
受付 7:00 〜 8:00
体操・アップ・招集 8:30 〜 8:50
競技 9:00 〜12:30

NO 1 男子 10km
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

L 黒1 101 カジイ タリク カジイ タリク 14 19歳以下 東京都
L 黒2 102 本田 悠馬 ホンダ ユウマ 22 20～29歳 埼玉県
S 黒3 103 森下 陸朗 モリシタ リクロウ 25 20～29歳 神奈川県

M 黒4 104 中村 忠記 ナカムラ タダキ 34 30～39歳 兵庫県
L 黒5 105 藤野 佑規 フジノ ユウキ 34 30～39歳 大阪府
M 黒6 106 早川 晃宏 ハヤカワ アキヒロ 37 30～39歳 栃木県
S 黒7 107 杉田 真紀 スギタ マサキ 37 30～39歳 埼玉県
M 黒8 108 赤川 俊介 アカガワ シュンスケ 39 30～39歳 東京都
LL 黒9 109 岡野 拓也 オカノ タクヤ 41 40～49歳 埼玉県
L 黒10 110 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 42 40～49歳 埼玉県
LL 黒11 111 前島 淳 マエシマ ジュン 44 40～49歳 埼玉県
SS 黒12 112 岡崎 和彦 オカザキ カズヒコ 45 40～49歳 埼玉県
M 黒13 113 小島 幸太 コジマ コウタ 46 40～49歳 東京都
M 黒14 114 村岡 大輔 ムラオカ ダイスケ 48 40～49歳 神奈川県

L 黒15 115 浅田 角郎 アサダ カクロウ 48 40～49歳 埼玉県
M 黒16 116 前田 勝彦 マエダ カツヒコ 48 40～49歳 千葉県
LL 黒17 117 阪田 光保 サカタ ミツヤス 49 40～49歳 埼玉県
LL 黒18 118 川名 順 カワナ ジュン 49 40～49歳 東京都
L 黒19 119 藤掛 亮一 フジカケ リョウイチ 52 50～59歳 東京都
M 黒20 120 佐々木 信二 ササキ シンジ 52 50～59歳 東京都
S 黒21 121 富澤 勇 トミザワ イサム 52 50～59歳 東京都
L 黒22 122 大山 千秋 オオヤマ チアキ 54 50～59歳 埼玉県
L 黒23 123 鈴木 基彦 スズキ モトヒコ 54 50～59歳 東京都
M 黒24 124 渡辺 健二 ワタナベ ケンジ 56 50～59歳 東京都
M M 黒25 125 隈江 雄一郎 クマエ ユウイチロウ 56 50～59歳 神奈川県

L 黒26 126 増田 雅男 マスダ マサオ 57 50～59歳 群馬県
SS 黒27 127 島田 達己 シマダ タツミ 57 50～59歳 山梨県
L 黒28 128 木村 浩一 キムラ コウイチ 58 50～59歳 群馬県
LL 黒29 129 渡辺 雅人 ワタナベ マサト 59 50～59歳 東京都
LL 黒30 130 小山 健一 コヤマ ケンイチ 59 50～59歳 埼玉県
L 黒31 131 新井 茂夫 アライ シゲオ 61 60～69歳 東京都

受付 7:00 〜 8:00
体操・アップ・招集 8:30 〜 8:50
競技 9:00 〜12:30

NO 1 女子 10km
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

M 黒32 151 八木 紀香 ヤギ ノリカ 16 19歳以下 静岡県
S 黒33 152 大友 千恵 オオトモ チエ 19 19歳以下 東京都
S 黒34 153 松下 彩花 マツシタ アヤカ 26 20～29歳 神奈川県

M 黒35 154 遠田 寛子 トオダ ヒロコ 34 30～39歳 東京都
S 黒36 155 宗意 幸子 モトイ サチコ 49 40～49歳 東京都



受付 8:00 〜 9:00
体操・アップ・招集 9:30 〜 9:50
競技 10:00 〜11:20

NO 2 男子 3km
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

M 赤1 201 小沢 康太 コザワ コウタ 14 19歳以下 神奈川県

LL 赤2 202 大河内 怜 オオコウチ レイ 25 20～29歳 東京都
M 赤3 203 猪原 由樹 イノハラ ユウキ 28 20～29歳 滋賀県
M 赤4 204 杉山 雄太 スギヤマ ユウタ 37 30～39歳 長野県
S 赤5 205 木下 裕己 キノシタ ユウキ 38 30～39歳 埼玉県
S 赤6 206 増田 泰彦 マスダ ヤスヒコ 39 30～39歳 東京都
S 赤7 207 山田 拓生 タマダ タクオ 41 40～49歳 東京都
L 赤8 208 松永 秀樹 マツナガ ヒデキ 42 40～49歳 埼玉県
M 赤9 209 加藤 克典 カトウ カツノリ 43 40～49歳 東京都
L 赤10 210 太田 洋一 オオタ ヨウイチ 43 40～49歳 神奈川県

