
No 氏名 都道府県 所属 PR・抱負 No 氏名 都道府県 所属 PR・抱負

1001 井上 開登 東京都 早稲田実業高 1018 二階堂 俊介 東京都

1002 所 倖平 千葉県 1019 徳田 幹瑠 東京都

1003 芦刈 練 福岡県 九州国際大付属高 1020 池田 遥翔 東京都

1004 田中 佑樹 福岡県 九州国際大付属高 1021 倉地 柊太 東京都

1005 森 洸晴 福岡県 九州国際大付属高 1022 香西 秀昭 東京都

1006 所 勇太 千葉県 1023 米澤 颯斗 東京都

1007 佐藤 舜 千葉県 1024 一色 諒真 東京都

1008 井浦 丈一郎 千葉県 1025 和田 直也 東京都

1009 後藤 光竜 千葉県 1026 長堀 雄樹 埼玉県 完走できるように頑張ります。

1010 岩田 緋瑛 東京都 部活動の一環として参加ですが、気合で走ります。 1027 大塚 瑞己 埼玉県

1011 浅野 晃弘 埼玉県 1028 斉藤 翔也 埼玉県 とりあえず走ります

1012 安達 啓太 東京都 なるべくなら一時間を切りたい 1029 小林 銀雅 埼玉県 完走頑張ります。

1013 大西 唯人 埼玉県 一位取ったるで 1030 有馬 慶次郎 東京都

1014 吉川 俊輝 東京都 正々堂々と楽しくそして全力でやります 1031 浅野 巧成 埼玉県

1015 杉本 龍陽 北海道 札幌日大高 1032 中村 唯翔 千葉県

1016 上田 颯介 北海道 札幌日大高 1033 浅海 崇志 千葉県 千葉陸協 自分の力を発揮できるようにします！！

1017 盛 浩太 埼玉県 ドン勝します 1034 小林　正陽 千葉県 頑張ります
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1501 春川 和夫 埼玉県 リスタート 1520 加藤 久幸 愛知県

1502 飯田 義幸 千葉県 芝生の感触を思いっきり味わいたい 1521 高橋 謙一郎 神奈川県

1503 今井 隆 千葉県 楽しんで走る！ 1522 中山 知昭 千葉県 TeamMxK ガッツでなんとか。

1504 矢崎 吉一 千葉県 石岡ＴＲＣ 千葉県薬剤師会でアンチドーピング啓発活動中です！ 1523 木滑 孝 千葉県 気持ちだけは鎧坂！

1505 新木 幹雄 千葉県 初めてのクロカン挑戦です！とにかく完走します！ 1524 秋沢 和宏 東京都 東京陸協

1506 江口 晋悟 埼玉県 クラブR2東日本 1525 米倉 崇生 千葉県 彼女に負けないように走るぞ～！！！

1507 岩越 隆美 神奈川県 東京陸協 自己ベスト更新に目指します！ 1526 早川 靖郎 神奈川県 トレーニングに最適！

1508 酒井 雄一郎 東京都 頑張ります 1527 長谷川 宗太郎 千葉県

1509 増田 将之 千葉県 1528 内山 貴大 愛知県 AGX

1510 山田 泰三 東京都 青梅陸協 久々のクロカン、、楽しみです。 1529 林 泰央 千葉県

1511 鷹嶋 智樹 東京都 1530 春木 俊秀 神奈川県 オッサン頑張る

1512 三品 恵一 東京都 東京電力　陸上競技部 初クロカンです。 1531 谷口 和久 千葉県 CR.m 初クロカン、がんばります！

1513 立崎 和彦 千葉県 1532 佐藤 陵 東京都

1514 石川 泰夫 神奈川県 1533 中村 弘幸 千葉県

1515 枡田 宏幸 千葉県 歩いて参加できる大会。地の利を活かす 1534 石井 淳 茨城県 いわきの１週間前、調子上げたいですね！

1516 亀井 誠一 東京都 1535 渕上 昭男 千葉県

1517 西山 博之 千葉県 楽しみます！ 1536 小林 廉昌 埼玉県

1518 卯野 誠 埼玉県 1537 船橋 正道 埼玉県 埼玉県庁

1519 松下 大介 神奈川県 初参加です。頑張ります。 1538 今泉 景太 埼玉県 NESTO ALTERANA

10km 一般男子

10km 高校生男子
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1539 白井 永一 神奈川県 1579 関根 一弘 神奈川県

