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

No1 男子  2.5km
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 101 井上 大夢 イノウエ ダイム 11 14歳以下 神奈川県
黄 102 尾高 康太 オタカ コウタ 20 20～24歳 東京都
橙 103 中山 泰誠 ナカヤマ タイセイ 25 25～29歳 神奈川県
黄 104 丹澤 純 タンザワ ジュン 25 25～29歳 神奈川県
黄 105 和田 慶 ワダ ケイ 29 25～29歳 千葉県
橙 106 鈴木 真尚 スズキ マサナオ 33 30～34歳 東京都
橙 107 朝妻 誠 アサヅマ マコト 33 30～34歳 鳥取県
橙 108 池ヶ谷 正人 イケガヤ マサト 35 35～39歳 千葉県
橙 109 瀬端 康弘 セバタ ヤスヒロ 35 35～39歳 神奈川県
橙 110 高橋 拓朗 タカハシ タクロウ 36 35～39歳 千葉県
橙 111 桂田 功一 カツラダ コウイチ 36 35～39歳 東京都
橙 112 吉江 俊一 ヨシエ シュンイチ 37 35～39歳 東京都
橙 113 鈴木 裕也 スズキ ヒロヤ 40 40～44歳 埼玉県
橙 114 牧野 充宣 マキノ ミツノブ 40 40～44歳 東京都

● 橙 115 伊藤 教善 イトウ タカヨシ 41 40～44歳 神奈川県
橙 116 宇佐美 博一 ウサミ ヒロカズ 43 40～44歳 神奈川県
橙 117 竹内 英樹 タケウチ ヒデキ 43 40～44歳 神奈川県
橙 118 小澤 和仁 オザワ カズヒト 44 40～44歳 神奈川県
橙 119 伊藤 智史 イトウ サトシ 44 40～44歳 東京都
橙 120 柳澤 隆司 ヤナギサワ リュウジ 44 40～44歳 東京都
橙 121 山田 拓生 タマダ タクオ 44 40～44歳 東京都
橙 122 佐藤 博之 サトウ ヒロユキ 45 45～49歳 東京都
橙 123 高野 毅 タカノ タケシ 45 45～49歳 東京都
黄 124 田中 仁人 タナカ キミト 45 45～49歳 埼玉県
橙 125 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 45 45～49歳 埼玉県
橙 126 片瀬 徳哉 カタセ トクヤ 46 45～49歳 東京都
橙 127 加藤 克典 カトウ カツノリ 46 45～49歳 東京都

● 黄 128 小泉 秀幸 コイズミ ヒデユキ 46 45～49歳 東京都
橙 129 祖父江 和彦 ソブエ カズヒコ 46 45～49歳 神奈川県
橙 130 鎌田 玄 カマタ ゲン 46 45～49歳 神奈川県
橙 131 前島 宗隆 マエジマ ムネタカ 46 45～49歳 神奈川県
橙 132 浜本 洋次 ハマモト ヒロツグ 47 45～49歳 東京都
橙 133 上田 祐司 ウエダ ユウジ 48 45～49歳 神奈川県
橙 134 筒井 貴之 ツツイ タカユキ 48 45～49歳 東京都
橙 135 両角 剛 モロズミ ツヨシ 48 45～49歳 東京都
橙 136 星野 裕史 ホシノ ユウジ 48 45～49歳 埼玉県
橙 137 宮下 哲也 ミヤシタ テツヤ 49 45～49歳 神奈川県
橙 138 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 49 45～49歳 東京都
橙 139 富永 充昭 トミナガ ミツアキ 49 45～49歳 神奈川県
橙 140 小島 幸太 コジマ コウタ 49 45～49歳 東京都

● 橙 141 徳田 充 トクダ ミツル 49 45～49歳 神奈川県
橙 142 野村 家貴 ノムラ イエタカ 49 45～49歳 神奈川県
橙 143 武田 典幸 タケダ ノリユキ 49 45～49歳 東京都
橙 144 森田 昌宏 モリタ マサヒロ 49 45～49歳 東京都
橙 145 山路 淳志 ヤマジ アツシ 49 45～49歳 神奈川県
橙 146 椿井 教郎 ツバイ ノリオ 50 50～54歳 大阪府
橙 147 白鳥 孝一 シラトリ コウイチ 50 50～54歳 東京都
橙 148 加地 宗和 カジ ムネカズ 50 50～54歳 東京都
橙 149 中島 洋一 ナカジマ ヨウイチ 50 50～54歳 東京都
橙 150 石田 孝規 イシダ コウキ 50 50～54歳 神奈川県



