
受付 8:00 〜9:00
体操・アップ・招集 9:30 〜9:50
競技 10:00〜13:30

No1 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

黄色 101 輪島 和煌 ワジマ ワク 17 19歳以下 神奈川県

黄色 102 吉永 有希 ヨシナガ ユウキ 17 19歳以下 神奈川県

黄色 103 岩渕 広虎 イワブチ ヒロト 21 20～29歳 神奈川県

黄色 104 朱通 滝太郎 シュツウ タキタロウ 44 40～49歳 埼玉県
黄色 105 小岩 徹平 コイワ テッペイ 47 40～49歳 埼玉県
黄色 106 川島 隆伸 カワシマ タカノブ 47 40～49歳 埼玉県
黄色 107 岡崎 和彦 オカザキ カズヒコ 48 40～49歳 埼玉県
黄色 108 小島 幸太 コジマ コウタ 49 40～49歳 東京都
黄色 109 古株 実 コカブ ミノル 50 50～59歳 東京都
黄色 110 若林 卓 ワカバヤシ タク 51 50～59歳 神奈川県

黄色 111 長谷川 和彦 ハセガワ カズヒコ 51 50～59歳 新潟県
● 黄色 112 浅田 未延 アサダ ミノブ 53 50～59歳 東京都

黄色 113 吉武 裕二 ヨシタケ ユウジ 56 50～59歳 埼玉県
黄色 114 鈴木 基彦 スズキ モトヒコ 57 50～59歳 東京都

受付 8:00 〜9:00
体操・アップ・招集 9:30 〜9:50
競技 10:00〜13:30

No1 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

黄色 151 青木 華嘉 アオキ ハルカ 14 19歳以下 群馬県
黄色 152 岩渕 立歩 イワブチ リホ 19 19歳以下神奈川県
黄色 153 大友 千恵 オオトモ チエ 22 20～29歳 東京都
黄色 154 松下 彩花 マツシタ アヤカ 29 20～29歳神奈川県
黄色 155 藤野 舞子 フジノ マイコ 39 30～39歳 東京都
黄色 156 神谷 有香 カミヤ ユカ 39 30～39歳 静岡県
黄色 157 片岡 早苗 カタオカ サナエ 53 50～59歳 東京都
黄色 158 吉田 智江 ヨシダ トモエ 62 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 10:00〜12:00

No2 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

青 201 新井 啓斗 アライ ケイト 14 19歳以下 群馬県
青 202 安齋 空我 アンザイ クウガ 17 19歳以下 神奈川県

青 203 山口 響輝 ヤマグチ ヒビキ 20 20～29歳 東京都
青 204 塚本 進平 ツカモト シンペイ 20 20～29歳 群馬県
青 205 梶原 勇雅 カジハラ ユウガ 21 20～29歳 神奈川県

青 206 小川 友岳 オガワ トモタケ 40 40～49歳 東京都
青 207 石井 佑治 イシイ ユウジ 44 40～49歳 千葉県
青 208 山田 拓生 タマダ タクオ 44 40～49歳 東京都
青 209 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 45 40～49歳 埼玉県
青 210 永島 吉人 ナガシマ ヨシト 48 40～49歳 神奈川県

青 211 正木 一之 マサキ カズユキ 48 40～49歳 群馬県
青 212 堀内 卓 ホリウチ タカシ 55 50～59歳 神奈川県

青 213 高田 明夫 タカタ アキオ 61 60～69歳 東京都
青 214 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 62 60～69歳 東京都

受付 8:00 〜9:00
体操・アップ・招集 9:30 〜9:50
競技 10:00〜12:00

No2 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

青 251 福原 優 フクハラ ユウ 14 19歳以下 群馬県
青 252 竹内 美徳 タケウチ ミノリ 16 19歳以下 群馬県
青 253 武 美優 タケ ミユウ 16 19歳以下 群馬県
青 254 蜂須 優衣 ハチス ユイ 16 19歳以下 群馬県
青 255 久保田 萌生 クボタ メイ 17 19歳以下 茨城県
青 256 荒谷 桃花 アラヤ モモカ 18 19歳以下 群馬県
青 257 津田 典子 ツダ ノリコ 49 40～49歳 新潟県
青 258 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 55 50～59歳 東京都
青 259 霜重 繁子 シモジュウ シゲコ 62 60～69歳神奈川県



受付 9:00〜10:00
体操・アップ・招集 10:30〜10:50
競技 11:00〜12:20

No3 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

赤 301 鹿子 純 カノコ ジュン 13 19歳以下 東京都
赤 302 葛西 祐希 カサイ ユウキ 16 19歳以下神奈川県
赤 303 長岡 豪 ナガオカ ゴウ 17 19歳以下 東京都
赤 304 武 快飛 タケ カイト 17 19歳以下 群馬県
赤 305 松澤 玲央 マツザワ レオ 34 30～39歳 東京都
赤 306 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 39 30～39歳 埼玉県

