
= 変更箇所 ※1月6日（日）時点の情報

◆駅伝　学生の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1001 あつお軍団 番匠谷　紘行 大谷　竜太郎 浮津　圭太郎 関　洋香 安部　萌菜美 文化系サークル・団体 A

1002 インターバル大好き！ 旭　洋太 齋藤　優志 野中　万里奈 木村　綾愛 佐藤　光 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1003 大隈公のランナウェイ 真野　裕也 難波　友揮 中西　舞子 森　裕介 荻島　希絃 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1004 紺碧のゲートウェイ 西村　剛輝 大城　優太郎 木下　夏菜 松野　優也 小原　就 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1005 聖学院大 小泉　建人 島﨑　貴悠 渡辺　明日香 久保井　なつみ 高須賀　慶大 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1006 関屋さん 神保　泰俊 甚野　裕明 中村　達也 嶋田　啓 MD OSMAN GONI NAYEEM ゼミ A

1007 早大農業部 井上　寛之 改発　智也 長瀬　健吾 若林　玲 鈴木　大介 ゼミ B

1008 タピオカ 平澤　友華 岡崎　有希奈 久木田　寧音 張　婷雯 張　白鈴 ゼミ B

1009 チームお代官様 鈴木　諒 奥山　克也 佐々木　瞳 足達　美幸 馬込　遼太郎 文化系サークル・団体 B

1010 チーム大佐 堀田　奈那 佐藤　匠 入江　昌樹 石井　颯人 井出本　真 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1011 チームとほ 荒井　百子 絹川　亜美菜 林　元輝 戸田　哲 石田　健太郎 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1012 チーム町奉行 佐藤　文彦 山内　学 松木　育大 前崎　雅代 高山　佳代子 文化系サークル・団体 B

1013 チーム友誠館H16 鍵山　光琉 西井戸　快 阪尾　日南太 長谷川　俊 小林　海斗 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1014 チームラボプラネッツ 鈴木　丈治 西岡　奏 古川　智也 神谷　衛 佐藤　空 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1015 中文 宮林　直輝 海谷　陸斗 染谷　太陽 佐藤　友哉 篠塚　康介 ゼミ C

1016 つむぎ 福原　弘志 緒方　佑亮 熊谷　亮太 鈴木　悠矢 増渕　俊典 文化系サークル・団体 C

1017 TFC　チーム幹事長 小岩　美月 岩崎　直哉 古木　宏典 高橋　明日香 藤原　航大 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1018 T○KIO 加藤　達大 古木　洋輔 鬼山　彩緒利 山脇　遼 荒木　豪 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1019 とこジョグA 萩原　成俊 中沖　悠 臼井　彪 安西　黎 岩井　勇樹 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1020 とこジョグB 三瓶　優人 新藤　優吾 青木　大秀 笠間　亮輔 長田　和輝 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1021 とほほの会 大島　柾志 西村　怜 小野　咲恵 猪口　もも 東郷　孝亮 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1022 日本放送大学駅伝部 太田　梨紗乃 櫻井　琢也 川原　慧佑 小黒　佑真 和田　祥太郎 D

1023 ホテル石川従業員一同 吉岡　大志 吉岡　大河 江口　大聖 三須　龍一郎 石川　裕貴 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1024 まさしーず 田島　史都 渡辺　一太 青木　一史 原　健一郎 大平　達真 ゼミ D

1025 宮島ゼミ26+27期 高島　健人 福本　貴之 木戸　健斗 林　滉人 小林　萌恵 ゼミ E

1026 無線RUN 高尾　紀佳 種子田　裕之 横山　祐太 手島　天 三野　悠大 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1027 リトルべアーズ 立川　尚登 熊切　達哉 末継　達也 川上　開誠 釘本　翔太 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1028 早稲女OC 秋山　美怜 冨永　万由 田中　弥怜 楊　馨逸 山下　桃子 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1029 ワセダサガ 森田　鉄馬 坂本　優人 阿部　翔悟 吉家　風悟 松永　雄樹 文化系サークル・団体 E

1030 東京国際大学 石崎　智大 河野　歩 堤　完一 岩崎　雅広 柴田　凌 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1031 早稲田スポーツ新聞会駅伝部 大島　悠希 池田　有輝 関谷　瑠聖 斉藤　俊幸 岡部　稜 文化系サークル・団体 E

◆駅伝　男子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1101 IRONWILL 夏 内田　健弥 片山　風人 中谷　亮太 小澤　悠 佐野　亮太 A

1102 アカレンガー 川崎　洋史 佐竹　信哉 平井　崇 佐藤　正智 岸　直之 A

1103 ＡＣＣＥＬーＳＢＩ 西仲　柾也 陳　ハンビッ 立花　勇太郎 宮澤　騎宏 紺野　瑛介 ゼミ A

1104 アズマインパクト 東　大智 杉林　智紀 高嶋　良弘 相澤　孝至 細矢　博之 A

1105 EBR坂本塾 坂本　貴亮 新島　啓介 畑添　出樹 星子　裕 木村　創 文化系サークル・団体 A

1106 いきなりポークス 中山　寛貴 神林　佑 荻原　基樹 尾川　雄紀 布施　哲仁 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1107 大畑ゼミ90Aチーム 大川　順一郎 加藤　淳徳 高澤　耕一郎 樋口　央次郎 北原　真人 ゼミ A