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 151 大木 康幸 オオキ ヤスユキ 50 50～54歳 東京都
橙 152 大野 智洋 オオノ トモヒロ 51 50～54歳 東京都
橙 153 鎌原 正幸 カンバラ マサユキ 51 50～54歳 神奈川県

● 橙 154 中村 正明 ナカムラ マサアキ 52 50～54歳 埼玉県
橙 155 木村 元彦 キムラ モトヒコ 52 50～54歳 神奈川県
橙 156 池田 浩昭 イケダ ヒロアキ 52 50～54歳 東京都
橙 157 大野 光樹 オオノ コウキ 52 50～54歳 東京都
橙 158 高梨 繁 タカナシ シゲル 52 50～54歳 東京都
橙 159 伊藤 宜久 イトウ ノブヒサ 52 50～54歳 埼玉県
橙 160 瀧澤 勝彦 タキザワ カツヒコ 52 50～54歳 千葉県
橙 161 堀内 雅生 ホリウチ マサオ 53 50～54歳 東京都
橙 162 佐原 聡 サハラ サトシ 53 50～54歳 埼玉県
橙 163 清水 豪人 シミズ タケト 53 50～54歳 神奈川県
橙 164 西村 康浩 ニシムラ ヤスヒロ 53 50～54歳 東京都
橙 165 植村  毅 ウエムラ ツヨシ 53 50～54歳 東京都
橙 166 米田 幸一 ヨネタ コウイチ 53 50～54歳 神奈川県
橙 167 田村 好弘 タムラ ヨシヒロ 54 50～54歳 東京都
橙 168 渡部 泰寿 ワタナベ ヤストシ 54 50～54歳 神奈川県
橙 169 奥山 則幸 オクヤマ ノリユキ 54 50～54歳 東京都
橙 170 川合 邦之 カワイ クニユキ 54 50～54歳 神奈川県
黄 171 渥美 修一郎 アツミ シュウイチロウ 54 50～54歳 東京都
橙 172 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 55 55～59歳 東京都
橙 173 芳賀 俊夫 ハガ トシオ 55 55～59歳 神奈川県
橙 174 堀内 卓 ホリウチ タカシ 55 55～59歳 神奈川県
橙 175 林 聡史 ハヤシ サトシ 55 55～59歳 神奈川県
橙 176 土屋 孝文 ツチヤ タカフミ 55 55～59歳 東京都
橙 177 柴田 真一 シバタ シンイチ 55 55～59歳 神奈川県
橙 178 待田 正 マチダ マサシ 55 55～59歳 栃木県
橙 179 松本 克之 マツモト カツユキ 55 55～59歳 神奈川県
橙 180 上野 孝 ウエノ タカシ 55 55～59歳 神奈川県
橙 181 池田 勝次 イケダ カツシ 56 55～59歳 神奈川県
橙 182 道家 民樹 ドウケ タミキ 56 55～59歳 東京都
橙 183 今若 恒幸 イマワカ ツネユキ 56 55～59歳 千葉県
橙 184 脇田 啓司 ワキタ ケイジ 57 55～59歳 神奈川県
橙 185 小山 泰司 コヤマ タイジ 57 55～59歳 埼玉県
橙 186 高木 達朗 タカギ タツロウ 58 55～59歳 神奈川県
黄 187 仲田 徳実 ナカタ トクミ 59 55～59歳 東京都
橙 188 黒瀬 直人 クロセ ナオト 59 55～59歳 東京都
橙 189 原田 博幸 ハラダ ヒロユキ 59 55～59歳 東京都
黄 190 北村 幸文 キタムラ ユキフミ 60 60～64歳 神奈川県
黄 191 坂 敏之 サカ トシユキ 60 60～64歳 東京都
黄 192 神尾 尚人 カミオ ヒサト 61 60～64歳 神奈川県
黄 193 木俣 義信 キマタ ヨシノブ 61 60～64歳 東京都
黄 194 棚橋 伸 タナハシ ノブ 61 60～64歳 神奈川県
黄 195 丹羽 幹治 ニワ カンジ 61 60～64歳 東京都
黄 196 上杉 明夫 ウエスギ アキオ 61 60～64歳 東京都
黄 197 田口 義隆 タグチ ヨシタカ 61 60～64歳 岐阜県
黄 198 長谷川 純一 ハセガワ ジュンイチ 61 60～64歳 神奈川県
黄 199 八木下 洋一 ヤギシタ ヨウイチ 62 60～64歳 東京都
黄 200 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 62 60～64歳 東京都



