
受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 1 5km＜公認＞ 男子

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

L 101 渡辺 雅空 (16) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ 10-19 福井県

L 102 若槻 拓 (17) ﾜｶﾂｷ ﾀｸ 10-19 神奈川県

L 103 内川 隆景 (17) ｳﾁｶﾜ ﾀｶｶｹﾞ 10-19 東京都

L 黄色 104 飯田 東吾 (17) ｲｲﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 10-19 東京都

L 黄色 105 望月 満帆 (17) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾎ 10-19 山梨県

L 106 中沢 健蔵 (17) ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｹｿﾞｳ 10-19 神奈川県

L 黄色 107 佐々木 龍希 (17) ｻｻｷ ﾘｭｳｷ 10-19 静岡県

L 黄色 108 隈井 裕成 (17) ｸﾏｲ ﾕｳｾｲ 10-19 静岡県

M 109 半谷 隆弥 (17) ﾊﾝｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ 10-19 埼玉県

L 110 中根 龍希 (18) ﾅｶﾈ ﾀﾂｷ 10-19 東京都

LL 黄色 111 菊池 泰雅 (18) ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ 10-19 神奈川県

M 黄色 112 稲井 響己 (18) ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ 10-19 福井県

L 黄色 113 佐藤 大空 (19) ｻﾄｳ　ﾋﾛﾀｶ 10-19 愛知県

L 黄色 114 綿貫 海斗 (19) ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ 10-19 神奈川県

M 115 宮澤 青 (19) ﾐﾔｻﾞﾜ　ｼﾞｮｳ 10-19 神奈川県

L 116 西村 尚樹 (19) ﾆｼﾑﾗ　ﾅｵｷ 10-19 愛知県

L 117 小林 慶 (19) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 10-19 東京都

L 118 吉田 裕作 (19) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｻｸ 10-19 東京都

L 119 柚木 穣 (20) ﾕｽﾞｷ　ｼﾞｮｳ 20-29 静岡県

M 120 ｸﾚｰﾏｰ 龍太 (20) ｸﾚｰﾏｰ ﾘｭｳﾀ 20-29 東京都

L 121 塩田 勝之 (20) ｼｵﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 20-29 東京都

L 122 山田 一貴 (20) ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 20-29 福井県

L 123 鈴木 開登 (20) ｽｽﾞｷ　ｶｲﾄ 20-29 愛知県

M 124 村松 郁晃 (20) ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｱｷ 20-29 東京都

LL 125 川原 春海 (20) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ 20-29 東京都

L 126 島村 康佑 (20) ｼﾏﾑﾗ　ｺｳｽｹ 20-29 愛知県

M 127 野中 大暉 (20) ﾉﾅｶ ﾀｲｷ 20-29 神奈川県

M 128 島村 健太郎 (21) ｼﾏﾑﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 20-29 愛知県

L 129 山本 康平 (21) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 20-29 神奈川県

M 130 南出 大伸 (21) ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 20-29 神奈川県

L 131 松本 康平 (21) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 20-29 東京都

M 132 笠原 敬太 (21) ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ 20-29 神奈川県

L 133 横田 貴大 (21) ﾖｺﾀ ﾀｶﾋﾛ 20-29 東京都

M 134 池田 一生 (21) ｲｹﾀﾞ　ｶｽﾞｷ 20-29 愛知県

M 135 一丸 謙志郎 (21) ｲﾁﾏﾙ ｹﾝｼﾛｳ 20-29 東京都

LL 136 豊田 壮 (21) ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 20-29 神奈川県

L 137 松村 脩平 (22) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 20-29 愛媛県

M 138 長谷川 雄万 (23) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 20-29 東京都

M 黄色 139 藤森 丈晴 (23) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 20-29 神奈川県

L 140 孫 徳賦 (24) ｿﾝ ﾄｸﾌ 20-29 神奈川県

M 141 木村 奉多賀 (35) ｷﾑﾗ　ﾄﾓﾀｶ 30-39 岐阜県

M 142 寺田 貴洋 (37) ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 30-39 愛知県

L 黄色 143 武藤 義弘 (44) ﾑﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 40-49 静岡県