1108 ギラギラボーイズ 渡辺　純哉 周東　遼 堀　薫 日比野　晃久 有馬　龍也 稲門会 A

1109 チーム吉村ズ 吉村　一訓 谷川　翔一 佐藤　貴典 平野　真行 大重　康弘 A

1110 59期 武井　康平 池谷　太平 門田　友晟 山田　貴大 渡辺　篤史 文化系サークル・団体 B

1111 3丁目3の8駅伝部 遠藤　康至 小林　靖典 中野　浩一 須田　徹 浅沼　昌平 稲門会 B

1112 SKY　CREWS 木村　昌洋 増山　幸助 神永　翔 天川　隆正 浅田　航輝 B

1113 すごいよマサリー 水越　哲也 田中　泰生 岩丸　大二郎 野津　勝也 山下　将 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1114 走攻酒２ 茂木　智 瀬川　貴之 片山　真平 沖山　徹 水戸　直人 文化系サークル・団体 B

1115 早稲田実業2000 今井　雄太 西村　和朗 長野　裕一 若松　聡 須黒　統貴 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1116 早大走熊会 高橋　和行 扇原　淳 松下　幸平 稲木　隆一 横山　佑 B

1117 早大陸上同好会OB 秋山　貫太 桐山　弘太 須田　学 高橋　悟 佐藤　航 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1118 染谷犬 奥谷　智裕 横田　知之 加藤　洋平 栗原　一徳 武田　直哉 ゼミ B

1119 チーム金閣寺 仁藤　健 富永　峻史 宮田　翔平 丸山　直哉 加藤　一紀 ゼミ C

1120 チームぐっち 石田　洸 藤村　周平 田島　忠明 尾崎　貴宏 林口　隼也 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

第8回早稲田駅伝

駅伝　選手リスト



◆駅伝　男子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1121 チーム走務部2019 阪井　光平 小林　哲平 針本　新也 臼井　猛 坂口　智也 C

1122 調達係 楠元　正直 増田　肇 垂石　佑太郎 兼子　歩 泉田　昌利 C

1123
「シュガー・ラッシュ：オンライン」

大ヒット上映中
池田　憲保 下村　岳男 伊藤　拓未 小嶋　隆一 浅井　健太 文化系サークル・団体 C

1124 TKファンラン 鍬本　大悟 福長　健斗 成富　公亮 伊藤　和也 室岡　毅 C

1125 Delta W 吉川　晋平 坂口　泰洋 市田　紘平 小澤　雄志 小堀　拓朗 文化系サークル・団体 C

1126 天下の早稲田通ります 熊川　竜 関島　学 英　光太郎 渡辺　純哉 堀　薫 稲門会 C

1127 ナポッチェ 流　竜一 櫻井　佑吏 長岩　隆 金田　朋之 松島　和志 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1128 成田ヒホウカン 長谷見　進哉 永留　辰之助 松山　広 鶴田　遼祐 田場　聖 D

1129 成田名物宇治饅頭 山本　容平 宇治　泰輝 浅見　浩 樋口　政彦 有田　哲平 D

1130 日本設計ＲＣ 小坂　幹 盛田　裕貴 浜田　隆司 福田　雅仁 依田　晉一郎 稲門会 D

1131 爆走　辻風 髙野　俊昭 田島　弘樹 江平　博 辻　裕教 貴島　弘俊 D

1132 走り方改革 菅　要平 川北　聖 石飛　勝幸 髙木　徹 元山　伸夫 D

1133 FUNRUN 2.0 酒井　雅史 可部　大輔 海老原　雄二 中村　慎吾 一柳　博之 D

1134 物品管理係 西原　良介 児山　大嗣 大城　昭二郎 佐藤　謙頼 日比野　允彦 D

1135 不動岡OB 遠藤　勇祐 阿部　優人 鈴木　達郎 岡安　崇倫 横須賀　聖太 D

1136 ポークス『黒』 紺野　雄寛 吉村　亮 高橋　健太 船木　仁 山添　祥慶 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1137 ポークス『白』 須藤　啓太 大成　正晃 斉藤　拓哉 菊地　恭平 西世古　弘 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1138 丸B 徳井　健次 島津　正孝 平松　佑太 菊地　守 近藤　勇人 E

1139 山田大學競走部 石平　貴浩 赤池　直紀 京　壮一 玉置　貴史 結城　祐 文化系サークル・団体 E

1140 Run&Beers 吉田　匠 広兼　長 脇坂　智宏 鴫村　貴之 宇田川　裕之 文化系サークル・団体 E

1141 早稲ラン走れて幸セダ 佐藤　正一 堀内　弘之 是木　誠 渡邊　雅暁 深野　友裕 E

1150 エームサービス東日本－Ｍ 渡部　吉顕 後藤田　裕人 林　秀治 吉田　健太郎 加藤　晃 E

1151 エームサービス関連－Ｂ 高橋　和樹 嶋田　優 福島　涼平 河野　友作 吉岡　一輝 E

1152 エームサービスＲＳ－Ｂ 藤田　裕万 大野　悟 四宮　健 後藤　成敬 河野　達徳 E

1153 エームサービスＲＳ－Ｃ 長崎　優 村上　幸一 深渡瀬　敦史 飯面　克也 櫻井　康平 E

1154 エームサービスＲＳ－Ｄ 鈴木　弘人 安江　尚晃 小川　晃平 河内　伸彦 稲田　康幹 E

1155 エームサービス塩豚会・営業－Ａ 高瀬　崚馬 矢崎　織 村上　和明 鈴木　貴音 和田　尚嗣 E

1156 エームサービス本社－Ｃ 河野　奨平 宮澤　廣平 渡邊　太佳生 荒田　俊 早川　聡 E

◆駅伝　女子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1201 EBR坂本塾(女子) 犬塚　怜奈 安田　千織 安田　千紘 久門　律子 坂本　杏子 文化系サークル・団体 A

1202 OBC 岡澤　佳奈 藤屋　華織 飯田　真莉枝 小林　美和 生天目　裕子 A

1203 さいたま市陸協女子 白井　久美子 桶田　香菜 前田　ゆかり 安田　百花 篠原　ふみ 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1204 チーム織田 大前　千晶 柿本　恵理 西川　ヒカル 佐藤　夏実 本山　桃子 B