L 赤11 211 宮本 大介 ミヤモト ダイスケ 44 40～49歳 埼玉県
S 赤12 212 川浪 康範 カワナミ ヤスノリ 44 40～49歳 東京都
L 赤13 213 角田 宗士 ツノダ ソウシ 45 40～49歳 東京都
L 赤14 214 下村 康一 シモムラ コウイチ 45 40～49歳 神奈川県

L 赤15 215 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ 46 40～49歳 東京都
LL 赤16 216 小沢 秀行 コザワ ヒデユキ 48 40～49歳 神奈川県

3L 赤17 217 原田 明 ハラダ アキラ 48 40～49歳 埼玉県
LL 赤18 218 永池 博之 ナガイケ ヒロユキ 49 40～49歳 東京都
3L 赤19 219 山田 周平 ヤマダ シュウヘイ 51 50～59歳 東京都
L 赤20 220 菅原 一哲 スガワラ カズノリ 51 50～59歳 東京都
L 赤21 221 堀内 卓 ホリウチ タカシ 52 50～59歳 神奈川県

L 赤22 222 稲田 和徳 イナダ カズノリ 52 50～59歳 東京都
L 赤23 223 米光 紀智 ヨネミツ ノリトモ 52 50～59歳 神奈川県

L L 赤24 224 星野 元 ホシノ ゲン 52 50～59歳 神奈川県

M 赤25 225 中島 伸之 ナカジマ ノブユキ 54 50～59歳 東京都
L 赤26 226 細山 隆一郎 ホソヤマ リュウイチロウ 54 50～59歳 東京都
L 赤27 227 清水 二郎 シミズ ジロウ 55 50～59歳 東京都
LL 赤28 228 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 56 50～59歳 東京都
L 赤29 229 三浦 晃英 ミウラ アキヒデ 65 60～69歳 埼玉県

受付 8:00 〜 9:00
体操・アップ・招集 9:30 〜 9:50
競技 10:00 〜11:20

NO 2 女子 3km
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

L 赤30 251 原田 莉圭 ハラダ リカ 14 19歳以下 神奈川県

M 赤31 252 カジイ ナディア カジイ ナディア 14 19歳以下 東京都
S 赤32 253 新谷 寧々 シンタニ ネネ 14 19歳以下 千葉県
M 赤33 254 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 29 20～29歳 東京都
M 赤34 255 山根 諒子 ヤマネ リョウコ 30 30～39歳 東京都
M 赤35 256 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 31 30～39歳 千葉県
M 赤36 257 石川 美貴子 イシカワ ミキコ 35 30～39歳 東京都
L 赤37 258 寺田 志保 テラダ シホ 38 30～39歳 東京都
L 赤38 259 荒木 香奈 アラキ カナ 41 40～49歳 東京都

SS 赤39 260 小野崎 純子 オノザキ ジュンコ 43 40～49歳 東京都
S 赤40 261 池田 智子 イケダ トモコ 47 40～49歳 東京都
M 赤41 262 橘 都 タチバナ ミヤコ 52 50～59歳 大阪府



受付 9:20 〜10:20
体操・アップ・招集 10:50 〜11:10
競技 11:20 〜12:20

NO 3 男子 1.8km
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

L 青 301 風口 侃太 カゼグチ カンタ 23 20～29歳 埼玉県
M 青 302 松下 純 マツシタ ジュン 32 30～39歳 東京都
LL LL 青 303 藤原 亮太 フジハラ リョウタ 34 30～39歳 東京都
L 青 304 伊藤 達也 イトウ タツヤ 34 30～39歳 宮城県
L 青 305 佐藤 拓也 サトウ タクヤ 35 30～39歳 宮城県
LL LL 青 306 藤澤 正雄 フジサワ マサオ 35 30～39歳 東京都
L 青 307 今西 明 イマニシ アキラ 37 30～39歳 神奈川県

L 青 308 小野澤 幸夫 オノザワ ユキオ 42 40～49歳 埼玉県
M 青 309 常松 幸次 ツネマツ コウジ 42 40～49歳 神奈川県

LL 青 310 諸星 佑輔 モロホシ ユウスケ 42 40～49歳 東京都
LL 青 311 永島 吉人 ナガシマ ヨシト 45 40～49歳 神奈川県

M 青 312 佐藤 栄治 サトウ エイジ 45 40～49歳 神奈川県

L 青 313 松本 伸彦 マツモト ノブヒコ 47 40～49歳 東京都
L 青 314 今井 一雄 イマイ カズオ 49 40～49歳 東京都
LL 青 315 星野 浩一 ホシノ コウイチ 49 40～49歳 千葉県
L 青 316 竹下 伸治 タケシタ シンジ 51 50～59歳 東京都
L 青 317 比江嶋 裕喜 ヒエジマ ヒロヨシ 51 50～59歳 神奈川県

