026 萓島　光代 行田市
17027 楠美　麻由美 越谷市

17057 木下　明美 久喜市
17058 佐藤　由里香 根岸ピアノ教室 千代田町
17059 金井　香織 桐生市
17060 根岸　香津美 伊勢崎市
17061 松井　久代 みどり市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
15041 島田　幸雄 狭山市
15042 須永　博夫 館林市
15043 菊池　久 熊谷市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
15084 坪木　憲治 たんぽぽの綿毛 小川町
15085 大栗　健二 イマジン 館林市
15086 関口　唯夫 千代田町

■ 10km 一般女子 39 歳以下■（33 名）
ナンバー 氏　名 所　属 住　所

16001 石原　愛美 加須市
16002 塩田　麻美 足利市
16003 春山　かれん TWF 富岡市
16004 堀部　真衣 四ツ葉学園 伊勢崎市
16005 北爪　来海 前橋市
16006 樋口　絵里加 桐生市
16007 西　美友貴 大泉町
16008 淺野　明子 前橋市
16009 佐藤　菜摘 大泉町
16010 大友　実歩 大泉町
16011 林　真奈美 新潟市
16012 天田　美春 高崎市
16013 中島　由葵 千代田町
16014 野村　絵美 館林市
16015 野本　まりえ 加須市
16016 吉川　理恵 文京区
16017 今野　未波 大泉町

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
16018 侭田　裕子 大泉町
16019 清水　綾 桐生市
16020 木村　早苗 桐生市
16021 脇島　幸 高崎市
16022 小倉　千尋 足利市
16023 小池　彩乃 富岡市
16024 高橋　陽子 長野市
16025 横塚　美保 明和町
16026 根岸　奈槻 伊勢崎市
16027 小林　朱乃 榛東村
16028 黒川　美穂 佐野市
16029 山崎　瞳 大泉町
16030 前田　利佳 川口市
16031 渡邉　宏枝 館林市
16032 梅澤　美咲 玉村町
16033 関口　綾香 千代田町
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■ 10km 一般女子 60 歳以上（16 名）
ナンバー 氏　名 所　属 住　所

18001 佐野　みゆき 太陽企画 RC 川口市
18002 小林　恵子 吉岡町
18003 久木　絹子 前橋市
18004 岡村　久美子 楽喜走会 深谷市
18005 大須賀　祐子 渋川市
18006 丸山　夏枝 蓮田市
18007 箱田　せつ子 伊勢崎市
18008 渋沢　美代子 伊勢崎市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
18009 篠田　佐智子 太田市
18010 菊池　春代 熊谷市
18011 上原　千鶴子 館林市
18012 伊藤　あつ子 加須市
18013 漆原　美晴 邑楽町
18014 白澤　栄子 チームホワイト 足利市
18015 川田　真智子 玉村町
18016 高橋　ヒロコ 川口市

14. 協力者・関係者名簿（順不同）
(1) ボランティア（400 人）

●個人申込（25 人）
柿沼晄子／平柳八重子／高木紀芳／山士家正隆／飯塚好雄／森尻一夫／川島則道／小林博史／柴﨑紀之／黒澤信一／
大谷永子／原田延広／原田美羽／諸田正彦／畑中千鶴／畑中麻衣／畑中拓真／畑中沙智／丸山洋子／君島逸子／村上
幸利／相場瞳／江原幸枝／亀山久美子／大野正人

