
九州豪雨（令和2年7月豪雨）被災者支援（敬省略）

長澤 嘉代子 福岡県 ケーエーナチュラルフーズ 北原 淳子 東京都 舞鶴トレイルラン大会実行委員会（近藤剛） 京都府

近藤 祥子 神奈川県 原田 勝典 熊本県 Trippers 東京都

八重倉 けい子 埼玉県 大谷 久子 兵庫県 池田 亮 千葉県

井関 一郎 兵庫県 間鳥 恭子 神奈川県 吉田 隆一 石川県

NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド 埼玉県 喜多 花野 長野県 根岸 せい子 茨城県

DEFFO 東京都 佐藤 美穂 兵庫県 山崎 芳彦 鹿児島県

渡邊 貴裕 鹿児島県 立川 幸子 山口県 安井 精一 岐阜県

矢野 康行 宮崎県 中村 道子 兵庫県 黒瀬 まゆみ 宮崎県

三浦 務 神奈川県 花山 哲哉 兵庫県 籾井 究 福岡県

白龍湖トレイル（東 徹） 広島県 大伴 耕太郎 神奈川県 森 健治郎（勝手TDT事務局） 神奈川県

田中 沙也佳 鹿児島県 鏑木 毅 東京都 諌山 貴之 香川県

T-mountain 愛媛県 信越五岳トレイルランニングレース（石川 弘樹） 神奈川県 中澤 照樹 神奈川県

澤江 優治 広島県 山本 剛士 鹿児島県 維新ランナーズ 山口県

中村 真紀子 長野県 渡辺 圭太 埼玉県 岡田 麻衣子 兵庫県

大本 孝子 京都府 福成 忠 兵庫県 松岡 光代 福井県

菅野 真理子 奈良県 一水 孝志 東京都 田口 陽子 東京都

川畑 浩大 東京都 株式会社Tomo's Pit 東京都 武田 若水 東京都

石田 万理 埼玉県 世川 佳代 神奈川県 森 綾香 福岡県

外薗 智明 東京都 安藤 初美 千葉県 古賀 浩一 福岡県

中山 輝美 東京都 古川 昭浩 愛知県 神部 直哉 東京都

佐藤 永弘 東京都 川畑 浩大 東京都 遠藤 美紀子 愛知県

吉田 大介 東京都 西山 昭彦 東京都 道祖士 典郎 埼玉県

阿多 智之 東京都 吉田 千紘 神奈川県 和久井 幸佐 栃木県

大網 るみ 東京都 工藤 満美 埼玉県 米澤 徹 神奈川県

武内 和久 神奈川県 長久保 潤子 東京都 小松 敏之 東京都

神 直美 神奈川県 (有)ランブリング 大阪府 吉田 悟 福岡県

齋藤 信雄 大阪府 FRANK&MORRIS  東京 埼玉県 山本 正治 大阪府

柏井 梨江 島根県 山口 有里 兵庫県 宮武 昇司 大阪府

藤田 裕代 奈良県 井上 裕則 山形県 藤井 加容子 東京都

矢野 輝幸 大分県 日本環境設計（高橋） 東京都 越智 信博 兵庫県

福谷 雄人 鹿児島県 永易写真事務所(永易） 東京都 山崎 喜一郎 東京都

