
リアル
マラソン ２０２２年１２月１日（木）～

２０２３年１月１５日（日）申 込 期 間

開　催　日

オンライン
マラソン ２０２２年１２月１５日（木）～２０２３年２月１２日（日）申 込 期 間

開　催　日

参加対象者 スマートフォンにGPSランニングアプリ「TATTA」が
ダウンロード出来る方

３/5 雨天決行
ハーフマラソン
制限時間 ２時間30分日

２０２3

2/19 日 3/4 土

２０２3 ２０２3

お申込みは大会ホームページより
https://fujieda-marathon.jp/ ふじえだマラソン 検索リアル・オンラインの

重複エントリー可能

ふじえだマラソン実行委員会主 催 協 力 ＮＰＯ法人藤枝市スポーツ協会／藤枝市陸上競技協会／
藤枝市スポーツ推進委員会／瀬戸谷生き生きフォーラム

藤の瀬会館前広場
会場 スタート・　

フィニッシュ（ ）

５５年ぶり
箱根駅伝出場！

立教大学男子駅伝
チーム監督

箱根駅伝３区　区間賞

日本選手権
1,500m、 5,000m

２種目制覇

ベルリン世界選手権
5,000m　出場

日本一速い監督

上野 裕一郎さん

日本一速い監督

上野 裕一郎さん

ゲストランナー
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第３０回 ふじえだマラソン（リアルマラソン）
開 催 日 令和５年３月5日（日） 雨天決行
コ ー ス ハーフ ……………… 蔵田観光駐車場入口 （折返し）
 ３ｋｍジョギング …… 瀬戸谷中学校上 （折返し）
 10ｋｍ ……………… びく石ふれあい広場入口 （折返し）
 ５ｋｍ ………………… 玉田橋手前 （折返し） 
スタート ハーフ ………………９時００分　　３ｋｍジョギング ……９時１０分
 10ｋｍ ………………９時２０分　　５ｋｍ …………………９時３０分
制限時間 午前１１時３０分（交通規制時間８時３０分～１１時３０分）
 ※交通規制のため、１１時１５分までに関門（瀬戸谷温泉ゆらく）を
 　通過できない場合、また１１時３０分までにゴールできない場合は、
 　競技を打ち切る。
セレモニー 藤の瀬会館前広場　８時４５分
参加資格 小学生以上。健康で制限時間内に完走できる方。
 定員   ハーフ ３００人　３ｋｍジョギング ２５０人　10ｋｍ ２５０人
 　　　５ｋｍ ２００人　合計 １，０００人

参加義務 参加者は、事前に医師の診断を受けること。
 大会当日、健康保険証またはその写しを持参すること。
 参加者は申込みに際し、誓約項目に同意の上、申込むこと。
参 加 料 一般 ４，５００円   高校生 ３，５００円   中学生 ２，５００円
 小学生・３kmジョギング（小学生～一般） ２，０００円
申込期間 令和4年１２月１日（木）～令和5年１月１5日（日）
競技方法 競技規則は令和4年度日本陸上競技連盟道路競技規則に準じる。
賞　　品 参加者全員に参加賞を配布する。
 各種目の各部門における１位～３位に賞品を用意する（3ｋｍジョギングを除く）。
 その他特別賞を用意する。
記 録 証 当日の記録証発行は行わない。Ｗｅｂに記録証を掲載するため、参加者が
 各自ダウンロードする。
距離表示 各所  距離表示板を設置する。
そ の 他 アスリートビブス（ゼッケン）等詳細については、申込み締切後に通知する。
申込規約 参加者は別紙の申込規約に必ず同意の上、申込むこと。

ふじえだオンラインマラソン
開催期間 令和5年２月19日（日）0:00～３月4日（土）23:59
種　　目 開催期間内にハーフマラソン（21.0975km）以上の距離を走る
 距離達成チャレンジ
計測方法 開催期間中の計測回数に制限はなし（開催期間内の累計距離）
申込期間 令和4年１２月１５日（木）～令和5年2月１２日（日）
定　　員 上限なし
参加資格 ・日本国内にお住まいの方
 ・お持ちのスマートフォンにＧＰＳランニングアプリ「ＴＡＴＴＡ」が
   ダウンロードできる方

参 加 料 ２，５００円
参 加 賞 参加者全員に参加賞を配布する。
完 走 証 指定距離を達成次第、スマートフォン上で完走証が表示できるようになる。
そ の 他 完走者へは、ふじえだマラソンの完走動画（.finisher）をプレゼントする。
 また、完走者の中から抽選で豪華賞品が当たる。

自然豊かな
春の「瀬戸谷」へようこそ！

▶大会ホームページはこちらから
https://fujieda-marathon.jp

ふじえだマラソンのポイント

ふじえだマラソンの醍醐味を満喫
5km、10kmコースは緩やかな上りのあと、折り返しからゴールまで
下りが続きます。ハーフはさらに高低差300mの急勾配の難所があり
ます。3kmジョギングはタイムを競うだけでなく、レースの雰囲気を
味わいながら健康づくりができるなど、独自の特色を持つ大会です。

POINT 1

もらってうれしい参加賞
参加賞はオリジナルタオルと地元企業協賛の商品等です。

POINT 3

ネットタイム計測 事前発送で受付ストレス無し
アスリートビブス（ゼッケン）と計測用チップの事前発送を行うので、
当日朝、会場で受付する必要がありません。ゆっくり余裕を持って
ご来場ください。

POINT 2

POINT 4

大　会　要　項

申　込　方　法 

賞品一覧は
こちら

完走者の中から抽選で
豪華賞品が当たります！

すべての種目についてインターネットのみでのお申込みとなります。※下記ホームページアドレス・QRコードよりお申込みください。

054－64 3－3126  （ 8 :30～17 :15 土日祝日休）TEL Mail sports@city.fujieda.shizuoka.jp
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1  藤枝市役所スポーツ文化観光部スポーツ振興課内

ふじえだマラソン実行委員会事務局お問い合わせ

新型コロナウイルス感染拡大防止特別規約の内容を遵守すること。

フィニッシュ後のおもてなし
地場産品等の販売など、アットホームな雰囲気をお楽しみください。
※新型コロナウイルスの状況により変更する場合があります。



 

 

 

 

 

 

ようこそ ふじえだマラソンへ 
 

 

  

       藤枝市長  

        北村 正平 

 

 

 

 

 