●団体申込（314 人）
【文化協会（9 人）】

飯塚芳枝／金子孝男／板橋照代／伊藤トシ子／鷲尾たき江／増田公子／小暮芳江／小谷野アヤ子／武藤和代
【利根川新橋を架ける市民の会（5 人）】

石塚勝憲／大谷渉／岩橋逸男／福田敏世／福田優
【川の駅研究会（2 人）】

柿沼茂男／柿沼明夫
【ガーデンスピリッツ（2 人）】

髙橋武広／髙橋朋義
【千代田町商工会（8 人）】

金子孝之／家中一也／吉永正樹／桂恵一／石川明彦／坂本紀行／北村健二／柳田拓良
【商工会女性部（13 人）】

大澤美枝子／田中春江／有賀信子／有賀正子／川島豊子／須藤清江／関口美代子／久保田道代／田代実千代／君島恵
子／金子久子／大橋美智子／福田美津江

【商工会青年部（4 人）】
坂本和也／中島英治／松本篤／宇津木勉

【ちよの会（7 人）】
柴﨑篤／富岡成美／飯塚健太／田中栄樹／高橋亮太／青木伸之／櫻井裕之

【スポーツ推進委員会（12 人）】
将田茂／渡辺千恵子／井桁俊行／木暮俊幸／君島博／川上智美／高橋幸一／関口聖／大出知典／竹内亜希子／金子絢
香／舘野翔

【体育協会本部等（5 人）】
吉永幸夫／川田滝義／高橋靖享／黒澤宏明／二色智治

【食生活改善推進員協議会（39 人）】
吉永礼子／小林美奈子／松下静子／松森正枝／金子朋子／吉永三世子／吉田悦子／関口初江／島田タマエ／坂本久仁
子／増田喜代子／大澤キク江／中島敏子／加藤京子／野村陽子／内藤静子／亀山ハツエ／野村公子／茂木圭子／君島
みさを／小林君代／衛藤栄子／君島小夜子／川田郷美／杉山元子／川島弘子／橋本いつ子／篠原芳子／福井道代／山
本久惠／八山ヨシ子／酒巻綾子／野村充江／塩田春枝／大谷徳子／下山美世子／鈴木任子／川島好美／加藤恵子

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
17028 阿部　みづ江 北本市
17029 天田　幸路 高崎市
17030 梅澤　梓 太田市
17031 石川　仁美 明和町
17032 石塚　絹子 館林市
17033 中村　由佳理 前橋市
17034 大原　晶子 宇都宮市

ナンバー 氏　名 所　属 住　所
17062 松崎　直美 太田市
17063 田島　美幸 行田市
17064 長谷川　智恵 行田市
17065 北原　由美恵 みどり市
17066 田中　直子 太田市
17067 蜂須　直美 行田市
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【ちよだＣＯＭハウス（8 人）】　
古屋彩／川島英治／新井健義／樽見直樹／横塚清昭／藤田雅史／白石みゆき／岩原貴行

【あるけあるけ友の会（8 人）】　
川嵜長作／江口潔／庄田文雄／庄田勝江／野原のぶ子／手塚みつ江／田村美佐子／紺谷道江

【バトミントン同好会（8 人）】　
茂木義裕／茂木初江／川上勝司／吉田優一／生熊健二／高橋正勝／板橋正登／武正真一

【とんぼの会（18 人）】
金子政五郎／野村啓男／植柗栄／今井恒也／上原稔／新島孝幸／高橋利幸／髙橋俊一／保坂明／菊地征晴／高橋秀明
／高橋利康／宝井等／菊地文夫／高橋利明／池田博一／蜂須賀孝／高山勝治

【㈱森緑造園土木（6 人）】　
高橋光弘／高橋秀典／山田孝徳／大久保義勝／新井康平／中易昂大

【千代田町３５会（8 人）】
上村悟／栗原篤也／関根由弘／田中啓友／金子文雄／吉永治／青木正／田島圭一

【千代田町４８会（7 人）】　
川上清博／荒井裕司／米窪博明／茂木一宏／飯塚正憲／川島英明／橋本秀男

【㈱関口建設（10 人）】
長島明光／大澤浩／小堀輝臣／羽鳥富雄／島﨑次弘／飯田晴巳／笹木英明／関口善昭／鈴木隆伯／佐藤侑佑

【桧内ボランティアの会（19 人）】
坂本仁／坂本司郎／坂本康夫／山根二郎／田部井一雄／坂本喜利雄／坂本清光／山口賢／高橋勇／坂本秀夫／坂本恵
司／網幹夫／坂本紀和／大平秀智／佐藤巌／坂本克博／白川渉／佐川宗夫／坂本貢