1205 編隊ワセジョの会 丹治　泰子 朔　陽子 伊貝　美穂 舘　礼子 小竹　亜古 フォーエバーヤング C

1206 RunRevo DD 秋元　あやか 高柳　明子 高橋　倫子 佐久間　敦子 横山　いつき 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1207 早稲田KazNU選抜 ベイセンバイ　ゼレ 萩野　美鈴 ユスポヴァ　ローザ 勝眞　瞳 宮嶋　かおり ゼミ D

1210 エームサービス東日本－Ｄ 山谷　美里 風間　彩雅 野口　幸奈 岸田　理奈 蜂谷　雪乃 E

◆駅伝　男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

5001 アーリーバード 磯野　正紀 各務　彰紘 楊　スヒョン 田中　裕里 菊池　良輔 A

5002 IRONWILL 泉 服部　優 角田　直哉 小泉　祐子 田所　政毅 長井　陸利 A

5003 IRONWILL 島 川尻　将大 西本　知起 三宅　由希子 千田　光治 島　貴彬 A

5004 あげぽよ 前田　博瑛 伊藤　智則 泉　友果子 谷口　純平 青井　雄佑 文化系サークル・団体 A

5005 ＆blue 三上　琢矢 蓮尾　亮 竹内　和也 市原　ひとみ 渡邊　聖二 文化系サークル・団体 A

5006 イケイケじぇじぇじぇ 鈴木　純一 池田　麻衣 石渡　翔太 高橋　研一 藤岡　教忠 文化系サークル・団体 A

5007 泉AC 吉井　浩二 上田　恭平 舘川　知弥 左近充　恵莉 泉　知陽 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5008 WYSH チームB 黒澤　岳彦 川内　崇史 安田　季世 久保　陽平 北垣　博章 文化系サークル・団体 A

5009 うっちとゆかいな仲間 内山　智之 渡邊　一矩 一見　明子 石田　拓哉 宮城　琢 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5010 HKK 飯田　範行 松谷　隆臣 細川　諒一 本吉　広和 本吉　千尋 文化系サークル・団体 A

5011 APS 岡田　有平 武部　大 齊藤　健太 藤川　真王 吉鷹　香菜 A

5012 SOK 多摩 坂本　健 奥　義光 宮内　雅子 吉田　めぐみ 鷹野　伊佐夫 A

5013 NCNPクラシック 板東　杏太 塚本　忠 花井　亜紀子 加藤　太郎 寄本　恵輔 稲門会 A

5014 NCNPヤング 轟　大輔 轟　恭子 有明　陽佑 船橋　貴政 安田　有佑 稲門会 A

5015 ◆ＦＢＳ@ＲＵＮ１ 田中　克晶 吉田　央 田口　かほる 石橋　正裕 堀川　貴之 A

5016 ◆ＦＢＳ@ＲＵＮ２ 唐　暁寧 小松　啓介 疋田　信治 館農　杏奈 安達　真人 A

5017 ◆ＦＢＳ@ＲＵＮ３ 菅沼　和仁 橋本　玲 岡本　悦弘 上村　慶太郎 吉田　佳苗 A

5018 ◆ＦＢＳ@ＲＵＮ４ 筒井　慶枝 山崎　晋一 上坂　博子 玉熊　将大 鈴木　哲 A

5019 MPG 川越　慎也 大桃　寛生 天野　博之 高塚　秋実 山田　隆寛 A

5020 LM推進連マラソン２ 白井　亨 小椋　寛貴 渡部　恵子 田中　栄志 小林　伸行 体育会、スポーツ系サークル・団体 A



◆駅伝　男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

5021 応援部OB有志　月組 桐生　和郎 望月　浩生 横山　あかし 野崎　修 秋沢　淳雄 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5022 応援部OB有志　花組 加川　大樹 柳澤　遼輝 加川　美由紀 岡田　哲郎 中嶋　邦夫 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5023 お先にどじょうA 片桐　啓 吉川　弘一 加藤　義昭 大重　晶子 板橋　史宣 A

5024 お先にどじょうB 金田　智実 佐藤　和範 金井　正 岡野　美代子 高橋　昂希 A

5025 お上りさん 小川　航 清水　裕貴 田中　克明 森　敦美 岡田　雄太 A

5026 おろち 澤田　悠 坂本　唯真 深澤　有貴 長谷　紘明 深澤　健一 B

5027 はぎ～とゆかいな仲間 一見　日出志 萩原　徹 今村　れい子 横山　卓央 石田　治彦 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5028 かほりん&ゆっきーな 清水　研三 小山　逸平 山下　由紀菜 山下　普之 中村　香穂 B

5029 カラーズランナーズ 南島　康一 塔春　智美 庄司　晃 井上　京 松岡　美希 文化系サークル・団体 B

5030 華麗なる一族 万俵　鉄平 万俵　大介 万俵　寧子 万俵　敬介 将　軍 B

5031 管区連選抜 大柿　富央 宮崎　文宏 宮西　真央 黒川　裕香 川上　晃平 B

5032 97TRC 中山　幸治 岩本　健太郎 池田　礼未 萩野　暁 辻　大志 稲門会 B

5033 教職員RC 殿岡　秀斗 森本　涼 米　真希子 中尾　紗弓 水野　峻介 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5034 きょうせい楽走 芹川　霧人 小堀　弘樹 岡田　小糸 大橋　哲 山本　宏一 B

5035 ＫＲＣ 佐々木　大輔 浦霧　誠也 宮澤　公孝 伊藤　千恵 宮成　美妃 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5036 気仙沼産戻り鰹 余語　晋之介 牧野　圭佑 根岸　紗友花 若山　修也 大木　薫 文化系サークル・団体 B