前田 佑史 福岡県 川上 和克 東京都 吉原 康弘 佐賀県

熊本 千枝子 大阪府 戸谷 美香 京都府 北 寿一 茨城県

福元 由紀 鹿児島県 清水 孝子 滋賀県 本杉 圭三 神奈川県

隼田 靖宏 福岡県 豊田 直幸 千葉県 小島 俊之 神奈川県

安達 昌弘 宮崎県 下松商工会議所 山口県 株式会社グッドスポーツ 山田 東京都

斉藤 玲子 宮崎県 高橋 聡 神奈川県 有泉 伸一 東京都

広島ランニングステーション Run Tree 広島県 大野 美紀 神奈川県 吉田 茂 兵庫県

山本 秀樹 千葉県 赤城 大輔 神奈川県 奥 敦也 栃木県

木ノ上 春奈 鹿児島県 倉田 浩子 岡山県 佐藤 千広 栃木県

山園 さつき 鹿児島県 石井 直人 千葉県 小菅 一美 群馬県

肥田木 亜希 鹿児島県 飯沼 慶二 東京都 高橋 智樹 東京都

司紙業株式会社 京都府 市川 陽菜 大阪府 栩木 歳子 愛知県

野村 祐介 大阪府 新川 美佐子 京都府 川崎 雄哉 静岡県

和田ランナーズ 宮崎県 田村 妙子 京都府 RUN+TRAIL 新田 東京都

石峠レイクランド 宮崎県 石黒 英之 兵庫県 野木 礼忠 神奈川県

美郷町教育委員会 宮崎県 田中 翔平 京都府 日柴喜 正央 大阪府

板崎 栄治 大阪府 金山 歩 兵庫県 関 直幸 千葉県

池田 靖夫 香川県 堀内 文枝 山梨県 山下 明美 群馬県

堀 友紀 広島県 山本 さつき 和歌山県 黒田 直美 千葉県

菊地 章一 山梨県 レーシング・ザ・プラネット（近藤 さなえ） 埼玉県 伊野 宏子 東京都

上岡 和幸 岡山県 岸 正夫 神奈川県 岩元 健二 鹿児島県

森山 真千子 愛知県 中野 平二 熊本県 岡崎 博行 愛知県

阿部 聖司 大分県 野口 之男 埼玉県 岡崎 あゆみ 山口県

西田 吉治 島根県 吉田 遼 島根県 粕谷 満晴 東京都

越谷 智子 埼玉県 石原 めぐみ 大阪府 藤本 佳子 東京都

梅本 尚 山口県 原田 直之 広島県 太田 毅 愛知県

戸倉 一恵 奈良県 稲寺 宏光 愛知県 水野 万紀 兵庫県

津久井 倫子 大阪府 キノシタ テルオ 千葉県 前田 竜弥 千葉県

株式会社 計測工房 東京都 薗部 英明 茨城県 佐藤 義之 兵庫県

川本 薫 京都府 豊田 静恵 東京都 渡邊 忠 神奈川県

上田 瑠偉 長野県 宮島 真理子 東京都 日本マイクロソフトヘルスケアルーム 東京都

山口 順子 千葉県 仙台泉ヶ岳トレイルラン実行委員会 宮城県 和田 祥子 神奈川県
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渋谷 由美子 千葉県 三輪 ひろみ 鹿児島県 細見 喜世 神奈川県