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 201 宮崎 博美 ミヤザキ ヒロミ 62 60～64歳 埼玉県
黄 202 熊野 裕章 クマノ ヒロアキ 62 60～64歳 埼玉県
黄 203 佐原 義規 サハラ ヨシノリ 63 60～64歳 神奈川県
黄 204 濱田 和実 ハマダ カズミ 63 60～64歳 神奈川県
黄 205 越川 英明 コシカワ ヒデアキ 63 60～64歳 兵庫県
黄 206 具志堅 勉 グシケン ツトム 63 60～64歳 東京都
黄 207 安川 清一郎 ヤスカワ セイイチロウ 66 65～69歳 東京都
黄 208 澁谷 実 シブヤ ミノル 71 70～74歳 神奈川県
黄 209 古賀 芳夫 コガ ヨシオ 71 70～74歳 東京都
黄 210 峰田 正隆 ミネタ マサタカ 79 75～79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

No1 女子  2.5km
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 251 濵田 早紀 ハマダ サキ 25 25～29歳 埼玉県
白 252 中山 悠莉 ナカヤマ ユウリ 28 25～29歳神奈川県
黄 253 宮部 さほ ミヤベ サホ 30 30～34歳 東京都
白 254 綿引 千佳 ワタヒキ チカ 33 30～34歳 東京都
白 255 西澤 香澄 ニシザワ カスミ 36 35～39歳 東京都
白 256 間藤 里絵 マトウ サトエ 37 35～39歳 千葉県
黄 257 鬼丸 真有美 オニマル マユミ 38 35～39歳 東京都
白 258 髙田 友希 タカダ ユキ 40 40～44歳神奈川県
白 259 生方 孝枝 ウブカタ ユキエ 42 40～44歳 群馬県
白 260 白川 もえぎ シラカワ モエギ 43 40～44歳 東京都
黄 261 中山 江利 ナカヤマ エリ 45 45～49歳 東京都
白 262 豊沢 真紀 トヨサワ マキ 45 45～49歳神奈川県
白 263 渡辺 清香 ワタナベ キヨカ 47 45～49歳 東京都
白 264 佐々木 直子 ササキ ナオコ 49 45～49歳 東京都

● 白 265 仲津 真規子 ナカツ マキコ 50 50～54歳 埼玉県
白 266 奥村 陽子 オクムラ ヨウコ 50 50～54歳 栃木県
白 267 佐伯 康子 サエキ ヤスコ 51 50～54歳神奈川県
白 268 田中 みのり タナカ ミノリ 51 50～54歳 東京都
黄 269 中村 光代 ナカムラ ミツヨ 51 50～54歳 東京都
白 270 井上 理子 イノウエ アヤコ 51 50～54歳 東京都
白 271 藤本 景子 フジモト ケイコ 52 50～54歳 宮城県
白 272 秋山 美奈子 アキヤマ ミナコ 52 50～54歳 東京都
白 273 松本 貴子 マツモト タカコ 53 50～54歳神奈川県
白 274 押川 あづさ オシカワ アヅサ 55 55～59歳 埼玉県
黄 275 玉井 理恵 タマイ リエ 55 55～59歳 東京都
白 276 内山 佳恵 ウチヤマ ヨシエ 56 55～59歳 東京都
白 277 山田 操 ヤマダ ミサオ 56 55～59歳神奈川県
白 278 林 利津子 ハヤシ リツコ 57 55～59歳 東京都
白 279 利柳下 亜矢子 リヤナゲ アヤコ 57 55～59歳 埼玉県
白 280 永井 久美子 ナガイ クミコ 58 55～59歳 東京都
白 281 矢島 和江 ヤジマ カズエ 59 55～59歳 埼玉県
黄 282 佐藤 貴代子 サトウ キヨコ 60 60～64歳神奈川県
黄 283 漆 紫穂子 ウルシ シホコ 61 60～64歳 東京都
黄 284 吉田 智江 ヨシダ トモエ 62 60～64歳 埼玉県
黄 285 大石 久美子 オオイシ クミコ 63 60～64歳 静岡県
黄 286 石川 淑江 イシカワ ヨシエ 65 65～69歳 東京都
黄 287 川久保 ちづる カワクボ チヅル 66 65～69歳神奈川県
黄 288 綿引 征枝 ワタヒキ ユキエ 67 65～69歳 東京都
黄 289 上田 八千代 ウエタ゜ ヤチヨ 72 70～74歳 静岡県
黄 290 齋藤 佳子 サイトウ ヨシコ 74 70～74歳 東京都
黄 291 五十嵐 敏子 イガラシ トシコ 74 70～74歳 東京都