早春の瀬戸谷路に、県内はもとより、全国各地から約1,000人の皆様をお迎えし、

「第30回記念ふじえだマラソン」を盛大に開催できますことは誠に喜ばしく、市

民を代表して心より歓迎申し上げます。 

 藤枝市は、“幸せになるまち”藤枝づくり～まち・自然・文化と共生 未来へ

飛躍～を理念に、多彩な魅力や活力にあふれ、持続力ある地域がつながるまちづ

くりを目標に掲げ、スポーツの推進と文化の振興、観光・交流の推進、中山間地

域の活性化等を進めています。特に、スポーツにおいては、市民の誰もが生き生

き健やかに暮らすまちを実現するため、各種事業に取り組んでいます。 

 本大会は、藤の瀬会館前をスタートし、「５ｋｍ」・「10ｋｍ」コースでは前

半の緩やかな上りの後、折り返しからゴールまで下りが続きます。「ハーフマラ

ソン」コースはさらに高低差300ｍの急勾配の難所があります。また、「３ｋｍジ

ョギング」コースはタイムを競うだけでなく、自然の景観やレースの雰囲気を味

わいながら健康づくりができるなど、参加者の体力や好みに合わせ、楽しんでい

ただけます。 

 参加される皆様には、緑豊かな自然の中、変化に富んだ山あいのコースを思う

存分堪能していただくとともに、「瀬戸谷」をお楽しみいただき、ランナー同士

や地域の方々との交流を深め、心に残るひとときをお過ごしいただければ幸いで

す。 

結びに、選手の皆様方のご健闘を心よりお祈り申し上げるとともに、本大会の

開催にあたり、多大なるご尽力をいただきました関係者の皆様に心から感謝申し

上げ、歓迎のごあいさつといたします。 
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総 合 案 内

スタートセレモニー ８：４５～



役員名 氏名 役職

大　会　長 北　村　正　平 藤枝市長

臼　井　郁　夫 特定非営利活動法人藤枝市スポーツ協会　会長

中　村　　　禎 藤枝市教育長

山　根　　　一 藤枝市議会　議長

河　野　一　行 藤枝市副市長

遠 藤　久 仁 雄 藤枝市議会　副議長

神　戸　好　伸 藤枝市議会　総務副委員長

増　田　勝　利 藤枝市自治会連合会　会長

櫻　井　泰　夫 特定非営利活動法人藤枝市スポーツ協会　副会長

池　谷　敬　一 特定非営利活動法人藤枝市スポーツ協会　副会長

萩 原　恭 一 郎 特定非営利活動法人藤枝市スポーツ協会　理事長

平　井　　登 藤枝市議会議員

佐　野　芳　正 瀬戸谷第１自治会長

坂　下　正　俊 瀬戸谷第２自治会長

阿　井　　茂 瀬戸谷第３自治会長

黒　瀬　純　孝 藤枝市立瀬戸谷小学校長

杉 本　さ と み 藤枝市立瀬戸谷中学校長

宇　野　孝　伸 藤枝市スポーツ文化観光部長

大 会 副 会 長

顧　　　問

参　　　与

第 ３ ０ 回 記 念　　ふ じ え だ マ ラ ソ ン 大 会 役 員



役員名 氏名 役職

実 行 委 員 長 多　田　　晃 　藤枝市陸上競技協会

増 田　光 次 郎 　特定非営利活動法人藤枝市スポーツ協会

大　橋　伸　章 　瀬戸谷生き生きフォーラム

村　松　敏　彦 　藤枝市スポーツ推進委員会

会　　　計 黒　山　剛　志 　瀬戸谷生き生きフォーラム

曽　根　正　明 　藤枝市陸上競技協会

藪　崎　幸　夫 　藤枝市スポーツ推進委員会

鈴　木　俊　幸

石 川　輝 惠 子

薮 崎　美 保 子 　特定非営利活動法人藤枝市スポーツ協会

勝　治　　健 　瀬戸谷生き生きフォーラム

後　藤　和　義 　藤枝市スポーツ推進委員会

横　馬　　勉

蒔　田　　大

三　浦　　紘史

長 谷 川 　敦

高　原　雅　仁

白 井　悠 太 朗

水　野　智　仁

山　本　彩　加

小　楠　章　太

第 ３ ０ 回 記 念　　ふ じ え だ マ ラ ソ ン 実 行 委 員 会

副 実 行 委 員 長

監　　　事

委　　　員

事　 務　 局

　藤枝市陸上競技協会

　藤枝市スポーツ振興課



第26回第26回
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競技中における緊急の場合、緊急車両のみコース内を走行させる場合があります。この場合、選手の皆さんは、
審判員の指示に従ってください。

招集時刻に、選手招集場所の出発係のプラカード前に集合してください。

選手は道路の左側を走ってください。

藤の瀬会館入口に掲示
下一桁が「7」の人

ゴール地点で必ず手をつないでゴールしてください。

11：15 11：30

計測チップ

「7」

関門ハーフ 11:15

ルート詳細

コースの高低差

ハーフコース・10㎞コース
ハーフコース

ハ
ー
フ
コ
ー
ス

ハーフコース

ハ
ー
フ
コ
ー
ス

ハーフコース

1

0

㎞
コ
ー
ス

1

0

㎞
コ
ー
ス

1

0

㎞コ
ー
ス



競技中の注意 

ゴール時の注意 

記録証について 

大 会 注 意 事 項 

 
スタート時の注意 

１ 招集時刻に、選手招集場所の出発係のプラカード前に集合してください。予想タイムの速い方から前の

に並んでいただきます。係員の誘導でスタート地点に行きます。 

２ スタート地点は全種目同じ場所です。スタート直後の無理な追い越しは危険ですので避けてください。 

 
 

１  選手は道路の左側を走ってください。交差点等では右折は大周りに、左折は小回りに曲がってください。

特にハーフマラソンの山道についてご注意ください。 

２ 審判員が競技続行不能と判断した場合は、その競技者に競技を中止させる場合があります。 

３ 救急車は救急者のみを対象とします。 

４ ハーフマラソンに参加された場合は、11:15 までに関門（瀬戸谷温泉ゆらく）を通過できない場合、ま

た 11:30 までにゴールできない場合は競技を中止しますので、係員の指示に従ってください。 

５ 競技中における緊急の場合、緊急車両のみコース内を走行させる場合があります。この場合、選手の皆

さんは、審判員の指示に従ってください。 

 

１ ゴールは全種目同じ場所です。ゴールをスタート前に確かめておいてください。 

２  ゴール後は係員の指示に従って順序よく前に進み、計測チップを係員へ渡し、参加賞を受け取ってく

ださい。 

３  下記の表11部門（3kmジョギング除く）の１位～３位に賞品を贈呈します。準備ができ次第、本部付

近にて表彰式を随時行いますので、対象者は表彰式場にお越しください。 

４  各種目の 30 位、130 位、230 位、330 位の方には特別賞を贈呈します。対象者には、係員の指示

や会場アナウンス等でお知らせいたしますので、賞品を受け取りに総合案内にお越しください。 

５  上記３•４については、グロスタイムを基準といたします。 

 
 

１ 記録証は、WEB記録証となります。大会後各自ホームページよりダウンロードしてください。  

 
 部 門 No 開始～終了 ナンバーカード色 

1 ハーフマラソン男子 1  

 

 

 

 

 

 

 

～ 

310  

キイロ 
2 ハーフマラソン女子 501 538 

3 10ｋｍ男子 1001 1242  

アオ 
4 10ｋｍ女子 1501 1555 

5 5ｋｍ高校•一般男子 2001 2097  

 

 

 
ミドリ 

6 5ｋｍ高校•一般女子 2201 2250 

7 5ｋｍ中学生男子 2401 2432 

8 5ｋｍ中学生女子 2601 2612 

9 5ｋｍ小学 5•6 年生男子 2801 2808 

10 5ｋｍ小学 5•6 年生女子 2901 2901 

11 3ｋｍジョギング 3001 3247 ピンク 

 





No 氏名 都市名
1 大村　祐史 島田市 島田高校
2 山本　康政 奈良県 クボタ
3 杉山　晃聖 掛川市 杏林堂
4 影山　貴大 富士市 静岡サレジオ中学校教員
5 松原　誠 島田市 島田陸協
6 坂下　哲也 藤枝市 ＲＯＵＮＤ５
7 江島　洋之 三島市 パパ陸上
8 枝村　高輔 島田市 見次クラブ
9 渡部　直矢 袋井市 梅山ランナーズ
10 三浦　拓也 掛川市 菊川市立総合病院
11 小林　隼人 磐田市
12 片山　優人 島田市 日本郵便
13 松尾　諒介 牧之原市
14 高口　剛介 静岡市
15 鈴木　達也 焼津市
16 加藤　光成 菊川市 小笠掛川陸協
17 櫻井　廣一郎 静岡市
18 伊藤　基裕 藤枝市
19 清水　基之 御前崎市 御前崎市スポーツ協会陸上部
20 望月　敬太 静岡市 草薙激走会
21 谷　直也 沼津市
22 斧　祐治 熱海市 熱海の畳屋
23 鈴木　大介 牧之原市 牧之原ＡＣ
24 鈴木　昌志 静岡市 だかしん
25 鈴木　浩二 静岡市
26 鈴木　広樹 清水町
27 角皆　智史 掛川市
28 石丸　智啓 藤枝市 はら整形外科
29 鈴木　将太 焼津市
30 佐藤　和令 御殿場市 静岡地本
31 海野　晃裕 静岡市
32 松本　賢太 島田市
33 佐野　雅美 富士宮市 百姓一笑
34 三宅　吾郎 東京都 TEAM R×L+
35 松永　充孝 浜松市 浜松うましか
36 逵中　正美 磐田市 三重陸協
37 鈴木　晴哉 御殿場市
38 吉田　直幸 富士宮市 静岡陸協
39 山田　勝矢 袋井市 御前崎体協陸上部
40 土井　翔太 愛知県
41 栗園　歩 島田市
42 渡辺　久芳 牧之原市 ビッグストーンズ
43 大場　民雄 焼津市 エナジーライン
44 橋本　祐匡 静岡市
45 中山　和浩 下田市 かずちゃんず
46 石上　剛 掛川市 新茶チャレンジ
47 田代　あきよし 静岡市 ＲＯＵＮＤ５
48 三輪木　亮 藤枝市 マルハチ村松
49 石川　翔三 藤枝市 静岡市教育委員会
50 村上　里志 静岡市
51 西川　由明 浜松市
52 鈴木　正美 浜松市 株アドバンス
53 芝田　伸一 静岡市 県庁ラグビー部

