
受付 10:00 〜11:00

体操・アップ・招集 11:30 〜11:50

競技 12:00 〜12:45

No1 男子　1km

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

オレンジ 101 平良 幸翼 タイラ コウスケ 10 19歳以下 沖縄県

赤 102 宮田 伊織 ミヤタ イオリ 10 19歳以下 沖縄県

赤 103 中島 和 ナカジマ カズ 11 19歳以下 沖縄県

オレンジ 104 美崎 伊緒里 ミサキ イオリ 11 19歳以下 沖縄県

オレンジ 105 一木 龍之介 イチキ リュウノスケ 12 19歳以下 東京都

オレンジ 106 当銘 由之祐 トウメ ユウノスケ 13 19歳以下 沖縄県

赤 107 西島 伸 ニシジマ シン 21 20～29歳 大阪府

赤 108 kang jihoon カン ジフン 25 20～29歳 京都府

赤 109 下門 将徳 シモカド マサノリ 35 30～39歳 沖縄県

赤 110 杉山 大二 スギヤマ ダイジ 36 30～39歳 沖縄県

オレンジ 111 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 37 30～39歳 神奈川県

赤 112 内山 洋介 ウチヤマ ヨウスケ 39 30～39歳 沖縄県

赤 113 山下 和秀 ヤマシタ カズヒデ 41 40～49歳 沖縄県

赤 114 高野 毅 タカノ タケシ 43 40～49歳 東京都

赤 115 達川 真吾 タツカワ シンゴ 43 40～49歳 兵庫県

赤 116 伊藤 慶 イトウ ケイ 44 40～49歳 沖縄県

赤 117 岡崎 和彦 オカザキ カズヒコ 46 40～49歳 埼玉県

赤 118 久保 栄克 クボ ヒデカツ 47 40～49歳 沖縄県

赤 119 岡崎 満 オカザキ ミツル 48 40～49歳 京都府

赤 120 漆谷 隆紀 ウルシタニ タカトシ 48 40～49歳 山口県

赤 121 三池 裕幸 ミイケ ヒロユキ 49 40～49歳 熊本県

赤 122 林 徹 ハヤシ テツ 51 50～59歳 神奈川県

オレンジ 123 中川 英二郎 ナカガワ エイジロウ 52 50～59歳 東京都

赤 124 一木 伸夫 イチキ ノブオ 52 50～59歳 東京都

赤 125 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 53 50～59歳 東京都

赤 126 諸澤 順一 モロサワ ジュンイチ 53 50～59歳 北海道

赤 127 中島 洋和 ナカジマ ヒロカズ 55 50～59歳 沖縄県

赤 128 中谷 ノボル ナカタニ ノボル 56 50～59歳 沖縄県

赤 129 石田 智裕 イシダ トモヒロ 57 50～59歳 東京都

赤 130 荒井 勉 アライ ツトム 58 50～59歳 神奈川県

オレンジ 131 西村 正士 ニシムラ マサシ 62 60～69歳 愛知県

オレンジ 132 平山 真二 ヒラヤマ シンジ 62 60～69歳 埼玉県

オレンジ 133 江崎 裕之 エサキ ヒロユキ 64 60～69歳 埼玉県

オレンジ 134 池田 勝久 イケダ カツヒサ 64 60～69歳 東京都



受付 10:00 〜11:00

体操・アップ・招集 11:30 〜11:50

競技 12:00 〜12:45

No1 女子　1km

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

赤 151 中島 日南 ナカジマ ニナ 12 19歳以下 沖縄県

赤 152 松下 彩花 マツシタ アヤカ 27 20～29歳 神奈川県

オレンジ 153 堀部 結里花 ホリベ ユリカ 28 20～29歳 神奈川県

オレンジ 154 橋本 美穂 ハシモト ミホ 32 30～39歳 沖縄県

オレンジ 155 SEOW GIINFENG ショウ ギーンフェン 42 40～49歳 沖縄県

オレンジ 156 小林 泰子 コバヤシ ヤスコ 44 40～49歳 沖縄県

赤 157 牛田 奈緒子 ウシダ ナオコ 44 40～49歳 東京都