受付 10:40〜11:40
体操・アップ・招集 12:10〜12:30
競技 12:40〜13:05

No3 男子  500m
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 301 武本 響希 タケモト ヒビキ 9 14歳以下 東京都
黄 302 吉原 樹生 ヨシハラ イツキ 12 14歳以下 埼玉県
黄 303 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 39 35～39歳 埼玉県
黄 304 佐伯 貴広 サエキ タカヒロ 40 40～44歳 神奈川県
黄 305 笠原 純也 カサハラ ジュンヤ 40 40～44歳 神奈川県
黄 306 早川 沢 ハヤカワ タク 43 40～44歳 東京都
黄 307 阿部 直樹 アベ ナオキ 43 40～44歳 新潟県
黄 308 加藤 岳 カトウ ガク 46 45～49歳 東京都
黄 309 吉原 充 ヨシハラ ミツル 47 45～49歳 埼玉県
黄 310 永島 吉人 ナガシマ ヨシト 48 45～49歳 神奈川県
黄 311 須永 慎一郎 スナガ シンイチロウ 48 45～49歳 千葉県
黄 312 武本 真哉 タケモト シンヤ 51 50～54歳 東京都
黄 313 渡辺 達也 ワタナベ タツヤ 53 50～54歳 神奈川県

● 黄 314 山中 茂 ヤマナカ シゲル 53 50～54歳 神奈川県
黄 315 山本 卓 ヤマモト タク 53 50～54歳 東京都
黄 316 森 知之 モリ トモユキ 55 55～59歳 東京都
黄 317 平田 宗和 ヒラタ ムネカズ 57 55～59歳 神奈川県
黄 318 松村 浩之 マツムラ ヒロユキ 58 55～59歳 東京都
黄 319 橋爪 晴彦 ハシヅメ ハルヒコ 59 55～59歳 神奈川県
黄 320 広瀬 雅樹 ヒロセ マサキ 61 60～64歳 神奈川県
黄 321 川上 義雄 カワカミ ヨシオ 62 60～64歳 神奈川県
黄 322 安藤 久男 アンドウ ヒサオ 73 70～74歳 神奈川県
黄 323 大島 彦太郎 オオシマ ヒコタロウ 77 75～79歳 東京都

受付 10:40〜11:40
体操・アップ・招集 12:10〜12:30
競技 12:40〜13:05

No3 女子  500m
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 351 武本 柚葉 タケモト ユズハ 16 15～19歳 東京都
黄 352 長澤 明日香 ナガサワ アスカ 42 40～44歳 東京都
黄 353 大澤 貴子 オオサワ タカコ 47 45～49歳神奈川県
黄 354 仲 京子 ナカ キョウコ 49 45～49歳 東京都
黄 355 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 49 45～49歳神奈川県
黄 356 山田 メユミ ヤマダ メユミ 50 50～54歳 東京都
黄 357 松本 知世 マツモト チセ 54 50～54歳 東京都
黄 358 芹澤 弘美 セリザワ ヒロミ 54 50～54歳 静岡県
黄 359 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 55 55～59歳 東京都
黄 360 小堀 明美 コボリ アケミ 58 55～59歳 東京都
黄 361 関 千江 セキ チエ 60 60～64歳神奈川県
黄 362 青山 順子 アオヤマ ジュンコ 67 65～69歳神奈川県
黄 363 今井 美保 イマイ ミホ 72 70～74歳 東京都
黄 364 州村 衛香 スムラ エイコウ 79 75～79歳 東京都



受付 10:40〜11:40
体操・アップ・招集 12:10〜12:30
競技 12:45〜13:30

No4 男子  1km
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 401 篠崎 ジョシュア シノザキ ジョシュア 11 14歳以下神奈川県
青 402 鹿子 純 カノコ ジュン 13 14歳以下 東京都
青 403 小口 太希 コグチ タイキ 15 15～19歳 埼玉県
青 404 吉原 遼真 ヨシハラ リョウマ 15 15～19歳 埼玉県
青 405 渡部 景太 ワタナベ ケイタ 15 15～19歳 埼玉県
青 406 土屋 照真 ツチヤ ショウマ 18 15～19歳 東京都
青 407 飯塚 正樹 イイヅカ マサキ 28 25～29歳 茨城県
青 408 立川 大貴 タチカワ ダイキ 29 25～29歳 東京都
青 409 大山 一飛 オオヤマ カズト 32 30～34歳 埼玉県
青 410 津田 哲也 ツダ テツヤ 35 35～39歳 千葉県
青 411 大貫 清人 オオヌキ キヨヒト 37 35～39歳 東京都
青 412 一瀬 康平 イチノセ コウヘイ 37 35～39歳 東京都
青 413 中振 雅俊 ナカフリ マサトシ 38 35～39歳 兵庫県
青 414 吉澤 隆央 ヨシザワ タカオ 40 40～44歳 東京都
青 415 粟飯原 広明 アイハラ ヒロアキ 40 40～44歳神奈川県
青 416 小田島 丈典 オダシマ タケノリ 41 40～44歳 東京都
青 417 秋元 圭介 アキモト ケイスケ 41 40～44歳 東京都
青 418 大村 卓央 オオムラ タカヒサ 43 40～44歳神奈川県