5037 校友会千葉県支部B 千田　武弘 上原　広嗣 中村　直人 柳　毅一郎 平山　公子 稲門会 B

5038 坂戸市陸協 柳原　真人 佐藤　仁美 根元　香苗 中村　佑哉 馬橋　陽太 B

5039 CSR稲門会チームY 篠原　ゆり子 泉　沙織 中村　雅則 渡辺　誓子 松井　英章 稲門会 B

5040 JRS1 坂田　元嗣 和田　篤 土橋　麻由 寺岡　洋一 相原　開 B

5041 JRS2 伊島　達也 新井　祐一 高橋　岳志 田中　意子 荒井　隆行 B

5042 JRS3 佐藤　勇気 深澤　和成 荒井　賢一 間宮　孝佳 岩岡　睦生 B

5043 JSOLチームA 津田　祐輝 市野　博 山本　倫芳 那須　翔一 弓場　真 B

5044 JSOLチームB 嶋崎　哲 内藤　昌宗 坂井　寛樹 滝本　道子 長谷川　敦司 B

5045 自然環境調査室 大槻　正遼 山崎　茂治 古野　明日香 金子　純也 鈴木　朝靖 ゼミ B

5046 社学稲門会B 岩津　裕樹 滝野　遥 高橋　恵子 南雲　靖夫 山田　裕才 稲門会 B

5047 社学稲門会Ｃ 井上　功 吉田　直人 小倉　豪太郎 小梛　知彦 山野　千鶴子 稲門会 B

5048 SILS 第一期生 鳥山　夏子 笹田　裕介 山崎　愛美 外山　かおり 木村　友紀 B

5049 信越駅伝部1 岩田　弘行 大岡　孝宏 忰田　亮太 佐久間　雄大 遠藤　祐里 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5050 信越駅伝部2 吉武　英亮 三澤　秀樹 青山　善樹 藤田　綾香 中村　洋一 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5051 正統館 旋 小林　真由 木勢　茉莉 足立　拓也 福田　史来 平原　直人 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5052 セゾン2000 堤　庸之 玉木　智彦 大井　和樹 加辺　祐樹 加辺　奈穂美 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5053 Ｚ会 ＧＭＯ37 桑室　泰享 松村　篤 御子柴　花歩 倉地　真梨 五明　通任 C

5054 Ｚ会 四半世紀 関　悠祐 齊藤　樹 三田　友可里 新井　遥香 辻　崇広 C

5055 Ｚ会 常勝(上昇)軍団 磯田　美奈子 菅　亮一 中島　貴之 田中　彩佳 中谷　祐介 C

5056 Ｚ会 タテカンは文化 鳥越　賢 菱田　康太郎 鳥越　可織 三木　浩之 松浦　弘和 C

5057 Ｚ会 都の西北 中村　公映 皆木　雄太郎 小池　亜由美 小海　洋昭 久保田　信之 C

5058 走攻酒 1 坂本　洋二 福澤　史郎 大島　昴 飯島　加奈子 村松　暁 文化系サークル・団体 C

5059 走テラス 大髙　悟 浦野　公登 吉川　静香 阿部　晴美 樽井　勉 C

5060 高尾山 樽茶　好彦 加藤　裕 雪田　和歌子 柏嶋　始 李　成薫 ゼミ C

5061 Wのキセキyoung 安田　栄基 仲田　太重 尾作　亜理紗 坂元　美緒 久保田　旬平 C

5062 ちーむ・をーつか 柿島　亮祐 中島　武尊 下口　直美 鎌田　祐輔 大塚　章洋 文化系サークル・団体 C

5063 チームＨ 千原　光一 梅川　修三 半澤　二喜 服部　ゆき 服部　貴義 C

5064 チームＨ2 内田　寛昭 石井　昌美 若林　森彦 若林　琴美 横溝　裕子 C

5065 チームＨ3 林　康夫 大堀　滋子 千原　一輝 山脇　耕太 見廣　綾 C

5066 チームＨ4 中尾　宏一郎 大谷　格司 小西　真夫 高橋　美子 見広　綾 C

5067 TEAM FSH 西森　康 荒谷　昌史 山田　高志 横山　康子 北川　宏治 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5068 チーム杉きゃん 地田　圭太 相澤　一成 松本　沙織 池浦　慧 深作　智行 稲門会 C

5069 チームSLIL 金子　和央 辻田　誠児 高橋　史郎 辻　まりえ 髙島　有生 C

5070 Team正木 亀谷　誠一郎 斉田　智彦 本庄　宏ニ 伊藤　朋 正木　花奈 C

5071 チーム都 中村　かおり 石垣　しょうへい 古宮　ひさえ 田中　ちえ 植木　このみ 文化系サークル・団体 C

5072 TSK1 真下　哲 高田　聖基 貞本　陽子 田中　定俊 古川　公平 C

5073 TSK2 中村　大輝 近藤　啓二 村田　冴 長友　康平 遠藤　慎也 C

5074 ティーサーブA 南陽　隆浩 木下　大地 青木　貴志 橘川　有彌 須郷　瑞季 C

5075 ティーサーブB 橋本　琢磨 青木　宗寛 中原　大輔 矢島　純 佐々木　いずみ C

5076 DCコミック出身 中島　克基 林　太地 角田　美友 稲村　周平 酒井　貴之 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5077 戸口太田塾 森　徹 山岸　龍文 松枝　里佳 坂元　宏豊 戸口　孝治 D