赤 158 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 47 40～49歳 神奈川県

赤 159 菊地 桂子 キクチ ケイコ 47 40～49歳 神奈川県

赤 160 山下 りこ ヤマシタ リコ 47 40～49歳 大阪府

赤 161 角部 美々子 カドベ ミミコ 48 40～49歳 東京都

オレンジ 162 船道 知子 フナミチ トモコ 49 40～49歳 沖縄県

赤 163 林 友子 ハヤシ ユウコ 50 50～59歳 沖縄県

赤 164 田丸 統子 タマル ノリコ 53 50～59歳 奈良県

赤 165 荒井 ゆき アライ ユキ 55 50～59歳 神奈川県

赤 166 鶴間 てる子 ツルマ テルコ 55 50～59歳 東京都

オレンジ 167 吉田 智江 ヨシダ トモエ 60 60～69歳 埼玉県

オレンジ 168 島田 薫 シマダ カオリ 60 60～69歳 東京都

オレンジ 169 鬼岩 幸代 オニイワ サチヨ 61 60～69歳 奈良県

オレンジ 170 木村 享子 キムラ キョウコ 63 60～69歳 奈良県

オレンジ 171 真渋 涼子 マシブ リョウコ 63 60～69歳 東京都



受付 10:00 〜11:00

体操・アップ・招集 11:30 〜11:50

競技 12:05 〜12:30

No2 男子　500m

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

黄色 201 コウ 理陽 コウ リオ 8 19歳以下 沖縄県

黄色 202 岡林 隼 オカバヤシ ハヤト 8 19歳以下 沖縄県

黄色 203 足立 健 アダチ タケル 10 19歳以下 沖縄県

黄色 204 福田 英真 フクタ ヒデミ 11 19歳以下 沖縄県

黄色 205 白浜 智樹 シラハマ トモキ 11 19歳以下 大阪府

黄色 206 岡林 樹 オカバヤシ イヅキ 12 19歳以下 沖縄県

黄色 207 山本 幸大 ヤマモト ユキヒロ 28 20～29歳 愛知県

黄色 208 岩下 夏輝 イワシタ ナツキ 28 20～29歳 大阪府

黄色 209 岡村 純 オカムラ ジュン 33 30～39歳 北海道

黄色 210 梅田 裕也 ウメダ ユウヤ 37 30～39歳 沖縄県

黄色 211 田中 秀典 タナカ ヒデノリ 40 40～49歳 沖縄県

黄色 212 佐々木 賢 ササキ マサル 41 40～49歳 東京都

黄色 213 岡林 薫 オカバヤシ カオル 42 40～49歳 沖縄県

黄色 214 川村 学 カワムラ マナブ 48 40～49歳 東京都

黄色 215 山田 宏一 ヤマダ ヒロカズ 48 40～49歳 東京都

黄色 216 瀬戸 学 セト サトル 51 50～59歳 愛知県

黄色 217 田中 徳繁 タナカ トクシゲ 52 50～59歳 愛知県

黄色 218 植村 健吾 ウエムラ ケンゴ 52 50～59歳 沖縄県

黄色 219 近藤 正之 コンドウ マサユキ 54 50～59歳 東京都

黄色 220 清水 二郎 シミズ ジロウ 56 50～59歳 東京都

黄色 221 椿 隆幸 ツバキ タカユキ 57 50～59歳 沖縄県

黄色 222 仲間 春一 ナカマ シュンイチ 57 50～59歳 沖縄県

黄色 223 丹羽 幹治 ニワ カンジ 59 50～59歳 東京都

黄色 224 福田 善通 フクタ ヨシミチ 60 60～69歳 沖縄県

黄色 225 岡村 健司 オカムラ ケンジ 65 60～69歳 北海道

黄色 226 池之谷 兼行 イケノヤ カネユキ 65 60～69歳 埼玉県

黄色 227 山下 祥次 ヤマシタ ショウジ 72 70～79歳 大阪府

黄色 228 中島 太洋 ナカジマ タイヨウ 7 19歳以下 沖縄県



受付 10:00 〜11:00

体操・アップ・招集 11:30 〜11:50

競技 12:05 〜12:30

No2 女子　500m

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

黄色 251 楠本 美結 クスモト ミユウ 12 19歳以下 沖縄県

