
第１ウェーブ 親子リレー低学年
招集　10:10 スタート　10:20

ﾚｰｽNo. 氏名(子供) 性別 学年 氏名(親) 性別 年齢(親大田区
401 池田　紗貴子 女 小学1年生 池田　薫 男 41
402 吉野　由梨 女 小学1年生 吉野　龍 男 48
403 周藤　新之助 男 小学1年生 周藤　貴一郎 男 34 ○
404 成田　佳穂 女 小学1年生 成田　智昭 男 45
405 青山　瑛飛 男 小学1年生 青山　英樹 男 45 ○
407 増田　櫂 男 小学2年生 増田　裕史 男 41
408 丸橋　聡介 男 小学2年生 丸橋　祐介 男 40
409 力本　咲希 女 小学2年生 力本　敬史 男 37
410 望月　美伶 女 小学3年生 望月　一彦 男 45 ○
406 今安　慶吾 男 小学3年生 今安　英一郎 男 39
411 齋籐　果純 女 小学3年生 齋藤　哲弘 男 51 ○
412 高橋　ひかり 女 小学3年生 高橋　豊 男 43
413 飯塚　美結 女 小学3年生 飯塚　重徳 男 37
414 梅沢　涼 女 小学3年生 梅沢　智 男 49



第２ウェーブ 中学生男子
招集　10:14 スタート　10:24

ﾚｰｽNo. 氏名 学年 大田区
302 山下　龍 中学1年生
303 小林　琉人 中学1年生
304 大曽根　直樹 中学1年生
305 鹿島　拓海 中学1年生
306 鷲尾　郁洋 中学2年生
307 児玉　大輝 中学2年生
308 関田　典起 中学2年生
309 小林　拓人 中学3年生
310 阿部　剛大 中学3年生
311 松田　一希 中学3年生
312 永原　賢斗 中学3年生
313 児玉　勇人 中学3年生
314 武田　空我 中学3年生



第３ウェーブ 中学生女子
招集　10:22 スタート　10:32

ﾚｰｽNo. 氏名 学年 大田区
351 野口　紗英 中学1年生
352 原田　莉圭 中学1年生
353 松田　一花 中学1年生
354 望月　美佑 中学2年生 ○
355 鹿島　穂乃佳 中学3年生



第４ウェーブ 親子リレー高学年
招集　10:30 スタート　10:40

ﾚｰｽNo. 氏名(子供) 性別 学年 氏名(親) 性別 年齢(親大田区
451 外川　大和 男 小学4年生 外川　太郎 男 39
452 細井　渚吾 男 小学4年生 細井　武志 男 48
453 岩井　梨子 女 小学4年生 岩井　政良 男 47
454 新槇　碧 女 小学4年生 新槇　学 男 46
455 野口　恵麻 女 小学4年生 野口　洋平 男 40
456 吉岡　侑生 男 小学4年生 吉岡　順子 女 46 ○
457 三原　璃子 女 小学4年生 三原　純子 女 44 ○
458 中野　裕貴 男 小学6年生 中野　力 男 45
459 今安　晋太郎 男 小学6年生 今安　裕子 女 39
460 前川　裕人 男 小学6年生 前川　正弘 男 44



第５ウェーブ 一般女子３９才以下
招集　10:34 スタート　10:44

ﾚｰｽNo. 氏名 年齢 大田区
551 初鹿　こはく 16
552 戸井田　未来 17
553 近藤　靖子 35
554 佐藤　三奈子 35
555 小林　奈緒美 36



第６ウェーブ 一般女子４０才以上
招集　10:42 スタート　10:52

ﾚｰｽNo. 氏名 年齢 大田区
701 植田　綾子 41
702 中山　江利 41
703 佐藤　愛 41
704 山崎　真理子 42
705 池田　友美子 42
706 網野　綾 43
707 石塚　千智 46
708 松尾　いづみ 46 ○
709 小池　あや 47
710 市瀬　江利子 47 ○
711 諸橋　真奈美 48
712 荒木　雅子 50
713 近藤　敦美 50
714 吉永　牧子 51
715 森田　順子 55
716 藤井　千鶴子 57
717 畑　和子 58



第７ウェーブ 一般男子４０才以上（１）
招集　10:50 スタート　11:00

ﾚｰｽNo. 氏名 年齢 大田区
631 小室　篤哉 48 ○
632 佐藤　紀彦 48
633 長山　範昭 48
634 井上　豊 48
635 和田　耕一 49
636 大根田　崇 49
637 佐藤　昭博 49 ○
638 高橋　勉 50
639 佐藤　一幸 50
640 野寺　義典 50
641 佐藤　寛之 51
643 石原　学 52
644 丸田　俊晴 53 ○
645 山岸　ｶﾂﾋﾛ 57
646 松岡　政信 57
647 宮久地　佳正 57
648 初鹿　裕康 57
649 矢崎　憲浩 58 ○
650 山口　勝之 58
651 京谷　信一朗 61
652 俵山　麗 61
653 畑　秀樹 62
654 縄田　拓也 64 ○
655 井口　仁隆 64
657 平尾　徹 76