1540 岩崎 脩 東京都 1580 佐藤 聡胤 千葉県

1541 遠山 晴之 神奈川県 東京陸協 1581 上手 孝幸 千葉県 クロカンは初めてですが楽しんで走ります！

1542 片野 博志 東京都 東京陸協 頑張るぞ 1582 藤井 孝典 東京都

1543 金 承浩 東京都 東京陸協 61歳で始めたトレラン、もうすぐ1年。 1583 中村 卓哉 千葉県 TeamMxK

1544 有馬 優仁 東京都 世田谷区陸協 1584 田島 光紀 東京都 ＷｉｎｄＲｕｎ チャレンジャーの精神でベストを尽くします！

1545 明石 清孝 東京都 ガンバリマス 1585 溝口 務 東京都

1546 梅原 祐仁 埼玉県 1586 柏原 壽雄 千葉県

1547 高橋 徳久 神奈川県 1587 関 貞利 千葉県 完走

1548 伊藤 博顯 千葉県 1588 古賀 象二郎 滋賀県 クラブR2西日本

1549 小泉 勇人 茨城県 茨城陸協 1589 向山 忍 千葉県 初のクロカン！楽しみます！！

1550 横山 勇一郎 栃木県 3年ぶりのクロカン、がんばります！ 1590 福田 裕 千葉県 初参加で完走目指して。

1551 阿部 圭佑 東京都 楽しんで走ります！！ 1591 大森 諭 神奈川県 川崎市陸協

1552 廣瀬 耕介 千葉県 マイペースで走る。楽しむ。 1592 新飼 瑞樹 神奈川県

1553 中條 力 山形県 今年初レースでこれからのレースに弾みをつける走りをするぞ！ 1593 加藤 貴彦 千葉県 初クロカン！

1554 高橋 征幸 東京都 クロカン走るの楽しみです 1594 吉田 悠馬 神奈川県 35分台目指して頑張ります

1555 小川 英樹 千葉県 1595 藤 飛翔 東京都

1556 菅井 泰良 神奈川県 1596 川堰 秀男 東京都

1557 橋本 祥希 埼玉県 1597 塩川 知良 神奈川県 坂ダッシュNo.1目指して頑張ります！

1558 植木 象平 千葉県 1598 長 正浩 東京都

1559 高橋 宏郁 千葉県 1599 今井 健 千葉県 去年より１秒でも速く。

1560 高橋 政則 千葉県 100%出し切る！ 1600 安田 和裕 茨城県

1561 矢加部 威 茨城県 1601 小林 耕次 千葉県

1562 平野 憲司 東京都 ハイレグライト 1602 細井 雅之 埼玉県

1563 高杉 宏 埼玉県 TEAM　Ｒ×Ｌ+ はじめてのクロカン楽しみたいです。 1603 吉田 拓矢 埼玉県 埼玉県立大

1564 鈴木 将哉 埼玉県 1604 小松 義隆 千葉県

1565 松江 高志 神奈川県 クラブR2東日本 全力を出しきる 1605 中村 典裕 千葉県 ケガ無く完走

1566 永見 聡一朗 神奈川県 川崎市陸協 1606 佐藤 悠介 東京都 東京大

1567 大澤 智樹 神奈川県 1607 小堀 蓮太 石川県 金沢大

1568 小畠 正大 埼玉県 初クロカン！ 1608 前川 健斗 栃木県

1569 岩佐 実徳 神奈川県 頑張ります!! 1609 中町 勇貴 埼玉県

1570 中山 和博 東京都 はじめてのクロカン楽しんで走るぞ！ 1610 紙谷 航平 千葉県 初参加です。頑張ります。

1571 本木 貴史 東京都 1611 小林 弘典 千葉県

1572 國府田 正雄 東京都 完走！ 1612 江坂 文昭 千葉県

1573 小林 章夫 東京都 楽しく走らせていただきます 1613 畠等 誠史 千葉県

1574 大倉 健史 千葉県 1614 池田 直也 山形県 前回タイム(46分13秒)を更新する。

1575 大江 直樹 埼玉県 ビックカメラ陸上部 高校以来のクロカンレースに出場です。頑張ります。 1615 小林 修 山形県

1576 岡本 隆 千葉県 1616 熊谷 崇 東京都

1577 井上 卓哉 千葉県 上智大 クロカンは得意なのでタイムを狙います 1617 福田 真博 東京都 初めて参加するクロスカントリー大変興奮してます

1578 緒方 亮介 千葉県 1618 石島 健 神奈川県

10km 一般男子
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1619 今津 等 千葉県 森氏に負けないぞ 1650 中村　淳人 千葉県

1620 小田 一馬 愛知県 愛知陸協 日本選手権クロカンに向けていい走りをする！ 1651 菅谷　良慈 埼玉県

1621 寄木 康弘 埼玉県 駿河台大 1652 仲江　政志 東京都 出場するのは初めてですが精一杯やって行きます。

1622 杉山 龍之介 千葉県 1653 新井　大路 千葉県

1623 篠田 伸 東京都 1654 米谷　哲 千葉県 頑張ります！

1624 遠藤 雅也 埼玉県 1655 澤田　圭佑 千葉県 暴れます

1625 芦谷 広太郎 千葉県 絶対完走！ 1656 宅見 敬一 愛知県 マリオ部 チームみんなで頑張ろう。

1626 静田 淳 千葉県 初めてのクロスカントリーです。楽しみにしています。 1657 田中 晶 東京都 マリオ部 チームみんなで頑張ろう。

1627 磯崎 新 千葉県 とりあえず走りきれるよう頑張ります。 1658 森山 圭一郎 東京都 はだし駅伝部B 失われた人間本来の走りを取り戻すのさ！?#はだしは強さだ