【千代田町野球連盟（本部）（7 人）】
川田秀和／増田光久／吉間慶一／坂部安廣／石橋文行／岡田一実／大谷守弘

【桜愛ずる会（4 人）】
川田浅治／小林昭夫／森幸一／中平正彦

【中島カラオケ教室（2 人）】
小林利雄／沢崎勝義

【響友会（5 人）】
山田秀夫／飯塚洋子／園部敏子／坂本美千代／増田喜訓

【千代田町社会福祉協議会（5 人）】
高橋充幸／根岸重彰／清水一範／八山光教／水谷祐太

【東小サンダース（8 人）】
秋山理絵／島田多希子／須永理恵／関根ゆみ／兵頭絵美／飯塚栄美子／秋山真砂代／島田美沙

【千代田町役場職員ＯＢ会（11 人）】
栗原照司／関根和男／栗原則雄／栗原則子／塩田稔／栗原美代子／白石芳江／橋本美知子／椎名信也／大谷昭江／斉
藤恵美子

【千代田町青少年育成推進連絡協議会（9 人）】
近藤千秋／植木冨美子／松澤修／島村孝良／池田義明／遠藤久雄／加藤政一／野村智一／渡辺靖

【千代田町農業委員会（2 人）】
蛭間泰四郎／木町光夫

【館林商工高校陸上競技部（11 人）】
清光竜児／関口源土／須永隆弥／栗原夢侍／榎本詩音／遠藤勇気／梁瀬優／杉浦明日斗／林淑月／堀江愛允里／山本
健樹

【大泉保育福祉専門学校（13 人）】
堀越千裕／大和理沙／大竹優奈／田宮美羽／柳澤綾乃／山田結菜／石川桂／珍田祐夏／松本歩美／小林彩音／保田佳
奈／荻野稜也／麦倉一貴

【大泉保育福祉専門学校教員（5 人）】
齋藤ソノ子／八十田晶子／半田美千子／柿沼恵美子／飯田誠

【交通指導員（15 人）】
佐藤勝與／秋山喜久枝／高尾利枝子／塩田俊行／田中秀樹／髙橋典子／内田光憲／金子直弘／金子知文／松澤純子／
関口理子／荒井隆宏／栗原彰子／髙橋俊之／家中周作

【千代田町議会（11 人）】　
川田延明／青木國生／細田芳雄／柿沼英己／小林正明／襟川仁志／森雅哉／大谷純一／橋本和之／酒巻広明／大澤成
樹

【おおらか青年会議所（6 人）】
川田隆志／原政人／齊藤淳史／小松原裕二／中山正樹／中尾大助

【農事組合法人木崎（2 人）】
石川泰廣／清水道浩

●中学生ボランティア（54 人）
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【千代田中学校サッカー部（15 人）】
今泉諒貴世／川田兜／平山太一／原田海凪／石川涼人／オゴスコエリック／須永翔太／橋本青依／澁澤陸翔／柳本隼
杜／泉水元／小林連／深津虎ノ介／田島稜也／福田ヨシオ

【千代田中学校水泳部（11 人）】
小島大輝／田沼尚歩／襟川唯／柿沼眞央／吉永隼毅／久保田千尋／髙西ザキサムドラ／大谷優斗／椎名ことみ／本田
大和／中野悠太

【千代田中学校吹奏楽部（24 人）】
大谷明日香／久保田華蓮／酒井千遙／松澤幸／山本彩詠／岡戸瑞稀／橋本渓／亀山結／髙木陽毬／椿結生／吉田光来
／赤井鈴奈／小澤瑠奈／由井輝／斎藤那波美／室岡怜臣／吉永萌瑛／岡田唯花／岡野平典／柏木梨瑠／君島あん／小
林大樹／斎藤茉波美／吉永実央

【千代田中学校教員（４人）】
樽見昭／中村悠紀／侭田賢一／星野江理

●館林地区消防組合千代田消防署モバイルＡＥＤ隊（5 人）
●救護医師（1 人）

高橋稔（千代田医院　医院長）
●メディカルランナー（1 人）

柳田康弘（群馬県立がんセンター　医師）

(2) 駐車場協力
㈱カキモ／㈲家中ダクト／田島縫製㈱／大利根電機㈱／㈱オールユニール／㈱杉田／ドライブイン大番／赤
岩新聞販売所／ＪＡ邑楽館林富永支所・永楽支所／長良神社 [ 舞木 ] ／円福寺／仁木俊雄／板橋利一／増田順子
／瀬戸井公民館／長良神社 [ 瀬戸井 ] ／舞木１５区公民館