● 赤 307 柳澤 弘樹 ヤナギサワ ヒロキ 40 40～49歳 東京都
赤 308 小田島 丈典 オダシマ タケノリ 41 40～49歳 東京都
赤 309 山本 繁 ヤマモト シゲル 42 40～49歳 千葉県
赤 310 関口 義和 セキグチ ヨシカズ 47 40～49歳神奈川県
赤 311 川浪 康範 カワナミ ヤスノリ 47 40～49歳 東京都
赤 312 下村 康一 シモムラ コウイチ 48 40～49歳神奈川県
赤 313 小沢 秀行 コザワ ヒデユキ 51 50～59歳神奈川県
赤 314 米光 紀智 ヨネミツ ノリトモ 55 50～59歳神奈川県
赤 315 青木 浩 アオキ ヒロシ 55 50～59歳 東京都
赤 316 中島 伸之 ナカジマ ノブユキ 57 50～59歳 東京都
赤 317 清水 二郎 シミズ ジロウ 58 50～59歳 東京都
赤 318 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 59 50～59歳 東京都
赤 319 丹羽 幹治 ニワ カンジ 61 60～69歳 東京都

受付 9:00〜10:00
体操・アップ・招集 10:30〜10:50
競技 11:00〜12:20

No3 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

赤 351 稲田 美優 イナダ ミユ 11 19歳以下 東京都
赤 352 綿引 千佳 ワタヒキ チカ 33 30～39歳 東京都
赤 353 宮崎 可奈子 ミヤザキ カナコ 34 30～39歳 東京都
赤 354 石川 美貴子 イシカワ ミキコ 38 30～39歳 東京都
赤 355 荒木 香奈 アラキ カナ 44 40～49歳 東京都
赤 356 中林 智美 ナカバヤシ トモミ 48 40～49歳 埼玉県



受付 10:20〜11:20
体操・アップ・招集 11:50〜12:10
競技 12:20〜13:20

No4 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

オレンジ 401 小沢 康太 コザワ コウタ 17 19歳以下神奈川県
オレンジ 402 樋口 謙人 ヒグチ ケント 32 30～39歳 宮城県
オレンジ 403 山城 由隆 ヤマシロ ヨシタカ 36 30～39歳 宮城県
オレンジ 404 吉川 俊之 ヨシカワ トシユキ 44 40～49歳神奈川県
オレンジ 405 大岸 健治 オオキシ ケンジ 48 40～49歳 東京都
オレンジ 406 村越 伸行 ムラコシ ノブユキ 52 50～59歳 茨城県
オレンジ 407 瀧澤 勝彦 タキザワ カツヒコ 52 50～59歳 千葉県
オレンジ 408 伊藤 義昭 イトウ ヨシアキ 56 50～59歳 東京都
オレンジ 409 山口 康昭 ヤマグチ ヤスアキ 58 50～59歳 長野県
オレンジ 410 箕輪 渡 ミノワ ワタル 58 50～59歳 茨城県
オレンジ 411 高橋 宏郁 タカハシ ヒロフミ 60 60～69歳 千葉県
オレンジ 412 高田 明夫 タカタ アキオ 61 60～69歳 東京都
オレンジ 413 渡辺 雅人 ワタナベ マサト 62 60～69歳 東京都
オレンジ 414 小菅 秀樹 コスゲ ヒデキ 62 60～69歳神奈川県

受付 10:20〜11:20
体操・アップ・招集 11:50〜12:10
競技 12:20〜13:20

No4 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

オレンジ 451 勝見 心奏 カツミ ココナ 12 19歳以下 群馬県
オレンジ 452 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 13 19歳以下神奈川県
オレンジ 453 荒谷 桃花 アラヤ モモカ 18 19歳以下 群馬県
オレンジ 454 松下 友美 マツシタ トモミ 44 40～49歳 東京都
オレンジ 455 仲 京子 ナカ キョウコ 49 40～49歳 東京都

● オレンジ 456 山野 みどり ヤマノ ミドリ 49 40～49歳 東京都
オレンジ 457 伊藤 真希 イトウ マキ 53 50～59歳 東京都
オレンジ 458 成田 幹代 ナリタ ミキヨ 58 50～59歳 東京都
オレンジ 459 岡本 園江 オカモト ソノエ 74 70～79歳 東京都



受付 10:20〜11:20
体操・アップ・招集 11:50〜12:10
競技 12:20〜12:40

No5 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

白 501 小川 友岳 オガワ トモタケ 40 40～49歳 東京都
白 502 長橋 智一 ナガハシ トモカズ 46 40～49歳 静岡県
白 503 新田 昌司 ニッタ ショウジ 48 40～49歳神奈川県
白 504 山本 卓 ヤマモト タク 53 50～59歳 東京都
白 505 松本 秀二 マツモト シュウジ 58 50～59歳神奈川県
白 506 河村  欣二 カワムラ キンジ 60 60～69歳 東京都
白 507 大島 彦太郎 オオシマ ヒコタロウ 77 70～79歳 東京都

受付 10:20〜11:20
体操・アップ・招集 11:50〜12:10
競技 12:20〜12:40

No5 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

白 551 望月 彩恵 モチヅキ サエ 10 19歳以下神奈川県
白 552 伊藤 優衣 イトウ ユイ 17 19歳以下 東京都
白 553 望月 真実 モチヅキ マミ 41 40～49歳神奈川県
白 554 松本 佐知 マツモト サチ 59 50～59歳神奈川県
白 555 堀 照子 ホリ テルコ 70 70～79歳 東京都
白 556 今井 美保 イマイ ミホ 72 70～79歳 東京都
白 557 近藤 浩子 コンドウ ヒロコ 82 80～89歳 埼玉県