5078 とこじむ2019 田中　真太郎 上野　雅之 田中　友直 渡邉　みずき 菅　勇希 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5079 とこじむ2019B 岡崎　悠太 新井　亮子 三村　知子 遠藤　淳 堀　修平 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5080 ナポレオンズA 福与　有紀 立岩　護啓 井上　由起子 井上　俊彦 橋本　貴志 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5081 ナポレオンズB 上片平　亮 中川　佳介 齋藤　謙一 鈴木　友里乃 中島　武尊 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5082 NEO駅伝部ターザン 大塚　ひろみ 川瀬　敦雄 田中　由香里 益川　侑子 山本　泰子 体育会、スポーツ系サークル・団体 D



◆駅伝　男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

5083 NextStageA 宮島　開 新井　達己 滝吉　晶子 宮島　全 品川　奈音 文化系サークル・団体 D

5084 NextStageB 鴫原　佳 酒井　優一 清水　悠 工藤　春香 奈須　泰右 文化系サークル・団体 D

5085 NextStageC 宮島　桜子 福田　為悠能 大塚　美保子 石原　咲 宮島　夏子 文化系サークル・団体 D

5086 は～もに～ず 宮崎　弘樹 吉田　利広 石坂　瞳 道面　正朋 三上　伸之 D

5087 麦走会 宮原　正行 松田　絵里 井上　昌樹 児玉　知子 石井　淳 D

5088 走れメロン 米山　直樹 佐藤　友治 吉田　恵子 加藤木　澄子 木山　円香 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5089 長谷川BC 長谷川　秀壽 菊地　大輔 星　絵梨奈 西本　有希 椎谷　真理子 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5090 チームWedding 川島　巧 橋本　敦 上田　菜央 川島　真穂 岩垣　穂大 稲門会 D

5091 ブルーキャット 木原　亨企 篠川　紗希子 篠川　眞由美 西島　華 平山　未来 D

5092 ぶんズA 関　朋春 黒澤　遥 浅井　結花 今村　雄人 森井　舞 D

5093 ぶんズB 堀内　陽介 岡本　宗之 斉藤　麻里恵 山本　唯 泉　裕太 D

5094 ホウリス君ふくはら君 唐澤　英城 横倉　豪紀 外山　佳奈 前田　昌己 福原　道雄 D

5095 法令外国語ＹＡＫＵ マーシャル　イケダ ロス　クック 山出　麻未 本池　宰太郎 三津　ソラナ D

5096 ホカンOB 澤山　進 畠山　敬久 秋山　桃子 佐藤　勇輔 波田野　洋介 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5097 ほかん大都会 西　恭平 酒井　琢人 政本　浩幸 北島　佳奈 小林　未来 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5098 ほかんまとも 古城　大 成瀬　萌香 保坂　芳美 下田　武 鴇田　奈々 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5099 ほかんまんぷく 池田　空 藤村　美里 新澤　紗希 淺沼　みのり 荒木　遼汰 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5100 ほかんわっしょい 根本　雄平 越原　大賀 鳥越　健吾 粟飯原　隆司 栗原　唯 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5101 ホノルルで走りたい！ 小俣　俊之 南　雅美 三浦　恭子 上田　紗菜恵 斉藤　麻里 E

5102 丸A 坂倉　大 橘　雅門 村重　久美子 松本　剛毅 清水　義仁 E

5103 山田RC 細谷　博志 山田　拓 花岡　薫 大矢　貴之 大熊　康訓 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

5104 予算部屋！ 大重　康弘 松谷　憲一 近藤　里衣 山木　慎也 黒岩　亮介 E

5105 RUN PANDA! 石川　竜慈 津端　信子 阿部　ちひろ 竹谷　美和 森岡　宜子 E

5106 RunRevoBW 宮澤　奈央 岩壁　茂 井手　陽子 諏訪　和美 大橋　節子 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

5107 レコダイブ 中山　博登 邨井　哲也 河崎　康介 貞本　綾子 式場　はるか E

5108 レッツゴーカワムー 寺田　晃太朗 吉田　慎之介 鈴木　優里菜 上林　思瑶 川村　一志 E

5109 渡辺SC 笹川　英之 渡辺　佳祐 有江　美友紀 岡部　早希 又川　剛志 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

5120 ももももこRC 西方　猛 金田　淳志 中園　真理亜 青木　萌々子 小林　優史 E

5121 エームサービス関連－Ａ 米長　佳成子 齋藤　祐一 太田　優美 倉重　剛 佐々木　裕 E

5122 エームサービス関連－Ｃ 坂井　建太 坪井　瑞樹 宮崎　至 榊森　梨紗 森永　晋平 E

5123 エームサービス東日本－Ｂ 松木　亮輔 牧田　健汰 荻野　芳樹 野上　宏治 樋渡　麻美 E

5124 エームサービス東日本－Ｃ 橘　彩華 菊川　智仁 後藤　徹 植村　真理子 本間　知子 E

5125 エームサービス東日本－Ｅ 亀山　義麿 小川　翔 渡辺　彩花 安田　恵里子 佐藤　健 E

5126 エームサービス東日本－Ｆ 鍋島　怜花 杉山　康介 佐藤　美奈 近藤　由美 竹本　千佳子 E

5127 エームサービス東日本－Ｇ 小川　優人 久保　拓也 三輪　閑香 高橋　士規 市川　雄三 E

5128 エームサービス東日本－Ｈ 武川　麻衣 天羽　彩佳 佐々木　叶惠 小峰　大輔 桑名　慎一郎 E

5129 エームサービス東日本－Ｉ 津村　太郎 北村　昂輔 野々山　志穂 鈴木　教郎 岸田　浩明 E

5130 エームサービス東日本－Ｊ 大野　友莉 緑川　結香 森　美典 須藤　基邦 艫居　香織 E

5131 エームサービス東日本－Ｋ 小島　匡史 松本　成美 山本　奈々彩 神田　莉世 岡田　良人 E

5132 エームサービス東日本－Ｌ 川畑　裕 犬塚　裕樹 弥富　茉莉子 坂本　優 佐藤　二郎 E

5133 エームサービス西日本－Ａ 長尾　和奈 松本　光恵 小野　正人 今谷　圭吾 片岡　優樹 E

5134 エームサービス西日本－Ｂ 境　佑一郎 白井　さくら 家永　寛之 広田　祐穂 政屋　浩司 E

5135 エームサービス野球部 印藤　駿平 後藤　靖 佐藤　麻耶 繁田　将行 小島　貴夏行 E

5136 エームサービス本社－B 行場　忠宏 大内　雄貴 石井　大介 林　由佳子 宮田　佳泉 E

◆駅伝　over35･男子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1601 1993チームオノ 小野　京介 二見　大志 工藤　雅樹 原田　幸弘 松井　良成 稲門会 A