選　　手　　リ　　ス　　ト

①　ハ　ー　フ　男　子

所属



No 氏名 都市名
54 大塚　猛 藤枝市 アイエイアイ
55 五十嵐　永治 宮城県 東高ＯＢ
56 岡部　伊隆 東京都
57 岡　律男 伊豆の国市
58 赤羽　宣彦 焼津市
59 萩原　一彦 静岡市 日軽ＲＣ
60 青島　克利 藤枝市
61 宮本　浩 焼津市 チーム満観峰
62 須藤　議雄 静岡市
63 周防　裕政 千葉県
64 塚本　和成 島田市 有限会社塚本商店
65 山本　浩司 袋井市 うましか
66 森下　勝典 藤枝市
67 深澤　博康 富士宮市
68 増田　剛志 静岡市
69 小島　晃尚 島田市 ＴＥＡＭ８９１０
70 勝山　泰志 静岡市
71 山田　通広 焼津市 ＪＵＭＰ
72 奥本　治男 富士宮市 ＳＯＲＣ
73 大庭　睦 裾野市
74 清塚　航 浜松市
75 橋本　直紀 藤枝市
76 鷲山　裕一 藤枝市 水曜練習会
77 鈴木　慎一郎 沼津市
78 鳥居　大輔 愛知県
79 植田　竜之介 焼津市
80 久保田　康生 静岡市 静岡走ろう会
81 村松　隆幸 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
82 杉村　岳 東京都
83 鮎田　佳明 焼津市 住友ベークライト
84 澤田　幸範 富士市
85 鈴木　祐二 袋井市 しもくのう
86 秋沢　貴雄 埼玉県 埼玉ふじみ野市
87 齋藤　哲也 磐田市 ＹＥＲＣ
88 水嶋　久之 牧之原市 牧之原陸上教室
89 高橋　謙二郎 袋井市 半身タイガース
90 齋籐　大輔 島田市
91 櫻井　裕志 藤枝市
92 梨本　学 浜松市
93 木村　達徳 御殿場市 部隊訓練評価隊
94 坂田　倫昭 静岡市 丸子二家屋走快
95 乗松　宏幸 磐田市
96 本間　寿和 藤枝市
97 酒井　信一 静岡市 静岡走ろう会
98 奥田　利幸 静岡市
99 成島　道樹 静岡市 清水厚生病院
100 村松　一伸 藤枝市 朝比奈第一小学校
101 上田　浩基 島田市 ジョガーズ
102 丸山　慎太郎 藤枝市
103 平松　大典 浜松市
104 岡崎　翔太 藤枝市 静岡県
105 渡部　智一 磐田市
106 十河　泰彦 藤枝市
107 沼田　尚樹 静岡市
108 小澤　昭彦 静岡市 ポポロＡＣ
109 稲葉　昌広 富士宮市
110 中村　譲治 藤枝市
111 杉山　富夫 静岡市

所属



No 氏名 都市名
112 佐藤　諒太 神奈川県
113 池上　徹 神奈川県 三菱ロジス
114 鈴木　雅之 神奈川県
115 高田　健 焼津市
116 米倉　健人 静岡市 ランジョグ
117 鈴木　利也 島田市
118 八木　悠介 藤枝市
119 松下　正吾 藤枝市
120 久保田　成紀 藤枝市 チームのんべ
121 中田　晴之 富士宮市
122 金指　正太郎 富士市
123 上原　リカルド 浜松市
124 鈴木　正登 藤枝市 藤枝マスターズ
125 高瀬　吉晴 静岡市
126 山本　訓之 藤枝市 蹴上王者
127 新谷　康範 島田市 島田掛川信用金庫
128 榛葉　典仁 掛川市
129 松崎　雅巳 浜松市
130 森　寿彦 静岡市
131 井口　浩治 磐田市
132 松尾　卓明 静岡市 松尾鉄工所
133 三枝　裕幸 伊豆の国市 矢崎総業（株）
134 村松　政信 焼津市
135 大鐘　能伸 牧之原市
136 田中　康広 森町
137 中田　俊紀 愛知県
138 杉山　光彦 浜松市 介護老人保健施設三方原ベテルホーム
139 池谷　得維 浜松市
140 槻木　孝洋 浜松市
141 芦沢　智明 浜松市
142 内田　圭祐 藤枝市
143 稲吉　哲弥 富士市 テルモ
144 徳永　岳史 神奈川県
145 鈴木　佑太朗 焼津市 アストラックス
146 丸山　裕貴 焼津市
147 白井　淑夫 静岡市 確認サービス
148 森元　卓摩 静岡市
149 新藤　竜弥 函南町
150 杉本　和也 島田市
151 大井　利広 藤枝市
152 片瀬　能力 藤枝市
153 大畑　勝慶 藤枝市 駿遠三菱自動車販売株式会社
154 鈴木　陸 焼津市 藤枝北高校
155 山田　徹 藤枝市
156 石ヶ谷　政利 静岡市 袖師
157 中村　正美 浜松市
158 近藤　智浩 静岡市 丸子二軒家走快
159 浅羽　史郎 藤枝市 リョービＲＣ
160 前田　裕 焼津市 ◆（株）ＹＣＬ◆
161 諏訪　秀明 島田市
162 永井　昌 藤枝市
163 鎌形　英貴 東京都
164 八木　貴弘 愛知県
165 鈴木　康之 焼津市 アストラックス
166 高橋　宏昭 焼津市
167 宮内　豊文 焼津市 静岡県司法書士会
168 青野　新司 藤枝市
169 榑松　實 磐田市

所属



No 氏名 都市名
170 秀昭　五十嵐 浜松市
171 富本　英輝 兵庫県 住友電気工業株式会社
172 宮地　洋樹 浜松市 エフ・シー・シー
173 村松　博行 御前崎市
174 八木　忍 藤枝市 日生研冒険部
175 鈴木　義彦 静岡市
176 坪井　柾紀 愛知県 瀬戸市
177 徳野　洋平 吉田町 1093
178 菅澤　勝也 神奈川県
179 坂口　健司 浜松市 スマイリーエンジェル
180 増田　正明 御前崎市 浜岡北小学校
181 真崎　達也 焼津市 水曜練習会
182 土崎　剛 浜松市
183 市川　和幸 静岡市
184 川渕　祥司 愛知県
185 杉本　哲也 藤枝市 有限会社藤枝生コン
186 太田　浩司 静岡市 静岡走ろう会
187 松葉　秀介 藤枝市 松葉倉庫
188 鈴木　利昭 袋井市 たりないふたり
189 加藤　雅之 藤枝市
190 伊藤　克哉 焼津市 自衛隊静岡地方協力本部
191 松永　忠彦 藤枝市 まつなが耳鼻咽喉科クリニック
192 岩森　広高 藤枝市
193 芥川　崇仁 静岡市 アクタガワ
194 松浦　竜士 島田市
195 本永　隆倫 磐田市
196 高木　幸男 静岡市 なし
197 石原　健二 藤枝市
198 下田　晴久 藤枝市
199 増田　将一 島田市
200 芥川　浩次 愛知県
201 西岡　宗一郎 藤枝市 いであ株式会社
202 仲摩　信吾 静岡市
203 小川　晶史 藤枝市 いであ株式会社
204 塚本　貴徳 焼津市
205 岡　達朗 御前崎市
206 奥村　大志 裾野市
207 中　浩則 愛知県
208 竹下　登 掛川市 細谷新田西組
209 大橋　聡 掛川市 掛川新茶チャレンジ
210 曽根　良介 焼津市 キリンさん
211 増田　永一 焼津市 シーダーズ
212 豊泉　正志 焼津市
213 飯田　優士 静岡市 ちゃＣＨＡ茶
214 山本　功 静岡市
215 鈴木　和門 島田市
216 松本　健吾 藤枝市
217 滝井　幸次 藤枝市
218 中村　重之 藤枝市
219 橋本　祐大 藤枝市 藤和乾物陸士部
220 石神　和晃 藤枝市
221 山本　康人 磐田市
222 川口　正洋 富士宮市
223 鈴木　博之 富士市
224 深津　光弘 焼津市
225 遠藤　義之 神奈川県
226 小関　雅和 藤枝市 フリー
227 鈴木　武弘 藤枝市

所属



No 氏名 都市名
228 小口　勝弘 埼玉県
229 白鳥　順也 藤枝市
230 小柳　文尚 島田市 ホテルナンバン焼津
231 祝　順一 藤枝市
232 松永　浩二 藤枝市 藤枝山岳会
233 仲田　政良 島田市 バタンＱ
234 牧田　和士 藤枝市 魚国総本社
235 湯本　雅之 静岡市
236 花村　勝 焼津市
237 北村　龍史 焼津市 いであ
238 村上　主方 静岡市
239 神田　佳孝 富士市 ＢＳＣ
240 村松　誠司 焼津市
241 成島　晃一 藤枝市
242 丸山　洋 焼津市
243 桑原　源文 静岡市
244 斉田　剛徳 静岡市
245 大和田　孝樹 島田市
246 園田　雅章 島田市
247 米倉　司 富士市
248 溝尻　彰宏 浜松市
249 望月　重伸 静岡市
250 市川　貴博 藤枝市
251 遠津　順一 静岡市
252 原田　裕之 吉田町
253 塚本　晃好 藤枝市
254 岩谷　遼平 藤枝市
255 八木　博 静岡市 小糸陸上部ＯＢ
256 本田　裕之 藤枝市
257 中山　浩治 愛知県
258 望月　繁義 藤枝市
259 佐野　郁生 富士宮市 ｄｏｕｘ
260 栗島　栄市 浜松市 はるのランニングクラブ
261 曽我　卓生 磐田市 神谷理研（株）
262 長谷川　嘉嗣 静岡市 苺ロード
263 山内　一昭 島田市 石原軍団
264 小西　雄登 愛知県
265 遠藤　稔夫 静岡市
266 川島　顕人 焼津市 いであ株式会社
267 佐藤　年昭 焼津市 チーム兵
268 杉村　亮 吉田町
269 安本　敬介 静岡市
270 沼野　哲也 静岡市
271 秋山　敬 藤枝市
272 鈴木　洋三 藤枝市 パル
273 泥谷　真樹 藤枝市 いであ
274 鈴木　智康 藤枝市 魚国総本社
275 吉田　雅行 浜松市 聖隷浜松病院
276 荒井　衛 清水町
277 平山　裕司 静岡市
278 武田　修一 静岡市 鈴与
279 佐々木　伸治 大阪府
280 髙瀨　悠多 浜松市
281 東　健次郎 静岡市
282 増田　真也 吉田町 司法書士つなぐランナーズ
283 岡本　雄一 静岡市
284 鈴木　雅博 静岡市
285 森　俊博 富士宮市

