
受付 9:30〜10:30
体操・アップ・招集 11:00〜11:20
競技 11:30〜13:30

No1 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 101 山中 翔太 ヤマナカ ショウタ 19 19歳以下 東京都
赤 102 久手堅 憲太 クデケン ケンタ 30 30～39歳 千葉県
赤 103 藤野 匠 フジノ タクミ 31 30～39歳 神奈川県

● 赤 104 小柳 朋也 オヤナギ トモヤ 35 30～39歳 岡山県
赤 105 棚網 宏之 タナアミ ヒロユキ 38 30～39歳 東京都
赤 106 山下 和秀 ヤマシタ カズヒデ 43 40～49歳 沖縄県
赤 107 原田 真季 ハラダ マキ 43 40～49歳 兵庫県
赤 108 島田 和幸 シマダ ガズユキ 44 40～49歳 東京都

黄色 109 大谷 和史 オオヤ カズヒト 46 40～49歳 東京都
赤 110 角部 亮 カドベ リョウ 47 40～49歳 東京都
赤 111 大坂 幹雄 オオサカ ミキオ 49 40～49歳 大阪府
赤 112 浅川 秀之 アサカワ ヒデユキ 49 40～49歳 神奈川県

赤 113 白鳥 孝一 シラトリ コウイチ 50 50～59歳 東京都
赤 114 分島 幸治 ワケジマ コウジ 50 50～59歳 広島県
赤 115 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 51 50～59歳 京都府
赤 116 森 誠弘 モリ マサヒロ 53 50～59歳 東京都
赤 117 荒巻 武志 アラマキ タケシ 55 50～59歳 神奈川県

赤 118 村上 淳一 ムラカミ ジュンイチ 55 50～59歳 愛知県
赤 119 敦賀 寛之 ツルガ ヒロユキ 55 50～59歳 愛知県

黄色 120 田畑 勝真 タバタ カツマ 60 60～69歳 大阪府
黄色 121 藤ノ井 俊樹 フジノイ トシキ 60 60～69歳 大阪府
黄色 122 堀内 浩司 ホリウチ コウジ 60 60～69歳 千葉県
黄色 123 木村 浩一 キムラ コウイチ 61 60～69歳 群馬県
黄色 124 小池 健司 コイケ ケンジ 62 60～69歳 神奈川県

受付 9:30〜10:30
体操・アップ・招集 11:00〜11:20
競技 11:30〜13:30

No1 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

赤 151 松下 彩花 マツシタ アヤカ 29 20～29歳神奈川県
赤 152 黒田 亜希子 クロダ アキコ 48 40～49歳神奈川県
赤 153 廣瀬 真美 ヒロセ マミ 48 40～49歳 大阪府
赤 154 太田 恵美 オオタ エミ 50 50～59歳 京都府
赤 155 安藤 幸枝 アンドウ ユキエ 52 50～59歳 東京都
赤 156 森田 直美 モリタ ナオミ 55 50～59歳 埼玉県
赤 157 田島 ゆか タジマ ユカ 56 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 9:30〜10:30
体操・アップ・招集 11:00〜11:20
競技 11:35〜12:55