1602 エイジングポークス 石西　亮太郎 水田　徹 清水　徹 木村　洋平 角田　大 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1603 LM推進連マラソン１ 有賀　正義 西川　裕也 佐藤　真和 黒川　勝 山中　啓之 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1604 オーストラリアンＡ 大嶺　優 武井　康浩 森下　泰幸 林　恒弘 田中　誠司 フォーエバーヤング A

1605 オーストラリアンＢ 内田　祐一 相馬　伸一郎 高倉　俊郎 小川　哲也 東條　誠 フォーエバーヤング A

1606 オオバGoGo 大塲　亮太郎 名倉　俊一 桂　大輔 大西　忠広 櫻庭　伸宏 フォーエバーヤング A

1607 大畑ゼミ90Bチーム 橋本　東光雄 坂田　剛 市川　宏 加藤　聖文 鳥羽　直樹 ゼミ A

1608 学院32期3D 菅野　和男 加藤　毅 渡辺　潤 中原　良 高瀬　博 フォーエバーヤング A

1609 勝ちに行く８度目 岩佐　泰志 轟　康史 石井　良明 伊澤　毅洋 大津　勝俊 フォーエバーヤング A

1610 鬼子母神興業２０１９ 遠藤　陽一 後藤　広幸 宮澤　徹 廿枝　幹夫 矢島　孝幸 フォーエバーヤング A

1611 ＫＭ 小林　隼人 奥村　寿行 長野　辰司 森本　宏 大塚　雄毅 B

1612 公研　風神 青木　秀憲 福澤　武文 西川　信一 尾芦　英二 福田　仁 文化系サークル・団体 B

1613 公研　雷神 上田　秀樹 宮沢　保弘 福島　伸介 五十嵐　英樹 稲葉　健太郎 文化系サークル・団体 B

1614 54ラン会スーパー 番平　均 木田　加夫利 藤井　達也 住吉　環 村田　明夫 フォーエバーヤング B

1615 小料理さくらい 谷村　博行 佐藤　博芳 堀川　哲也 南澤　聡 長田　義光 B



◆駅伝　over35･男子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1616 汐入ランナーズ 小林　宏浩 識名　弘和 柳田　俊樹 森田　易味 建藤　トモユキ B

1617 地酒さくらい 石橋　剛 恩塚　仁志 淡路　松男 達林　高広 櫻井　達也 B

1618 芝陸上部93卒 島田　健一郎 森　知樹 寺尾　芳樹 杉本　斉 久保寺　雄一 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1619 遵法会 碓井　誠一 絹谷　武 坂倉　実 志村　直樹 今成　慎一 文化系サークル・団体 B

1620 早合OB駅伝部 森田　晃弘 堀　賢治 小川　芳幸 山田　智之 長野　吉春 文化系サークル・団体 B

1621 早稲田実業1999 平岡　謙亮 高松　佑 本間　圭介 小林　岳人 柳　恒平 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1622 早実1995 新谷　仁 瓜生　俊太郎 秋葉　裕輔 作田　健太郎 及川　明宣 C

1623 早実1983 守屋　丈昭 渡辺　哲朗 井上　功 大場　正人 水谷　彰宏 フォーエバーヤング C

1624 早実初等部2-1パパ 下村　誠治 田中　翔 丸山　晃 金澤　祥貴 平野　圭吾 C

1625 早実初等部父母の会 稲木　俊成 馬場内　大造 平井　誠一 宮崎　一秀 山畑　和巳 C

1626 早大NBC 鹿嶋　佑介 青木　竜司 山下　将司 高野　稔 古川　真 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1627 Wのキセキ 宇佐美　治 近藤　健 加藤　大輔 加野　俊明 齋藤　雅 C

1628 だるま大学 宮島　大輔 大西　鉄平 庄司　智広 佐藤　慶一 金井　悠二 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1629 ちーむ・かもはら 太田　球道 長谷川　哲 梅田　亮 藤田　英継 蒲原　雄介 文化系サークル・団体 C

1630 Fountain 吉永　俊幸 米田　文彦 傳田　陽一 刑部　仁 道正　俊明 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1631 チームほどほど 山崎　浩美 川島　治英 富澤　英生 丸山　和博 山口　晋一 D

1632 超！脇役！ 宮内　智 西村　章 井出　芳弘 網野　豊 東海林　豊 D

1633 TK-HERO'S 齋藤　隆博 髙　長伯 北嶋　良蔵 北田　祐一 江上　隆紘 D

1634 稲門ランナーズ 松本　健 大島　伸一 山下　徹治 渡邊　隆 山本　明徳 D

1635 のむどIPA 藤田　圭太 宮本　雅文 富士田　覚 豊桑　逸 井上　慎一郎 文化系サークル・団体 D

1636 HI-WIND 柿内　賢 奥村　浩志 松本　淳 落合　考志 小森　敬太 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1637 バチェラー秋月 篠原　孝文 山口　創一 坂田　靖志 中西　孝一 秋月　孝雄 D

