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リレールート詳細図＜６月３０日（水曜日）＞ 

等々力陸上競技場～武蔵中原駅手前    横浜国際総合競技場前～新矢之根交差点付近 

  

  三ツ沢公園陸上競技場横 

～横浜西口 KN ビル裏 

  金港町交差点付近～横浜市庁舎付近 

  

※地図の再転載禁止 

    変更後 

  変更前 

ゴール地点、ルート一部変更 

ゴール地点変更 

16 

変更なし 

17 

18 19 

スタート地点変更 

出発式会場 
（等々力陸上競技場） 
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タイプライターテキスト
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横浜市庁舎前～万国橋交差点      万国橋北～トヨタレンタカー元町石川町店前 

  

    トヨタレンタカー元町石川町店前 

～マリンタワー前バス停 
      マリンタワー前バス停～横浜赤レンガ倉庫 

  

※地図の再転載禁止 

 
  変更後 

  変更前 

20 21 

ルート一部変更 ルート一部変更 

ゴール地点変更（次のルートに継続） 

スタート地点変更（前のルートから継続） 

ルート一部変更 

22 23 

セレブレーション会場 
（横浜赤レンガ倉庫） 

メガサップを使用した

リレーを行います 



聖火ランナー一覧

（年齢は令和３年３月31日時点、走行日・走行市町別、氏名五十音順、敬称略）

走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月28日 箱根町 加藤　瑛大
かとう えいた

大井町 大井町 13 男性

6月28日 箱根町 具志堅　幸司
ぐ し け ん こ う じ

横浜市 神奈川県 64 男性

6月28日 箱根町 近藤　美七海
こんどう　みなみ

箱根町 箱根町 15 女性

6月28日 伊勢原市 石川　小百合
い し か わ さ ゆ り

山北町 山北町 49 女性

6月28日 伊勢原市 髙橋　優花
たかはし ゆか

伊勢原市 伊勢原市 41 女性

6月28日 伊勢原市 中西　英敏
なかにし　ひでとし

平塚市 平塚市 62 男性

6月28日 伊勢原市 野島　良実
のじま よしみ

開成町 開成町 58 女性

6月28日 小田原市
バトツェツェゲ
オチルサイハン

小田原市 小田原市 18 男性

6月28日 小田原市 鎧塚　俊彦
よろいづか　としひこ

県外 小田原市 55 男性

6月28日 大磯町 後藤　恵一
ごとう　けいいち

大磯町 大磯町 62 男性

6月28日 大磯町 露木　行雄
つゆき ゆきお

湯河原町 真鶴町 72 男性

6月28日 大磯町 山崎　貴裕
やまざき　たかひろ

二宮町 二宮町 25 男性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 青田　正順
あおた まさのり

寒川町 寒川町 64 男性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 小山田　庸子
お や ま だ よ う こ

秦野市 平塚市 59 女性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 佐藤　彩香
さとう あやか

茅ヶ崎市 神奈川県 25 女性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 武内　典夫
たけうち のりお

横浜市 平塚市 62 男性
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 田中　江里
た な か え り