No2 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

青 201 近藤 寛太 コンドウ カンタ 13 19歳以下 沖縄県
黄色 202 黒岡 慶太朗 クロオカ ケイタロウ 20 20～29歳 兵庫県

● 青 203 木根 景人 キノネ アキト 20 20～29歳 埼玉県
● 黄色 204 宋 祥樹 ソン サンス 24 20～29歳 大阪府

黄色 205 小林 颯平 コバヤシ ソウヘイ 26 20～29歳 大阪府
青 206 塩田 勝大 シオダ カツヒロ 26 20～29歳 千葉県

● 青 207 安川 知宏 ヤスカワ トモヒロ 27 20～29歳 大阪府
● 黄色 208 辻村 啓輔 ツジムラ ケイスケ 28 20～29歳 奈良県

青 209 中島 脩 ナカジマ オサム 31 30～39歳 神奈川県

青 210 熊倉 良太 クマクラ リョウタ 31 30～39歳 東京都
青 211 葛原 慎 クズハラ シン 33 30～39歳 兵庫県

● 青 212 大野 博章 オオノ ヒロアキ 34 30～39歳 兵庫県
黄色 213 久保 隆司 クボ リュウジ 35 30～39歳 東京都
青 214 梅田 裕也 ウメダ ユウヤ 39 30～39歳 沖縄県
青 215 菊地 宏 キクチ ヒロシ 40 40～49歳 東京都
青 216 福島 純 フクシマ ジュン 41 40～49歳 東京都
青 217 金子 慎太郎 カネコ シンタロウ 41 40～49歳 千葉県
青 218 小池 光邦 コイケ ミツクニ 43 40～49歳 東京都
青 219 佐々木 賢 ササキ マサル 43 40～49歳 東京都
青 220 小林 勇二 コバヤシ ユウジ 44 40～49歳 東京都
青 221 高野 毅 タカノ タケシ 45 40～49歳 東京都
青 222 近藤 功一 コンドウ コウイチ 45 40～49歳 沖縄県
青 223 武藤 良則 ムトウ ヨシノリ 48 40～49歳 群馬県
青 224 松元 渉 マツモト ワタル 48 40～49歳 山口県
青 225 石塚 貴将 イシヅカ タカマサ 48 40～49歳 東京都
青 226 飯田 隆彦 イイダ タカヒコ 48 40～49歳 兵庫県
青 227 久保 栄克 クボ ヒデカツ 49 40～49歳 沖縄県
青 228 入江 陵介 イリエ リョウスケ 49 40～49歳 埼玉県
青 229 川村 学 カワムラ マナブ 50 50～59歳 東京都
青 230 加地 宗和 カジ ムネカズ 50 50～59歳 東京都
青 231 山谷 有史 ヤマヤ アリフミ 51 50～59歳 神奈川県

青 232 木村 元彦 キムラ モトヒコ 52 50～59歳 神奈川県

青 233 溝川 一郎 ミゾカワ イチロウ 52 50～59歳 香川県
青 234 大野 光樹 オオノ コウキ 52 50～59歳 東京都
青 235 瀬戸 学 セト サトル 53 50～59歳 愛知県
青 236 三枝 子路 サエグサ シロ 54 50～59歳 愛知県
青 237 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 55 50～59歳 東京都
青 238 請盛 靖幸 ウケモリ ヤスユキ 55 50～59歳 東京都
青 239 水上 達哉 ミズカミ タツヤ 56 50～59歳 東京都
青 240 清水 二郎 シミズ ジロウ 58 50～59歳 東京都
青 241 小金井 隆志 コガネイ タカシ 58 50～59歳 東京都

黄色 242 久保田 修 クボタ オサム 58 50～59歳 沖縄県
● 青 243 賀屋 博之 カヤ ヒロユキ 59 50～59歳 兵庫県

黄色 244 坂 敏之 サカ トシユキ 60 60～69歳 東京都
黄色 245 丹羽 幹治 ニワ カンジ 61 60～69歳 東京都



黄色 246 笠間 桂次 カサマ ケイジ 61 60～69歳 埼玉県
黄色 247 石井 芳典 イシイ ヨシノリ 61 60～69歳 沖縄県
黄色 248 古川 忠宏 フルカワ タダヒロ 64 60～69歳 山形県
黄色 249 千原 寿一 チハラ トシカズ 64 60～69歳 大阪府
黄色 250 池田 勝久 イケダ カツヒサ 66 60～69歳 東京都
黄色 251 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 70 70～79歳 群馬県
黄色 252 北山 峻 キタヤマ タカシ 77 70～79歳 岡山県

受付 9:30〜10:30
体操・アップ・招集 11:00〜11:20
競技 11:35〜12:55

No2 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

黄色 271 葛原 奈津美 クズハラ ナツミ 29 20～29歳 兵庫県
青 272 金子 麻衣子 カネコ マイコ 43 40～49歳神奈川県
青 273 木原 和泉 キハラ イヅミ 47 40～49歳 東京都

黄色 274 倉井 佐知子 クライ サチコ 48 40～49歳 東京都
青 275 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 49 40～49歳神奈川県
青 276 棚網 恵理 タナアミ エリ 49 40～49歳 東京都
青 277 河井 美奈子 カワイ ミナコ 50 50～59歳 東京都
青 278 寺村 比呂美 テラムラ ヒロミ 51 50～59歳 東京都
青 279 塩田 順子 シオダ ジュンコ 53 50～59歳 東京都
青 280 佐々木 真理子 ササキ マリコ 54 50～59歳 東京都
青 281 長野 伸江 ナガノ ノブエ 55 50～59歳神奈川県
青 282 川勝 万理 カワカツ マリ 55 50～59歳 京都府
青 283 ワード 弥生 ワード ヤヨイ 55 50～59歳 東京都
青 284 福原 由美子 フクハラ ユミコ 56 50～59歳 東京都
青 285 石野 ちはる イシノ チハル 58 50～59歳 埼玉県

