
猿沢地域まちづくり協議会

ゼッケン ゼッケン

チーム名 チーム名

区間 氏名 フリガナ 集落 備考 区間 氏名 フリガナ 集落 備考

監督 鈴木　信義 スズキ　ノブヨシ 猿沢 監督 板垣　淳一 イタガキ　ジュンイチ 寺尾

コーチ 小田　光伸 オダ　ミツノブ 猿沢 コーチ 太田　厚生 オオタ　アツミ 桧原

1 髙橋　健 タカハシ　タケシ 猿沢 1 近藤　真咲 コンドウ　マサキ 浜新保 村上一中3年

2 髙橋　歩夢 タカハシ　アユム 猿沢 猿沢小5年 2 髙橋　奈菜 タカハシ　ナナ 猿沢 猿沢小5年

3 鈴木　健次 スズキ　ケンジ 猿沢 3 中山　栞奈 ナカヤマ　カンナ 猿沢 朝日中2年

4 鈴木　優輝 スズキ　ユウキ 猿沢 4 松田　杏奈 マツダ　アンナ 鵜渡路 朝日中3年

5 髙橋　佑吏 タカハシ　ユウリ 猿沢 猿沢小5年 5 太田　有香 オオタ　ミチカ 桧原 猿沢小6年

6 髙橋　大河 タカハシ　タイガ 猿沢 6 加藤　恵梨香 カトウ　エリカ 川部

7 髙橋　裕行 タカハシ　ヒロユキ 猿沢 朝日中2年 7 増子　璃莉香 マスコ　リリカ 板屋越 朝日中1年

8 小田　健人 オダ　ケント 松原町 朝日中1年 8 中山　葉月 ナカヤマ　ハヅキ 猿沢 猿沢小6年

9 鈴木　海澄 スズキ　カイト 猿沢 朝日中1年 9 太田　和可奈 オオタ　ワカナ 桧原

10 髙橋　陽太 タカハシ　ヒナタ 猿沢 村上中等3年 10 太田　暁音 オオタ　アカネ 桧原

補員 髙橋　文哉 タカハシ　フミヤ 猿沢 補員 玉木　憲子 タマキ　ノリコ 宮ノ下

補員 髙橋　直紀 タカハシ　ナオキ 猿沢 補員 小田　優香 オダ　ユウカ 猿沢 猿沢小6年

ゼッケン ゼッケン

チーム名 チーム名

区間 氏名 フリガナ 集落 備考 区間 氏名 フリガナ 集落 備考

監督 増子　誠一 マスコ　セイイチ 板屋越 監督 玉木　善行 タマキ　ヨシユキ 宮ノ下

コーチ 佐藤　俊治 サトウ　トシハル 板屋越 コーチ 室本　良廣 ムロモト　ヨシヒロ 下中島

1 大滝　涼平 オオタキ　リョウヘイ 上野 村上桜高3年 1 小田　篤 オダ　アツシ 寺尾

2 齋藤　隆成 サイトウ　リュウセイ 上野 猿沢小6年 2 板垣　南実 イタガキ　ミナミ 寺尾 朝日中2年

3 大滝　雄斗 オオタキ　ユウト 板屋越 中条高1年 3 佐藤　徳　 サトウ　アツ　 寺尾 朝日中3年

4 佐藤　聡太 サトウ　ソウタ 板屋越 村上桜高3年 4 板垣　達也 イタガキ　タツヤ 寺尾

5 佐藤　俊治 サトウ　トシハル 板屋越 5 玉木　友鷹 タマキ　ユタカ 宮ノ下 猿沢小5年

6 佐藤　大志 サトウ　ダイシ 板屋越 6 玉木　善行 タマキ　ヨシユキ 宮ノ下

7 大滝　美来 オオタキ　ミライ 板屋越 朝日中3年 7 板垣　友也 イタガキ　トモヤ 寺尾 村上高2年

8 増子　雷魁 マスコ　ライキ 板屋越 猿沢小6年 8 佐藤　仁 サトウ　ジン 寺尾 朝日中2年

9 増子　誠一 マスコ　セイイチ 板屋越 9 笠川　浩 カサカワ　ヒロシ 下中島

10 佐藤　力 サトウ　チカラ 板屋越 10 室本　良廣 ムロモト　ヨシヒロ 下中島

補員 太田　雄也 オオタ　ユウヤ 桧原 補員 齋藤　貴樹 サイトウ　タカキ 寺尾

補員 佐藤　紫音 サトウ　シオン 板屋越 猿沢小6年 補員 大滝　正樹 オオタキ　マサキ 宮ノ下

※この資料は、選手区間登録申込書から転記したものです。
※各選手の担当区間については、大会当日に変更になる場合がります。

1区 4.3 km 多目的グラウンド ～ 十川 6区 3.6 km 旧関口診療所前 ～ 北大平バス停前

2区 2.8 km 十川 ～ 朝日音響前 7区 3.0 km 北大平バス停前 ～ 高根雲上橋

3区 3.3 km 朝日音響前 ～ 新屋三叉路 8区 2.9 km 高根雲上橋 ～ 北大平バス停前

4区 3.5 km 新屋三叉路 ～ 朝日みどり小前 9区 3.6 km 北大平バス停前 ～ 旧関口診療所前

5区 2.5 km 朝日みどり小前 ～ 旧関口診療所前 10区 4.8 km 旧関口診療所前 ～ 多目的グラウンド
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猿ザイル 鷹取ＲＣ

■会場／朝日多目的グラウンド（スタート及びゴール）　■時間／スタート：午前10時00分／ゴール：12時00分～13時00分

平成25年11月3日（祝・日）開催
第51回朝日駅伝大会参加選手名簿
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猿沢モンキース 猿沢ＡＫＢ