鎌倉市 葉山町 53 女性

6月28日 藤沢市 加山　雄三
かやま　ゆうぞう

非公表 神奈川県 83 男性

6月28日 藤沢市 澤崎　弘美
さわざき　ひろみ

逗子市 逗子市 53 女性

6月28日 藤沢市 つるの　剛士
たけし

藤沢市 藤沢市 45 男性

6月28日 藤沢市 永井　洋一
ながい よういち

藤沢市 藤沢市 64 男性

6月28日 藤沢市 廣瀬　俊朗
ひろせ としあき

藤沢市 神奈川県 39 男性

6月28日 藤沢市 宮下　空唯
みやした　くう

藤沢市 藤沢市 20 男性

6月29日 三浦市 副島　保彦
そえじま　やすひこ

県外 藤沢市 61 男性

6月29日 三浦市 津田　桂
つだ かつら

相模原市 相模原市 56 女性

6月29日 横須賀市 池井　将
いけい　しょう

横須賀市 横須賀市 28 男性

6月29日 横須賀市 ギャンビル　ウィリアム海音
かいと

三浦市 横須賀市 14 男性

6月29日 鎌倉市 石井　秀卓
いしい ひでたか

鎌倉市 鎌倉市 56 男性

6月29日 鎌倉市 武重　沙良
たけしげ　さら

横浜市 横浜市 16 女性

6月29日 鎌倉市 蓼沼　美幸
たてぬま　みゆき

逗子市 逗子市 51 女性

6月29日 鎌倉市 富田
とみた

　京子
きょうこ

大和市 神奈川県 55 女性

6月29日 海老名市 有持
あ り も ち

 真人
まさ ひと

清川村 神奈川県 59 男性

6月29日 海老名市 大澤　力
おおさわ つとむ

海老名市 海老名市 41 男性
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月29日 海老名市 KENZO(DA PUMP) 非公表 海老名市 36 男性

6月29日 厚木市 阿部　洋
あべ　　ひろし

厚木市 厚木市 69 男性

6月29日 厚木市 チャンスリー　龍海
りゅうが

座間市 神奈川県 13 男性

6月29日 相模原市 小泉
こいずみ

　京美
きょうみ

川崎市 相模原市 61 女性

6月29日 相模原市 佐藤　弘樹
さとう ひろき

松田町 松田町 39 男性

6月29日 相模原市 月
つき

崎
ざき

  竜童
りゅうどう

相模原市 相模原市 36 男性

6月29日 相模原市 野口　博史
のぐち ひろし

愛川町 愛川町 62 男性

6月30日 川崎市 アレックス　ラミレス 非公表 神奈川県 46 男性

6月30日 川崎市 五島
ごとう

　シズ 川崎市 川崎市 92 女性

6月30日 川崎市
佐々木　彩夏
さ さ き あ や か

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 24 女性

6月30日 川崎市
高城
たかぎ

　れに

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 27 女性

6月30日 川崎市
玉井　詩織
たまい しおり

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 25 女性

6月30日 横浜市 姉﨑　正男
あねざき　まさお

大和市 大和市 75 男性

6月30日 横浜市 青木　保潔
あおき やすゆき

横浜市 神奈川県 57 男性

6月30日 横浜市 上野　水香
うえの みずか

非公表 神奈川県 43 女性

6月30日 横浜市 宇野　綾香
う の あ や か

横浜市 横浜市 15 女性

6月30日 横浜市 大類
おおるい　

　なをみ 県外 横浜市 22 女性
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月30日 横浜市 川瀬　賢太郎
かわせ けんたろう

非公表 神奈川県 36 男性

6月30日 横浜市 草笛　光子
くさぶえ みつこ

東京都 横浜市 87 女性

6月30日 横浜市 倉橋　良一
くらはし　りょういち

中井町 中井町 58 男性

6月30日 横浜市 児玉　ありか
こだま　

横浜市 横浜市 24 女性

6月30日 横浜市 杉田　勇
すぎた　いさむ

横浜市 横浜市 78 男性

6月30日 横浜市 千住　真理子
せんじゅ　まりこ

非公表 横浜市 58 女性

6月30日 横浜市 谷原　章介
たにはら　しょうすけ　　

県外 横浜市 48 男性

6月30日 横浜市 辻村　琢光
つじむら　たくみ

県外
藤沢市

南足柄市
（※旧居住地）

21 男性

6月30日 横浜市 出川　哲朗
でがわ てつろう

非公表 横浜市 57 男性

6月30日 横浜市 中村　歩
なかむら　あゆみ

湯河原町 湯河原町 51 女性

6月30日 横浜市 望
のぞ

海
み

 　風斗
ふ う と

非公表 横浜市 非公表 女性

6月30日 横浜市 塙
はなわ

　 健
けん

県外 鎌倉市 58 男性

6月30日 横浜市 藤井　文
ふじい あや

横浜市 横浜市 48 女性

6月30日 横浜市 正木　楓
まさき　かえで

横浜市 厚木市 25 女性

6月30日 横浜市 三浦　洋平
みうら ようへい

綾瀬市 座間市 42 男性

6月30日 横浜市 山崎　雄一郎
やまざき　ゆういちろう

横浜市 横浜市 63 男性
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