岩崎 愛知県 伊藤 謙 茨城県 Trippers 東京都

瀧川 順 神奈川県 八木 陽平 東京都 岩重 晋 東京都

福元 由紀 鹿児島県 平 敏治 兵庫県 松本 京子 東京都

杉山 佳世 神奈川県 北園 勇雄 鹿児島県 近藤 美樹 東京都

保坂 英明 埼玉県 トレイルランナーズ（松永 紘明） 新潟県 浦上 孝徳 富山県

久保 和紀 三重県 恒広 光子 福岡県 根本 高臣 神奈川県

KTF　古平 長野県 大滝 満雄 宮城県 松居 和裕 兵庫県

特定非営利活動法人 憩楽クラブかつらぎ 和歌山県 久保 菜穂 山口県 大藪 和男 大阪府

清野 義人 北海道 玉城 満政 神奈川県 アスリートrif事務局 兵庫県

西島 加寿子 滋賀県 川北 史子 京都府 T-mountain 愛媛県

杉本 里栄 広島県 石川 京子 群馬県 福田 英里 東京都

俵 敦子 兵庫県 ウルトラ 愛知県 大平 英嗣 富山県

辻谷 明久 埼玉県 竹島 十三 愛知県 豊田 尚裕 東京都

RUN-WALK Style 大阪府 ブローバルスポーツ 長崎県 重松 貴良 神奈川県

白根 久子 千葉県 江端 信吉（東京ハセツネクラブ） 埼玉県 清野 義人 北海道

猪田 大輔 三重県 森 健治郎（勝手TDT事務局） 神奈川県 山内 千春 大阪府

小室 宏文 東京都 潟 和孝 鹿児島県 八木 学 兵庫県

小谷 進平 東京都 道がまっすぐ 山梨県 三枝 正典 大阪府

川崎 貴博 福岡県 高嶋 正幸 山梨県 大平 智美 愛知県

有限会社 林商店 愛知県 スリーピークス八ヶ岳トレイル一同 山梨県 田嶋 裕子 大阪府

Fun Trails（奥宮 俊祐） 埼玉県 松井 裕美 山梨県 杉山 久美 滋賀県

小野 麻里子 神奈川県 大工原 彰 山梨県 中野 一樹 東京都

中村 利彦 山口県 鈴木 まゆ 山梨県 田沼 京子 千葉県

小倉 奈央子 千葉県 市川 智也 山梨県 須藤 真理子 東京都

福田 一幸 埼玉県 木下 和彦 山梨県 村田 恵 東京都

高橋 幸夫 埼玉県 三浦 健太 山梨県 杉本 みゆき 大阪府

中園 真一郎 福岡県 石原 裕貴 山梨県 蔵重 知子 兵庫県

伊集院 公洋 兵庫県 根津 一史 山梨県 武田 育子 山形県

松本 佐知子 大阪府 加藤 友紀 山梨県 粟田 芳子 埼玉県

橘 兼次、朋子 滋賀県 小林 清史 山梨県 野中 勉 東京都

折野 克己 大分県 小林 佳珠子 山梨県 岡垣 浩志 東京都

柳田 俊介 宮崎県 馬淵 洋志 山梨県 尾村 純一 静岡県

宮田 佳典 長野県 嶋津 信太郎 山梨県 加藤 恭子 兵庫県

鈴木 貴士 福岡県 佐野 和美 山梨県 桐ケ谷 香 神奈川県

片山 聡子 京都府 町田 順市 山梨県 Run boys! Run girls! 東京都

加藤 裕加利 愛知県 佐藤 慎也 山梨県 石井 誠 東京都

岩井 梢 福岡県 浅利 さとみ 山梨県 柴井 あかね 神奈川県

向井 利也 愛知県 宮尾 悠 山梨県 ATC Store 静岡県

田中 幸紀 福岡県 芦沢 聡 山梨県 高橋 正徳 神奈川県

高橋 伸夫 神奈川県 青木 隆 大分県 松岡 正人 東京都

ラン整骨院 兵庫県 サタモラン（ファイテン元気UPプラザ霧島店） 鹿児島県 原 規文 北海道

藤田 靖秀 兵庫県 佐藤 潤 滋賀県 中園 由紀 福岡県

北村 洋子 大阪府 臼間 郁男 兵庫県 宮内 朋子 山口県

山口 勝美 大阪府 斉木 博美 大阪府 松田 久美子 東京都

瀬川 逸子 兵庫県 習田 一郎 兵庫県 田中 陽希 東京都

大久保 和哉 和歌山県 江川 秀徳 兵庫県 天間 美香 東京都

広瀬 和男 島根県 石井 陽子 熊本県 合同会社 BASELAND 神奈川県

太井 治子 大阪府 佐谷 和彦 熊本県 大道 亮 福井県

小山 陽子 兵庫県 郷原 美穂 鹿児島県 ラリーグラス 福岡県

辻 剛一 北海道 成松 紀子 熊本県 甲州アルプスオートルートチャレンジ実行委員会 山梨県

Trippers 東京都 日置 勝之 埼玉県 原 規文 北海道

大嶋 徹也 埼玉県 古館 正輝 岩手県 池田 誠 神奈川県

隼田 優汰（北九州市立小森江西小学校） 福岡県 小原 真澄 東京都 横田 一美 福岡県

原口 しのぶ 鹿児島県 前川 一彦 奈良県 木村 勝利 埼玉県

南條 和広 東京都 宮内 朋子 山口県 長野 美弥子 京都府

倉橋 和範 茨城県 加藤 翼 宮城県 スポーツバー FIORI（松山 勝） 東京都

杉山 晃一 福岡県 杉田 真樹 東京都 ログス（辻） 東京都

ゆるゆるラン一同 富山県 遠藤 和子 神奈川県 ラン整骨院 兵庫県

中西 めぐみ 千葉県 平城 恵利子 福岡県 松下 克子 兵庫県

牛嶋 真理 福岡県 桜井 洋一 兵庫県 森田 明子 兵庫県

大津 剛正 神奈川県 丸紅フットウェア MERRELLスタッフ一同 東京都 桝井 紋子 奈良県

大塚 浩一 栃木県 三浦 光広 愛知県 吉田 嬢子 東京都
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島末 裕 大分県 佐々木 寿江 宮城県 芥田 晃志 静岡県

