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掲載する埼玉県の聖火ランナー 一覧 

№ 氏名 キャッチコピー 

1 鈴木 昭重（川口市） 亡き父・兄と共に走る 聖火台の申し子 

2 内田 剛史（川口市） 踊る JCIマン 

3 平林 栄子（川口市） 好奇心旺盛な 80歳ランナー 

4 笹渕 敏子（蕨市・戸田市） 幻の織物を後世に！生粋の蕨っ子 

5 石黒 昇（蕨市・戸田市） 再び五輪を走る競歩のレジェンド 

6 早川 葵彩（和光市・朝霞市・新座市） Re：スタートフェンサー in彩の国 

7 奥野 湖々奈（和光市・朝霞市・新座市） 夢は冬季五輪のスケーター 

8 細沼 泰成（和光市・朝霞市・新座市） 家族の誇りが詰まったトーチを掲げて走る中学生 

9 虻川 瑞希（和光市・朝霞市・新座市） 陸上大好き女子高生ランナー 

10 岡野 和男（日高市） 礼節と和の心を伝える空手家 

11 石垣 秀峻（日高市） 病気を克服！前向きなチャレンジャー 

12 大室 恵美里（日高市） 私は私、This is me 

13 中村 葉子（日高市） 思いを発信！障がい児を支えるママ 

14 松原 幹（狭山市） スポーツは希望、ALS聖火ランナー 

15 田口 伸一（狭山市） 狭山ゴルフ界の立役者 

16 中谷 奏空（富士見市・三芳町・ふじみ野市） 富士見市のリトル・マーメイド 

17 三木 峻翔（富士見市・三芳町・ふじみ野市） 笑顔で走りたい！三芳町の学生代表 

18 稲荷山 典子（富士見市・三芳町・ふじみ野市） ※後日掲載 

19 見澤 英一（所沢市） 麺文化の伝承者 

20 山本 正浩（所沢市） 多様性と調和を！作業療法士ランナー 

21 安達 阿記子（所沢市） ゴールボール金メダリスト 

22 大高 姫菜（草加市） フェンシングで目指せ金メダル 

23 細谷 好正（草加市） 生涯現役の挑戦者 

24 佐藤 理子（草加市） 夢は叶う！プロスノーボーダー 

25 清水 達夫（八潮市・三郷市） 地域を笑顔にする農家ランナー 

26 工藤 慧大（八潮市・三郷市） 感謝を伝える！車椅子スポーツ大好き少年 

27 戸張 瑛仁（吉川市・越谷市） 心を一つに！夢は消防士 

28 水落 明（吉川市・越谷市） No Run,No Life 越谷走友会発起人 

別紙 
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29 吉田 オリガ（吉川市・越谷市） ロシア出身の”越谷人” 

30 石渡 翔唯（秩父市・皆野町・長瀞町） 成長した姿を届ける！ソフトボール少年 

31 西原 恵（秩父市・皆野町・長瀞町） 難病を克服したポートボールコーチ 

32 鈴木 秀太郎（秩父市・皆野町・長瀞町） 頑張る姿を届ける！皆野唯一の幼稚園長 

33 相沢 拓海（秩父市・皆野町・長瀞町） 「ありがとう」を伝えたい“撮り鉄”少年 

34 小林 咲来（秩父市・皆野町・長瀞町） 女性活躍を夢見る高校生 

35 嶋先 麻美（春日部市） つながる喜びを教える体育教師 

36 石原 保（春日部市） 五輪を”揚げる”大凧師 

37 大橋 裕美（杉戸町・宮代町） 癌を乗り越えたママランナー 

38 鈴木 楓人（杉戸町・宮代町） ボランティアでつながる中学生 

39 酒井 園実（久喜市・加須市） 夢へジャンプ！パラアスリート 

40 大谷 貴子（久喜市・加須市） 骨髄バンクの創設者 

41 由利 貞男（行田市） 米寿プラスワン・ランナー 

42 川上 新一（行田市） 地域を湧かす、スポーツボランティア 

43 多田 優樹（熊谷市） 印象的なトーチキスを！中学生剣士 

44 堀越 正己（熊谷市） ラグビーから五輪へ！元日本代表 

45 鈴木 彩心（熊谷市） 笑顔を届けるチアガール 

46 冨樫 陽子（川越市） 海外にも夢を！熱血チアリーダー 

47 木村 優衣（川越市） 川越文化の発信者 

48 渡邊 由香（川越市） 難病を乗り越えたクラリネット奏者 

49 浜崎 修人（鶴ヶ島市・坂戸市） 今はスケート、将来は競輪選手 

50 安藤 隆仁（鶴ヶ島市・坂戸市） 聖火のように熱い感謝を！ 

51 岩田 朋之（本庄市・深谷市） 現代の塙保己一に！LVFプレーヤー 

52 新井 正人（本庄市・深谷市） 世界最古の自転車を復元 

53 小澤 望（本庄市・深谷市） ※後日掲載 

54 栗原 統（本庄市・深谷市） 深谷ねぎまつり初代実行委員長 

55 國峯 清正（嵐山町・東松山市・滑川町） サッカー&バイク大好き大工 

56 荒井 ゆう子（嵐山町・東松山市・滑川町） 心に温かい火を灯す！特別支援学校教諭 
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57 内山 明夫（嵐山町・東松山市・滑川町） ハイキング大好き観光協会会長 

58 中村 利治（嵐山町・東松山市・滑川町） 永遠のガキ大将 

59 貝森 公美（鴻巣市・北本市） 元気になった文化系女子 

60 山北 陽子（鴻巣市・北本市） 格闘技大好き市民リポーター 

61 金子 蒼良（桶川市・上尾市） 炬火ランナーの祖父を継ぐ！野球部キャプテン 

62 永田 実紀（桶川市・上尾市） 400年の歴史を受け継ぐ なぎなたランナー 

63 藤井 愛莉（さいたま市） 魂を込めて走るチアリーダー 

64 丸山 恵美子（さいたま市） 命の大切さを伝える農業女子 

65 渥美 幹心（さいたま市） 祖父からの思いを受け継ぐ中学生ランナー 

66 佐藤 美心（さいたま市） 天保時代からのバトンを受け継ぐ、チャレンジ女子 

67 戸田 悠音（さいたま市） 手話で思いを伝える CODA（コーダ） 

68 小林 心咲（さいたま市） 諦め知らずのチャレンジガール 

69 浦田 優斗（さいたま市） 男子長距離界期待のランナー 

70 浜田 美咲（さいたま市） 五輪の力を伝えたいママアスリート 

71 加藤 三重子（さいたま市） ゴールボール銅メダリスト 

72 イアン・スコット（さいたま市） 情熱パラアスリート 

73 椎名 正幸（さいたま市） 江戸時代から続く鰻屋店主 

74 和井田 正幸（さいたま市） 畳文化を伝承 畳屋 5代目店主 

75 阿部 ゆかり（さいたま市） スペシャルオリンピックス陸上コーチ 

 ※№18 稲荷山典子さん及び№53 小澤望さんについては、後日掲載予定。 