1628 大浜 知史 埼玉県 1659 島田 洋平 千葉県 はだし駅伝部B

1629 高山 政希 千葉県 頑張ります 1660 秋田 宏行 茨城県 はだし駅伝部B

1630 伊澤 賢人 栃木県 とにかく完走。 1661 小田 哲也 東京都 ランナーズハイ 目指せ陸王

1631 岩崎 史晃 神奈川県 1662 神山 歩相名 神奈川県 ランナーズハイ 目指せ陸王

1632 山口 俊弥 神奈川県 完走できるように頑張ります！ 1663 青田 宥馬 神奈川県 ランナーズハイ 目指せ陸王

1633 中村 匠汰 千葉県 1664 上条 秀実 東京都 ユイーズ 寒風にメゲズ気合いで疾走！

1634 大川 裕貴 千葉県 1665 岩瀨 博信 千葉県 ユイーズ

1635 アンダーソン ジョシュア 千葉県 1666 伊豆丸 智也 千葉県 ユイーズ

1636 鈴木 純平 千葉県 完走目指して走ります。 1667 邊見 勇太 東京都 東海AC ＃サークルから世界へ

1637 徳永　哲 千葉県 1668 関原 稔記 東京都 東海AC

1638 西田　文彦 千葉県 初めてのクロスカントリー。楽しみます。 1669 鈴木 龍弥 神奈川県 東海AC

1639 奥山　晃司 千葉県 1670 秦野 稔己 茨城県 中央学院大AC 頑張りマッスル

1640 津久田　司 千葉県 毎年参加しています。今年は10km挑戦です。 1671 壬生倉 拓弥 千葉県 中央学院大AC 頑張りマッスル

1641 志村　弘行 神奈川県 ゆいAC 走り切る 1672 川崎 裕樹 埼玉県 中央学院大AC 頑張りマッスル

1642 本木　順也 鹿児島県 1673 大金 駿介 千葉県 中央学院大AC 厚さは強さだ

1643 秋本　洋 千葉県 1674 鈴木 隼人 千葉県 中央学院大AC 厚さは強さだ

1644 吉岡　修 千葉県 千葉陸協 1675 長澤 祥 埼玉県 中央学院大AC 厚さは強さだ

1645 中村　友紀 千葉県 トレイルは初めてなので楽しみです 1676 阪本 健太 神奈川県 原田でいやほい すべては原田のために。

1646 海老　治成 千葉県 1677 園山 拓実 神奈川県 原田でいやほい

1647 関根　啓太 埼玉県 1678 原田 拓哉 埼玉県 原田でいやほい

1648 金木　信充 千葉県 1679 清水 陽介 東京都 原田でいやほい

1649 岡田　雄介 東京都 久しぶりのラン頑張ります！

10km 一般男子
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1801 近藤　さなえ 千葉県 1821 芳賀 妙子 福島県 中学生の息子が参加するので、一緒に参加することにしました。

1802 一瀬 順子 神奈川県 1822 岡野 美紅 埼玉県

1803 山崎 文子 千葉県 1823 平松 唯奈 千葉県 静岡陸協 脂肪燃焼！！

1804 渡辺 芳子 千葉県 彼氏に負けない様に頑張るぞ～！！！ 1824 安斎 紀子 東京都

1805 井上 香織 東京都 1825 西川 真由 千葉県 順天堂大

1806 中村 裕美子 神奈川県 1826 大島 里穂 千葉県 順天堂大

1807 中村 雅美 千葉県 流山CJ 1827 白石 由佳子 千葉県 順天堂大

1808 斉藤 久実 千葉県 今回で2回目の参加ですがとにかく楽しく完走したいです！ 1828 花田 咲絵 千葉県 順天堂大

1809 森岡 加寿子 千葉県 走りきるぞ 1829 宮﨑 友里花 千葉県 順天堂大

1810 梅原 秀子 埼玉県 1830 出口 愛莉 千葉県

1811 廣川 綾子 千葉県 初参加！ 1831 河内 奈々 千葉県

1812 河津 郁子 千葉県 千葉陸協 初めてのクロカン大会、精一杯走ってみます。 1832 梅本　悠花 東京都

1813 八鳥 真知 埼玉県 クラブR2東日本 チャレンジすることに意義有り!！ 1833 舘野　ひなた 埼玉県

1814 川鍋 かつら 東京都 東京陸協 クロカンデビューです！ 1834 五島　莉乃 東京都 中央大

1815 長岡 僚子 東京都 1835 木下　友梨菜 東京都 中央大 昨年の順位を上回りたい

1816 森久保 怜美 神奈川県 1836 増田 幸 千葉県 マリオ部 チームみんなで頑張ろう。

1817 伊藤 浩子 千葉県 1837 中村 美咲 埼玉県 ルナークス―Ｗ

1818 伊藤 千恵 千葉県 1838 加藤 英理 埼玉県 ルナークス―Ｗ

1819 陣内 理恵 千葉県 1839 本庄 京子 埼玉県 ルナークス―Ｗ

1820 三橋 祐子 埼玉県 D.R.AC 1840 遠藤 優美子 東京都 ルナークス―Ｗ 自己ベスト48分以内でゴールしたい！

10km 一般女子


