
受付 10:30〜11:30

体操・アップ・招集 12:00〜12:20

競技 12:30〜16:00

（1）10km 男子

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

赤 101 カジイ タリク カジイ タリク 17 19歳以下 東京都

赤 102 梶原 勇雅 カジハラ ユウガ 21 20～29歳 神奈川県

赤 103 増田 法朗 マスダ ノリアキ 25 20～29歳 東京都

赤 104 有松 孝 アリマツ タカシ 29 20～29歳 東京都

赤 105 冨樫 慎 トガシ マコト 32 30～39歳 埼玉県

赤 106 渡邉 練 ワタナベ レン 34 30～39歳 東京都

赤 107 石原 一樹 イシハラ カズキ 36 30～39歳 神奈川県

赤 108 藤野 佑規 フジノ ユウキ 37 30～39歳 大阪府

赤 109 市原 諭 イチハラ サトル 37 30～39歳 埼玉県

赤 110 宇佐美 博一 ウサミ ヒロカズ 43 40～49歳 神奈川県

赤 111 大矢 卓馬 オオヤ タクマ 44 40～49歳 神奈川県

● 赤 112 坪原 成一朗 ツボハラ セイイチロウ 45 40～49歳 神奈川県

赤 113 古株 実 コカブ ミノル 50 50～59歳 東京都

赤 114 江崎 幸三 エザキ コウゾウ 51 50～59歳 神奈川県

赤 115 鈴木 啓介 スズキ ケイスケ 52 50～59歳 東京都

赤 116 浜田 高弘 ハマダ タカヒロ 52 50～59歳 東京都

赤 117 山本 裕之 ヤマモト ヒロユキ 53 50～59歳 愛知県

赤 118 蔡 洋 サイ ヨウ 53 50～59歳 東京都

赤 119 久野 哲也 ヒサノ テツヤ 53 50～59歳 茨城県

赤 120 外薗 博紀 ホカゾノ ヒロキ 55 50～59歳 東京都

赤 121 島田 達己 シマダ タツミ 60 60～69歳 山梨県

赤 122 徳山 一 トクヤマ ハジメ 67 60～69歳 東京都

受付 10:30〜11:30

体操・アップ・招集 12:00〜12:20

競技 12:30〜16:00

（1）10km 女子

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

赤 151 大友 千恵 オオトモ チエ 22 20～29歳 東京都

赤 152 宮本 夕起子 ミヤモト ユキコ 37 30～39歳 大阪府

赤 153 神谷 有香 カミヤ ユカ 39 30～39歳 静岡県

赤 154 清水 雪惠 シミズ ユキエ 48 40～49歳 東京都

赤 155 上地 さり カミチ サリ 51 50～59歳 神奈川県



受付 10:30〜11:30

体操・アップ・招集 12:00〜12:20

競技 12:30〜14:30

（2）5km 男子

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

青 201 広岡 恵典 ヒロオカ ケイスケ 15 19歳以下 千葉県

青 202 鈴木 裕也 スズキ ヒロヤ 40 40～49歳 埼玉県

青 203 佐々木 淳 ササキ ジュン 42 40～49歳 東京都

青 204 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 45 40～49歳 埼玉県

青 205 後藤 剛 ゴトウ ツヨシ 47 40～49歳 埼玉県

青 206 岡本 篤志 オカモト アツシ 47 40～49歳 神奈川県

青 207 武藤 良則 ムトウ ヨシノリ 48 40～49歳 群馬県

青 208 関 裕史 セキ ヒロシ 49 40～49歳 神奈川県

青 209 田村 昌義 タムラ マサヨシ 51 50～59歳 神奈川県

青 210 林 徹 ハヤシ テツ 53 50～59歳 神奈川県

青 211 井上 基大 イノウエ モトヒロ 55 50～59歳 神奈川県

青 212 森 務 モリ ツトム 56 50～59歳 神奈川県

青 213 斉藤 英一 サイトウ エイイチ 57 50～59歳 神奈川県

青 214 鈴木 基彦 スズキ モトヒコ 57 50～59歳 東京都
青 215 高田 明夫 タカタ アキオ 61 60～69歳 東京都

青 216 高島 秀夫 タカシマ ヒデオ 62 60～69歳 東京都

青 217 熊野 裕章 クマノ ヒロアキ 62 60～69歳 埼玉県

受付 10:30〜11:30

体操・アップ・招集 12:00〜12:20

競技 12:30〜14:30

（2）5km 女子

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

