
12月15日現在

走行予定日 名　　前 カナ 走行予定日 名　　前 カナ

7月10日 安藤花笑 アンドウカエミ 7月15日 本島光造 モトシマコウゾウ

7月10日 石川さゆり イシカワサユリ 7月16日 浅沼掬吉 アサヌマキクヨシ

7月10日 小川忠吉 オガワタダヨシ 7月16日 浅野啓一 アサノケイイチ

7月10日 鹿沼由理恵 カヌマユリエ 7月16日 植松輝男 ウエマツテルオ

7月10日 窪田満 クボタミツル 7月16日 大澤愿 オオサワスナオ

7月10日 毛塚敬進 ケヅカタカノブ 7月16日 紙屋十磨 カミヤトオマ

7月10日 七野一輝 シチノカズキ 7月16日 岸輝 キシヒカリ

7月10日 髙木里汀 タカギリナ 7月16日 小蔦広美 コツタヒロミ

7月10日 仲川希久 ナカガワキク 7月16日 坪木優果 ツボキユウカ

7月10日 平賀煌士 ヒラガコウシ 7月16日 中村拓美 ナカムラタクミ

7月10日 前岡里奈 マエオカリナ 7月16日 長谷川琉凪 ハセガワルナ

7月10日 三輪一博 ミワカズヒロ 7月16日 松田天空 マツダアンク

7月10日 森山成子 モリヤマナリコ 7月16日 山本璃乙 ヤマモトリオ

7月10日 横田貴洋 ヨコタタカヒロ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  伊藤遼 イトウハルカ

7月11日 赤枝朋嘉 アカエダトモヨシ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  大和田陽翔 オオワダハルト

7月11日 浅野杏樹マリ アサノアンジュマリ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  越智継治郎 オチケイジロウ

7月11日 伊藤俊介 イトウシュンスケ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  掛場佑人 カケバユウト

7月11日 生沼俊佑 オイヌマシュンスケ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  川口大志 カワグチタイシ

7月11日 河井一桜 カワイイチオ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  岸川和広 キシカワカズヒロ

7月11日 小須田一久 コスダイッキュウ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  小針大輝 コバリダイキ

7月11日 齋藤吾朗 サイトウゴロウ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  西川立翼 ニシカワリツ

7月11日 土方愛 ヒジカタメグミ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  西澤丈 ニシザワジョウ

7月11日 福士湊 ﾌｸｼﾐﾅﾄ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  三﨑悠人 ミサキユウト