黄色 286 佐藤 貴代子 サトウ キヨコ 60 60～69歳神奈川県
黄色 287 笠間 敏江 カサマ トシエ 60 60～69歳 埼玉県

● 黄色 288 島田 薫 シマダ カオリ 62 60～69歳 東京都
黄色 289 仲川 みどり ナカガワ ミドリ 63 60～69歳 東京都
黄色 290 鬼頭 賀子 キトウ ヨシコ 64 60～69歳 愛知県
黄色 291 宮崎 京子 ミヤザキ キョウコ 65 60～69歳 東京都
黄色 292 寺井 登美江 テライ トミエ 73 70～79歳 福岡県



受付 12:00〜13:00
体操・アップ・招集 13:30〜13:50
競技 14:00〜14:45

No3 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

オレンジ 301 井手 理仁 イデ リヒト 11 19歳以下 沖縄県
オレンジ 302 平良 幸翼 タイラ コウスケ 12 19歳以下 沖縄県
オレンジ 303 芝本 新里 シバモト アサト 24 20～29歳神奈川県
オレンジ 304 松下 晃太郎 マツシタ コウタロウ 25 20～29歳神奈川県
オレンジ 305 杉山 大二 スギヤマ ダイジ 38 30～39歳 沖縄県
オレンジ 306 棚網 宏之 タナアミ ヒロユキ 38 30～39歳 東京都
オレンジ 307 梅田 裕也 ウメダ ユウヤ 39 30～39歳 沖縄県
オレンジ 308 木村 俊威 キムラ トシタケ 42 40～49歳 東京都
オレンジ 309 山下 和秀 ヤマシタ カズヒデ 43 40～49歳 沖縄県
オレンジ 310 大中 人也 オオナカ ヒトヤ 43 40～49歳 沖縄県
オレンジ 311 高野 毅 タカノ タケシ 45 40～49歳 東京都
オレンジ 312 立川 慎吾 タチカワ シンゴ 45 40～49歳 兵庫県
オレンジ 313 中野 大輔 ナカノ ダイスケ 47 40～49歳 東京都
オレンジ 314 高峯 健一 タカミネ ケンイチ 50 50～59歳 千葉県
オレンジ 315 漆谷 隆紀 ウルシタニ タカトシ 50 50～59歳 山口県
オレンジ 316 平良 静男 タイラ シズオ 52 50～59歳 沖縄県
オレンジ 317 井川 勝也 イガワ カツナリ 53 50～59歳 東京都
オレンジ 318 井手 悌二 イデ テイジ 53 50～59歳 沖縄県
オレンジ 319 一木 伸夫 イチキ ノブオ 54 50～59歳 東京都
オレンジ 320 村上 淳一 ムラカミ ジュンイチ 55 50～59歳 愛知県
オレンジ 321 筒井 功 ツツイ イサオ 57 50～59歳 茨城県
オレンジ 322 清水 二郎 シミズ ジロウ 58 50～59歳 東京都

● オレンジ 323 峰瀬 正之 ミネセ マサユキ 61 60～69歳 徳島県
オレンジ 324 西村 正士 ニシムラ マサシ 64 60～69歳 愛知県
オレンジ 325 江崎 裕之 エサキ ヒロユキ 66 60～69歳 埼玉県
オレンジ 326 池之谷 兼行 イケノヤ カネユキ 67 60～69歳 埼玉県
オレンジ 327 石原 隆雄 イシハラ タカオ 68 60～69歳 静岡県
オレンジ 328 門井 マイク カドイ マイク 72 70～79歳 東京都