青 251 遠藤 美香 エンドウ ミカ 33 30～39歳 神奈川県

青 252 小川 智美 オガワ トモミ 51 50～59歳 茨城県



受付 12:30〜13:30

体操・アップ・招集 14:00〜14:20

競技 14:30〜15:50

（3）3km 男子

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

白 301 松澤 玲央 マツザワ レオ 34 30～39歳 東京都

白 302 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 39 30～39歳 埼玉県

白 303 亀島 清治 カメシマ セイジ 45 40～49歳 神奈川県

白 304 渡邊 禎一 ワタナベ テイイチ 46 40～49歳 神奈川県

白 305 鎌田 玄 カマタ ゲン 46 40～49歳 神奈川県

● 白 306 満屋 隆弘 ミツヤ タカヒロ 47 40～49歳 神奈川県

● 白 307 藤田 悟 フジタ サトル 49 40～49歳 神奈川県

白 308 小口 卓 オグチ タク 49 40～49歳 神奈川県

白 309 加地 宗和 カジ ムネカズ 50 50～59歳 東京都

白 310 鬼澤 裕彦 オニザワ ヒロヒコ 51 50～59歳 神奈川県

白 311 杉江 浩之 スギエ ヒロユキ 51 50～59歳 東京都

白 312 寺田 充 テラダ ミツル 52 50～59歳 埼玉県

白 313 高林 信康 タカバヤシ ノブヤス 52 50～59歳 神奈川県

白 314 米光 紀智 ヨネミツ ノリトモ 55 50～59歳 神奈川県

白 315 柴田 真一 シバタ シンイチ 55 50～59歳 神奈川県

白 316 伊藤 義昭 イトウ ヨシアキ 56 50～59歳 東京都

白 317 草薙 信久 クサナギ ノブヒサ 56 50～59歳 東京都

白 318 竹前 信行 タケマエ ノブユキ 57 50～59歳 神奈川県

白 319 清水 二郎 シミズ ジロウ 58 50～59歳 東京都

白 320 箕輪 渡 ミノワ ワタル 58 50～59歳 茨城県

白 321 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 59 50～59歳 東京都

白 322 丹羽 幹治 ニワ カンジ 61 60～69歳 東京都

白 323 井野口 義夫 イノグチ ヨシオ 69 60～69歳 東京都



受付 12:30〜13:30

体操・アップ・招集 14:00〜14:20

競技 14:30〜15:50

（3）3km 女子

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

白 351 稲田 美優 イナダ ミユ 11 19歳以下 東京都

白 352 高橋 ひかり タカハシ ヒカリ 13 19歳以下 東京都

白 353 宮崎 可奈子 ミヤザキ カナコ 34 30～39歳 東京都

白 354 加藤 恵子 カトウ ケイコ 42 40～49歳 東京都

白 355 荒木 香奈 アラキ カナ 44 40～49歳 東京都

白 356 小野崎 純子 オノザキ ジュンコ 46 40～49歳 東京都

白 357 伊藤 真希 イトウ マキ 53 50～59歳 東京都

● 白 358 石原 三幸 イシハラ ミユキ 65 60～69歳 静岡県



受付 12:30〜13:30

体操・アップ・招集 14:00〜14:20

競技 14:30〜15:00

（4）1km 男子

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

黄 401 京谷 優吾 キョウタニ ユウゴ 10 19歳以下 神奈川県

黄 402 井野 創 イノ ハジメ 33 30～39歳 東京都

黄 403 須永 龍太朗 スナガ リュウタロウ 34 30～39歳 東京都

黄 404 金子 亮太 カネコ リョウタ 35 30～39歳 神奈川県

● 黄 405 宮戸 嵩志 ミヤト タカシ 37 30～39歳 神奈川県

黄 406 市川 貴章 イチカワ タカアキ 37 30～39歳 東京都

黄 407 籔田 梓 ヤブタ アズサ 37 30～39歳 神奈川県

黄 408 今西 明 イマニシ アキラ 40 40～49歳 神奈川県

黄 409 竹内 英樹 タケウチ ヒデキ 43 40～49歳 神奈川県

● 黄 410 諸星 佑輔 モロホシ ユウスケ 45 40～49歳 東京都

黄 411 長橋 智一 ナガハシ トモカズ 46 40～49歳 静岡県

黄 412 永島 吉人 ナガシマ ヨシト 48 40～49歳 神奈川県

黄 413 原田 大輔 ハラダ ダイスケ 48 40～49歳 東京都