L 144 岩崎 剛士 (50) ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 50-59 千葉県

3L 145 杉沢 剛志 (50) ｽｷﾞｻﾜ ﾀｹｼ 50-59 神奈川県

M 146 相田 一成 (51) ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 50-59 愛知県

8:30

9:00～
9:30



3L 147 Paton James (52) ﾍﾟｲﾄﾝ　ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 50-59 東京都

L 148 妹尾 信一 (53) ｾﾉｵ ｼﾝｲﾁ 50-59 東京都

M 149 島田 達己 (55) ｼﾏﾀﾞ　ﾀﾂﾐ 50-59 山梨県

LL 黄色 150 岡村 健司 (62) ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 60-69 北海道

L 黄色 151 田中 康之 (67) ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 60-69 東京都

受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 2 5km＜公認＞ 女子

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

M 黄色 201 木村 香純 (16) ｷﾑﾗ ｶｽﾐ 10-19 静岡県

M 202 片山 実咲 (16) ｶﾀﾔﾏ ﾐｻｷ 10-19 福井県

L 203 高見 雪月 (16) ﾀｶﾐ ﾕﾂﾞｷ 10-19 福井県

L 204 柚木 景 (17) ﾕｽﾞｷ ｹｲ 10-19 静岡県

M 黄色 205 工藤 茜 (17) ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ 10-19 福井県

S 206 倉野 真緒 (17) ｸﾗﾉ　ﾏｵ 10-19 愛知県

L 207 及川 美翔 (18) ｵｲｶﾜ ﾐｶ 10-19 岩手県

SS 208 小池 優媛 (18) ｺｲｹ ﾕｴﾝ 10-19 茨城県

L 209 金森 菜月 (19) ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 10-19 神奈川県

L 黄色 210 岡村 瞳 (19) ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 10-19 東京都

S 211 新倉 みなみ (19) ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 10-19 東京都

S 212 高橋 美香 (21) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 20-29 宮城県

M 213 林田 結 (21) ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾕｲ 20-29 長崎県

M 214 森山 幸美 (21) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 20-29 神奈川県

S 215 吉岡 理沙 (22) ﾖｼｵｶ ﾘｻ 20-29 奈良県

S 216 石井 彩葉 (22) ｲｼｲ ｲﾛﾊ 20-29 東京都

M 217 桑幡 真弓 (22) ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ 20-29 神奈川県

SS 218 佐々木 衿香 (22) ｻｻｷ　ｴﾘｶ 20-29 神奈川県

M 219 冨井 星河 (23) ﾄﾐｲ　ｾｲｶ 20-29 大阪府

S 220 松下 彩花 (24) ﾏﾂｼﾀ　ｱﾔｶ 20-29 神奈川県

S 221 髙倉 和恵 (29) ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 20-29 千葉県

L 222 OUELLETTE AGNES (46) ｵｰﾚｯﾄ ｱｸﾞﾈｽ 40-49 東京都

3L 223 藤本 景子 (47) ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺ 40-49 宮城県

S 224 塩田 順子 (48) ｼｵﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ 40-49 東京都

8:30

9:00～
9:30



受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 3 NOWS 5km 男子

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

L 301 岩下 幸平 (23) ｲﾜｼﾀ　ｺｳﾍｲ 20-29 鹿児島県

M 302 Lavoine Youri (35) ﾗﾌﾞｱﾝ　ﾕｰﾘ 30-39 東京都

LL 303 坂本 元 (39) ｻｶﾓﾄ　ﾊｼﾞﾒ 30-39 静岡県

3L 304 熊谷 智彰 (40) ｸﾏｶﾞｲ　ﾄﾓｱｷ 40-49 埼玉県

L 305 石川 誠 (43) ｲｼｶﾜ　ﾏｺﾄ 40-49 山梨県

L 306 山路 淳志 (44) ﾔﾏｼﾞ　ｱﾂｼ 40-49 東京都

L 黄色 307 安藤 康彦 (46) ｱﾝﾄﾞｳ　ﾔｽﾋｺ 40-49 愛知県

LL 308 高橋 公正 (46) ﾀｶﾊｼ　ｷﾐﾏｻ 40-49 宮城県

L 309 仙田 隆宏 (46) ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 40-49 東京都

LL 310 栗田 雅祥 (48) ｸﾘﾀ ﾏｻﾖｼ 40-49 神奈川県

L 311 池谷 千尋 (55) ｲｹﾀﾆ ﾁﾋﾛ 50-59 神奈川県

L 黄色 312 四宮 敬司 (67) ｼﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ 60-69 兵庫県

