
※1月6日（日）時点の情報

= 変更箇所

◆大隈ラン　親子・孫A（1～3年生）

No. 子 親 チーム名／所属名

701 荒川　泰輝 荒川　裕司 橘小学校

702 池田　政應 池田　憲保 池田家

703 泉　佳帆 泉　拓也 風早南部小学校

704 今成　莉子 今成　慎一 遵法会

705 入江　百香 入江　将広

706 内山　和奏 内山　秀典 早稲田実業学校初等部

707 兼子　勘助 兼子　晋 早稲田実業初等部

708 川崎　溢生 川崎　あきこ

709 川下　藍 川下　勝也

710 義那　桃子 義那　彰久 早稲田実業学校初等部

711 久保田　蒼斗 久保田　信之

712 栗原　沙波 菅野　和男

713 甲元　響子 甲元　雅之

714 佐賀　翔太 佐賀　慎太郎 ひたち野うしく小学校

715 清水　秀真 清水　健 早稲田実業学校初等部

716 下村　せりあ 下村　誠治 早稲田実業学校初等部

718 武居　莞大郎 武居　大輔 早稲田実業初等部

719 寺園　大輝 寺園　隆治 早稲田実業

720 並木　琉莉 並木　通直

721 滑川　翔太 滑川　建佑

722 成田　爽夏 成田　晋也

723 縄田　莉央 縄田　直

724 野田　竜之介 野田　冬華 チーム野田

725 野中　楓月 野中　将司 大泉学園緑小学校

726 原田　ななみ 原田　佐智子

727 兵頭　昭建 兵頭　由剛

728 藤本　真愛 藤本　剛理

729 松井　佑莉 松井　健児

730 松岡　修斗 松岡　一奴 ソックスター

731 見須　理一 見須　智

732 宮沢　愛実子 宮沢　保弘

733 宮原　亜矢明 宮原　崇史

734 望月　美緒 望月　善雄 チームみお

735 山本　龍征 山本　佳子 一色小学校
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◆大隈ラン　親子・孫B（未就学生）

No. 子 親 チーム名／所属名 No. 子 親 チーム名／所属名

801 安西　夏珠 安西　孝治 831 成田　敬心 成田　麻美

802 安藤　絢香 安藤　聡 早稲田実業初等部 832 縄田　朋 縄田　志乃

803 稲津　すみれ 稲津　裕司 833 西山　譲 西山　聖

804 猪子　トミ 猪子　敬之介 北海道札幌市 834 西山　結都 西山　麗 西久保保育園

805 入江　健太 入江　将広 835 西山　蘭 西山　陽一 西久保保育園

806 大山　十和 大山　れい子 836 入村　将隆 入村　隆洋

807 小河原　大道 小河原　靖子 837 根本　裕大 根本　裕行 ニューバランス

808 海浪　礼 海浪　麻由美 稲門合気道会 838 根本　裕里香 根本　美野里 ニューバランス

809 加藤　桃輝 加藤　和美 839 野田　真之介 野田　武尾 チーム野田

810 加藤　柚乃 加藤　めぐみ 840 羽岡　結衣 羽岡　健史

811 川野　瑛太 川野　陽平 841 平松　花純 平松　由紀

812 久原　結月 久原　奈保子 842 広沢　勇人 広沢　祐司

813 甲元　駿介 甲元　雅之 843 藤井　汐音 藤井　敬也 目黒幼稚園

814 小林　優空 小林　身江子 844 藤田　奈瑠 藤田　道隆

815 小松　令奈 小松　春奈 845 藤野　礼 藤野　岳春 昭島台

816 齋藤　祿太郎 齋藤　雄太郎 846 松岡　まや 松岡　一奴 ソックスター

817 佐賀　柚月 佐賀　慎太郎 こばと幼稚園 847 真山　幸 真山　健

818 佐藤　潤 佐藤　雅則 848 丸茂　典弘 丸茂　麻紀子

819 柴田　紗都子 柴田　紀代里 849 三ヶ尻　剛生 三ヶ尻　知弘

820 柴田　紗都子 柴田　一彦 850 水谷　壮佑 水谷　彰宏 早実

821 清水　優里菜 清水　沙織 851 宮原　妃佳里 宮原　里奈

822 高橋　奈央 高橋　忍 枝光会附属幼稚園 852 武藤　壱刀 土屋　恵美子

823 武井　草介 武井　真人 853 桃林　碧 桃林　久美子 Ａ＆Ｗ

824 竹田　櫂 竹田　憲 854 桃林　和花 桃林　勢津子 Ａ＆Ｗ

825 田中　明葵 田中　智恵 855 森藤　碧弓 森藤　雅史

826 道正　朝陽 道正　綾子 856 矢野　陽菜 石引　麻美 合気道部

827 道正　慎太郎 道正　俊明 857 山中　謙宗 山中　修 ファーマシィ薬局

828 富澤　ジャスミン華 富澤　博美 かつしか風の子 858 横山　伶 横山　明徳 研究推進部

829 中島　大祥 中島　祥元 859 吉田　時悠 吉田　恵子

830 中島　有祥 中島　未央 860 吉野　正麒 吉野　寿江