TOOTC MOTAI 東京都 仲原 剛司 福岡県 浅原かおり 静岡県

立 美英子、マリア 東京都 田尻 幸一郎 福岡県 磯部 良幸 静岡県

小川 菜津子 長野県 ホリ キミコ 福岡県 上野 孝治 静岡県

金光 裕美 京都府 久木田 光立 福岡県 植松 秀則 静岡県

花立 哲哉 兵庫県 宮内 ひとみ 福岡県 梅津 敏之 静岡県

森田 明子 兵庫県 北野 千佳 福岡県 梅津 美香 静岡県

水川 あさみ 東京都 倉 洋明 福岡県 梅原 弘行 静岡県

後藤（ゴールドウィンTNF事業部） 東京都 谷川 洋子 福岡県 遠藤 佳代子 静岡県

石井 寧 埼玉県 横山 光亮 福岡県 遠藤 光広 静岡県

前島 初美 埼玉県 橋本 志津 福岡県 老川 通子 静岡県

今村 純子 東京都 山本 豊 福岡県 落合 英隆 静岡県

山下 和大 東京都 吉行 順一 福岡県 小野 勝弥 静岡県

畠山 亜生 北海道 中村 真理 福岡県 小野 聡子 静岡県

東井 透 北海道 木俣 明子 福岡県 勝又 史博 静岡県

栄花 真理 北海道 木俣 達也 福岡県 菅野 智也 静岡県

小柳 尚子 北海道 河野 研一 福岡県 久保田 直美 静岡県

ショウジ エリコ 北海道 𠮷岡 福岡県 志田秀美 静岡県

中村 清恵 北海道 杉原 剛 福岡県 篠原 一師 静岡県

古謝 孝明 北海道 眞鍋 幸宏 福岡県 杉崎 夕子 静岡県

深浦 誠 北海道 眞鍋 真理子 福岡県 杉谷 奈津子 静岡県

坂本 良典 北海道 井上 智久 福岡県 鈴木 俊親 静岡県

洋子 北海道 髙田 亜樹子 福岡県 相馬 太郎 静岡県

平間 公朗 北海道 村上 元気 福岡県 相馬 真由美 静岡県

近江 聡 北海道 永尾 傑 福岡県 相馬 若葉 静岡県

堀田 亮 北海道 寺西 慶記 福岡県 永嶋 章二 静岡県

藤崎 祐士 北海道 シゲマツ 福岡県 中西 愛 静岡県

久保田 たまも 北海道 本間 雄一 福岡県 野毛 かおる 静岡県

坂井 和之 北海道 緒方 富士子 福岡県 平岩 優子 静岡県

中川 義明 北海道 北川 美幸 福岡県 深澤爾 静岡県

山本 誠 北海道 橋田 明子 福岡県 福田恵里佳 静岡県

日向 直美 北海道 長町 和枝 愛媛県 古橋 智洋 静岡県

片岡 哲郎 北海道 西野 真由佳 愛媛県 南アルプスマウンテンマラソン実行委員会 静岡県

片岡 陽子 北海道 重松 昭二 愛媛県 守野 哲也 静岡県

内藤 北海道 太田 宏臣 愛媛県 レッドフォード 賀代子 静岡県

黒澤 裕之 北海道 大西 正純 愛媛県

田村 文嗣 北海道 西村 万紀 愛媛県

木村 友昭 北海道 西森 裕晃 愛媛県

若狭 達也 北海道 重松 たくえ 愛媛県

細田 幸秀 北海道 中野 雅己 愛媛県

久保 博嗣 北海道 村口 定之 愛媛県

正木 辰明 北海道 佐々木 純伍 愛媛県

宮内 宣夫 北海道 近藤 さをり 愛媛県

破入 正名 北海道 山本 妹奈 愛媛県

高橋 理恵 北海道 田畑 広樹 愛媛県

三好 毅 北海道 塙 暁生 愛媛県

小畠 昌規 北海道 中村 香子 愛媛県

坂元 雄一 北海道 渡辺 真理 東京都

笹森 由美子 北海道

千葉 志保 北海道

島田 直子 北海道

島田 真悟 北海道

坂井 瑞生 北海道

青木 謙介 北海道

反中 祐介 北海道

鈴木 耕治 北海道

長尾 武志 北海道

古川 雅教 北海道

野中 千加子 北海道

河野 竜平 北海道

竹村 かおる 北海道

嶋田 武志 北海道

大泉 壮太郎 北海道