受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 4 NOWS 5km 女子

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

M 401 松井 佳菜絵 (27) ﾏﾂｲ　ｶﾅｴ 20-29 東京都

M 402 岩田 文 (35) ｲﾜﾀ ｱﾔ 30-39 埼玉県

S 403 植田 陽子 (39) ｳｴﾀﾞ　ﾖｳｺ 30-39 静岡県

SS 404 山内 淳子 (45) ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ 40-49 千葉県

L 405 広瀬 百合香 (45) ﾋﾛｾ　ﾕﾘｶ 40-49 神奈川県

8:30

9:00～
9:30

8:30

9:00～
9:30



受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 5 2.5km M

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

M 501 野田 修司 (26) ﾉﾀ ｼｭｳｼﾞ 20-29 愛知県

L 502 高野 大輔 (30) ﾀｶﾉ　ﾀﾞｲｽｹ 30-39 神奈川県

LL 黄色 503 鈴木 雄太 (31) ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾀ 30-39 静岡県

S 504 白鳥 克哉 (34) ｼﾗﾄﾘ ｶﾂﾔ 30-39 東京都

L 505 鬼塚 哲史 (36) ｵﾆﾂﾞｶ ｻﾄｼ 30-39 埼玉県

S 506 荻野 智成 (40) ｵｷﾞﾉ ﾄﾓﾅﾘ 40-49 東京都

M 黄色 507 政田 智 (42) ﾏｻﾀﾞ　ｻﾄﾙ 40-49 神奈川県

M 黄色 508 宮田 夏樹 (44) ﾐﾔﾀ　ﾅﾂｷ 40-49 東京都

L 509 杉本 洋一 (45) ｽｷﾞﾓﾄ　ﾖｳｲﾁ 40-49 静岡県

L 510 安藤 康彦 (46) ｱﾝﾄﾞｳ　ﾔｽﾋｺ 40-49 愛知県

L 511 川西 明洋 (48) ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 40-49 静岡県

3L 512 服部 好昭 (48) ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｱｷ 40-49 静岡県

3L 513 芹澤 享 (49) ｾﾘｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 40-49 静岡県

L 514 芳賀 俊夫 (50) ﾊｶﾞ ﾄｼｵ 50-59 神奈川県

L 黄色 515 竹内 史 (50) ﾀｹｳﾁ　ﾁｶｼ 50-59 神奈川県

LL 黄色 516 狩野 善昭 (50) ｶﾘﾉ　ﾖｼｱｷ 50-59 東京都

S 517 上野 孝 (50) ｳｴﾉ ﾀｶｼ 50-59 愛知県

LL 518 天方 達人 (51) ｱﾏｶﾞﾀ　ﾀﾂﾋﾄ 50-59 静岡県

M 519 古川 晶 (52) ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ 50-59 静岡県

LL 520 青野 晴成 (53) ｱｵﾉ　ﾊﾙｼｹﾞ 50-59 千葉県

3L 黄色 521 鈴木 肇 (54) ｽｽﾞｷ　ﾊｼﾞﾒ 50-59 静岡県

M 522 平野 敦彦 (55) ﾋﾗﾉ　ｱﾂﾋｺ 50-59 神奈川県

LL 523 高橋 宏郁 (55) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 50-59 千葉県

S 黄色 524 犬塚 哲司 (59) ｲﾇﾂﾞｶ ﾃﾂｼﾞ 50-59 静岡県

L 黄色 525 神山 勝男 (66) ｶﾐﾔﾏ　ｶﾂｵ 60-69 東京都

LL 黄色 526 内藤 純一 (74) ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 70-79 静岡県

受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 6 2.5km 女子

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

M 黄色 601 牧野 聖子 (39) ﾏｷﾉ　ｾｲｺ 30-39 東京都

S 602 清水 真智子 (42) ｼﾐｽﾞ ﾏﾁｺ 40-49 静岡県

L 603 山本 ｷﾝﾊﾞﾘｰ (44) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 40-49 神奈川県