● 青 419 冨樫 英之 トガシ ヒデユキ 44 40～44歳 東京都
青 420 作本 建一 サクモト ケンイチ 44 40～44歳 東京都
青 421 高野 毅 タカノ タケシ 45 45～49歳 東京都
青 422 岸本 智史 キシモト サトシ 45 45～49歳 東京都
青 423 青山 裕亮 アオヤマ ユウスケ 46 45～49歳神奈川県
青 424 大橋 弘幸 オオハシ ヒロユキ 46 45～49歳 埼玉県
青 425 中野 大輔 ナカノ ダイスケ 47 45～49歳 東京都
青 426 渡辺 邦彦 ワタナベ クニヒコ 48 45～49歳神奈川県
青 427 勝見 修一 カツミ シュウイチ 48 45～49歳 埼玉県
青 428 三浦 淳一 ミウラ ジュンイチ 48 45～49歳 東京都
青 429 森田 道拓 モリタ ミチヒロ 49 45～49歳神奈川県
青 430 大塚 崇 オオツカ タカシ 49 45～49歳 東京都
青 431 安野 博之 ヤスノ ヒロユキ 50 50～54歳 東京都
青 432 杉浦 卓 スギウラ タカシ 50 50～54歳 東京都
青 433 仲亀 直登 ナカガメ ナオト 50 50～54歳神奈川県

● 青 434 平木 一仁 ヒラキ カズヒト 50 50～54歳神奈川県
青 435 須藤 雄一郎 スドウ ユウイチロウ 51 50～54歳 埼玉県

● 青 436 本間 貫禎 ホンマ ツラヨシ 52 50～54歳 東京都
青 437 石川 博之 イシカワ ヒロユキ 52 50～54歳神奈川県
青 438 中村 武 ナカムラ タケシ 52 50～54歳 千葉県
青 439 佐藤 匡寿 サトウ マサトシ 54 50～54歳神奈川県
青 440 甲斐 隆伸 カイ タカノブ 54 50～54歳神奈川県
青 441 芹澤 享 セリザワ トオル 54 50～54歳 静岡県
青 442 伯田 整一 ハクタ セイイチ 54 50～54歳 東京都
青 443 高橋 一介 タカハシ カズスケ 55 55～59歳 埼玉県
青 444 松永 薫 マツナガ カオル 56 55～59歳 東京都

● 青 445 深澤 伸朗 フカサワ ノブアキ 56 55～59歳 東京都
青 446 松原 慶太 マツバラ ケイタ 57 55～59歳 埼玉県
青 447 塚本 博 ツカモト ヒロシ 57 55～59歳神奈川県
青 448 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 58 55～59歳神奈川県
青 449 北川 陽一郎 キタガワ ヨウイチロウ 58 55～59歳 東京都
青 450 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 59 55～59歳 東京都