黄色 252 大槻 歩海 オオツキ アユミ 17 19歳以下 沖縄県

黄色 253 コウ 和佳奈 コウ ワカナ 39 30～39歳 沖縄県

黄色 254 山内 七重 ヤマウチ ナナエ 46 40～49歳 東京都

黄色 255 大槻 陽恵 オオツキ キヨエ 51 50～59歳 沖縄県

黄色 256 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 53 50～59歳 東京都

黄色 257 狩俣 幸子 カリマタ サチコ 66 60～69歳 沖縄県

黄色 258 松永 初惠 マツナガ ハツエ 67 60～69歳 山口県



受付 12:00 〜13:30

体操・アップ・招集 14:00 〜14:20

競技 14:30 〜16:30

No4 男子　5km

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

水色 301 中西 秀一朗 ナカニシ シュウイチロウ 22 20～29歳 埼玉県

水色 302 Vyshegorodtsev Marat ヴィシェゴロデツェフ マラット 32 30～39歳 東京都

水色 303 奥平 竜司 オクヒラ リュウジ 32 30～39歳 神奈川県

水色 304 小柳 朋也 オヤナギ トモヤ 33 30～39歳 岡山県

水色 305 明野 翔太 アケノ ショウタ 36 30～39歳 神奈川県

水色 306 大森 望 オオモリ ノゾム 36 30～39歳 神奈川県

黄色 307 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 37 30～39歳 神奈川県

黄色 308 生田 正己 イクタ マサミ 38 30～39歳 兵庫県

水色 309 木下 裕己 キノシタ ユウキ 39 30～39歳 埼玉県

水色 310 内山 洋介 ウチヤマ ヨウスケ 39 30～39歳 沖縄県

水色 311 山下 和秀 ヤマシタ カズヒデ 41 40～49歳 沖縄県

黄色 312 佐々木 賢 ササキ マサル 41 40～49歳 東京都

水色 313 原田 真季 ハラダ マキ 41 40～49歳 兵庫県

水色 314 島田 和幸 シマダ ガズユキ 42 40～49歳 東京都

水色 315 Morahan Tony Lee モラハン トニーリー 43 40～49歳 沖縄県

水色 316 角部 亮 カドベ リョウ 45 40～49歳 東京都

水色 317 川島 隆伸 カワシマ タカノブ 45 40～49歳 埼玉県

水色 318 岡崎 和彦 オカザキ カズヒコ 46 40～49歳 埼玉県

水色 319 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 46 40～49歳 千葉県

水色 320 久保 栄克 クボ ヒデカツ 47 40～49歳 沖縄県

水色 321 浅川 秀之 アサカワ ヒデユキ 47 40～49歳 神奈川県

水色 322 岡崎 満 オカザキ ミツル 48 40～49歳 京都府

水色 323 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 49 40～49歳 京都府

水色 324 佐藤 英一郎 サトウ エイイチロウ 49 40～49歳 東京都

水色 325 木村 元彦 キムラ モトヒコ 50 50～59歳 神奈川県

水色 326 大野 光樹 オオノ コウキ 50 50～59歳 東京都

水色 327 林 徹 ハヤシ テツ 51 50～59歳 神奈川県

水色 328 本村 洋介 モトムラ ヨウスケ 53 50～59歳 福岡県

水色 329 河合 紳和 カワイ ノブカズ 53 50～59歳 静岡県

水色 330 首藤 介伸 シュトウ ユキノブ 54 50～59歳 東京都

水色 331 近藤 正之 コンドウ マサユキ 54 50～59歳 東京都

水色 332 小田切 泰寿 オダギリ ヤストシ 56 50～59歳 東京都

水色 333 清水 二郎 シミズ ジロウ 56 50～59歳 東京都

水色 334 久保田 修 クボタ オサム 56 50～59歳 沖縄県