所属



No 氏名 都市名
286 丹下　晃介 袋井市
287 福澤　浩二 磐田市
288 佐藤　直樹 焼津市 ◆グランナオＳＡＩ◆
289 村本　和彦 島田市
290 伊藤　克宏 島田市 初倉南
291 森田　和利 藤枝市
292 鈴木　功治 焼津市 ＺＫＭ
293 青木　利恭 静岡市
294 村澤　良裕 藤枝市
295 瀬戸　卓也 静岡市
296 吉田　真吾 牧之原市 魚国総本社
297 早川　隆夫 静岡市
298 大久保　周自 山梨県 ＶＥＴ－ＣＬＵＢ
299 高野　英明 藤枝市
300 岡野　津代志 静岡市 チームホノルル
301 杉本　輝彦 御前崎市
302 鈴木　力雄 牧之原市 牧之原市シルバー人材
303 望月　正仁 三島市
304 山田　敏雄 焼津市
305 新井　鐘一 静岡市
306 佐野　嘉昭 藤枝市
307 銘苅　仁茉 静岡市
308 矢野　滋久 伊豆の国市
309 大胡　晃 御殿場市
310 竹原　宏 藤枝市

No 氏名 都市名
501 大場　稔子 焼津市
502 生田　梨歌 愛知県
503 木下　真由香 藤枝市
504 石上　栄美子 掛川市 新茶チャレンジ
505 横打　千恵子 藤枝市
506 瀧浪　綾子 焼津市
507 藤山　聖代子 静岡市
508 鷲山　智子 藤枝市 水曜練習会
509 小林　静 静岡市
510 大石　智恵 静岡市
511 能津　佐和子 静岡市
512 宮城島　真澄 静岡市 静岡走ろう会
513 平子　智子 静岡市 静岡走ろう会
514 小柴　麻紀 浜松市
515 大畑　茜 菊川市
516 佐藤　彰子 焼津市 丸橋運送
517 飯嶋　美優 栃木県
518 竹内　淑子 静岡市
519 飯嶋　春楓 栃木県
520 原川　理香 静岡市
521 飯田　裕美 藤枝市
522 望月　智恵子 静岡市
523 小松　美恵 藤枝市
524 赤岩　暁子 島田市
525 原田　恵 吉田町
526 福田　佐江子 藤枝市
527 石田　陽子 焼津市
528 望月　清美 富士宮市

所属

②　ハ　ー　フ　女　子

所属



No 氏名 都市名
529 梨本　敬子 浜松市
530 津島　多佳子 藤枝市
531 鈴木　薫 富士宮市
532 青木　直子 磐田市 藤枝駿府病院
533 中谷　由美 富士市
534 山本　貴子 浜松市
535 杉山　睦子 藤枝市
536 中村　早織 浜松市
537 田村　萌 東京都
538 沼田　知子 静岡市

No 氏名 都市名
1001 田窪　玲央 藤枝市 藤枝明誠高校
1002 木村　隆晴 沼津市 藤枝明誠高校
1003 鈴木　陽斗 藤枝市 藤枝明誠高校
1004 遠藤　海 藤枝市 藤枝明誠高校
1005 小澤　軌心 浜松市 藤枝明誠高校
1006 森　獅童 富士市 藤枝明誠高校
1007 岡村　龍翔 藤枝市 藤枝明誠高校
1008 高田　雅也 藤枝市 藤枝明誠高校
1009 鳥澤　光佑 川根本町 島田高校
1010 井指　陸 菊川市 島田高校
1011 社家間　友介 静岡市 島田高校
1012 加藤　詩文 静岡市
1013 松岡　遊 焼津市 藤枝明誠
1014 鳥澤　圭佑 川根本町 島田高校
1015 中田　凌介 牧之原市 藤枝明誠高校
1016 粕谷　悠 島田市 静岡陸上競技協会
1017 泉地　平良 掛川市
1018 小笠原　健人 藤枝市 藤枝市役所
1019 水野　友登 富士市 静岡陸協
1020 河野　柊 島田市 藤枝明誠高校
1021 川島　直輝 静岡市 スマイリーエンジェル
1022 荊沢　貴之 富士市 SRC
1023 山本　康夫 島田市 島田陸協
1024 村瀬　一羊 藤枝市
1025 吉田　清治 静岡市 魚と畑
1026 石川　篤 静岡市 医心堂薬局
1027 山崎　弘靖 静岡市 草薙激走会
1028 小林　祐弘 藤枝市 三共製作所
1029 大橋　正義 吉田町 ランクル
1030 宮城島　孝和 静岡市 静岡走ろう会
1031 西尾　哲也 藤枝市
1032 岩本　征大 掛川市
1033 名古　公一 浜松市 天竜でんでん虫
1034 萩原　慶幸 藤枝市 ＳＭＩＬＥＹ
1035 皆川　真仁 静岡市 毎日新聞社
1036 青木　哲朗 静岡市
1037 紅林　裕也 牧之原市 トライ産業
1038 加藤　輝彦 焼津市 クラブR2中日本
1039 佐貫　泰弘 藤枝市
1040 河村　大樹 磐田市
1041 中西　望 静岡市
1042 宮下　知也 藤枝市
1043 鈴木　大 袋井市

所属

③　１　０　ｋ　ｍ　男　子

所属



No 氏名 都市名
1044 池田　博之 富士宮市
1045 田中　大輔 浜松市
1046 菅沼　良行 湖西市 ２３５走志会
1047 松屋　和秀 藤枝市
1048 曽根　俊治 藤枝市 愛たかすっ子
1049 高木　正 焼津市
1050 石岡　伸康 浜松市
1051 小久保　景弘 愛知県
1052 山﨑　瑛斗 磐田市
1053 土山　大輔 藤枝市
1054 望月　丈資 静岡市
1055 中野　吉洋 島田市
1056 望月　功久 静岡市 由比石油
1057 鈴木　政宏 島田市 島田陸協
1058 佐伯　良祐 藤枝市
1059 三村　彰 焼津市
1060 吉田　弘 焼津市 石津新田ＲＣ
1061 池谷　友裕 焼津市
1062 鈴木　孝允 焼津市
1063 手嶋　正至 静岡市 あいネットＲＣ
1064 大場　伸一 袋井市
1065 時藤　満徳 磐田市 スマイリー
1066 鈴木　能尚 島田市 レック株式会社
1067 小長谷　克己 焼津市 チカーズ
1068 天野　浩介 島田市 テクテク陸上部
1069 岩辺　広伸 牧之原市 牧之原陸上
1070 小澤　匡義 焼津市
1071 猪飼　泰三 掛川市 天白川月例マラソン記録会
1072 壁田　一馬 愛知県
1073 服部　真典 島田市 服部電気商会
1074 小林　壮 藤枝市 やいま整骨院
1075 大石　明夫 焼津市 なし
1076 白鳥　祐一朗 掛川市
1077 渡辺　博 富士市
1078 法月　隆弘 焼津市
1079 浜井　隆 藤枝市 サンワイズマッスルクラブ
1080 小川　和哉 藤枝市
1081 片瀬　茂次 牧之原市 ＺＫＭしずおか
1082 数野　晴紀 藤枝市
1083 浅見　昌克 島田市
1084 鈴木　敏実 静岡市
1085 藁科　典生 藤枝市 島田シニアＦＣ
1086 清水　亨輔 焼津市 チームのんべ
1087 高保　裕志 藤枝市
1088 佐々木　克典 藤枝市 静岡走ろう会
1089 榛葉　英伸 静岡市
1090 河原　章人 藤枝市 のんべ～ず
1091 望月　英樹 静岡市
1092 油井　昭宏 藤枝市 チームユイ
1093 石原　数雅 藤枝市 静岡財務事務所
1094 梶山　淑弘 静岡市 チームｋ
1095 小野島　優 藤枝市
1096 樺澤　尚宏 藤枝市
1097 原田　亮輔 愛知県
1098 大橋　基広 藤枝市 マリンアクセス
1099 堀内　克弘 山梨県 南都留陸協
1100 長澤　秀憲 静岡市
1101 天野　成美 島田市