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 451 小林 裕幸 コバヤシ ヒロユキ 59 55～59歳 栃木県
青 452 初谷 彰朗 ハツヤ アキオ 59 55～59歳 東京都
青 453 西山 義彦 ニシヤマ ヨシヒコ 59 55～59歳神奈川県
青 454 高山 大一郎 タカヤマ ダイイチロウ 60 60～64歳 東京都
青 455 岡本 匡史 オカモト マサフミ 60 60～64歳 東京都
青 456 畑中 浩和 ハタナカ ヒロカズ 61 60～64歳神奈川県
青 457 高田 明夫 タカタ アキオ 61 60～64歳 東京都
青 458 笠間 桂次 カサマ ケイジ 61 60～64歳 東京都
青 459 小菅 秀樹 コスゲ ヒデキ 62 60～64歳神奈川県
青 460 野口 射 ノグチ イトム 63 60～64歳 東京都
青 461 石川 一郎 イシカワ イチロウ 64 60～64歳神奈川県
青 462 柿崎 修平 カキザキ シュウヘイ 65 65～69歳神奈川県
青 463 高橋 誠 タカハシ マコト 65 65～69歳 東京都
青 464 江崎 裕之 エサキ ヒロユキ 66 65～69歳 埼玉県
青 465 豊留 満 トヨトメ ミツル 69 65～69歳 千葉県
青 466 真田 雅行 サナダ マサユキ 70 70～74歳 東京都
青 467 新井 孝治 アライ コウジ 71 70～74歳 埼玉県
青 468 大山 哲司 オオヤマ テツジ 73 70～74歳神奈川県
青 469 宮内 登 ミヤウチ ノボル 74 70～74歳 埼玉県
青 470 齋藤 裕計 サイトウ ヒロカズ 75 75～79歳 東京都
青 471 平尾 義雅 ヒラオ ヨシマサ 76 75～79歳神奈川県



受付 10:40〜11:40
体操・アップ・招集 12:10〜12:30
競技 12:45〜13:30

No4 女子  1km
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 501 橋本 志織 ハシモト シオリ 15 15～19歳 栃木県
白 502 丹野 絵梨香 タンノ エリカ 27 25～29歳 東京都

● 白 503 小串 悠夏 オグシ ユカ 31 30～34歳 埼玉県
白 504 大井 真澄 オオイ マスミ 31 30～34歳神奈川県
白 505 小林 千紘 コバヤシ チヒロ 31 30～34歳 東京都
白 506 北島 萌子 キタジマ モエコ 32 30～34歳神奈川県
白 507 宮崎 可奈子 ミヤザキ カナコ 34 30～34歳 東京都
白 508 間藤 里絵 マトウ サトエ 37 35～39歳 千葉県
白 509 貴田 真美 キダ マミ 38 35～39歳 群馬県
白 510 伊藤 愛子 イトウ アイコ 46 45～49歳神奈川県
白 511 近藤 由美子 コンドウ ユミコ 47 45～49歳神奈川県
白 512 宮崎 美穂 ミヤザキ ミホ 47 45～49歳 東京都
白 513 SHINOZAKI MICHELLE シノザキ ミッシェル 48 45～49歳神奈川県
白 514 川内 和歌奈 カワウチ ワカナ 48 45～49歳 東京都
白 515 山下 基子 ヤマシタ モトコ 49 45～49歳神奈川県

● 白 516 浅野 涼子 アサノ リョウコ 51 50～54歳 東京都
白 517 樋口 智子 ヒグチ トモコ 52 50～54歳 東京都
白 518 尾花 和子 オバナ カズコ 52 50～54歳 栃木県

● 白 519 深澤 かおり フカサワ カオリ 52 50～54歳 東京都
● 白 520 中村 祐子 ナカムラ ユウコ 52 50～54歳 埼玉県

白 521 福原 由美子 フクハラ ユミコ 56 55～59歳 東京都
白 522 中西 麻衣子 ナカニシ マイコ 56 55～59歳神奈川県
白 523 利柳下 亜矢子 リヤナゲ アヤコ 57 55～59歳 埼玉県
白 524 黒田 裕子 クロダ ユウコ 57 55～59歳 東京都
白 525 秋山 咲恵 アキヤマ サキエ 60 60～64歳 東京都
白 526 笠間 敏江 カサマ トシエ 60 60～64歳 東京都
白 527 近藤 浩子 コンドウ ヒロコ 82 80歳以上 埼玉県



