
第21回　ピクニックラン桜江　ウォーキング参加者一覧
種目 № 氏　　名 種目 № 氏　　名
ウォーキング男子 5001 藤井 孝司 ウォーキング男子 5059 達 康晴
ウォーキング男子 5002 西浦 ショウジ ウォーキング男子 5060 永井 純平
ウォーキング男子 5003 西田 正文 ウォーキング男子 5061 白石 航大
ウォーキング男子 5004 原田 和典 ウォーキング男子 5062 白石 陸人
ウォーキング男子 5005 山田 寿人 ウォーキング男子 5063 白石 大作
ウォーキング男子 5006 本多　暢長 ウォーキング男子 5064 茶堂 洋児
ウォーキング男子 5007 加藤 淳 ウォーキング男子 5065 竹田 啓道
ウォーキング男子 5008 志波 功 ウォーキング男子 5066 竹田 到以
ウォーキング男子 5009 濱井 宏義 ウォーキング男子 5067 土江　優太
ウォーキング男子 5010 志波　碩也 ウォーキング男子 5068 土江　力
ウォーキング男子 5011 湯浅 龍音 ウォーキング男子 5069 寺井 公正
ウォーキング男子 5012 松浦 正明 ウォーキング男子 5070 清水 真一
ウォーキング男子 5013 熊崎 努 ウォーキング男子 5071 原 健造
ウォーキング男子 5014 渡邊 伸也 ウォーキング男子 5072 壱岐 政和
ウォーキング男子 5015 水戸 潤二 ウォーキング男子 5073 堀江 俊博
ウォーキング男子 5016 上田 隆志 ウォーキング男子 5074 栂 大輔
ウォーキング男子 5017 谷口 悠斗 ウォーキング男子 5075 藤原　陽一
ウォーキング男子 5018 堂面 達夫 ウォーキング男子 5076 渡辺　剛明
ウォーキング男子 5019 松原 健治 ウォーキング男子 5077 大石 博行
ウォーキング男子 5020 前田 広茂 ウォーキング男子 5078 本山 克司
ウォーキング男子 5021 寺田 哲志 ウォーキング男子 5079 古川　依吹
ウォーキング男子 5022 川田 正志
ウォーキング男子 5023 大石　和育
ウォーキング男子 5024 大石　達也
ウォーキング男子 5025 梶谷 泰一
ウォーキング男子 5026 西本 虹輝
ウォーキング男子 5028 丸山 克哉
ウォーキング男子 5029 岡田 俊男
ウォーキング男子 5030 小森 秋生
ウォーキング男子 5031 近重 　蓮
ウォーキング男子 5032 植田 イサム
ウォーキング男子 5033 髙橋 希良
ウォーキング男子 5034 森下 快兎
ウォーキング男子 5035 森下 珀虎
ウォーキング男子 5036 森川 佳英
ウォーキング男子 5037 葛島 一也
ウォーキング男子 5038 出雲 裕也
ウォーキング男子 5039 武田　将也
ウォーキング男子 5040 吉本 隆信
ウォーキング男子 5041 冨迫 勝志
ウォーキング男子 5042 石飛 亮輔
ウォーキング男子 5043 田中 輝道
ウォーキング男子 5044 大屋　徹將
ウォーキング男子 5045 大屋　勇氣
ウォーキング男子 5046 田中 孝樹
ウォーキング男子 5047 佐々木 康幸
ウォーキング男子 5048 福田 誠次
ウォーキング男子 5049 福田 康志
ウォーキング男子 5050 高井　逞
ウォーキング男子 5051 佐々木　孔暉
ウォーキング男子 5052 森口　健人
ウォーキング男子 5053 波田地 啓幸
ウォーキング男子 5054 梅田 賀千
ウォーキング男子 5055 吉野 靖典
ウォーキング男子 5056 佐々木 蓮生
ウォーキング男子 5057 長島 弘明
ウォーキング男子 5058 芳村 喜道



種目 № 氏　　名 種目 № 氏　　名
ウォーキング女子 6001 江藤 美由紀 ウォーキング女子 6060 寺坂 恵美
ウォーキング女子 6002 小山 和代 ウォーキング女子 6061 葛島 彩乃
ウォーキング女子 6003 中村 和代 ウォーキング女子 6062 藤原 鶴美
ウォーキング女子 6004 船本 清美 ウォーキング女子 6063 小村　利江
ウォーキング女子 6005 小城 恵三子 ウォーキング女子 6064 小川 千恵美
ウォーキング女子 6006 井廻 裕美 ウォーキング女子 6065 井上 楓
ウォーキング女子 6007 佐々木 紀美枝 ウォーキング女子 6066 岡口 つかさ
ウォーキング女子 6008 寺西 貴美子 ウォーキング女子 6067 小林 美咲
ウォーキング女子 6009 平野 佳也子 ウォーキング女子 6068 渡邊 日都美
ウォーキング女子 6010 三田 初美 ウォーキング女子 6069 佐々木 和子