水色 335 石田 智裕 イシダ トモヒロ 57 50～59歳 東京都



水色 336 増田 雅男 マスダ マサオ 58 50～59歳 群馬県

水色 337 田畑 勝真 タバタ カツマ 58 50～59歳 大阪府

水色 338 坂 敏之 サカ トシユキ 58 50～59歳 東京都

水色 339 北浦 康裕 キタウラ ヤスヒロ 59 50～59歳 東京都

水色 340 木村 浩一 キムラ コウイチ 59 50～59歳 群馬県

黄色 341 長谷部 博則 ハセベ ヒロノリ 62 60～69歳 高知県

黄色 342 新井 茂夫 アライ シゲオ 62 60～69歳 東京都

黄色 343 平山 真二 ヒラヤマ シンジ 62 60～69歳 埼玉県

黄色 344 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 68 60～69歳 群馬県



受付 12:00 〜13:30

体操・アップ・招集 14:00 〜14:20

競技 14:30 〜16:30

No4 女子　5km

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

水色 351 山本 真由 ヤマモト マユ 24 20～29歳 東京都

水色 352 和賀 愛 ワガ アイ 26 20～29歳 東京都

水色 353 松下 彩花 マツシタ アヤカ 27 20～29歳 神奈川県

黄色 354 堀部 結里花 ホリベ ユリカ 28 20～29歳 神奈川県

水色 355 岩田 文 イワタ アヤ 38 30～39歳 埼玉県

水色 356 佐久間 美樹 サクマ ミキ 45 40～49歳 京都府

水色 357 籾山 綾子 モミヤマ アヤコ 46 40～49歳 沖縄県

水色 358 菊地 桂子 キクチ ケイコ 47 40～49歳 神奈川県

水色 359 小田切 玲 オダギリ レイ 47 40～49歳 東京都

黄色 360 菅沢 佐智子 スガサワ サチコ 48 40～49歳 東京都

水色 361 寺村 比呂美 テラムラ ヒロミ 49 40～49歳 東京都

水色 362 塩澤 久美江 シオザワ クミエ 49 40～49歳 東京都

水色 363 加藤 知子 カトウ トモコ 51 50～59歳 東京都

水色 364 森田 直美 モリタ ナオミ 53 50～59歳 埼玉県

水色 365 荒井 ゆき アライ ユキ 55 50～59歳 神奈川県

黄色 366 吉田 智江 ヨシダ トモエ 60 60～69歳 埼玉県



受付 12:00 〜13:30

体操・アップ・招集 14:00 〜14:20

競技 14:35 〜15:55

No5 男子　2.5km

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

白 401 近藤 寛太 コンドウ カンタ 11 19歳以下 沖縄県

白 402 山崎 航輝 ヤマザキ コウキ 14 19歳以下 沖縄県

白 403 村田 孔史 ムラタ コウシ 23 20～29歳 兵庫県

白 404 kang jihoon カン ジフン 25 20～29歳 京都府

白 405 山本 幸大 ヤマモト ユキヒロ 28 20～29歳 愛知県

白 406 榊原 雅史 サカキバラ マサフミ 32 30～39歳 神奈川県

白 407 後藤 遥介 ゴトウ ヨウスケ 33 30～39歳 大阪府

白 408 山田 圭太 ヤマダ ケイタ 37 30～39歳 福岡県

白 409 梅田 裕也 ウメダ ユウヤ 37 30～39歳 沖縄県

白 410 稲垣 元博 イナガキ モトヒロ 40 40～49歳 東京都

白 411 佐々木 周 ササキ アマネ 42 40～49歳 東京都

白 412 高野 毅 タカノ タケシ 43 40～49歳 東京都

白 413 近藤 功一 コンドウ コウイチ 43 40～49歳 沖縄県

白 414 座間 聖徳 ザマ キヨノリ 45 40～49歳 沖縄県

白 415 武藤 良則 ムトウ ヨシノリ 46 40～49歳 群馬県

白 416 松元 渉 マツモト ワタル 46 40～49歳 山口県

白 417 石塚 貴将 イシヅカ タカマサ 46 40～49歳 東京都