受付 11:40〜12:40
体操・アップ・招集 13:10〜13:30
競技 13:40〜15:40

No5 男子  5km
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 601 桑添 陸 クワゾエ リク 24 20～24歳 群馬県
赤 602 塩田 勝之 シオダ カツユキ 25 25～29歳 東京都
赤 603 竹田 慎吾 タケダ シンゴ 26 25～29歳 静岡県
赤 604 冨田 凌汰 トミタ リョウタ 27 25～29歳 群馬県
赤 605 鈴木 七成 スズキ ナナル 28 25～29歳神奈川県
赤 606 有松 孝 アリマツ タカシ 29 25～29歳 東京都
赤 607 越川 宏海 コシカワ ヒロミ 30 30～34歳 東京都
赤 608 飯森 裕真 イイモリ ユウマ 32 30～34歳 東京都
赤 609 高野 大輔 タカノ ダイスケ 35 35～39歳神奈川県
赤 610 相本 浩太 アイモト コウタ 37 35～39歳 東京都
赤 611 山口 尚己 ヤマグチ ナオキ 37 35～39歳神奈川県
赤 612 小栗 孝之 オグリ タカユキ 37 35～39歳 埼玉県
赤 613 森岡 博文 モリオカ ヒロフミ 37 35～39歳 東京都
赤 614 明野 翔太 アケノ ショウタ 38 35～39歳神奈川県
赤 615 並木 丈 ナミキ ジョウ 39 35～39歳神奈川県
赤 616 宮崎 隆寛 ミヤザキ タカヒロ 40 40～44歳 埼玉県
赤 617 福田 高大 フクダ タカヒロ 40 40～44歳 群馬県
黄 618 高橋 眞 タカハシ シン 40 40～44歳 東京都
赤 619 松浦 裕一郎 マツウラ ユウイチロウ 40 40～44歳 東京都
赤 620 大森 耕栄 オオモリ コウエイ 43 40～44歳 埼玉県
赤 621 出口 由和 デグチ ヨシカズ 43 40～44歳神奈川県
赤 622 宇佐美 博一 ウサミ ヒロカズ 43 40～44歳神奈川県
黄 623 今井 毅 イマイ タケシ 44 40～44歳 東京都
赤 624 高橋 弘充 タカハシ ヒロミツ 44 40～44歳 静岡県
赤 625 柳澤 隆司 ヤナギサワ リュウジ 44 40～44歳 東京都

● 赤 626 羽賀 尚孝 ハガ ナオタカ 46 45～49歳 東京都
赤 627 平湯 啓二朗 ヒラユ ケイジロウ 46 45～49歳 東京都
赤 628 櫻井 智和 サクライ トモカズ 47 45～49歳 東京都
赤 629 伊藤 哲雄 イトウ テツオ 47 45～49歳神奈川県
赤 630 平澤 健市 ヒラサワ ケンイチ 47 45～49歳 埼玉県
赤 631 島田 昌哉 シマダ マサヤ 48 45～49歳神奈川県
赤 632 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 49 45～49歳 東京都
黄 633 江口 康二 エグチ コウジ 49 45～49歳 東京都
赤 634 住吉 俊亮 スミヨシ トシアキ 49 45～49歳神奈川県
赤 635 鈴木 善敬 スズキ ヨシユキ 49 45～49歳神奈川県

● 赤 636 MUNOZ TOMMY ムニョ トミー 50 50～54歳 東京都
赤 637 井上 亮 イノウエ リョウ 50 50～54歳神奈川県
赤 638 遠藤 皇一 エンドウ コウイチ 50 50～54歳神奈川県
赤 639 山之内 雄臣 ヤマノウチ ヒロオミ 50 50～54歳神奈川県
赤 640 古株 実 コカブ ミノル 50 50～54歳 東京都
赤 641 岸田 謙三 キシダ キシダ 50 50～54歳 東京都
赤 642 小久保 淳 コクボ ジュン 51 50～54歳神奈川県
赤 643 吉岡 路晃 ヨシオカ ミチアキ 51 50～54歳 東京都
赤 644 浅田 角郎 アサダ カクロウ 51 50～54歳 埼玉県
赤 645 久保田 直樹 クボタ ナオキ 52 50～54歳 東京都
赤 646 阪田 光保 サカタ ミツヤス 52 50～54歳 埼玉県
赤 647 木村 一茂 キムラ カズシゲ 52 50～54歳 東京都
赤 648 佐々木 繁 ササキ シゲル 52 50～54歳 東京都
赤 649 永井 克明 ナガイ カツアキ 53 50～54歳 埼玉県
赤 650 大内 則幸 オオウチ ノリユキ 53 50～54歳 千葉県