(3) 大会実行委員会役員等（137 人）
●千代田町役場職員等（92 人）

高橋純一／大川智之／赤井清／久保田新一／秋山里実／金井俊介／野村英世／清水隆浩／橋本稔／小林良輔／大澤美
登里／新島紀幸／金井雅典／高田充之／高野洋平／板橋一生／大谷英希／坂本麻菜／粕尾彩奈／須永洋子／松村悠子
／宮田佳祐／高橋史幸／島田利隆／吉田和暉／井上詩織／髙木敏行／大谷菜穂子／赤坂妙子／栁橋定輔／筑比地浩子
／半田麻子／佐藤陽子／酒巻伸治／笈沼倫矢／細田かおり／吉永知代／渡邉理恵子／宇口聡美／関根裕美／柴﨑祥多
／石橋佳也子／大澤ひとみ／金子仁美／清水由貴／伊藤由実恵／高橋茉奈美／尾島麻希／生方郁美／庄子文子／大越
由加里／原田未希／越澤育美／君島紗友莉／阿部典子／新井里美／高山真実／坂本蕗子／金井佑夏／八山敬哉／秋本
憲利／齋藤正直／君島弘／山下明範／手塚伸也／酒巻慎矢／橋本光弘／山邊悠似／遠藤弘章／赤井聡／吉永泰久／新
井佳奈／小林さやか／下山智徳／真下憲治／吉永翔一／阿部真理子／小林咲貴／荒井美香／森田晃央／安西菜月／須
永努／森田千晶／齊藤寛／坂部三男／坂本光庸／坂川剛／小林真緒／丹波憲武／大谷吉伸／髙木拓／木村美樹

●ちよだ利根川おもてなしマラソン運営委員及び事務局職員（45 人）
坂本松夫／福田英世／栗原稔／山崎芳一／髙野広／坂本光／髙木俊明／杉山仁志／原口裕一郎／坂本道夫／岡田哲／
福田正司／稲葉善和／大谷俊行／小林幸男／加藤俊雄／畑中弘司／金子浩二／髙橋邦彦／久保田直紀／田熊祐介／野
村真澄／齋藤裕明／亀山淳江／今泉弘幸／月岡任子／齊藤純一／小林一行／荒木敏一／髙橋祐二／石橋俊昭／柿沼孝
明／森茂人／茂木久史／栗原弘明／荒井稔／荻野俊行／小暮秀樹／田村恵子／宗川正樹／関口健児／鈴木貴士／石川
恭子／近藤雅人／木津川雅

㈲江田建設
頑張ってください。

邑楽町狸塚364
☎ 0276-88-8533

株式会社 日 装
応援しています！

群馬県邑楽郡大泉町富士3-4-1
☎ 0276-62-3163
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ご健闘をお祈り申し上げます。

株式会社  カワムラ

皆さん、楽しんでください！

群馬県太田市西本町 59-16

☎0276-37-8030
●OA機器販売、保守　●事務機器・事務用品の販売　●オフィス家具の販売

●各種OA用品の販売　●文具・法令様式実務書の販売

造る喜び・住み良い環境

総 合 建 設 業

〒 374-0073　館林市足次町1047
TEL0276-72-5133（代表）／FAX0276-72-5069

ジャパンフードマネジメント
代表

内海 光一
催事飲食　走歩倶楽部

PRIDE OF 19 HOLDINGS

Café19　昭和食堂たんぽぽ　あげ鶏本舗　信濃屋　仙台藩
光洋丸　美ら海　鉄板焼き膳　相撲茶屋さくら　雷電茶屋
神楽　KAGURA　玉三郎　小布施庵　ワイオミング

俵屋　炭屋　柊屋　味匠俵屋惣衛門
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●本社　群馬県邑楽郡千代田町大字福島 642
T E L  0 2 7 6 - 8 6 - 2 4 2 3
F A X  0 2 7 6 - 8 6 - 5 1 8 8
e-mail   tomols@khaki.plala.or.jp

造園・土木・外構工事

群馬県邑楽郡千代田町大字舞木 300-1
T E L  0 2 7 6 - 8 6 - 4 3 2 1
F A X  0 2 7 6 - 8 6 - 4 3 2 2

自動車内装部品製造

㈲山﨑縫製

群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 3213

☎ 0276-86-2667

ランナーの皆さま！
千代田町を楽しんでください！

㈱坂本塗装工業
TEL 0276-86-2104
FAX 0276-86-5402

群馬県邑楽郡千代田町大字木崎494-1

ランナーの皆さん、応援しています！

ファイト！！

㈱斉藤建設

TEL 0276-86-8013

金子自動車
千代田町福島 43 5

千代田町のおもてなしを
たっぷり受けてください！

群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 1728-12
TEL 0276-86-2274/FAX 0276-86-4982