黄 414 中川 昌史 ナカガワ マサフミ 48 40～49歳 神奈川県

黄 415 大岸 健治 オオキシ ケンジ 48 40～49歳 東京都

黄 416 松本 雄 マツモト ユウ 48 40～49歳 東京都

黄 417 貫野 宏典 カンノ ヒロノリ 49 40～49歳 神奈川県

黄 418 保科 健志 ホシナ ケンジ 50 50～59歳 東京都

黄 419 甲斐 隆伸 カイ タカノブ 54 50～59歳 神奈川県

黄 420 藤木 裕之 フジキ ヒロユキ 54 50～59歳 神奈川県

黄 421 村山 正 ムラヤマ タダシ 55 50～59歳 埼玉県

黄 422 佐野 輝彦 サノ テルヒコ 55 50～59歳 静岡県

黄 423 森 知之 モリ トモユキ 55 50～59歳 東京都

黄 424 宮崎 友孝 ミヤザキ トモタカ 58 50～59歳 神奈川県

黄 425 高橋 宏郁 タカハシ ヒロフミ 60 60～69歳 千葉県



受付 12:30〜13:30

体操・アップ・招集 14:00〜14:20

競技 14:30〜15:00

（4）1km 女子

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

黄 451 宮戸 佑菜 ミヤト ユウナ 9 19歳以下 神奈川県

黄 452 田村 和奏 タムラ ワカナ 12 19歳以下 神奈川県

黄 453 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 13 19歳以下 神奈川県

黄 454 川上 亜美 カワカミ アミ 23 20～29歳 大阪府

黄 455 熊坂 美佳 クマサカ ミカ 42 40～49歳 神奈川県

黄 456 山本 しの ヤマモト シノ 46 40～49歳 東京都
黄 457 仲 京子 ナカ キョウコ 49 40～49歳 東京都

黄 458 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 49 40～49歳 神奈川県

黄 459 関 紀子 セキ ノリコ 51 50～59歳 東京都

黄 460 新村 和子 シンムラ カズコ 52 50～59歳 東京都

黄 461 岡崎 浩子 オカザキ ヒロコ 57 50～59歳 神奈川県



受付 12:30〜13:30

体操・アップ・招集 14:00〜14:20

競技 14:30〜14:45

（5） 500m 男子

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

橙 501 寺田 愛依琉 テラダ アイル 14 19歳以下 埼玉県

橙 502 長谷川 太一 ハセガワ タイチ 16 19歳以下 千葉県

橙 503 山口 能央 ヤマグチ タカオ 43 40～49歳 東京都

橙 504 福島 義永 フクシマ ヨシヒサ 43 40～49歳 埼玉県

橙 505 井上 宏之 イノウエ ヒロユキ 45 40～49歳 千葉県

橙 506 竹田 正樹 タケダ マサキ 45 40～49歳 神奈川県

橙 507 赤城 一郎 アカギ イチロウ 46 40～49歳 東京都

橙 508 長谷川 仁 ハセガワ ヒトシ 47 40～49歳 千葉県

橙 509 村岡 学 ムラオカ ガク 47 40～49歳 東京都

橙 510 武藤 良則 ムトウ ヨシノリ 48 40～49歳 群馬県

橙 511 園田 泰之 ソノダ ヤスユキ 53 50～59歳 東京都

橙 512 川端 寿重 カワバタ トシシゲ 59 50～59歳 東京都

橙 513 河村  欣二 カワムラ キンジ 60 60～69歳 東京都

橙 514 永野 勝久 ナガノ カツヒサ 60 60～69歳 東京都

受付 12:30〜13:30

体操・アップ・招集 14:00〜14:20

競技 14:30〜14:45

（5） 500m 女子

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

橙 551 武藤 由璃子 ムトウ ユリコ 9 19歳以下 群馬県

橙 552 福島 幸花 フクシマ サチカ 11 19歳以下 埼玉県

橙 553 村岡 柚希 ムラオカ ユズキ 13 19歳以下 東京都

橙 554 上地 夏帆 カミチ ナツホ 15 19歳以下 神奈川県

橙 555 伊藤 優衣 イトウ ユイ 17 19歳以下 東京都

橙 556 林 萌乃佳 ハヤシ ホノカ 18 19歳以下 埼玉県

橙 557 大井 真澄 オオイ マスミ 31 30～39歳 神奈川県

橙 558 長谷川 恩 ハセガワ メグミ 42 40～49歳 東京都

橙 559 武藤 智美 ムトウ トモミ 43 40～49歳 群馬県

橙 560 林 由美 ハヤシ ユミ 52 50～59歳 埼玉県