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 651 林 徹 ハヤシ テツ 53 50～54歳神奈川県
赤 652 三村 吉弘 ミムラ ヨシヒロ 54 50～54歳 東京都
赤 653 藤木 裕之 フジキ ヒロユキ 54 50～54歳神奈川県
赤 654 大谷 節哉 オオタニ セツヤ 55 55～59歳神奈川県
赤 655 光明 宏之 コウミョウ ヒロユキ 55 55～59歳 東京都
赤 656 青木 晋 アオキ シン 56 55～59歳神奈川県
赤 657 橋本 良浩 ハシモト ヨシヒロ 56 55～59歳 栃木県
赤 658 荻野 晶之 オギノ マサユキ 57 55～59歳 東京都
赤 659 中村 旭 ナカムラ アキラ 58 55～59歳 東京都
赤 660 青野 晴成 アオノ ハルシゲ 58 55～59歳 千葉県
赤 661 箕輪 渡 ミノワ ワタル 58 55～59歳 茨城県
赤 662 宮川 雅文 ミヤガワ マサフミ 58 55～59歳 埼玉県
黄 663 国分 孝一 コクブン コウイチ 59 55～59歳 東京都
赤 664 毛受 義雄 メンジョウ ヨシオ 59 55～59歳 東京都
赤 665 海辺 信年 ウミベ ノブトシ 59 55～59歳神奈川県
黄 666 井上 雅弘 イノウエ マサヒロ 60 60～64歳神奈川県
黄 667 高田 明夫 タカタ アキオ 61 60～64歳 東京都
黄 668 内田 研 ウチダ ケン 61 60～64歳 兵庫県
黄 669 太田 卓秀 オオタ タクシュウ 63 60～64歳 東京都
黄 670 飯塚 章 イイヅカ アキラ 64 60～64歳 東京都
黄 671 平山 真二 ヒラヤマ シンジ 64 60～64歳 埼玉県
黄 672 徳山 一 トクヤマ ハジメ 67 65～69歳 東京都
黄 673 佐々木 誠 ササキ マコト 70 70～74歳神奈川県

● 黄 674 中島 裕 ナカシマ ユタカ 72 70～74歳 東京都



受付 11:40〜12:40
体操・アップ・招集 13:10〜13:30
競技 13:40〜15:40

No5 女子  5km
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 701 青木 華嘉 アオキ ハルカ 14 14歳以下 群馬県
黄 702 竹本 ひより タケモト ヒヨリ 16 15～19歳 鳥取県
黄 703 尾内 咲穂 オナイ サキホ 18 15～19歳 群馬県
白 704 荒谷 桃花 アラヤ モモカ 18 15～19歳 群馬県
白 705 安西 琴美 アンザイ コトミ 18 15～19歳 千葉県
白 706 瀬戸 美咲 セト ミサキ 28 25～29歳 埼玉県
白 707 松下 彩花 マツシタ アヤカ 29 25～29歳神奈川県
白 708 平柳 美月 ヒラヤナギ ミヅキ 30 30～34歳神奈川県
白 709 宮田 沙依 ミヤタ サヨリ 31 30～34歳 東京都
白 710 都久山 志乃 ツクヤマ シノ 34 30～34歳 千葉県
白 711 間藤 里絵 マトウ サトエ 37 35～39歳 千葉県
白 712 市川 典子 イチカワ ノリコ 39 35～39歳 東京都
白 713 宮本 真奈美 ミヤモト マナミ 39 35～39歳 静岡県
白 714 神谷 有香 カミヤ ユカ 39 35～39歳 静岡県
白 715 米田 知香 ヨネダ チカ 41 40～44歳 大阪府
白 716 吉池 奈々 ヨシイケ ナナ 44 40～44歳神奈川県
白 717 曳地 聡美 ヒキチ サトミ 45 45～49歳神奈川県
白 718 伊藤 美央 イトウ ミオ 45 45～49歳神奈川県
白 719 古谷 怜子 フルヤ レイコ 46 45～49歳 東京都
白 720 田中 のり子 タナカ ノリコ 46 45～49歳 東京都
白 721 村上 智香 ムラカミ チカ 48 45～49歳 東京都
白 722 橋本 あゆみ ハシモト アユミ 48 45～49歳神奈川県
黄 723 稲吉 かなえ イナヨシ カナエ 49 45～49歳 千葉県
白 724 上地 さり カミチ サリ 51 50～54歳神奈川県
白 725 塩澤 久美江 シオザワ クミエ 51 50～54歳 東京都
白 726 宗意 幸子 モトイ サチコ 52 50～54歳 東京都
白 727 安藤 幸枝 アンドウ ユキエ 52 50～54歳 東京都
白 728 大谷 朝子 オオタニ アサコ 54 50～54歳神奈川県

● 白 729 長野 由美子 ナガノ ユミコ 55 55～59歳 長野県
白 730 吉永 牧子 ヨシナガ マキコ 55 55～59歳 東京都
白 731 岡 くるみ オカ クルミ 57 55～59歳神奈川県
黄 732 吉田 智江 ヨシダ トモエ 62 60～64歳 埼玉県
黄 733 霜重 繁子 シモジュウ シゲコ 62 60～64歳神奈川県
黄 734 藤澤 広美 フジサワ ヒロミ 63 60～64歳神奈川県
黄 735 浅香 則子 アサカ ノリコ 63 60～64歳 東京都