所属



No 氏名 都市名
1102 榑林　真司 藤枝市
1103 村松　重佳 浜松市
1104 水野　雅貴 焼津市
1105 水野　佑樹 焼津市
1106 村松　良樹 浜松市
1107 坪根　健夫 静岡市 清水走快汗クラブ
1108 菊井　勇 藤枝市 ベリーズホーエー島田
1109 山下　博之 静岡市 静岡市民バンド　コンセール・リベルテ
1110 清水　健太 静岡市
1111 飯田　和宏 藤枝市
1112 高林　幸治 焼津市 未来教育舎
1113 鈴木　勇 静岡市
1114 稲垣　和秀 藤枝市
1115 鈴木　悦夫 藤枝市 新東海製紙
1116 飯塚　秀文 藤枝市
1117 石川　一彰 島田市
1118 油井　義明 森町
1119 羽根田　龍彦 焼津市
1120 山下　特幸 静岡市
1121 伏見　勝利 静岡市 サンワイズマッスルクラブ
1122 瓜田　雅典 袋井市 ヤマハ発動機
1123 浮島　晴仁 藤枝市
1124 片山　昇 藤枝市 チームのんべ
1125 尾針　周一 藤枝市 静岡日仏協会
1126 牧田　伸明 藤枝市
1127 後藤　篤夫 藤枝市 シーダーズ
1128 高田　幸二 浜松市
1129 山崎　剛 藤枝市 中国木材
1130 金子　正人 藤枝市
1131 横山　富美夫 焼津市 藤枝マスターズ
1132 曽根　和彦 袋井市
1133 加藤　信之 掛川市 有　）豆太郎
1134 遠藤　幸夫 藤枝市 藤枝マスターズ
1135 桑原　孝之 藤枝市 チーム　ユイ
1136 久保　克己 焼津市
1137 柴田　健策 焼津市
1138 小杉　守孝 浜松市
1139 大塚　裕己 焼津市
1140 福地　恒彦 静岡市
1141 山野　良克 島田市 ちいちゃん
1142 スタンベリー　サイモン 静岡市
1143 鈴木　克幸 浜松市
1144 多々良　一彦 藤枝市 おけいこカフェ
1145 野村　一也 焼津市
1146 長倉　貢 静岡市 苺ロードＲＣ
1147 堀部　智明 小山町
1148 松永　尚幸 藤枝市
1149 良知　晃寿 牧之原市
1150 水野　裕久 富士市
1151 杉田　直哉 藤枝市 チームユイ
1152 篠宮　慶大 静岡市
1153 上山　雅弘 藤枝市
1154 竹中島　裕 静岡市
1155 小林　義行 藤枝市
1156 宮原　誠 埼玉県
1157 窪田　佑介 静岡市
1158 宮野　啓二 静岡市 フジパン株式会社
1159 松本　隆利 藤枝市 トウエンランニングクラブ

所属



No 氏名 都市名
1160 鈴木　王介 島田市
1161 柳　賢治 島田市
1162 石田　純一 島田市
1163 原木　紳一郎 焼津市
1164 原澤　良典 静岡市
1165 臼井　勲 静岡市
1166 冨田　芳弘 愛知県
1167 法月　隆宏 焼津市 チーム・サブ
1168 大石　博行 焼津市
1169 塩崎　春生 吉田町
1170 杉山　統昭 静岡市
1171 熊倉　啓之 静岡市
1172 太田　憲行 静岡市 静岡走ろう会
1173 岩﨑　明 静岡市
1174 山口　宣孝 静岡市
1175 本多　忠敬 静岡市
1176 塚本　剛洋 静岡市
1177 杉岡　良亮 島田市 カタルーニャ
1178 村松　剛一 藤枝市
1179 大石　勲 藤枝市
1180 岩本　和大 藤枝市
1181 伊久美　昭一 藤枝市 カネマサＲＣ
1182 小原　透 藤枝市
1183 齊藤　和良 浜松市
1184 飯田　豊久 牧之原市 リタ－ンランナ－
1185 三木田　哲夫 東京都 日本アクセス
1186 多田　一未 東京都
1187 大石　好秀 藤枝市 新よっぴっず
1188 木村　裕介 静岡市
1189 菊地　義明 沼津市
1190 切畑　勝 藤枝市 みなみっこ
1191 マグラクレン　ロバート 静岡市
1192 芦川　雅礼 静岡市 東洋冷蔵
1193 佐藤　健 静岡市
1194 井上　孝男 浜松市 浜松市民吹奏楽団
1195 渡辺　秀行 島田市
1196 小沢　公一朗 静岡市
1197 ユーリック　スティーブ 静岡市
1198 佐藤　達男 静岡市 静岡白門会
1199 長谷川　善則 静岡市 ヨッチキーズ
1200 大楠　誠 藤枝市
1201 津島　正昭 静岡市 清水走快汗クラブ
1202 中田　千敏 富士市
1203 鈴木　和男 静岡市
1204 横山　征彦 掛川市
1205 中嶋　斗夢 牧之原市
1206 望月　剛行 静岡市
1207 仲田　靖明 浜松市 チーム　ふくげつ
1208 小湊　嘉一郎 磐田市 МＢＪ
1209 杉山　裕巳 藤枝市 杉山工務店
1210 杉浦　陽一郎 静岡市 末広会
1211 服部　雅彦 藤枝市
1212 小峰　史弥 焼津市
1213 熊谷　淳之 藤枝市 焼津市立病院
1214 平口　恭利 藤枝市
1215 鈴木　久仁昭 浜松市
1216 半田　誠 島田市
1217 勝見　和央 静岡市 あいネットＲＣ

所属



No 氏名 都市名
1218 花﨑　新司 藤枝市 島村謄文堂ＡＣ
1219 向島　康眞 藤枝市 藤北
1220 岡村　智 藤枝市
1221 栗林　信彦 静岡市 住友林業ホームエンジニアリング
1222 入野　保己 富士市
1223 大須賀　昌弘 静岡市 セイセイサーバー
1224 中村　誉 島田市
1225 四條　淳平 静岡市
1226 堀田　則昭 静岡市
1227 服部　翔吾 島田市
1228 小菅　久平 藤枝市 藤枝マスターズ
1229 横山　将光 静岡市
1230 斎藤　義虎 富士宮市
1231 森　文昭 静岡市
1232 山本　達也 静岡市
1233 菅ヶ谷　宇馬 藤枝市
1234 瀧　浩明 富士市 アイ・テック
1235 上田　進太 神奈川県 身延ＡＣ
1236 宮吉　洋幸 藤枝市
1237 加藤　寿彦 静岡市
1238 川合　弘志 磐田市
1239 鈴木　キョウジ 東京都
1240 岡村　遼 藤枝市
1241 仙石　想一郎 静岡市 特種東海フォレスト
1242 大池　建 島田市

No 氏名 都市名
1501 西尾　春奈 袋井市
1502 榮元　佑真 静岡市
1503 渡辺　久子 富士市
1504 中村　尚子 浜松市
1505 牧野　晶子 藤枝市
1506 山田　摩耶子 藤枝市
1507 小川　康子 藤枝市
1508 秋山　典子 藤枝市 チーム鹿鳴渡
1509 高保　千夏 藤枝市
1510 中島　聖子 浜松市
1511 尾崎　理瑳 静岡市 静岡走ろう会
1512 池田　修子 富士宮市
1513 青山　かおり 藤枝市
1514 鈴木　由美 島田市
1515 須藤　悦子 藤枝市
1516 若松　敬子 袋井市
1517 小林　悦子 藤枝市
1518 八木　さちよ 静岡市
1519 石川　留美子 藤枝市
1520 長谷部　直子 藤枝市
1521 増田　豊子 静岡市
1522 谷　亜矢子 静岡市
1523 川村　敦子 焼津市
1524 稲垣　美之 藤枝市
1525 坂本　香里 焼津市 ウエルシア薬局
1526 梶山　裕佳子 静岡市 チームｋ
1527 福田　千鶴子 掛川市
1528 深津　裕美子 焼津市

所属

④　１　０　ｋ　ｍ　女　子

所属



No 氏名 都市名
1529 白鳥　千帆 静岡市
1530 林　愛紗 静岡市
1531 山野　富美 島田市 ちいちゃん
1532 廣木　美歌 島田市
1533 鈴木　江都子 島田市
1534 佐々木　千鶴 磐田市 訪問看護ステーション富士見
1535 服部　邑 静岡市
1536 梅原　美恵 島田市
1537 佐藤　典子 静岡市
1538 法月　友子 藤枝市
1539 浅井　智子 吉田町
1540 瀧　奈々 静岡市
1541 南　菜穂子 焼津市
1542 小菅　千晶 藤枝市
1543 中村　綾子 藤枝市
1544 橋元　舞 東京都
1545 中山　恵子 清水町
1546 小峰　春菜 焼津市
1547 新藤　聖子 函南町
1548 中村　夏実 藤枝市
1549 平石　くるみ 藤枝市 未来教育舎
1550 坂下　静 静岡市
1551 寺田　倫 静岡市
1552 陳　清 富士市 悠悠
1553 牧野　恭子 静岡市
1554 石黒　亜由美 藤枝市
1555 八木　彩子 藤枝市