7月12日 市川治郎 イチカワジロウ 7月17日 鮎川琉生 アユカワルイ

7月12日 榎本幸子 エノモトユキコ 7月17日 岡田大輝 オカダダイキ

7月12日 遠藤良宏 エンドウヨシヒロ 7月17日 狩野舞子 カノウマイコ

7月12日 小林愛佳 コバヤシアイカ 7月17日 川田奈未 カワダナミ

7月12日 小林孝予 コバヤシタカヨ 7月17日 木村真也 キムラシンヤ

7月12日 小林親弘 コバヤシチカヒロ 7月17日 小池則子 コイケノリコ

7月12日 塩野稚子 シオノユカコ 7月17日 小林幸一郎 コバヤシコウイチロウ

7月12日 島崎茉央 シマザキマオ 7月17日 馬場乙嘉 ババオトカ

7月12日 清水勝己 シミズカツミ 7月17日 日比野咲 ヒビノサキ

7月12日 仙石智也 センゴクトモヤ 7月17日 廣江明日香 ヒロエアスカ

7月12日 原京子 ハラキョウコ 7月17日 廣江もみじ ヒロエモミジ

7月12日 武藤裕亮 ﾑﾄｳﾕｳｽｹ 7月17日 広瀬昭彦 ヒロセアキヒコ

7月12日 和食未香 ワジキミカ 7月17日 吉田武 ヨシダタケシ

7月13日 遠藤奈央 エンドウナオ 7月18日 井口哲次郎 イグチテツジロウ

7月13日 大野瞳子 オオノトウコ 7月18日 池永正幸 イケナガマサユキ

7月13日 柿田和江 カキタカズエ 7月18日 稲葉貴子 イナバタカコ

7月13日 金子宙夢 カネコヒロム 7月18日 今井星那 イマイセナ

7月13日 下元香凜 シモモトカリン 7月18日 大串和佳那 オオグシワカナ

7月13日 高山玲渚 タカヤマレイナ 7月18日 大西瞳 オオニシヒトミ

7月13日 中野修 ナカノオサム 7月18日 倉林琴美 クラバヤシコトミ

7月13日 野中洋 ノナカヒロシ 7月18日 中川翔子 ナカガワショウコ

7月13日 水野健太郎 ミズノケンタロウ 7月18日 鳴島沙紀 ナルシマサキ

7月13日 峰岸陽向 ミネギシヒナタ 7月18日 細井愛香 ホソイアイカ

7月13日 元木久 モトキヒサシ 7月18日 松野幹孝 マツノヨシタカ

7月13日 山下洋輔 ﾔﾏｼﾀﾖｳｽｹ 7月18日 吉田稔夫 ヨシダトシオ

7月13日 渡邊寛子 ワタナベヒロコ 7月18日 若山太郎 ワカヤマタロウ

7月14日 有馬佑介 アリマユウスケ 7月19日 江渡くるみ エトクルミ

7月14日 志村けん シムラケン 7月19日 及川美来 オイカワミク

7月14日 空岡祈実 ソラオカイノリ 7月19日 川岸琉生 カワギシルイ

7月14日 築山泰浩 ツキヤマヤスヒロ 7月19日 佐藤英夫 サトウヒデオ

7月14日 土屋礼央 ツチヤレオ 7月19日 佐藤マツイ サトウマツイ

7月14日 平沢保治 ヒラサワヤスジ 7月19日 佐野優子 サノユウコ

7月14日 平田智一 ヒラタトモカズ 7月19日 重田雅敏 シゲタマサトシ

7月14日 比留間千冬 ヒルマチフユ 7月19日 島佳広 シマヨシヒロ

7月14日 前田杏子 マエダキョウコ 7月19日 庄古知久 ショウコトモヒサ

7月14日 マセソン美季 マセソンミキ 7月19日 高田由美 タカダユミ

7月14日 峯岸茜 ミネギシアカネ 7月19日 髙橋功 タカハシイサオ

7月14日 吉田昌子 ヨシダショウコ 7月19日 辻夕香 ツジユカ

7月15日 姉松かつ代 アネマツカツヨ 7月19日 三浦りさ ミウラリサ

7月15日 遠藤りろ エンドウリロ 7月19日 宮澤教子 ミヤザワノリコ

7月15日 大竹爾喜 オオタケニキ 7月19日 村田真帆 ムラタマホ

7月15日 岡崎芳子 オカザキヨシコ 7月19日 持田玲 モチダレイ

7月15日 小畑由利 オバタユリ 7月19日 脇元大樹 ワキモトタイキ

7月15日 小俣大輔 オマタダイスケ 7月20日 鮎澤花音 アユザワカノン

7月15日 金田和也 カネダカズヤ 7月20日 大掛まさ美 オオガケマサミ

7月15日 川本ゆかり カワモトユカリ 7月20日 加藤結大 カトウユウタ

7月15日 サイード横田仁奈 サイードヨコタニナ 7月20日 亀梨和也 カメナシカズヤ

7月15日 早乙女勇一 サオトメユウイチ 7月20日 北野大 キタノマサル

7月15日 中道日翔 ナカミチハルト 7月20日 河野龍之介 コウノリュウノスケ

7月15日 村岡大輔 ムラオカダイスケ 7月20日 小林好仁 ｺﾊﾞﾔｼﾖｼﾋﾄ

※走行予定日ごとに五十音順で掲載しています。

オリンピック聖火ランナー当選者公表リスト（東京都実行委員会分）

　　　　※1　氏名等公表の意思確認等、準備が整った方について公表しています。今後も順次HPにおいて公表します。
　　　　※2　グループランナーについては、全員の意思確認等、準備が整ったグループのみ公表しています。



12月15日現在

オリンピック聖火ランナー当選者公表リスト（東京都実行委員会分）

走行予定日 名　　前 カナ

7月20日 杉山佳帆 ｽｷﾞﾔﾏｶﾎ

7月20日 鈴木花恋 スズキカレン

7月20日 竹宇治聡子 タケウジサトコ

7月20日 田村亜紀 タムラアキ

7月20日 バリージョシュアグリズデイル バリージョシュアグリズデイル

7月20日 深尾優太 フカオユウタ

7月20日 増田宏子 マスダヒロコ

7月20日 渡利真結 ワタリマユイ

7月21日 市岡秀昭 イチオカヒデアキ

7月21日 大上カレン オオウエカレン

7月21日 金子知子 カネコトモコ

7月21日 齋藤恵美子 サイトウエミコ

7月21日 新見啓明 シンミケイメイ

7月21日 髙橋海有 タカハシカイユウ

7月21日 竹内秀哉 タケウチヒデヤ

7月21日 中田悠花 ナカタハルカ

7月21日 福田隆 フクダタカシ

7月21日 藤澤陽子 フジサワヨウコ

7月21日 伯耆原康治 ホウキバラコウジ

7月21日 南敬太 ミナミケイタ

7月21日 文字真惟 モンジマイ

7月21日 山下侑基人 ヤマシタユキト

7月22日 稲生利幸 イノウトシユキ

7月22日 大野青空 オオノソラ

7月22日 沖田眞佐子 オキタマサコ

7月22日 柿下秋男 カキシタアキオ

7月22日 小暮友貴 コグレユウキ

7月22日 渋谷朋希 シブヤトモキ

7月22日 鈴木英明 スズキヒデアキ

7月22日 田巻早菜 タマキサナ

7月22日 中野陽子 ナカノヨウコ

7月22日 西尾智之 ニシオトモユキ

7月22日 増田汐里 マスダシオリ

7月22日 松田撫子 マツダナデシコ

7月22日 三上アミナ ミカミアミナ

7月22日 森紀乃 モリコトノ

7月22日 吉田和可 ヨシダワカ

7月23日 稲冨優美花 イナトミユミカ

7月23日 金井由光 カナイヨシミツ

7月23日 金本兼次郎 カネモトカネジロウ

7月23日 栗本キミ代 クリモトキミヨ

7月23日 坂本昌哩杏 サカモトマリア

7月23日 長谷文彦 ナガタニフミヒコ

7月23日 西川茉悠子 ニシカワマユコ

7月23日 梅井清香 バイキヨカ

7月23日 原辰徳 ハラタツノリ

7月23日 三田春彦 ミタハルヒコ

7月23日 四世 石田不識 ヨンセイ　イシダフシキ

7月24日 岡村享一 オカムラキョウイチ

7月24日 神田隆弘 カンダタカヒロ

7月24日 桑島恵美子 クワジマエミコ

7月24日 堀君吉 ホリキミヨシ

7月24日 三井梨紗子 ミツイリサコ

7月24日 八木陽平 ヤギヨウヘイ

※12月15日現在　200人

　　　　※1　氏名等公表の意思確認等、準備が整った方について公表しています。今後も順次HPにおいて公表します。
　　　　※2　グループランナーについては、全員の意思確認等、準備が整ったグループのみ公表しています。


