
ゼッケン スタート時間 名前 カナ ゴール時間 タイム 備考

1 9:00:00 野田 洋一 ノダ ヨウイチ

2 9:00:20 山上 聡 ヤマカミ サトル

3 9:00:40 ファウ ジェフ ファウ ジェフ

4 9:01:00 牧内 祥広 マキウチ アキヒロ

5 9:01:20 西山 達也 ニシヤマ タツヤ

6 9:01:40 亀田 浩史 カメダ ヒロシ

7 9:02:00 林 真名歩 ハヤシ マナブ

8 9:02:20 野村 嘉孝 ノムラ ヨシタカ

9 9:02:40 永井 祐貴 ナガイ ユウキ

10 9:03:00 相川 壌 アイカワ ジョウ

11 9:03:20 日比野 稜 ヒビノ リョウ
12 9:03:40 栗原 航 クリハラ コウ

13 9:04:00 小林 雅貴 コバヤシ マサキ

14 9:04:20 一関 悠 イチノセキ ユウ

15 9:04:40 朝田 萌香 アサダ モエカ

16 9:05:00 深澤 佳太 フカサワ ケイタ

17 9:05:20 中川 雄太 ナカガワ ユウタ

18 9:05:40 笹川 伸吾 ササガワ シンゴ

19 9:06:00 岸本 莞爾 キシモト カンジ

20 9:06:20 平岡 千春 ヒラオカ　チハル Throb
21 9:06:40 上村 亮介 カミムラリョウスケ Throb
22 9:07:00 松倉 源帥 マツクラゲンセイ Throb
23 9:07:20 岡村 慧胤 オカムラケイン Throb
24 9:07:40 北村 健士郎 キタムラケンシロウ Throb
25 9:08:00 村上 颯汰 ムラカミソウタ Throb
26 9:08:20 伊藤 亮啓 イトウアキヒロ Throb
27 9:08:40 渡邉 和久 ワタナベ　カズヒサ Throb
28 9:09:00 渡部 匠 ワタベタクミ Throb
29 9:09:20 髙井 崚 タカイリョウ Throb



30 9:09:40 須藤 吉仕子 ストウ キシコ 招待

31 9:10:00 池神 悠希 イケガミ ユウキ 招待

32 9:10:20 高村 貴子 タカムラ タカコ 招待

33 9:10:40 若林 綾 ワカバヤシ アヤ 招待

34 9:11:00 佐俣 明香莉 サマタ アカリ 招待

35 9:11:20 小林 華蓮 コバヤシ カレン 招待

36 9:11:40 宮川 朋史 ミヤガワ トモフミ 招待

37 9:12:00 金澤 拓則 カナザワ ヒロノリ 招待

38 9:12:20 丸山 将真 マルヤマ ショウマ 招待

39 9:12:40 小田切 将真 オタギリ ショウマ 招待

40 9:13:00 星野 誉貴 ホシノ ヨシキ 招待

41 9:13:20 近江 仁之介 オウミ ジンノスケ 招待

42 9:13:40 近江 竜之介 オウミ リュウノスケ 招待

お名前が親御さんのお名前になってる場合は受付時にお申し付けください

ジュニア低学年（1,2,3年生）

ゼッケン スタート時間 名前 カナ ゴール時間 学年

1

11:00から１組毎
順次スタート

受付時に組
をお伝えします

新井 雅也 アライ マサヤ

2 佐藤 淳 サトウ ジュン

3 山田 千夏 ヤマダ チナツ

4 岸本 作 キシモト サク

5 坂田 亨 サカタ トオル

6 原 勝之 ハラ カツユキ

7 川口 真緒 カワグチ マオ

8 小田切 柑奈 オタギリ 
9 山田 士恩 ヤマダ シオン



10

11:00から１組毎
順次スタート

受付時に組
をお伝えします

丸山 結舞 マルヤマ 
11 田口 夏稀 タグチ ナツキ

12 松澤 大和 マツザワ ヤマト

13 半田 遥己 ハンダ 
14 坂田 莉彩 サカタ リサ
15 坂田 美来 サカタ ミク
16 深澤 菜々 フカサワ ナナ 小谷

17 松澤 悠斗 マツザワ ユウト 小谷

ジュニア高学年（4,5,6年生）

ゼッケン スタート時間 名前 カナ ゴール時間 学年

18

11:30から１組毎
順次スタート

受付時に組
をお伝えします

新井 雅也 アライ マサヤ

19 藤戸 美音 フジト ミオ
20 佐藤 淳 サトウ ジュン

21 笹川勇太 ササガワ ユウタ

22 山田 千夏 ヤマダ チナツ

23 岸本 あずさ キシモト アズサ

24 松井 暖果 マツイ ハルカ Throb
25 安田 類也 ヤスダ ルイヤ

26 原 勝之 ハラ カツユキ

27 原 たまき ハラ タマキ

28 工藤 愛斗 クドウ アイト

29 田口 倖菜 タグチ ユキナ

30 松澤 美里 マツザワ ミサト

31 松澤 朋典 マツザワ トモノリ

32 町田 彩羽 マチダ サワ

33 町田 満宏 マチダ ミヒロ

34 町田 満敬 マチダ ミノリ
35 猪又 詩乃 イノマタ シノ 小谷



36

11:30から１組毎
順次スタート

受付時に組
をお伝えします

猪又 咲羽 イノマタ サワ 小谷

37 深澤 出帆 フカサワ イズホ 小谷