受付 12:00〜13:00
体操・アップ・招集 13:30〜13:50
競技 14:00〜14:45

No3 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

オレンジ 351 川勝 三鈴 カワカツ ミスズ 24 20～29歳 京都府
オレンジ 352 金子 サブリナ カネコ サブリナ 26 20～29歳 千葉県
オレンジ 353 岡本 茉優 オカモト マユ 27 20～29歳 東京都
オレンジ 354 松下 彩花 マツシタ アヤカ 29 20～29歳神奈川県
オレンジ 355 宮崎 美穂 ミヤザキ ミホ 47 40～49歳 東京都
オレンジ 356 籾山 綾子 モミヤマ アヤコ 48 40～49歳 沖縄県
オレンジ 357 白浜 洋子 シラハマ ヨウコ 48 40～49歳 大阪府
オレンジ 358 角部 美々子 カドベ ミミコ 50 50～59歳 東京都
オレンジ 359 大槻 陽恵 オオツキ キヨエ 53 50～59歳 沖縄県
オレンジ 360 穂苅 英美 ホカリ ヒデミ 55 50～59歳 埼玉県
オレンジ 361 岡本 亜由美 オカモト アユミ 58 50～59歳 東京都
オレンジ 362 吉田 智江 ヨシダ トモエ 62 60～69歳 埼玉県
オレンジ 363 鬼岩 幸代 オニイワ サチヨ 63 60～69歳 奈良県
オレンジ 364 宇治 敬子 ウジ キョウコ 63 60～69歳 兵庫県
オレンジ 365 木村 享子 キムラ キョウコ 65 60～69歳 奈良県
オレンジ 366 石原 三幸 イシハラ ミユキ 65 60～69歳 静岡県
オレンジ 367 山崎  比加留 ヤマサキ ヒカル 65 60～69歳 兵庫県
オレンジ 368 江崎 千衣子 エサキ チエコ 67 60～69歳 兵庫県
オレンジ 369 加島 淳子 カシマ アツコ 69 60～69歳 大阪府
オレンジ 370 松永 初惠 マツナガ ハツエ 69 60～69歳 山口県
オレンジ 371 小澤 千恵子 オザワ チエコ 70 70～79歳 東京都
オレンジ 372 黒坂 志江里 クロサカ シエリ 73 70～79歳 千葉県
オレンジ 373 永井 幸子 ナガイ サチコ 74 70～79歳 山形県



受付 12:00〜13:00
体操・アップ・招集 13:30〜13:50
競技 14:05〜14:30

No4 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

白 401 佐々木 丈 ササキ ジョウ 5 19歳以下 東京都
白 402 倉井 颯大 クライ ソウタ 8 19歳以下 東京都
白 403 日野 一旗 ヒノ イッキ 9 19歳以下 沖縄県
白 404 コウ 理陽 コウ リオ 10 19歳以下 沖縄県
白 405 日野 いさり ヒノ イサリ 12 19歳以下 沖縄県
白 406 足立 健 アダチ タケル 12 19歳以下 沖縄県
白 407 白浜 智樹 シラハマ トモキ 13 19歳以下 大阪府
白 408 宮師 雄太 ミヤシ ユウタ 28 20～29歳 沖縄県
白 409 岩下 夏輝 イワシタ ナツキ 30 30～39歳 大阪府
白 410 金子 慎太郎 カネコ シンタロウ 41 40～49歳 千葉県
白 411 佐々木 賢 ササキ マサル 43 40～49歳 東京都
白 412 武藤 良則 ムトウ ヨシノリ 48 40～49歳 群馬県
白 413 久保 栄克 クボ ヒデカツ 49 40～49歳 沖縄県
白 414 瀬戸 学 セト サトル 53 50～59歳 愛知県
白 415 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 55 50～59歳 東京都
白 416 関 孝弘 セキ タカヒロ 55 50～59歳 東京都
白 417 石野 雄一 イシノ ユウイチ 55 50～59歳 埼玉県
白 418 水上 達哉 ミズカミ タツヤ 56 50～59歳 東京都
白 419 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 70 70～79歳 群馬県

受付 12:00〜13:00
体操・アップ・招集 13:30〜13:50
競技 14:05〜14:30

No4 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

白 451 コウ 空風愛 コウ ソフィア 8 19歳以下 沖縄県
白 452 武藤 由璃子 ムトウ ユリコ 9 19歳以下 群馬県
白 453 武藤 理彩子 ムトウ リサコ 14 19歳以下 群馬県
白 454 水之江 裕子 ミズノエ ユウコ 29 20～29歳 東京都
白 455 コウ 和佳奈 コウ ワカナ 41 40～49歳 沖縄県
白 456 武藤 智美 ムトウ トモミ 43 40～49歳 群馬県
白 457 日野 稲翠 ヒノ イスイ 45 40～49歳 沖縄県
白 458 近藤 由美子 コンドウ ユミコ 47 40～49歳神奈川県
白 459 倉井 佐知子 クライ サチコ 48 40～49歳 東京都
白 460 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 49 40～49歳神奈川県
白 461 棚網 恵理 タナアミ エリ 49 40～49歳 東京都
白 462 川崎 美穂 カワサキ ミホ 50 50～59歳 愛知県
白 463 船道 知子 フナミチ トモコ 51 50～59歳 沖縄県
白 464 関 紀子 セキ ノリコ 51 50～59歳 東京都
白 465 水上 和歌子 ミズカミ ワカコ 52 50～59歳 東京都
白 466 松本 知世 マツモト チセ 54 50～59歳 東京都
白 467 牧野 尚子 マキノ ナオコ 65 60～69歳 福岡県
白 468 狩俣 幸子 カリマタ サチコ 68 60～69歳 沖縄県
白 469 蔵本 美惠子 クラモト ミエコ 68 60～69歳 佐賀県