S 黄色 604 狩野 文乃 (44) ｶﾘﾉ　ｱﾔﾉ 40-49 東京都

SS 605 米沢 美穂 (47) ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾐﾎ 40-49 東京都

S 606 金澤 克枝 (51) ｶﾅｻﾞﾜ　ｶﾂｴ 50-59 静岡県

SS 607 今井 浩子 (54) ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 50-59 神奈川県

150 黄色 608 高橋 久美子 (61) ﾀｶﾊｼ　ｸﾐｺ 60-69 東京都

11:30〜
12:00

11:00

11:30〜
12:00

11:00



受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 7 1km M

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

M 黄色 701 山路 思惟 (13) ﾔﾏｼﾞ　ｼｭｲ 10-19 東京都

M 黄色 702 永井 響 (15) ﾅｶﾞｲ ｷｮｳ 10-19 神奈川県

M 黄色 703 鶴薗 修人 (16) ﾂﾙｿﾞﾉ ｼｭｳﾄ 10-19 埼玉県

M 黄色 704 中島 佑一 (16) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 10-19 神奈川県

M 黄色 705 矢沢 壮志 (16) ﾔｻﾞﾜ ｿｳｼ 10-19 神奈川県

M 黄色 706 新保 拓巳 (16) ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾐ 10-19 東京都

M 黄色 707 下出 起也 (16) ｼﾓｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 10-19 東京都

M 黄色 708 三好 優輝 (16) ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 10-19 東京都

M 黄色 709 橋本 一馬 (17) ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 10-19 神奈川県

L 黄色 710 晴海 勝 (20) ﾊﾙﾐ ﾏｻﾙ 20-29 東京都

M 711 鈴木 良太 (33) ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳﾀ 30-39 静岡県

S 712 伊藤 拓也 (36) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 30-39 千葉県

L 713 稲垣 元博 (37) ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 30-39 東京都

M 714 松原 慶喜 (39) ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｹｲｷ 30-39 静岡県

LL 715 河村 光輝 (40) ｶﾜﾑﾗ　ﾐﾂﾃﾙ 40-49 静岡県

L 黄色 716 長橋 智一 (41) ﾅｶﾞﾊｼ　ﾄﾓｶｽﾞ 40-49 静岡県

L 717 後藤 順一 (45) ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 40-49 山梨県

LL 718 OUELLETTE KIRK (45) ｵｰﾚｯﾄ　ｶｰｸ 40-49 東京都

LL 719 小宮 裕一 (46) ｺﾐﾔ ﾕｳｲﾁ 40-49 山梨県

L 720 山口 学功 (46) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 40-49 神奈川県

LL 721 山本 博正 (50) ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾏｻ 50-59 静岡県

M 722 高嶋 啓介 (50) ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ 50-59 静岡県

LL 723 荒木 知宏 (50) ｱﾗｷ ﾄﾓﾋﾛ 50-59 神奈川県

L 724 戸田 尚義 (50) ﾄﾀﾞ ﾅｵﾖｼ 50-59 静岡県

M M 725 田中 勝彦 (53) ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 50-59 山梨県

L 726 鞠子 淳 (55) ﾏﾘｺ　ｱﾂｼ 50-59 神奈川県

L 727 前田 敏博 (58) ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 50-59 静岡県

M 黄色 728 長谷川 敏雄 (63) ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ 60-69 千葉県

受付終了

体操・アップ・招集

スタート

No. 8 1km 女子

OPN 招 ゴ T 追T 色 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 区分 都道府県

M 黄色 801 Ouellette Isabella (14) Ouellette Isabella 10-19 東京都

M 802 山路 はづみ (16) ﾔﾏｼﾞ　ﾊﾂﾞﾐ 10-19 東京都

S 803 宮浦 めぐみ (38) ﾐﾔｳﾗ　ﾒｸﾞﾐ 30-39 神奈川県

M 804 島崎 みゆき (39) ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾕｷ 30-39 神奈川県

L 805 宮崎 美穂 (42) ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 40-49 東京都

SS 黄色 806 鈴木 慶子 (52) ｽｽﾞｷ　ｹｲｺ 50-59 神奈川県

12:50

13:20～
13:50

12:50

13:20～
13:50