つつじ旅倶楽部
森  都女代

群馬県登録旅行業第 3-478 号
全国旅行業協会正会員

ランナーの皆さん、応援しています！
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丸 造園株式会社
〒 370-0503　群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩2561

TEL　（０２７６）８６－３２５１
FAX　（０２７６）８６－３４３８

人にやさしい  環境づくり

マルクメ

社員一同、応援しております。

群馬県邑楽郡千代田町大字瀬戸井乙199
TEL 0276-86-3291/FAX 0276-86-4917

有限会社 久保田建設

ランナーの皆さん、頑張ってください！
応援しています！

群馬県邑楽郡千代田町大字木崎342-7

TEL 0276-86-5853/FAX 0276-86-5813

㈱ TOTAL,AGENT

皆さん、頑張ってください！

☎ 0276-88-5348

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207

真仁田土建㈱

皆さん、頑張ってください！

☎ 0276-63-2622
群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1

洋泉興業㈱

応援しています！頑張ってください！

●建設業　●太陽光パネル設置工事
●廃棄物収集運搬　●業務用冷凍・冷蔵電器設置工事
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新和建設株式会社は
「ちよだ利根川おもてなしマラソン」を

応援しています。

☎ 0276-86-2183
千代田町大字赤岩1043

女性の歯科医による、子どもから
お年寄りまで優しい診療室です。

福田歯科医院
応援しています！

☎ 0276-73-1593

群馬県館林市美園町 5-31

柳瀬建設㈱

ご健闘をお祈り申し上げます。

YANASE

～豊かな郷土創りをめざし～
造園から一般土木まで

増尾造園土木株式会社

ご健闘をお祈り申し上げます。

〒 370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚 2939
TEL 0276-88-3237/FAX 0276-89-0752

E-MAIL masuozouendoboku_kk@tkcnet.ne.jp

株式会社 オザワ運輸

応援しています！

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚2746
TEL 0276-88-6111
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有限会社  田島設備
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩916
TEL 0276-86-2506/FAX 0276-86-6380

ご健闘お祈り申し上げます。

株式会社 中道組関東支店

努力は必ず実を結びます！

群馬県邑楽郡大泉町富士3-21-18
TEL 0276-62-3355

VILLA ESTATE

ようこそ、千代田町へ！

明るくきれい！銀行・中学校が近いアパートです！

所在地：千代田町大字赤岩1918-1
☎ 080-1045-1476 （坂本松夫）

ヴィラ エステート

株式会社  久保田工業

最高のコースを楽しんでください！

鉄骨工事はお任せください。

千代田町大字赤岩251-1
☎ 0276-56-9385

河本工業㈱
社員一同、応援しております。

館林市北成島町2544番地
☎ 0276-72-3321

有限会社  船橋組
皆さん、頑張ってください！

邑楽町大字篠塚1648-139
☎ 0276-88-5327

株式会社 秩父建設
ご健闘をお祈り申し上げます。

大泉町東小泉1-11-10
☎ 0276-63-5161
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株式会社  保険プロジェクト

保険加入、見直しのご相談等
お気軽にお問い合わせください。

ハイグレードエージェント＜新特級代理店＞

〒373-0037 太田市新道町1359-2
TEL 0276-56-4825/FAX 0276-56-4826

有限会社

秀樹園
千代田町赤岩2534-1
☎0276-86-2357

●和洋庭園　●お庭のリフレッシュ
●設　計　●施　工　●管　理
●植　木　●庭　石　●芝販売

植木の里ちよだを楽しんでください！

千代田町大字赤岩2931番地 1

●事業案内
　群馬県知事 許可（般 -25）第23305号
　造園工事・伐採工事　一式請負

TEL.70-5225 ／ FAX.70-5226

ご健闘をお祈り申し上げます。

スワ産業株式会社

皆さん、頑張ってください！

大泉町朝日 4-10-20
☎ 0276-63-7203

千代田町のおもてなしを
存分に楽しんでください！

千代田町の

タイガーマスク
㈱徳川組
社員一同、応援しております。

邑楽町大字赤堀1111番地
☎ 0276-89-1111
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有限会社
今泉自動車整備工場
〒370-0505
千代田町大字新福寺738
TEL0276-86-3263／FAX0276-86-3125

