
※NO.はレースナンバーではありません。

※この表は「エントリーリスト」です。「スタートリスト」ではありません。

2016.3.24現在

（年齢順）
NO. 氏名【姓】 氏名【名】 フリガナ【セイ】 フリガナ【メイ】 年齢 JTU登録地/国籍

1 谷上 礼佳 ヤガミ ライカ 21 千葉県

2 石田 凪帆 イシダ ナギホ 22 静岡県

3 大谷 明日香 オオタニ アスカ 23 茨城県

4 松枝 愛子 マツエダ アイコ 24 埼玉県

5 長尾 美佐 ナガオ ミサ 24 神奈川県

6 塩澤 ひろみ シオザワ ヒロミ 25 埼玉県

7 石井 千尋 イシイ チヒロ 25 東京都

8 宮保 ひかり ミヤボ ヒカリ 26 石川県

9 柴田 千鶴 シバタ チヅル 26 東京都

10 石垣 里紗 イシガキ リサ 26 東京都

11 福原 緑 フクハラ ミドリ 26 神奈川県

12 Hiromi Iris Namikawa 27 アメリカ

13 若林 奈々恵 ワカバヤシ ナナエ 29 東京都

14 日高 果織 ヒダカ カオリ 29 神奈川県

15 髙見 奈央 タカミ ナオ 29 愛知県

16 宮杉 理紗 ミヤスギ リサ 30 東京都

17 原 麻代 ハラ マヨ 30 広島県

18 上野 良子 ウエノ リョウコ 30 東京都

19 川崎 由理奈 カワサキ ユリナ 30 埼玉県

20 Ksenia Vedeneeva 30 ロシア

21 塚田 有希子 ツカダ ユキコ 31 神奈川県

22 林 摩耶 ハヤシ マヤ 31 香川県

23 鈴木 紫方 スズキ シホ 31 東京都

24 Sara Elly Shimabukuro 31 フランス

25 鬼丸 真有美 オニマル マユミ 32 東京都

26 大澤 藍 オオサワ アイ 32 東京都

27 平田 倫子 ヒラタ ノリコ 32 大阪府

28 本田 佳奈子 ホンダ カナコ 32 東京都

29 Elena Yaseneva 32 ロシア

30 孝井 久美 コウイ クミ 33 愛知県

31 秋山 香 アキヤマ カオリ 33 神奈川県

32 村田 明子 ムラタ アキコ 33 千葉県

33 服部 美樹 ハットリ ミキ 33 神奈川県

34 堀内 麻衣 ホリウチ マイ 33 大阪府

35 林 真奈美 ハヤシ マナミ 33 静岡県

36 鈴木 智子 スズキ トモコ 33 神奈川県

37 鈴木 光恵 スズキ ミツエ 33 埼玉県

38 鈴木 遥 スズキ ハルカ 33 東京都

39 大河内 智未 オオコウチ サトミ 34 神奈川県

40 直下 典子 ソソリ ノリコ 34 石川県

41 保住 典子 ホズミ ノリコ 34 東京都

42 Tabitha Charmaine Sumendap 34 インドネシア

43 宮治 よしみ ミヤジ ヨシミ 35 埼玉県

44 山路 理恵 ヤマジ リエ 35 山梨県

45 小林 白帆子 コバヤシ シホコ 35 長野県

46 惠 亜矢 メグミ アヤ 35 鹿児島県

47 Wen Hsiu Kung 35 台湾

48 細川 久実子 ホソカワ クミコ 36 岩手県

49 福永 麻耶子 フクナガ マヤコ 36 東京都

50 余郷 麻希子 ヨゴウ マキコ 36 東京都

51 齋藤 美里 サイトウ ミサト 36 東京都

52 貴村　 比沙子 キムラ ヒサコ 36 神奈川県

53 武田　 紗由巳 タケダ サユミ 36 神奈川県

54 Stacey Lynn Simon 36 アメリカ



55 佐野 ひろ子 サノ ヒロコ 37 東京都