No 氏名 都市名
2001 望月　朝陽 富士市 山梨学院高校
2002 村松　俊哉 岐阜県 岐阜協立大学
2003 南出　悠希 浜松市 第一工業アスリートチーム
2004 溝辺　悠真 浜松市
2005 山西　快生 藤枝市 藤枝市役所
2006 久保田　光博 焼津市 みつぎくらぶ
2007 加藤　和也 沼津市
2008 大石　将之 浜松市
2009 高橋　俊明 袋井市 高橋モータース
2010 大後　奨 静岡市 草薙激走会
2011 村松　洋幸 藤枝市 焼津資源開発
2012 岩本　晃典 浜松市 白猫のポー
2013 鶴橋　正悟 焼津市 ショウケンガリレイ
2014 久保　智広 静岡市
2015 柳原　達哉 浜松市
2016 伊藤　ななと 浜松市
2017 坂本　寿 浜松市 ドロンチョ
2018 岡田　瞬 森町
2019 福與　絢哉 焼津市
2020 鈴木　達史 島田市
2021 伊藤　富士男 磐田市 いわたボクシングクラブ
2022 桑原　武大 磐田市 花嫁募集中
2023 松下　豊 牧之原市 小笠ＡＣ
2024 小林　良範 焼津市 チームｋａｍｉｋａ
2025 ヘンドラ　サプトラ 掛川市
2026 神長　崇宏 焼津市

所属

⑤　５　ｋ　ｍ　高　校　・　一　般　男　子

所属



No 氏名 都市名
2027 原　健太 静岡市
2028 川合　洋臣 藤枝市
2029 飯塚　正幹 藤枝市
2030 小池　孝征 藤枝市
2031 清水　厚智 藤枝市
2032 加藤　昭宏 浜松市 天竜あたごらん
2033 飯塚　竣也 藤枝市
2034 望月　博文 山梨県
2035 森　高洋 掛川市
2036 天野　義章 愛知県
2037 花平　諭 浜松市 はるの
2038 山口　英彦 静岡市 静岡走ろう会
2039 渡辺　孝 静岡市
2040 宮城島　慶 静岡市
2041 見崎　信悟 焼津市 だえんＲＦＣ
2042 平田　八朗 伊豆の国市
2043 後藤　潤一 藤枝市 藤枝中央小学校
2044 高橋　伸行 三重県
2045 硎谷　祐介 静岡市 サンワイズマッスルクラブ
2046 吉川　武留 藤枝市
2047 西澤　肇 静岡市
2048 秋鹿　真一 菊川市
2049 永嶋　達也 静岡市
2050 高津　一寿 静岡市
2051 佐野　明則 富士市
2052 鈴木　健悟 静岡市 清水走快汗クラブ
2053 三井　鉄司 浜松市 浜松北郵便局
2054 志邨　末男 富士宮市 山宮ふじ桜の微風
2055 寺部　万寿郎 愛知県
2056 服部　良平 焼津市 サンワイズ株式会社
2057 齋藤　航 焼津市
2058 中島　真吾 焼津市 株式会社秀和
2059 曽根　利之 藤枝市
2060 青島　克之 藤枝市
2061 後藤　新悟 静岡市
2062 山本　佳彦 掛川市 飛鳥走遊会
2063 桜井　勝己 藤枝市
2064 海野　拓也 焼津市
2065 景岡　卓 藤枝市
2066 土屋　幸恵 藤枝市
2067 熊切　義明 掛川市
2068 飯田　康太 菊川市
2069 橋爪　邦明 浜松市
2070 竹内　裕正 静岡市
2071 鈴木　浩之 菊川市
2072 古郡　義弘 静岡市
2073 川嶋　満 静岡市 清水走快汗クラブ
2074 望月　晴紀 山梨県
2075 佐藤　博光 焼津市 おいぼれ倶楽部
2076 鈴木　勝 焼津市 ルネサンス静岡
2077 水島　忠夫 御前崎市
2078 芦川　正直 富士市
2079 荻野　一貴 静岡市 株式会社ＫＡＩＴＯ
2080 伊東　博正 静岡市
2081 田中　寛治 伊東市 伊豆一人ラン
2082 原田　真愛 静岡市 チームｋ
2083 平口　浩二 静岡市
2084 岩科　利明 静岡市 さわやかラン

所属



No 氏名 都市名
2085 大石　孝夫 静岡市
2086 片山　義洋 藤枝市 株式会社リーバ不動産
2087 岡本　哲 藤枝市
2088 森下　正章 川根本町 地名走友会
2089 中村　健吾 焼津市
2090 望月　正嗣 山梨県
2091 加藤　慎一 菊川市
2092 青島　芳明 静岡市
2093 薮崎　正人 藤枝市 ブルーアイランズ
2094 伊久美　徳森 藤枝市
2095 天野　大和 藤枝市
2096 鈴木　直 藤枝市
2097 木村　友哉 藤枝市 ブルーアイランズ

No 氏名 都市名
2201 横馬　岬 藤枝市
2202 松本　ゆず 掛川市 島田高校
2203 栗田　聖花 掛川市 島田高校
2204 川島　悦代 浜松市 ポニー＆ラブ
2205 加治屋　沙織 浜松市
2206 澤本　こころ 川根本町 島田高校
2207 大石　つばさ 静岡市 マミーケアサポート
2208 森脇　詩央梨 川根本町 静岡県立島田高校
2209 見城　里那 静岡市
2210 木下　誠菜 愛知県
2211 中田　真実 富士宮市 富士高校
2212 田中　千穂子 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
2213 清水　唯 御前崎市 池新田高校
2214 増田　吏峯 吉田町 吉田町
2215 東原　留里 藤枝市
2216 川村　布美子 焼津市 大井川睦園
2217 川口　絵未 藤枝市 カネセイ食品
2218 篠崎　あゆみ 藤枝市 しずおか焼津信用金庫
2219 中島　恵 焼津市 秀水苑
2220 神部　ゆき乃 焼津市
2221 安宅　加奈 藤枝市
2222 増田　紗江 島田市
2223 黒田　美佳 島田市
2224 森下　貴子 菊川市
2225 川本　芽依 吉田町
2226 竹林　佐枝子 静岡市
2227 清水　麻美 藤枝市
2228 八木　恵美 藤枝市 静岡県トランポウォーク協会
2229 高田　康子 静岡市
2230 杉山　美子 静岡市
2231 今井　知子 焼津市
2232 森下　倫江 藤枝市 かみそひ
2233 森田　千鶴子 藤枝市
2234 長田　かえ子 静岡市
2235 岩森　貴子 藤枝市
2236 原田　裕未 静岡市 チームｋ
2237 大川井　朋美 静岡市
2238 松下　陽子 静岡市
2239 佐貫　浩子 藤枝市 ブルーアイランズ
2240 曽根　節子 藤枝市

所属

⑥　5　ｋ　ｍ　高　校　・　一　般　女　子

所属



No 氏名 都市名
2241 片山　怜 藤枝市
2242 小湊　順子 磐田市
2243 森　清美 静岡市
2244 北河　登美子 藤枝市
2245 佐々木　輝子 浜松市
2246 天野　美咲 藤枝市
2247 櫻井　伶奈 藤枝市
2248 望月　さとみ 東京都
2249 高橋　百香 掛川市
2250 山崎　公美 静岡市

No 氏名 都市名
2401 木伏　唯斗 島田市 金谷中学校
2402 美澤　央佑 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
2403 市川　太羅 藤枝市 藤枝ＡＣ
2404 服部　蓮斗 菊川市 菊川岳洋
2405 柄澤　秀充 浜松市 北星中学校
2406 小林　睦弥 藤枝市 大洲中学校
2407 石橋　一憲 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
2408 松村　政宗 菊川市 アプロス菊川
2409 村松　優真 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
2410 原田　空也 吉田町 吉田中学校
2411 原田　利空 吉田町 吉田中学校
2412 大畑　護 藤枝市 藤枝ＡＣ
2413 加藤　舜大 菊川市 アプロス菊川
2414 井指　陽介 菊川市 アプロス菊川
2415 内海　理稀 菊川市 菊川市立岳洋中学校
2416 丸山　幹太 藤枝市 藤枝ＡＣ
2417 宮城　寛太 掛川市 掛川市立栄川中学校
2418 熊切　一護 藤枝市 青島中
2419 三輪木　滉 藤枝市 藤枝明誠中学校
2420 原口　琉風 牧之原市 小笠ＡＣ
2421 海野　誠斗 焼津市
2422 青島　康太 藤枝市 藤枝ＡＣ
2423 漆畑　颯恭 富士市
2424 数野　優人 藤枝市
2425 桝田　泰成 藤枝市 藤枝市立高洲中学校
2426 勝呂　颯太 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
2427 薮崎　公蓉 藤枝市 青島北中学校
2428 山本　琉太 藤枝市 青島北中
2429 青島　翔太郎 藤枝市 青島北
2430 鈴木　駿真 島田市
2431 法月　太志 藤枝市 附属島田
2432 森下　昊 藤枝市 かみそひ

No 氏名 都市名
2601 見城　華那 静岡市
2602 上井　彩世 静岡市 清水ミズノＳＣ
2603 下嶋　彩芭 島田市 島田金谷
2604 石丸　柚希 藤枝市 藤枝ＡＣ
2605 鈴木　和 島田市 藤枝アスリートクラブ
2606 向島　愛衣 藤枝市 藤枝ＡＣ

所属

⑦　５　ｋ　ｍ　中　学　生　男　子

所属

⑧　５　ｋ　ｍ　中　学　生　女　子

所属



No 氏名 都市名
2607 土屋　那奈 藤枝市
2608 秋鹿　伶奈 菊川市 菊川東中学校
2609 堀　伊吹 藤枝市
2610 漆畑　颯華 富士市
2611 竹林　咲織 静岡市
2612 加藤　ゆきは 藤枝市

