
第57回　朝日駅伝大会　出場選手一覧

１区(4.3km) ２区(2.8Km) ３区(3.3Km) ４区(3.5Km) ５区(2.5Km) ６区(3.6Km) ７区(3.0Km) ８区(2.9Km) ９区(3.6Km) 10区(4.8Km)

多目的グラウンド ～十川 十川 ～朝日音響前 旧朝日音響前 ～三面郵便局 三面郵便局 ～みどり小学校 みどり小学校 ～関口 関口～北大平 北大平～高根 高根～北大平 北大平～関口 関口 ～多目的グラウンド

12分42秒 9分34秒 10分41秒 11分02秒 8分14秒 11分42秒 9分44秒 9分23秒 11分21秒 13分43秒

1 高根Ａ 遠山博幸 相馬大志 遠山俊之 相馬大志 鈴木大介 林真寛 鈴木純 鈴木晴太 遠山慎吾 遠山博幸 遠山恵一朗 鈴木政弘 相馬平 鈴木瑚子 能登谷創

2 関口遊ｉｎｇ 板垣政徳 佐藤優太 海沼裕二 佐藤優太 佐藤翔磨 園部秀夫 園部暁雄 園部陸 佐藤一貴 海沼智 海沼博 大滝哲也 貝沼和美 海沼大翔 佐藤大河

3 早稲田走り隊 富樫忠彦 相馬貴樹 菅原幸一 中村敏幸 富樫風八 露久保香丞 富樫信 富樫璃央 富樫宏優 富樫偉伸 富樫六輔 富樫悠成 相馬一生 富樫忠芝

4 大須戸ＲＵＮ友α 中山博之 中山惣衛 中山国雄 中山純静 中山幹太 中山宏樹 井関智也 中山和行 中山哲也 中山想太 高橋清光 中山奏翔 中山歩夢 斎藤博樹 中山正憲

5 村上市役所駅伝部Ａ 大滝和也 高橋洋樹 大滝尚哉 貝沼寿樹 大滝拓也 中村優也 松田康成 小田貴文 遠山剛 斎藤利哉 小池一栄 増子友昭 高橋洋樹 貝沼正大

6 下新保Ａ 横井利喜 谷井孝弘 谷井忍 横井浩暉 谷井星流 松田甲斐 横井郁弥 島田貴之 小田駿也 島田良樹 谷井孝弘 横井純 秦央一 島田幸則 谷井幸大

7 岩沢 本間恭平 大場久仁栄 斎藤厚子 斎藤瑠希 飯沼蒼衣 高橋威 飯沼祐貴 大場樹輝 岩沢博一 斎藤瑠生 本間徹 斎藤映瑠 福山収一 本間智彦 本間淳里

8 猿沢モンキース 鈴木光幸 髙橋直紀 鈴木光幸 髙橋直紀 髙橋力丸 髙橋歩夢 小田優人 松田虎宇太 鈴木健次 髙橋一哉 髙橋翔 田中広幸 髙橋佑吏 髙橋文哉

9 古渡路 須貝哲男 石田優樹 佐藤成治 佐藤一幸 石田徹 岩澤凌太 渡邊匠海 横井沙彩 横井雅文 富樫博明 鬼原郁 岩澤博 石栗洋一 渡邊楓生 石田駿

10 猿ザイル 太田厚生 板垣淳一 板垣淳一 増子竜輝 石田智也 佐藤喜章 玉木善行 太田郁 佐藤大志 太田元 大滝正樹 増子誠一 佐藤伸広 太田登茂子

11 高根Ｂ 遠山博幸 相馬平 相馬隆寿 佐藤剛 板垣一世 本間耕太郎 安斎太郎 増川葉月 板垣尚俊 遠山陽音 板垣夏樹 遠山瑞輝 遠山寛大 板垣陽介 遠山恭平

12 鷹取ＲＣ 小田篤 玉木憲子 阿部健太 齋藤陽多 板垣陽人 田巻峻 小田孟 板垣達也 板垣夢真 玉木歩希 玉木涼陽 小田篤

13 布部 佐藤寿一 小池良行 本間浩紀 木ノ瀬瑞季 高橋松一郎 本間祐成 高橋柊 木ノ瀬圭三 佐藤信 鈴木洋司 本間憐 高橋真広 高橋健悦 佐藤隆一

15 小須戸愛走会 小田由記夫 斎藤勉 富樫稔 斎藤勉 秋山正幸 渋谷大地 目黒希見 斎藤大進 長谷川磨生 秋山佑哉 小田裕太 渋谷将太 渋谷一輝 富樫秀吉

16 茎太ランナーズ 髙橋昇 田村新作
髙橋芳光
影山一

青山一真 田村幸太 横山秀星 瀬賀竜馬 鈴木貴之 横井圭太 本間寿樹 髙橋力 本間純一 田村健太 髙橋大地 田村義孝

17 塩野町 小田徹 小池重範 本間義章 小田宇宙 小田憧真 小田海斗 小池汰空 吉河涼 渡辺悟 富樫建 渡辺蒼 小池重範 本田則敬 小田誠一

18 石住 佐藤和春 石栗英俊 板垣正輝 佐藤健 佐藤要 石栗健 石栗芳昭 佐藤さくら 佐藤和春 高橋大冴 高橋倖冴 板垣崇 貝沼国広 石栗佑人 佐藤僚

19 塩野町☆走 小田徹 小田秀幸 神尾賢一 中野惠胤 渡辺知駿 板垣康介 大田悠太郎 小田昭 瀬賀剛 中野惠珠 小田勝幸 小田秀幸 富樫幸

20 村上市役所駅伝部Ｂ 大滝和也 高橋洋樹 菅井雄一郎 朝妻慧斗 大田聖也 五十嵐忠幸 大滝和也 富樫広昴 中山航 志田渉 菅井陽介 志田俊輔 松村朗 志田亜紀

21 大須戸ＲＵＮ友β 中山博之 中山惣衛 中山政幸 板垣駿介 中山亮琥 中山永翔 中山裕文 中山陽菜 中山勝春 中山好栄 志田琥汰郎 中山晴剛 中山大禎 板垣繁春

22 ＷＢＡ 富樫忠彦 富樫忠芝 富樫一聡 富樫正則 富樫亮太 相馬悠哉 富樫佳哉 相馬隆人 太田雅人 相馬樹 相馬哲 菅原和樹 富樫明夫 富樫廉

23 下新保Ｂ 横井利喜 谷井孝弘 横井敏也 島田裕次郎 谷井莉乃 谷井大地 柴田健 島田未桜 長谷川圭 谷井心海 高野健大 島田翔太 島田信広 島田和幸

在住在勤外 令和元年１０月３１日現在

No チーム名 監督 コーチ 補員補員
チーム
選出役員