1638 パパ走ってビール 小林　幸司 中野　淳太 笠原　卓 河村　康孝 熊井　健 ゼミ D

1639 ファイナンス研究科 佐藤　仁 阿部　学 増山　馨介 桜庭　貴志 芹沢　彰宏 ゼミ D

1640 マイコン塾OB 神長　秀樹 光明　宏之 四村　保志 草野　孝 堀場　琢磨 フォーエバーヤング D

1641 まるまる 高尾　尚寛 橋本　和彦 平川　一彦 吉見　行正 間部　徹 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1642 宮島ゼミ2期生 村井　和浩 木下　知昭 用正　良太郎 高田　裕弘 村越　信彦 ゼミ E

1643 めとろRC 小野　悟嗣 安室　政司 川村　史朗 川満　雄貴 上田　祐大 E

1644 六華RUNNERS 成瀬　拓也 望月　善雄 岩切　信泰 千葉　寛之 寺澤　武則 文化系サークル・団体 E

1645 WCK 永島　偉行 北森　浩 前原　保彦 萩原　一彦 田代　重彦 フォーエバーヤング E

1646 ワセダJFCパパ 高橋　裕里 浜本　隆之 浅井　俊彦 山下　耕司 新見　克彦 E

1647 W1988s 寺田　修 遠藤　芳博 阪　英樹 須貝　悌一 魚島　健 稲門会 E

1648 早稲田ペヤング愛好会 田原　伸恭 炭田　義尚 町田　智一 浦井　建司 趙　時煕 文化系サークル・団体 E

1650 エームサービス東日本－Ａ 礒川　浩明 栗原　洋 坂巻　義久 大竹　正敏 水沢　達人 E

1651 エームサービスＲＳ－Ａ 福井　浩之 野村　来海 石田　貴幸 宮内　孝一 金田　勝寿 E

1652 エームサービス本社－Ａ 久松　博和 落合　大祐 澤田　眞治郎 春日　孝夫 馬渡　優 フォーエバーヤング E

◆駅伝　over35･男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1701 アナ研新橋オヤジ飲み 高野　亮 赤坂　優樹 山田　忠 比賀　雄樹 比賀　美樹 文化系サークル・団体 A

1702 アンチエイジング 向井　滋 陳　永盛 信野　伸子 満留谷　洋子 江夏　志門 A

1703 e-school紺 前田　典子 田口　裕也 荒川　明美 横山　えみ 田中　理恵子 A

1704 e-school碧 桑波田　温士 村上　匡則 野澤　和世 新井　政子 川島　吉博 A

1705 1990年次稲門会A 藤井　克之 村木　隆 土屋　雅代 大谷　政明 大島　修 フォーエバーヤング A

1706 1990年次稲門会B 小林　俊史 森田　吉則 矢部　真名 佐藤　俊彦 亀井　裕子 フォーエバーヤング A

1707 1990年次稲門会C 井戸川　等 菊田　仁 橋口　晶子 大石　哲也 佐野　雄一郎 フォーエバーヤング A

1708 1990年次稲門会D 日根　靖子 内本　久嗣 常山　あかね 中村　元哉 川田　義夫 フォーエバーヤング A

1709 いぶりがっこ 下間　久美子 佐藤　直志 井川　博文 西川　英佑 梅津　章子 文化系サークル・団体 A

1710 WYSH チームA 片谷　聖 西平　賀州 片谷　幸江 松田　奈央 松田　利仁亜 文化系サークル・団体 A

1711 SMBAE花の1期生 鈴木　孝徳 七理　誉晃 髙須　健介 藤野　真由美 大森　春恵 稲門会 A

1712 お先にどうぞ2018 三枝　有美 清水　徹 田野入　公仁子 今井　真美 加山　紀子 A

1713 おっ！脱臼？ 今田　淳一 犬塚　裕美 山川　隆信 阿部　耕平 高柳　まりえ A

1714 カタツムリ陸上部 佐宗　泉 初谷　彰朗 池田　和代 山田　恵子 樋口　良太 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1715 カタツムリ陸上部２ 伊藤　由紀子 外丸　太郎 岡村　泰雄 金子　千尋 横須　義徳 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1716 がっちゃんこ 二井谷　昇 鈴木　裕也 高橋　寿恵 高橋　豊 飯島　直之 ゼミ B

1717 頑張ろう！三原 東　ひづる 土井　基博 本田　功 賀楽　幸恵 中山　隆雄 フォーエバーヤング B

1718 97TRC 松浦　洋佳 今川　俊彦 蒲　重篤 伊藤　寿孝 平沢　貴広 稲門会 B

1719 校友会千葉県支部A 軸屋　圭司 清水　健介 小野　高志 清水　亮 清水　聡子 稲門会 B

1720 国際法島田ゼミ９２ 松村　俊 山本　充宏 木戸　哲 高田　由紀 町井　直美 ゼミ B

1721 54ラン会クラシック 松原　雅明 遠藤　弘文 櫻井　直子 系野　力 荻野　卓人 フォーエバーヤング B

1722 54ラン会プレミアム 大橋　修 日比野　悦久 中村　敏明 西村　弘美 岡野　勝 フォーエバーヤング B

1723 ご褒美ビール 小出　裕 加納　義弘 渡辺　浩美 井上　憲一 Estranero Leonard 体育会、スポーツ系サークル・団体 B



◆駅伝　over35･男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1724 CSR稲門会チームＶ 猪又　陽一 篠　健司 徳永　朗子 若林　秀樹 神田　有沙 稲門会 B