56 石尾 怜子 イシオ レイコ 37 東京都

57 野中 さやか ノナカ サヤカ 37 東京都

58 須藤 友子 ストウ トモコ 38 東京都

59 大岸 明子 オオギシ アキコ 38 東京都

60 谷村 佳子 タニムラ ヨシコ 38 埼玉県

61 東度 久美 トウド クミ 38 神奈川県

62 枳穀 智恵 キコク チエ 38 神奈川県

63 葭田 れい子 ヨシダ レイコ 38 栃木県

64 岡本 ゆきえ オカモト ユキエ 39 千葉県

65 佐藤 真希子 サトウ マキコ 39 愛知県

66 三輪 なおこ ミワ ナオコ 39 東京都

67 勝間田 恵美 カツマタ メグミ 39 東京都

68 森 久美子 モリ クミコ 39 埼玉県

69 齋藤 美香 サイトウ ミカ 39 東京都

70 小阪 はるな コサカ ハルナ 39 兵庫県

71 Renitta Rusman Atmosudiro 39 インドネシア

72 永井 忍 ナガイ シノブ 40 和歌山県

73 関　 理奈 セキ リナ 40 長野県

74 古閑 三絵 コガ ミエ 40 埼玉県

75 松田 彩 マツダ アヤ 40 神奈川県

76 大櫛 葉子 オオグシ ヨウコ 40 東京都

77 中村 順子 ナカムラ ジュンコ 40 千葉県

78 林本 寛代 ハヤシモト カヨ 40 愛知県

79 鈴木 雅子 スズキ マサコ 40 神奈川県

80 鈴木 裕美子 スズキ ユミコ 40 兵庫県

81 梶山 泰代 カジヤマ ヤスヨ 40 東京都

82 清水 真智子 シミズ マチコ 41 静岡県

83 草薙 千絵 クサナギ チエ 41 東京都

84 大野 彩 オオノ アヤ 41 神奈川県

85 湯浅 佳子 ユアサ ケイコ 41 神奈川県

86 筒木 忍 ツツキ シノブ 41 東京都

87 成田 千春 ナリタ チハル 41 岩手県

88 Yolinda Verzo Aliben 41 フィリピン

89 三浦 亮子 ミウラ リョウコ 42 神奈川県

90 三崎 雅子 ミサキ マサコ 42 愛知県

91 柴井 あかね シバイ アカネ 42 神奈川県

92 小村 由香 コムラ ユカ 42 神奈川県

93 植条 広子 ウエジョウ ヒロコ 42 三重県

94 森 雪 モリ ユキ 42 長野県

95 森本 奈々 モリモト ナナ 42 兵庫県

96 平松 智子 ヒラマツ トモコ 42 愛知県

97 北吉 舞 キタヨシ マイ 42 奈良県

98 厚見　 由紀子 アツミ ユキコ 43 神奈川県

99 山田 貴子 ヤマダ タカコ 43 東京都
100 松本 華奈 マツモト カナ 43 島根県
101 野田 由美 ノダ ヨシミ 43 埼玉県
102 鈴木 志真 スズキ シマ 43 神奈川県
103 伊藤 あずさ イトウ アズサ 44 千葉県
104 橋本 和子 ハシモト カズコ 44 東京都
105 山根 由夏 ヤマネ ユカ 44 東京都
106 山辺 恵美子 ヤマベ エミコ 44 東京都
107 篠原 三陽 シノハラ ミハル 44 神奈川県
108 小杉 知子 コスギ トモコ 44 千葉県
109 上地 さり カミチ サリ 44 神奈川県
110 新井田 由理 ニイダ ユリ 44 東京都
111 石野 恵子 イシノ ケイコ 44 神奈川県
112 千葉 文恵 チバ フミエ 44 大阪府
113 長谷川 有理子 ハセガワ ユリコ 44 神奈川県
114 野村 エミ ノムラ エミ 44 東京都
115 友田 智哲 トモダ チサト 44 東京都