あなたの街のクルマ屋さん

新 車 ・ 中 古 車 販 売 ・ 車 検
鈑金塗装・損害保険代理店 祝 第３回ちよだ利根川

おもてなしマラソン
みんなガンバレ！！

コンピューター・システム診断認定店

IAS　イナバオートサービス
〒370-0722

群馬県邑楽郡千代田町大字萱野 1183-3
TEL0276-86-2665／FAX0276-86-2510

携帯 090-3426-1148／mail  178inbky@cc9.ne.jp

千代田町大字新福寺412
☎0276-86-3110

千代田町を楽しんでください！

旬鮮野菜を食卓へ

TEL0276-47-3115／FAX0276-47-3817

千代田町赤岩3261-1

応援しています！

千代田町を満喫してください！

群馬県邑楽郡千代田町赤岩くらかけ2712

工場長　吉田　学

祝　第３回ちよだ利根川おもてなしマラソン！

選手の皆様を応援しています。
HEARTFUL
CHIYODA

千
代
田
町
群 馬 県

あったかいが
ここにある。

なんかいいね。ちよだ
千代田町役場　☎0276-86-2111
邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
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ようこそ千代田町へ
頑張ってください
この度は「第３回ちよだ利
根川おもてなしマラソン」の
開催おめでとうございます。
ランナーの皆さま、ようこそ
我が町「千代田町」へ。ここ
は、水と緑が豊かな穏やかな
町です。マラソンコース上に
は、広大な田んぼ、また土手
の上のコースでは雄大な利根

川を見ることができます。今回、走っていただければ、
ランナーの皆さんにも、この町の良さを分かってい
ただけると確信しております。どうぞ、ケガのない
よう、精いっぱい頑張ってください。
社員一同、応援しております。皆さまのご健闘を
祈ります。
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正社員・パート募集中
▽内容　生産技術部・製造技術部・研究開発部・品質管理部・
生産管理部・商品管理部・営業部・総務部

▽資格　高卒以上、要普通免許、35 歳まで（経験不問）
▽給与　月給 182,000 円～ 241,000 円＋手当（扶養、資格、
残業、夜勤、通勤、職能、住宅）

※試用期間（３ヶ月間）は時給 1,050 円
▽時間　午前８時 30 分～午後５時 35 分
※製造技術部は２交代制
▽休日　土・日・祝日・GW・夏季・年末年始など
▽応募　まずは、お気軽にお電話ください。
▽その他　パート時給 1,000 円
※試用期間（３ヶ月間）は時給 950 円

年収例
400万円／21歳／入社１年目（独身）
450万円／40歳／入社１年目（独身）
480万円／37歳／入社２年目（扶養３名）

待　遇
昇給（年１回・5,000～ 20,000円）

賞与（年２回・4.0ヶ月分）
社保完備、有給、退職金制度、産休、

かんぽ生命加入、育児休暇

代表取締役社長

青 木 信 二

株式会社  コスメ・ニスト
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1339-2

☎0276-70-5122
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ちよだ利根川おもてなしマラソン運営委員会事務局
（千代田町役場総務課　企画調整係　役場２階）

☎０２７６- ８６- ７００７
〒 370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 1895-1

e-mail：kikaku@town.chiyoda.gunma.jp

◆タイムスケジュール
時　間 内　容 備　考

８:00 ～９:15
・受付時間
※原則として受付はございま　
　せん。

・ゼッケン等を忘れた方は受付窓口にお
　越し下さい。

・8：00 ～ 9：15　[ 時間厳守 ]
９:15 ・開会式（屋外・総合体育館南）

９:30 ～ 10:00

・スタート地点整列開始
★スタートゲート前にて、千
    代田中学校吹奏楽部による
    音楽演奏などが行われます。

・各種目のスタート時刻 10 分前までにス
　タートブロック順（ゼッケンの①・②・
　③の順）に整列してください。

10:00 ・10㎞スタート ・制限時刻 11:30 まで（90 分制限）
10:05 ・５㎞スタート ・制限時刻 10:45 まで（40 分制限）
10:10 ・２㎞スタート ・制限時刻 10:30 まで（20 分制限）

11:45 ～ 12:30
・表彰式（屋外ステージ）
・特別抽選会
・閉会式

・各部門第１位のみを舞台登壇により表
　彰を行います。（全 18 部門）
・ゼッケン番号抽選会を実施

10km コース紹介動画公開中

動画共有サービス「YouTube」にて、第
３回ちよだ利根川おもてなしマラソンの
10kmコース紹介動画を公開しています。
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