No 氏名 都市名
2801 岡田　大和 森町
2802 田辺　瑛都 山梨県
2803 小宮山　陽向 藤枝市 高洲小学校　藤枝ＡＣ
2804 コフリン　望明 藤枝市 藤枝市立岡部小学校
2805 増田　稀一 島田市 金谷小学校
2806 石神　智嵩 藤枝市 中央小
2807 森下　晃 藤枝市 かみそひ
2808 加藤　逢人 菊川市 菊川市立堀之内小学校

No 氏名 都市名
2901 岩渕　理央 御殿場市 ＳＭＡＳＨ

No 氏名 都市名
3001 奥村　佳乃 藤枝市
3002 清水　裕子 焼津市
3003 石橋　明憲 藤枝市 藤枝アスリートクラブ
3004 伊東　佳桜 藤枝市
3005 伊東　芽生 藤枝市
3006 伊東　結香 藤枝市
3007 杉山　弘樹 静岡市
3008 矢嶋　一貴 吉田町 吉田中学校
3009 長澤　春弥 藤枝市 藤枝ＡＣ
3010 酒井　高史 島田市
3011 久保田　藍 焼津市 大富小学校
3012 岩本　陸斗 吉田町
3013 岩本　拓海 吉田町
3014 山與　春熙 藤枝市 メッツ
3015 山與　優歌 藤枝市 メッツ
3016 原　一翔 静岡市 有度一小
3017 鈴木　鮎子 藤枝市 藤枝ＡＣ
3018 原口　新太郎 牧之原市 小笠ＡＣ
3019 三輪木　望 藤枝市 大洲小学校
3020 原口　大和 牧之原市 小笠ＡＣ
3021 佐藤　剛士 藤枝市 シーダーズ・美光産業
3022 小池　柚希 藤枝市
3023 平野　篤史 磐田市
3024 原口　いおり 牧之原市 小笠ＡＣ
3025 松井　勇樹 藤枝市
3026 鈴木　智大 島田市 藤枝アスリートクラブ
3027 原　大翔 静岡市 有度一小
3028 小林　遼祐 藤枝市 西益津小３年

所属

所属

⑨　５　ｋ　ｍ　小　学　５　・　６　年　生　男　子

所属

⑩　５　ｋ　ｍ　小　学　５　・　６　年　生　女　子

所属

⑪　３　ｋ　ｍ　ジ　ョ　ギ　ン　グ



No 氏名 都市名
3029 長谷川　真央 焼津市 焼津陸上
3030 増田　留河 吉田町 吉田町
3031 小澤　春真 藤枝市 Ｍｅｔ＇ｓＲＣ
3032 小澤　颯太 藤枝市 Ｍｅｔ＇ＲＣ
3033 岩井　律 藤枝市
3034 岩井　悠 藤枝市
3035 福井　舞穂 藤枝市 葉梨小学校
3036 福井　隆介 藤枝市
3037 二俣　龍 菊川市
3038 田中　恭子 浜松市
3039 田中　常和 浜松市
3040 田中　常幸 浜松市
3041 田中　智徳 浜松市
3042 田中　幸枝 浜松市
3043 向島　花奈 藤枝市 藤枝ＡＣ
3044 杉山　惇 島田市 瀬戸谷小
3045 河森　一翔 藤枝市 青島小学校
3046 河森　慶達 藤枝市 青島小学校
3047 河森　陽一 藤枝市
3048 矢嶋　莉士 吉田町 自彊小学校
3049 中川　雄斗 焼津市
3050 神長　曜 焼津市 焼津陸上
3051 藪下　耕平 静岡市 藪下殿の１＋３人
3052 日吉　正巳 静岡市 ヒヨシファーム
3053 秋山　和也 島田市
3054 田中　茂樹 藤枝市 松林工業薬品
3055 立石　伊織 藤枝市
3056 立石　学 藤枝市
3057 工島　巧 藤枝市 青島小学校
3058 山本　大士朗 藤枝市 青島北小
3059 望月　颯真 藤枝市 青島東小学校
3060 佐藤　裕太 藤枝市 青島小学校
3061 鈴木　敏夫 藤枝市 榛原高校
3062 市川　実昊 富士宮市
3063 市川　達也 富士宮市
3064 石川　博孝 藤枝市
3065 松屋　新 藤枝市 高洲小学校
3066 増田　結月 静岡市 静岡陸協
3067 増田　恭之 静岡市
3068 佐藤　慎士 藤枝市 青島小学校
3069 小宮山　優陽 藤枝市 高洲小学校
3070 安井　佑 藤枝市 藤枝小学校
3071 橋口　徳麿 藤枝市 青島北小学校
3072 高熊　莉帆 焼津市
3073 澤野　進吾 焼津市
3074 熊切　ニ瑚 藤枝市 青島小
3075 新村　藤四郎 焼津市 孤独なランナー
3076 小林　織絵 藤枝市
3077 村松　将人 藤枝市 ミッコリメッコリ
3078 村松　郁枝 藤枝市 ミッコリメッコリ
3079 石川　京香 藤枝市
3080 石川　知香 藤枝市
3081 石川　知世 藤枝市
3082 古川　まい 藤枝市
3083 榎本　隆 藤枝市
3084 榎本　華 藤枝市
3085 神長　謙 焼津市 豊田小学校
3086 久保田　翔 静岡市

所属



No 氏名 都市名
3087 田中　えみ 藤枝市 青島小学校
3088 有石　蓮都 藤枝市
3089 伊東　利倫 藤枝市
3090 徳野　洋平 吉田町 吉田ＡＣ
3091 川村　真裕 焼津市 大井川西小学校
3092 川村　颯一郎 焼津市 大井川西小学校
3093 川村　栞捺 焼津市
3094 西崎　瑛太 藤枝市 葉梨小学校
3095 山﨑　唯菜 浜松市
3096 山﨑　貴子 浜松市
3097 福井　康佑 藤枝市 葉梨小学校
3098 福井　祐香 藤枝市
3099 塚本　楓佳 焼津市
3100 松葉　直子 藤枝市
3101 松葉　真由 藤枝市
3102 西田　真来 藤枝市
3103 深津　匡孝 掛川市
3104 深津　やよい 掛川市
3105 深津　英剛 掛川市
3106 村瀬　遥香 藤枝市 広幡小学校
3107 岩堀　巧誠 島田市
3108 竹下　松実 藤枝市
3109 鈴木　哲子 島田市
3110 金刺　直忠 島田市
3111 金刺　岳 島田市
3112 金刺　やすこ 島田市
3113 金刺　学 島田市
3114 長谷川　夏樹 藤枝市
3115 竹下　祥子 藤枝市
3116 青島　惠利子 藤枝市
3117 矢嶋　海来 吉田町 榛原高校
3118 村松　葵一 藤枝市
3119 村松　妙見 藤枝市
3120 青木　真希 函南町
3121 青木　諒介 函南町
3122 牧田　一平 浜松市
3123 原木　葵生 焼津市
3124 原木　友美子 焼津市
3125 久保田　遼右 静岡市 静岡市立番町小学校
3126 高畠　海 静岡市
3127 中　弘子 愛知県
3128 中川　麻陽 焼津市
3129 原口　陽向 焼津市 大富小学校
3130 原口　陽和 焼津市 大富小学校
3131 黒瀬　純孝 静岡市 瀬戸谷小学校
3132 進藤　大和 静岡市 静岡市立葵小学校
3133 浅場　潤子 静岡市
3134 藪下　明香里 静岡市 藪下殿の１＋３人
3135 藪下　暁斗 静岡市 藪下殿の１＋３人
3136 藪下　晴斗 静岡市 藪下殿の１＋３人
3137 一木　淨乃 静岡市 さわやかラン
3138 竹林　翼 静岡市
3139 竹林　康行 静岡市
3140 薮崎　雅行 藤枝市
3141 田村　晴悠 藤枝市
3142 田村　耕作 藤枝市
3143 村中　莉来 藤枝市 高洲小学校
3144 青木　大樹 藤枝市 青島北小学校

