
受付順序　 14 15 16 17 18 19

受渡地点　 小田原市境　 上板橋バス停前 小田原市役所前 弘経寺前 印刷局入口 親木橋

走行距離 ２．２．Km　 １．９Km　 １．９Km　 ２．１．Km　 １．６．Km　 １．２．Km　

受渡時間 ８時間２６分 ８時間３８分 ８時間４８分 ８時間５８分 ９時間０９分 ９時間１８分

正走者 平岡　 靖久 中井　　  勤 森谷　 嘉之 下田　 正治 内藤　　  昇 代田　 　 旻

第１副走者 三宅　 次郎 石渡　　  勇 児玉　 進雄 薗部　 良幸 大木　 森衛 石田 　宗一

第２副走者 荻野　 靖夫 湯川　　  旭 川瀬　 忠夫 平野　　  通 鈴木　 　 徹 小村　 　 宏

隋走者 小笠原竜美 鳥居　 孝之 大木　　　勧 長谷川　 稔 田原　　　清 小沢　　　均

〃 斎藤　 政美 瀬戸　 三男 高橋　　　要 浜野　 孝吉 原田　 訓男 石綿　 晃夫

〃 秋山　 修二 川瀬　 智夫 浦井　 雅臣 小酒部吉兼 曾我　 一男 富田　 朝光

〃 三浦　 富夫 一寸木正昭 和久田佳宏 市川　 洋一 栢沼　 行雄 細谷　 研一

〃 津田　　　勲 柴崎　 真志 石渡貫一郎 井上　 好純 竹部　 真吾 足立　　　勲

〃 下村　 三男 太田　 俊之 城所　 善夫 中戸川　 彰 前田　　　勝 木村　 武司

〃 徳田　 孝行 鈴木　 和雄 小泉　 徳由 橋本　　　潤 尾崎　 英明 富田　 敏男

〃 矢沢　 昌美 津田　　　博 相原三規夫 山口　 幸成 添田　 春生 稲毛　 功行

〃 森本　 俊行 分部　 養助 普川　 至大 妹尾　　　優 伊東　　　宏 杉崎　　　公

〃 瀬戸　 照功 大津　　　二 神谷　 昌男 宇佐美敏夫 剣持　 庄一 内野　 力男

〃 二見　 嘉彦 中村　 都三 三堀　 忠司 神羽　 平八 二宮　 敏行 河笠　 次生

〃 鈴木　 雄一 山口　 條平 桜井　　　進 浅倉　　　豊 岩田　 真次 岩本　　　隆

〃 竹井　 義照 中島　 和興 広川　　　明 小林　 正美 中島　 政和 片野　 七夫

〃 鈴木　 弘之 竹沢　 勝利 遠藤　 昭一 香川　 光則 大木　 将美 沢地　 輝一

〃 沢田　 君雄 村山　 利生 里見　 高行 高橋　 久雄 加藤　 昭夫 門松　 忠義

〃 木村　 一士 府川　　　徹 小沢　 弘行 田中　 良治 高橋　 昌三 中村　 泰良

〃 国見　 三男 上原　 良佑 戸桶谷良允 柳川　 清一 吉野　　　清 喜多　 賢治

〃 高橋　　　正 青木　 良治 植村　 健一 田中　 道雄 瀬戸　 寿義 井上　 俊美

〃 井上　 雅博 神田　 英昭 吉田　 信雄 小林　 輝一 小林　 幸雄 鳥居　 茂樹

〃 飯島　　　勝 勝俣　 智夫 名取　　　茂 小林　 信雄 山室　　　裕 加藤　 文康

オリンピック東京大会（昭和３９年）聖火リレー走者一覧

※出典 「小田原のスポーツ史」（昭和４４年２月５日発行）