第８ウェーブ 一般男子４０才以上（２）
招集　10:58 スタート　11:08

ﾚｰｽNo. 氏名 年齢 大田区
601 小林　徹也 40
602 野口　洋平 40
603 丸橋　祐介 40
604 重田　哲生 40
605 池田　薫 41
606 杉山　徹 41 ○
607 高橋　良輔 41 ○
608 古林　洋平 41
609 御園　滋樹 41
610 増田　裕史 41
611 根方　基行 42
612 高橋　豊 43
613 田中　力 43 ○
614 金輪　利光 43
615 鎌田　啓吾 43
616 平澤　健市 43
617 松本　勝司 44
618 大曽根　誠 44
619 橋本　一郎 44
620 前川正弘 44
621 森　慎司 44
622 渡辺　友和 44
623 山口　一郎 44
624 田中　義哲 45
625 中野　力 45
626 藤原　毅 46 ○
627 新槇　学 46
628 鈴木　恒二 47 ○
629 大西　隆宏 47
630 大坪　雅之 47



第９ウェーブ 一般男子３９才以下
招集　11:06 スタート　11:16

ﾚｰｽNo. 氏名 年齢 大田区
501 村上　裕輝 15
502 松尾　悠 15 ○
503 大曽根　悠樹 16
504 山川　颯斗 16 ○
505 小林　渉 17
506 元田　大志 24 ○
507 鈴木　晴久 28 ○
508 小林　国重 34
510 中原　雅人 38
511 大久保　亮介 39
512 今安　英一郎 39



第１０ウェーブ 小学生低学年男子
招集　11:14 スタート　11:24

ﾚｰｽNo. 氏名 学年 大田区
101 加藤　人和 小学1年生
102 礒崎　丈瑠 小学1年生
103 作本　建太 小学1年生
104 外川　陽向 小学1年生
105 伊澤　歩生 小学1年生
106 内山　倖太朗 小学2年生
107 杉崎　永季 小学2年生
108 増田　櫂 小学2年生
109 渡辺　理生 小学2年生
110 丸橋　聡介 小学2年生
111 杉本　陽基 小学2年生
112 根方　輿 小学2年生
113 熊谷　虹丸 小学2年生
114 松本　勝人 小学3年生
115 青木　孝太朗 小学3年生 ○
116 児玉　聖矢 小学3年生
117 前田　悠晴 小学3年生
118 平本　大己 小学3年生 ○
119 上山　颯太 小学3年生
120 加藤　優和 小学3年生
121 柴田　啓 小学3年生
122 今泉　和真 小学3年生
123 大隈　時成 小学3年生
124 福岡　桜太郎 小学3年生
125 重田　将希 小学3年生
126 福井　侑馬 小学5年生



第１１ウェーブ 小学生低学年女子
招集　11:18 スタート　11:28

ﾚｰｽNo. 氏名 学年 大田区
151 池田　紗貴子 小学1年生
152 福岡　亜子 小学1年生
153 泉　佳帆 小学1年生
154 吉野　由梨 小学1年生
156 平澤　紀空 小学2年生
157 小林　花音 小学2年生
158 力本　咲希 小学2年生
159 望月　美伶 小学3年生 ○
160 下村　せりあ 小学2年生
161 境　菜乃葉 小学2年生
162 内山　和奏 小学2年生
163 川上　咲花 小学2年生
165 竹中　花 小学2年生
166 木村　のどか 小学2年生
167 村井　瑚都 小学3年生
168 高橋　ひかり 小学3年生
169 飯野　花梨 小学3年生
170 飯塚　美結 小学3年生
171 岡田　栞奈 小学3年生 ○
172 梅沢　涼 小学3年生



第１２ウェーブ 小学生高学年男子
招集　11:22 スタート　11:32

ﾚｰｽNo. 氏名 学年 大田区
201 内山　眞之介 小学4年生
202 山川　朔太朗 小学4年生
203 外川　大和 小学4年生
204 丸山　堅太郎 小学4年生
205 細井　渚吾 小学4年生
206 竹中　太一 小学4年生
207 梶　博道 小学4年生
208 根方　吾士基 小学4年生
209 櫻田　希海 小学4年生
210 吉岡　侑生 小学4年生 ○
211 大保　葵 小学5年生 ○
212 飯野　開成 小学5年生
213 中山　翼 小学5年生
214 山崎　太雅 小学5年生
215 大西　隆稀 小学5年生
216 羽根　達亮 小学5年生
217 重田　悠斗 小学5年生
218 岡野　大輝 小学5年生
219 北村　健人 小学5年生
231 松田　一志 小学5年生
220 村井　悠朔 小学5年生
221 池上　誠太郎 小学5年生
222 近久　和希 小学6年生
223 児玉　裕太 小学6年生
224 河瀬　奏琉 小学6年生
225 中野　裕貴 小学6年生
226 渡辺　路生 小学6年生
227 小林　嶺臣 小学6年生
228 今安　晋太郎 小学6年生
229 中山　翔太 小学6年生
230 前川　裕人 小学6年生



第１３ウェーブ 小学生高学年女子
招集　11:28 スタート　11:38

ﾚｰｽNo. 氏名 学年 大田区
251 松本　紗礼 小学4年生
252 境　心葉 小学4年生
253 山内　藍 小学4年生 ○
254 野口　恵麻 小学4年生
255 三原　璃子 小学4年生 ○
256 小林　愛音 小学5年生
257 杉崎　令奈 小学5年生
258 川上　優茉 小学5年生
259 尾棹　佳音 小学5年生
260 礒崎　璃美花 小学5年生
261 本間　くるみ 小学5年生
262 油井　琴子 小学6年生
263 山川　紗佳 小学6年生 ○
264 中原　詩織 小学6年生 ○
265 木村　陽 小学6年生
266 梶　友里愛 小学6年生
267 岩田　柚那 小学6年生
268 宮川　悠 小学6年生
269 山内　真凛 小学6年生 ○