1725 CYJ走ろう会 全　英守 星　邦彦 松島　淳 吉田　雅子 齋藤　武志 B

1726 社学稲門会A 坪田　知広 新谷　俊樹 甘利　知子 副島　亮 西宮　正明 稲門会 B

1727 シャモアイチャン 大盛　基之 吉澤　重志 鮎川　志津子 堀　芳郎 筒井　愛子 フォーエバーヤング C

1728 商学部24組 宮下　堅一郎 高橋　輝晃 藤井　直人 須崎　智子 西村　健一 C

1729 すごいスイマーズ 毛受　義男 妹尾　信一 中村　旭 久米　直子 高橋　清美 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1730 すごいランナーズ 山田　雪乃 山口　俊宗 佐々木　英樹 西川　龍一 川浪　真詞 フォーエバーヤング C

1731 スコール駅伝部 太田　一朗 冨田　裕亮 山野　由紀 斉木　博子 安倍　功 フォーエバーヤング C

1732 正統館 捻 星野　菜穂子 並木　將志 奥山　安雪 貴島　啓文 藤原　政嗣 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1733 早大陸同＋山片魂 阿部　和也 盛井　恒男 市川　信行 桂　三郎 佐久間　礼子 フォーエバーヤング C

1734 旅の会　狂騒部 田邊　陽一郎 伊藤　幹春 池津　克尋 福元　美紀 山口　智 フォーエバーヤング C

1735 WAK40's 加藤　暁 岸田　剛 舟津　宜史 是沢　聡子 佐藤　真奈美 文化系サークル・団体 C

1736 wssAチーム 石川　博崇 石橋　弘章 荒木　秀 安藤　真克 小口　志津子 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1737 wssB 鳴尾　貴行 本島　淳ニ 高橋　恵美 小林　浩人 生方　宏之 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1738 チームWOX 櫻井　要 飯島　伸博 松本　高明 久喜　政徳 内田　裕子 C

1739 チームFSA93 木原　篤 片桐　友和 鳴海　亜紀子 河原　毅 寺嶋　学 文化系サークル・団体 C

1740 チーム黒目川 加瀬　昌之 古城　英俊 今野　一男 平田　明之 伊藤　幸子 稲門会 D

1741 チーム黄門さま 川添　一郎 津野　千枝 相木　正幸 山下　尋樹 仙石　義夫 文化系サークル・団体 D

1742 チーム寿花 栗山　聡 小濱　靖典 笹原　和子 佐藤　剛 饗場　崇夫 フォーエバーヤング D

1743 チーム白子川 富岡　宏修 森田　和憲 伊藤　貞子 荻原　健 塚原　菜穂子 稲門会 D

1744 チーム知能 永井　孝治 内野　宗揮 佐藤　晶子 甲元　雅之 久保　裕司 文化系サークル・団体 D

1745 チームZUKA 竹中　理比古 石川　知男 楠元　友紀 谷田部　啓一 石塚　悟 D

1746 チーム走れま１０ 遠山　厚 笹渕　潤一 小松　京子 永井　彩子 坂井　研介 D

1747 Team800 小林　秀史 岡田　綾 鈴木　良則 近藤　健 羽岡　健史 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1748 チーム柳瀬川 秋浦　良子 鴨田　譲 山岸　逸郎 石田　良二 伊藤　博 稲門会 D

1749 TOUSO 白山　靖 奥津　健司 富樫　素子 岡田　真理子 上野　裕美 D

1750 Noir28 植村　敦 橋本　大祐 大河原　幸 星野　美穂 奥山　尚 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1751 83会ランランチーム 川北　好伸 久保　孝也 佐藤　順子 安原　しのぶ 大竹　正之 フォーエバーヤング D

1752 83会ルンルンチーム 金田　裕美子 新井　寛久 上田　晶美 嶋崎　淳子 谷口　浩司 フォーエバーヤング D

1753 １９８７年次駅伝部A 渡辺　和雄 惣野　正久 石井　万里栄 黒沢　資到 大友　啓生 稲門会 E

1754 １９８７年次駅伝部１ 山内　賢司 安藤　博史 山平　正臣 政次　恵子 佐久間　幸也 稲門会 E

1755 １９８７年次駅伝部ＳＰ 森下　薫 本城　直樹 折原　圭太 青山　明子 佐々木　薫 稲門会 E

1756 Fireworks 藤井　瞳 三宅　咲恵 村山　麻衣子 河野　真帆 小山　晶子 文化系サークル・団体 E

1757 マイルストーン橙組 開内　くみ子 片岡　勇 飯島　未来 矢作　美佳子 林　研吉郎 文化系サークル・団体 E

1758 マイルストーン桃組 小柳　朝子 廣野　未香 井浦　つくし 飯島　亮介 大槻　直史 文化系サークル・団体 E

1759 都大路プロジェクトA 赤羽　恵美 高橋　克徳 田邉　智丈 赤羽　正照 田邉　恭子 フォーエバーヤング E

1760 都大路プロジェクトB 高橋　雅子 大前　進 伊藤　孝信 杉原　正之 杉原　直美 E

1761 名所古蹟研究会 鳥巣　孝之 徳升　直也 路川　さち子 梶原　実 坪井　健二 文化系サークル・団体 E

1762 YORIMOTO 新庄　晶太 津田　雄介 上田　佑子 橘内　恵太 上田　悟志 ゼミ E

1763 RunRevo AS 瀬戸　優 横山　剛 末永　めぐみ 山中　純子 渡辺　元宏 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1764 RunRevo CL 吉田　千裕 松浦　義人 徳田　孝枝 水川　あさみ 堀　しのぶ 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1765 早稲田もんきー駅伝部 鈴木　素子 縄田　直 明石　さと子 成田　晋也 小林　真紀 稲門会 E

1770 エームサービス西日本－Ｃ 奥薗　美代子 水戸　里栄 中野　環 勝本　晃代 宮坂　江里子 E


