
№カード チーム名■ 参加選手名（親御様） 参加選手名（お子様）

1 バレリーナ 高橋　琴代 高橋　美玖

2 ryouta's 酒井　直美 酒井　亮太

3 チップ 竹内 裕次 竹内　咲世

4 かいほっほ 根橋 貴之 根橋　快歩

5 きなこた 知念 強 知念　桃寧

6 レオ 駒井 隆志 駒井　愛奈

7 モーリー 毛利　静香 毛利　惇之介

8 オンフィールド 田代 聖子 田代　彩乃

9 ゆうと 高木 顕二 高木　悠斗

10 チームふみか 鈴木 正明 鈴木　郁佳

11 さんちゃんず 伊藤 睦弥 伊藤　紗彩

12 チーム　くう 萩谷 和善 萩谷　優和

13 オンフィールド 田代 真澄 田代　陽基

14 マリー 南里 祐介 南里　陽菜子

15 すずとも 石井 智行 石井　すず

16 みととし 髙橋 利定 髙橋　美琴

17 志栞 別府 健吾 別府　志栞

18 ＭＡＲＵ 小野澤 綾子 小野澤　慶吾

№カード チーム名■ 参加選手名（親御様） 参加選手名（お子様）

51 カナカナ 友澤 俊介 友澤　奏子

52 たこやきーず 多田 佐智子 多田　光璃

53 りおとえりな 加藤 絵里奈 加藤　里緒

54 ＤＡＳＨ龍世 梯 政博 梯　龍世

55 かめ 村松 恵美子 村松　美咲

56 もくら 染谷 賢二 染谷　咲良

57 ラビットキッカーズ 岡庭　洋平 岡庭　翔空

58 仮面ライダーW タカハシ　マナブ 髙橋　理輝

59 K.M 岸　賢司 岸　弥花

60 ますかっと 木戸 誉 木戸　菜穂

61 634 高窪 文武 高窪　武蔵

62 アムール 南里 奈緒美 南里　はる花

63 やきそば！ 清水 隆治 清水　駿
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1周マラソン親子ペア（お子様が7才以上）

1周マラソン親子ペア（お子様が7才未満）



64 新松戸ランナーズ姉 菅原 麻里 菅原　涼子

65 川上家 川上 晋 川上　翔太朗

66 まろぷー 高橋 佑輔 高橋　紗恵

67 チームyuki 市来　寛志 市来　優希

68 桑原 桑原 史成 桑原 悠

69 ラビット 古家 清孝 古家　梛菜

70 希歩実 別府 沙智 別府　希歩実

71 さち＆まな 高嶋　幸 高嶋　愛

72 花かっぱ 吉川　崇 吉川　亮

73 TEAM ヒーロー 矢田　良子 矢田　陽彩

74 新松戸ランナーズ妹 菅原 峻一 菅原　由希

75 東京ドリーム 三枝　孝次 三枝　優祐

№カード 参加選手名

201 大野 智琉

202 駒井 岳翔

203 高橋 輝

204 川上 航太朗

205 鈴木 涼吾

206 横山 晴馬

207 湯澤　英晃

208 浅見　蒼羽

209 平澤　蒼大

210 木村 翔太

211 桑原 史亘

212 吉田　碧来

213 尾髙　慧実

214 平澤　未悠

215 高橋　絵理

216 加藤 瑞稀

217 堀 絢芽

218 渋谷 しほ

219 小森 心結

№カード 参加選手名

101 鈴木 颯甫

102 小平 恭生

1周マラソン 小学1～3年生

1周マラソン 小学4～6年生



103 山田 健介

104 小平 健生

105 望月　暁翔

106 湯澤　芳優

107 中島　優翔

108 前田 珠月

109 桑原 花歩