オレンジ 418 川村 学 カワムラ マナブ 48 40～49歳 東京都

白 419 山田 宏一 ヤマダ ヒロカズ 48 40～49歳 東京都

白 420 井之川 俊介 イノカワ シュンスケ 48 40～49歳 神奈川県

白 421 三池 裕幸 ミイケ ヒロユキ 49 40～49歳 熊本県

白 422 山谷 有史 ヤマヤ アリフミ 49 40～49歳 神奈川県

白 423 川名 順 カワナ ジュン 50 50～59歳 東京都

オレンジ 424 徳嶺 幸司 トクミネ コウジ 50 50～59歳 沖縄県

白 425 藤本 幸博 フジモト ユキヒロ 50 50～59歳 大阪府

白 426 瀬戸 学 セト サトル 51 50～59歳 愛知県

白 427 一木 伸夫 イチキ ノブオ 52 50～59歳 東京都

オレンジ 428 田中 徳繁 タナカ トクシゲ 52 50～59歳 愛知県

白 429 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 53 50～59歳 東京都

白 430 秋野 裕司 アキノ ユウジ 53 50～59歳 神奈川県

白 431 松本 克之 マツモト カツユキ 53 50～59歳 神奈川県

白 432 小笠原 宏之 オガサハラ ヒロユキ 55 50～59歳 大阪府

白 433 西島 暢洋 ニシジマ ノブヒロ 56 50～59歳 大阪府

白 434 小金井 隆志 コガネイ タカシ 56 50～59歳 東京都

白 435 仲間 春一 ナカマ シュンイチ 57 50～59歳 沖縄県



オレンジ 436 村上 公一 ムラカミ コウイチ 57 50～59歳 愛知県

白 437 丹羽 幹治 ニワ カンジ 59 50～59歳 東京都

オレンジ 438 古川 忠宏 フルカワ タダヒロ 62 60～69歳 山形県

オレンジ 439 鶴見 聰 ツルミ サトシ 63 60～69歳 東京都

オレンジ 440 池田 勝久 イケダ カツヒサ 64 60～69歳 東京都

オレンジ 441 岡村 健司 オカムラ ケンジ 65 60～69歳 北海道

オレンジ 442 吉田 豊美 ヨシダ トヨミ 68 60～69歳 大阪府

オレンジ 443 小口 栄治 オグチ エイジ 70 70～79歳 神奈川県



受付 12:00 〜13:30

体操・アップ・招集 14:00 〜14:20

競技 14:35 〜15:55

No5 女子　2.5km

OPN 招 帽子 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 歳 区分 都道府県

オレンジ 451 千々岩 彩音 チヂイワ アヤネ 25 20～29歳 大阪府

白 452 山田 沙織 ヤマダ サオリ 36 30～39歳 福岡県

白 453 橋口 久美子 ハシグチ クミコ 36 30～39歳 福岡県

白 454 コウ 和佳奈 コウ ワカナ 39 30～39歳 沖縄県

白 455 金子 麻衣子 カネコ マイコ 41 40～49歳 埼玉県

白 456 田福 雪恵 タフク ユキエ 41 40～49歳 沖縄県

白 457 安田 美苗 ヤスダ ミナエ 43 40～49歳 東京都

白 458 白浜 洋子 シラハマ ヨウコ 46 40～49歳 大阪府

白 459 橋本 あゆみ ハシモト アユミ 46 40～49歳 神奈川県

白 460 釜池 美智子 カマイケ ミチコ 47 40～49歳 神奈川県

白 461 福渡 由美 フクワタリ ユミ 48 40～49歳 東京都

白 462 松本 貴子 マツモト タカコ 51 50～59歳 神奈川県

白 463 佐々木 真理子 ササキ マリコ 52 50～59歳 東京都

白 464 長野 伸江 ナガノ ノブエ 53 50～59歳 神奈川県

白 465 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 53 50～59歳 東京都

白 466 鶴間 てる子 ツルマ テルコ 55 50～59歳 東京都

オレンジ 467 岡崎 道子 オカザキ ミチヨ 61 60～69歳 東京都

オレンジ 468 小口 真利子 オグチ マリコ 64 60～69歳 神奈川県