LL 青 318 高橋 宏郁 タカハシ ヒロフミ 57 50～59歳 千葉県
M 青 319 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 59 50～59歳 東京都
L 青 320 小菅 秀樹 コスゲ ヒデキ 59 50～59歳 神奈川県

3L 3L，3L 青 321 中村 健治 ナカムラ ケンジ 60 60～69歳 東京都
受付 9:20 〜10:20
体操・アップ・招集 10:50 〜11:10
競技 11:20 〜12:20

NO 3 女子 1.8km
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

M 青 351 三好 かすみ ミヨシ カスミ 40 40～49歳 神奈川県

M 青 352 佐藤 美由紀 サトウ ミユキ 40 40～49歳 宮城県
M 青 353 金子 志のぶ カネコ シノブ 43 40～49歳 東京都
M 青 354 工藤 久美子 クドウ クミコ 58 50～59歳 東京都
S 青 355 仲川 みどり ナカガワ ミドリ 60 60～69歳 東京都
S 青 356 井原 みゆき イハラ ミユキ 60 60～69歳 東京都

受付 9:20 〜10:20
体操・アップ・招集 10:50 〜11:10
競技 11:20 〜12:20

NO 3 ジュニア 1.8ｋm
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

SS 黄色 401 鹿子 純 カノコ ジュン 10 19歳以下 東京都
SS 黄色 402 内村 弥路 ウチムラ ミロ 12 19歳以下 埼玉県
L 黄色 403 鈴木 伸吾 スズキ シンゴ 13 19歳以下 東京都
S 黄色 404 角田 あゆみ ツノダ アユミ 13 19歳以下 東京都
L 黄色 405 池田 伶 イケダ レイ 14 19歳以下 神奈川県



受付 9:20 〜10:20
体操・アップ・招集 10:50 〜11:10
競技 11:20 〜11:40

NO 4 男子 600m
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

L オレンジ 501 和田 寛 ワダ ヒロシ 31 30～39歳 埼玉県
L オレンジ 502 大洞 光知 オオホラ ミツトモ 45 40～49歳 神奈川県

S オレンジ 503 吉田 耕作 ヨシダ コウサク 46 40～49歳 神奈川県

LL オレンジ 504 阿部 直樹 アベ ナオキ 46 40～49歳 東京都
S オレンジ 505 佐々木 孝信 ササキ タカノブ 48 40～49歳 東京都
3L 3L オレンジ 506 池内 義宏 イケウチ ヨシヒロ 53 50～59歳 埼玉県

受付 9:20 〜10:20
体操・アップ・招集 10:50 〜11:10
競技 11:20 〜11:40

NO 4 女子 600m
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

M M オレンジ 551 池内 あかり イケウチ アカリ 12 19歳以下 埼玉県
M オレンジ 552 和田 華子 ワダ ハナコ 31 30～39歳 埼玉県
M オレンジ 553 五十嵐 真悠実 イガラシ マユミ 41 40～49歳 東京都
M オレンジ 554 大洞 淑子 オオホラ ヨシコ 45 40～49歳 神奈川県

受付 9:20 〜10:20
体操・アップ・招集 10:50 〜11:10
競技 11:20 〜11:40

NO 4 ジュニア 600m
OPN 招 T 追T 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 年齢 区分 都道府県

150 白 601 稲田 美優 イナダ ミユ 8 19歳以下 東京都
150 白 602 中村 虎之介 ナカムラ トラノスケ 9 19歳以下 埼玉県
150 白 603 永池 敦 ナガイケ アツシ 9 19歳以下 東京都
150 白 604 角田 唯 ツノダ ユイ 10 19歳以下 東京都
S 白 605 高本 亮 タカモト リョウ 10 19歳以下 東京都

150 白 606 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 10 19歳以下 神奈川県

150 白 607 高橋 大也 タカハシ ダイヤ 10 19歳以下 栃木県
S 白 608 中村 奏建 ナカムラ ソウタ 10 19歳以下 千葉県

150 白 609 五十嵐 遼香 イガラシ ハルカ 10 19歳以下 東京都
150 白 610 新谷 天寧 シンタニ アマネ 10 19歳以下 千葉県
SS 白 611 寺田 心春 テラダ コハル 11 19歳以下 東京都
M 白 612 林田 裕輝 ハヤシダ ユウキ 12 19歳以下 神奈川県