ウォーキング女子 6011 下谷 知子 ウォーキング女子 6070 大屋　佳子
ウォーキング女子 6012 大門 あゆみ ウォーキング女子 6071 岡田 テル子
ウォーキング女子 6013 岡田 敏子 ウォーキング女子 6072 熊本 了子
ウォーキング女子 6014 松尾 百合子 ウォーキング女子 6073 吉本 惠美
ウォーキング女子 6015 児玉 聖子 ウォーキング女子 6074 佐々木 幸代
ウォーキング女子 6016 児玉 裕子 ウォーキング女子 6075 宮本 かすみ
ウォーキング女子 6017 加藤 志津江 ウォーキング女子 6076 湊　柚姫
ウォーキング女子 6018 生駒 伸子 ウォーキング女子 6077 丸田　志帆
ウォーキング女子 6019 田中 弓子 ウォーキング女子 6078 丸田　紗帆
ウォーキング女子 6020 三浦 瞳 ウォーキング女子 6079 湊　春姫
ウォーキング女子 6021 田形 成美 ウォーキング女子 6080 村岡 あかね
ウォーキング女子 6022 日野山 秀子 ウォーキング女子 6081 村岡 凛桜
ウォーキング女子 6023 保名 紀美 ウォーキング女子 6082 高井　治子
ウォーキング女子 6024 森脇 千浩 ウォーキング女子 6083 湊　貴恵
ウォーキング女子 6025 志波 葉月 ウォーキング女子 6084 丸田　由香
ウォーキング女子 6026 柳川 宣子 ウォーキング女子 6085 丸田　照眞
ウォーキング女子 6027 松島　玉美 ウォーキング女子 6086 波田地 明子
ウォーキング女子 6028 湯浅 詩音 ウォーキング女子 6087 坂根 由華
ウォーキング女子 6029 湯浅 理奈 ウォーキング女子 6088 佐々木 理栄
ウォーキング女子 6030 熊崎 直子 ウォーキング女子 6089 佐々木 柚奈
ウォーキング女子 6031 端本 朋美 ウォーキング女子 6090 吉野 いとみ
ウォーキング女子 6032 端本 結 ウォーキング女子 6091 地主 礼
ウォーキング女子 6033 渡邊　朝日 ウォーキング女子 6092 武智 京子
ウォーキング女子 6034 吉元 涼子 ウォーキング女子 6093 澄田 依子
ウォーキング女子 6035 藤原 エミ ウォーキング女子 6094 芳村 佐奈枝
ウォーキング女子 6036 藤原 実璃 ウォーキング女子 6095 香川 智美
ウォーキング女子 6037 寺田 好恵 ウォーキング女子 6096 橋ヶ迫 恵子
ウォーキング女子 6038 高砂 慶子 ウォーキング女子 6097 白石 美穂
ウォーキング女子 6039 高砂 美結 ウォーキング女子 6098 茶堂 修美
ウォーキング女子 6040 前田 聡美 ウォーキング女子 6099 長谷川 真美
ウォーキング女子 6041 前田 莉央 ウォーキング女子 6100 濱崎 さおり
ウォーキング女子 6042 前田 桜子 ウォーキング女子 6101 三吉 幸恵
ウォーキング女子 6043 川田　幸子 ウォーキング女子 6102 白石　彩結
ウォーキング女子 6044 大石　庸子 ウォーキング女子 6103 日野原 佳奈
ウォーキング女子 6045 大石　絢子 ウォーキング女子 6104 日野原 萌
ウォーキング女子 6046 梶谷 美佐子 ウォーキング女子 6105 日野原 楓
ウォーキング女子 6047 西本 直美 ウォーキング女子 6106 畑本　春美
ウォーキング女子 6048 小森 佳奈 ウォーキング女子 6107 佐々木　江里加
ウォーキング女子 6049 仁科 都 ウォーキング女子 6108 寺井 真里
ウォーキング女子 6050 江本 容子 ウォーキング女子 6109 鉄升 由紀子
ウォーキング女子 6051 近重 　美桜 ウォーキング女子 6110 竹田 早織
ウォーキング女子 6052 湯浅 桂子 ウォーキング女子 6111 原 由佳里
ウォーキング女子 6053 上長者 清美 ウォーキング女子 6112 壱岐 栄子
ウォーキング女子 6054 森下 百恵 ウォーキング女子 6113 壱岐 光
ウォーキング女子 6055 多久和 里香 ウォーキング女子 6114 野村 みゆき
ウォーキング女子 6056 木村 沙弥香 ウォーキング女子 6115 栗原 ヨシエ
ウォーキング女子 6057 高橋 のはら ウォーキング女子 6116 西本 百花
ウォーキング女子 6058 森本 帆香 ウォーキング女子 6117 村崎　幸子
ウォーキング女子 6059 武部　朋子
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