116 丸山 多香子 マルヤマ タカコ 45 神奈川県
117 小倉 朋子 オグラ トモコ 45 神奈川県
118 小相澤 南美江 コアイサワ ナミエ 45 神奈川県
119 小林 美和子 コバヤシ ミワコ 45 宮城県
120 新倉 寛子 ニイクラ ヒロコ 45 神奈川県
121 大河原 美貴 オオカワラ ミキ 45 宮城県
122 竹井 智恵 タケイ ノリエ 45 東京都
123 木戸 順子 キド ジュンコ 45 新潟県
124 木島 歌織 キジマ カオリ 45 東京都
125 鈴木 純子 スズキ ジュンコ 45 東京都
126 鎌田 綾子 カマタ アヤコ 46 神奈川県
127 後藤 真奈見 ゴトウ マナミ 46 宮崎県
128 佐々木 妙子 ササキ タエコ 46 神奈川県
129 山口 直子 ヤマグチ ナオコ 46 神奈川県
130 深澤 亜矢子 フカサワ アヤコ 46 長野県
131 天方 美和 アマガタ ミワ 46 東京都
132 渡辺 広美 ワタナベ ヒロミ 46 東京都
133 平松 詩子 ヒラマツ ウタコ 46 神奈川県
134 堀 真弓 ホリ マユミ 46 神奈川県
135 堀江 麻衣子 ホリエ マイコ 46 神奈川県
136 酒井 美穂 サカイ ミホ 46 東京都
137 加藤　 知子 カトウ トモコ 47 東京都
138 近藤 祥子 コンドウ サチコ 47 東京都
139 山崎 陽子 ヤマサキ ヨウコ 47 東京都
140 藤田 千華 フジタ チカ 47 神奈川県
141 鈴木 敦子 スズキ アツコ 47 千葉県
142 高津 泉 タカツ イズミ 48 埼玉県
143 大谷 朝子 オオタニ アサコ 48 神奈川県
144 中深 明日香 ナカブカ アスカ 48 東京都
145 長野 由美子 ナガノ ユミコ 48 長野県
146 渡邉 明子 ワタナベ アキコ 48 神奈川県
147 錬石 恵子 ネリイシ ケイコ 48 神奈川県
148 山本 忍 ヤマモト シノブ 49 神奈川県
149 小原 千絵 オバラ チエ 49 鳥取県
150 増田 珠理 マスダ ジュリ 49 東京都
151 中川 雅代 ナカガワ マサヨ 49 沖縄県
152 中村 美由紀 ナカムラ ミユキ 49 神奈川県
153 筒井 亜由美 ツツイ アユミ 49 神奈川県
154 鈴木 尚子 スズキ ナオコ 49 東京都
155 Rita Dewayanti Drachmann 49 インドネシア
156 田中 純子 タナカ ジュンコ 49 神奈川県
157 高野 尚美 タカノ ナオミ 50 東京都
158 山本 真紀恵 ヤマモト マキエ 50 千葉県
159 浜田 典子 ハマダ ノリコ ５０ 愛知県
160 國本 都美枝 クニモト トミエ 50 東京都
161 鈴木　 香 スズキ カオリ 50 東京都
162 大村 智子 オオムラ トモコ 50 静岡県
163 綱川 さえ美 ツナガワ サエミ 51 神奈川県
164 斎藤 ふみよ サイトウ フミヨ 51 東京都
165 柴田 小百合 シバタ サユリ 51 埼玉県
166 小嶋 美和子 コジマ ミワコ 51 東京都
167 松原 雅子 マツバラ マサコ 51 神奈川県
168 川上 雅子 カワカミ マサコ 51 長野県
169 米谷 協子 ヨネタニ キョウコ 51 東京都
170 野口 敦子 ノグチ アツコ 51 岐阜県
171 吉岡 憲子 ヨシオカ ノリコ 51 東京都
172 丸山 千津 マルヤマ チヅ 52 神奈川県
173 金山 英子 カナヤマ ヒデコ 52 京都府
174 見田 理香 ミタ リカ 52 埼玉県
175 西尾 園子 ニシオ ソノコ 52 東京都
176 谷川 真由子 タニカワ マユコ 52 東京都



177 谷本 寛子 タニモト ヒロコ 52 神奈川県
178 箕田 春香 ミノダ ハルカ 52 埼玉県
179 丹 三枝子 タン ミエコ 52 神奈川県
180 木野 裕美子 キノ ユミコ 53 福岡県
181 稲葉 貴子 イナバ タカコ 54 東京都
182 金子 千浪 カネコ チナミ 54 神奈川県
183 寺田 香織 テラダ カオリ 54 東京都
184 木川田 雅子 キカワダ マサコ 54 神奈川県
185 橋本　 亜津佐 ハシモト アヅサ 55 千葉県
186 近藤 由紀子 コンドウ ユキコ 55 愛知県
187 原 美奈子 ハラ ミナコ 55 愛知県
188 政田 由紀 マサダ ユキ 55 大阪府
189 Mika Kume 55 シンガポール
190 角 香織 スミ カオリ 56 東京都
191 鈴木 えり香 スズキ エリカ 56 神奈川県
192 高坂 裕子 タカサカ ヒロコ 56 東京都
193 塩沢 孝子 シオザワ タカコ 57 東京都
194 加藤 一美 カトウ ヒトミ 57 神奈川県
195 浅香 則子 アサカ ノリコ 57 東京都
196 平澤 孝子 ヒラサワ タカコ 57 神奈川県
197 林 優子 ハヤシ ユウコ 60 香川県
198 長谷川 寿美子 ハセガワ スミコ 61 千葉県
199 高橋 あき子 タカハシ アキコ 62 神奈川県
200 滝沢 見世子 タキザワ ミヨコ 64 千葉県
201 松田　 喜美子 マツダ キミコ 68 大阪府
202 三田 伸子 ミタ ノブコ 70 広島県