所属



No 氏名 都市名
3145 青木　史弥 藤枝市
3146 岩本　章 藤枝市
3147 中村　幸誠 藤枝市 葉梨小学校
3148 青島　幸一 藤枝市 オハルヨガ
3149 中山　翼 藤枝市
3150 中山　瞳 藤枝市
3151 景岡　陽子 藤枝市
3152 澤口　政憲 藤枝市
3153 澤口　颯 藤枝市
3154 中道　未起 浜松市
3155 橋本　真白 浜松市
3156 橋本　寒平 浜松市
3157 中野　芳男 島田市 島田市
3158 瀧　統馬 静岡市
3159 山崎　将行 掛川市 飛鳥走遊会
3160 林　芽吹 焼津市
3161 林　正進 焼津市
3162 古川　さおり 藤枝市
3163 加藤　はつみ 藤枝市
3164 加藤　みゆ 藤枝市
3165 神谷　健瑠 藤枝市
3166 神谷　朋遼 藤枝市
3167 神谷　貴行 藤枝市
3168 森　彩花里 浜松市
3169 森　和美 浜松市
3170 菊地　志保 沼津市
3171 佐藤　尚志 藤枝市 富士フイルム
3172 佐藤　建晴 藤枝市 高洲小学校
3173 青木　望 静岡市
3174 長倉　倫子 静岡市 有限会社長倉物産
3175 村瀬　彩香 藤枝市 広幡小学校
3176 犬塚　真由美 藤枝市
3177 山本　環 藤枝市 蹴上王者
3178 登ケ谷　政幸 長野県
3179 萩原　麻葵 藤枝市 青島北小
3180 萩原　茉子 藤枝市 青島北小
3181 萩原　香 藤枝市 青島北小
3182 鈴木　廉大 藤枝市
3183 鈴木　恵大 藤枝市
3184 鈴木　満 藤枝市
3185 堀井　啓幸 藤枝市 堀之内９組
3186 田中　希愛 吉田町
3187 田中　千香 吉田町
3188 良知　美紅 牧之原市
3189 良知　恵味 牧之原市
3190 久保田　安洋 富士市
3191 山田　日菜多 藤枝市 中央小学校
3192 渡辺　夏笑蘭 藤枝市 瀬戸谷中学校
3193 金丸　妃芽 藤枝市
3194 後藤　厚子 静岡市
3195 後藤　将悟 静岡市
3196 藤村　紀衣 藤枝市
3197 藤村　晴軌 藤枝市
3198 藤村　仁美 藤枝市
3199 石原　沙南 静岡市
3200 矢嶋　千晶 吉田町
3201 望月　佑樹 静岡市 株式会社ＴＲＷ
3202 宮島　涼華 藤枝市 静岡県立大学

所属



No 氏名 都市名
3203 高田　孝一 掛川市 ＺＫＭ静岡
3204 高畠　譲 静岡市
3205 松本　初美 掛川市 ＺＫＭ静岡
3206 内村　智美 掛川市
3207 内村　英嗣 掛川市
3208 星川　陽向 湖西市
3209 星川　晃宏 湖西市
3210 中山　類 清水町
3211 中山　敬介 清水町
3212 池田　ひかり 焼津市 大井川西小
3213 池田　あんり 焼津市 大井川西小
3214 池田　圭悟 焼津市
3215 水永　桃葉 静岡市
3216 天野　陽向 藤枝市
3217 天野　采美 藤枝市
3218 大塚　伸明 藤枝市
3219 大塚　彰杜 藤枝市
3220 岩本　青央 藤枝市
3221 岩本　直央 藤枝市
3222 勝山　結加 藤枝市 青島北小学校
3223 勝山　直樹 藤枝市 小川中学校
3224 宮島　優奈 藤枝市
3225 榑林　ひなた 藤枝市
3226 榑林　星奈 藤枝市
3227 伊藤　健一郎 藤枝市
3228 石上　大輔 磐田市
3229 井出　湊月 磐田市
3230 井出　一輝 磐田市
3231 草間　一輝 浜松市
3232 小沢　尚矢 藤枝市 高洲小学校
3233 小沢　慶子 藤枝市
3234 鈴木　翼 藤枝市 広幡小学校
3235 鈴木　明以子 藤枝市 広幡小学校
3236 川口　妃魅子 焼津市
3237 望月　悠之介 藤枝市
3238 望月　南那 藤枝市
3239 上山　琴子 藤枝市
3240 上山　綾子 藤枝市
3241 望月　知子 藤枝市
3242 深田　清香 藤枝市
3243 深田　翔太 藤枝市
3244 佐野　嘉昭 藤枝市
3245 北堀　花奈 藤枝市
3246 北堀　巧真 藤枝市
3247 塚本　綺叶 焼津市

所属









しずおか焼津信用金庫 

キャラクター「たねココ」 







働くを自由に。 楽しく。 かっこよく。 

Work Freely, Enjoy, Be Unique. 

株式会社藤枝事務器商会 
JIMUKI inc. 

静岡県藤枝市緑町2-2-8 
WEB  www.f-jimuki.co.jp 

ひとと環境をつなぐ、 

メンテナンス 

コミュニケーション 

〒４２２-８０６１ 
静岡市駿河区森下町１番３５号 

静岡ＭＹタワー 

TEL(０５４)２８０-２９５０㈹ 

FAX(０５４)２８０-２９５３ 

営業所：静岡・藤枝・浜松・ 

    三島・富士・名古屋・ 

    東京・用宗研修センター 
✉ info@sun-sun-sun.co.jp 





㈱ふるさと瀬戸谷 ㈱おれっぷ大久保

㈱陶芸センター むかし田舎体験 水車むら

㈱市之瀬の里 椿邸

キッチンせとや ㈱静鉄リテイリング

㈱藤枝MYFC 清水屋スポーツ㈱

藤枝市茶振興協議会 TEA SEVEN協同組合

藤枝市椎茸振興協議会 ㈱志太泉酒造

さんかく山の里 大塚園

おれっぷ大久保 中山製茶

せとやっこ 瀬戸谷活性化協議会

２１（にいち） 明治安田生命　焼津営業所

オンラインマラソン協賛者

出店協賛者



デ
ニ
ー
ズ

ノ
ジ
マ

島田掛川
信用金庫

郵便局
まんさいかん

くりっぴー
プラザ
藤枝店

●スーパー田子重

●
ジョイフル

パル

●
保健センター

426

●ユニクロ

●スーパー富士屋

焼津水産高

至 焼津港

至 藤枝
小川中

焼津谷島屋書店● ●
酒ゃビック

至 浜松

●焼津文化センター

くりっぴープラザ 
焼津小川店

六合駅

島田商高
はま寿司 バーガーキング

旧国道1号線

島田自動車学校

ノジマ

道悦島
交差点

ローソン

六合中くりっぴープラザ
島田店

くりっぴープラザ 藤枝店くりっぴープラザ 藤枝店

くりっぴープラザ 焼津小川店くりっぴープラザ 焼津小川店

くりっぴープラザ 島田店くりっぴープラザ 島田店

☎054-646-2711

「くりっぴープラザ」

プロの技術でエアコンを分解洗浄

一般エアコン

12,100円

約1.5時間/台

ガス

リフォーム TLC
ポイント

東海ガスのショールーム

お気軽にお立寄りください
営業時間 10：00～17：00（定休日：水曜日）

お問合せ 東海ガス株式会社 TEL.054-647-7151

3ヶ月間無料
月額料金 申込後 お届け料金

300円（税込） 550円/回商品代別途
レンジフード

エアコンの他にもクリーニングメニューを取り揃えています

浴室 キッチン トイレ 洗濯機

●価格

●所要時間

1台目

欲しい時に

注文OK
欲しい分だけ注文OK

●
家
事
を
ラ
ク
し
た
い

●
夕
食
の
献
立
て
に

　
困
っ
て
い
る

●
免
許
を
返
納
し
た
か
ら

　
買
い
物
が
不
便

（
税
込
）

（
税
込
）

こ
ん
な
方
達
に

　
ご
利
用
頂
き
た
い
！



 



新東
名高
速道
路

至東京

至静岡

至名古屋

至浜松

藤枝岡部I.C

県道381号線
藤枝市観光案内所
藤枝駅

381
県  道

営 業 の ご 案 内

交 通 の ご 案 内

■営業時間 9:00～21:00
■休　館　日 月曜日（祝祭日の場合は翌平日）
■入　館　料 大人（中学生以上）：510円

小人（3才～小学生）：300円

■バスで
○藤枝市自主運行バス藤枝駅北口
藤枝駅ゆらく線「ゆらく前」下車

○ゆらく無料シャトルバス 毎週（木・土）
藤枝駅南口 9：30発、11：00発

■お車で
藤枝バイパス 谷稲葉インターから約13分

■アメニティ 販売／タオル：250円
レンタル／タオル＆バスタオルセット：250円

 作務衣：350円
■駐　車　場 105台
■送迎バス 28人乗り（10名様以上の団体のご利用を承ります）

瀬戸谷温泉ゆらく　〒426-0132 藤枝市本郷5437番地

TEL 054-639-1126
FAX 054-639-1111

※ご利用4時間までの料金です。それ以上は1時間超過毎
に追加料金（大人100円/小人50円）をいただきます。
回数券（4時間券11枚綴り5,100円）もご利用ください。

※飲食物の持ち込みは、固くお断りします。

イ　イ　フ　ロ

専
門
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
に
よ
る

　マ
ッ
サ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
♪

す
こ
し
足
を
の
ば
す
と

う
ん
と
羽
を
の
ば
せ
ま
し
た農産物直売所

「ちょっくら」

3月10日㈰平成
31年
藤の瀬会館前広場スタート

＆ゴール

雨天決行

第26回

主催：ふじえだマラソン実行委員会 協力：NPO法人 藤枝市体育協会・藤枝市陸上競技協会・藤枝市スポーツ推進委員会・瀬戸谷生き生きフォーラム

3㎞
ジョギング
ペア
9：10
START

5㎞

9：30
START

10㎞

9：20
START

ハーフ
マラソン
9：00
START

春
の
瀬
戸
谷
路
、

ラ
ン
を
楽
し
も
う
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