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

2001 西野 誠 千葉県 2041 樋口 靖 千葉県

2002 関 顕彦 東京都 2042 鈴木 一也 神奈川県

2003 広川 洋一 東京都 東京陸上協議会 ゴール後のおいしいビールを目指して頑張る！ 2043 黒田 卓也 千葉県

2004 袴田 泰広 東京都 2044 前田 公介 埼玉県 埼玉BG走友会

2005 岡本 直也 神奈川県 TBRC 全力で走ります！ 2045 滝下 泰民 神奈川県

2006 傳田 元彦 千葉県 前年タイム更新。トレランの足腰を作る? 2046 古賀 健一 神奈川県 クロカン初めてですが、頑張ります??

2007 小山 道雄 北海道 札幌陸協 はじめてのクロカンです 2047 塚原 史章 福島県 県南陸協 走力向上のためにチャレンジします！

2008 須崎 泰造 千葉県 CR.m 2048 山本 知央 神奈川県

2009 梶原 真哉 福島県 2049 小田 英了 千葉県 初心者クロカン楽しみます！

2010 白鳥 信隆 埼玉県 クラブR2東日本 2050 清水 大 千葉県 千葉陸協

2011 藤川 裕三 新潟県 海老川の力 年代別入賞 2051 宮田 孝一 東京都 去年1秒足りなかった1時間40分を切りたい

2012 田中 大介 東京都 2052 今井 裕貴 東京都 初クロカン頑張ります！

2013 木住野 善男 千葉県 東京陸協 2053 鷹津 秋生 新潟県 ベストタイムを目指します

2014 矢島 秀悟 埼玉県 埼玉陸協 2054 都甲 貴之 埼玉県

2015 井堀 裕馬 千葉県 東京国税局 2055 西本 孝司 神奈川県

2016 吉川 弘行 千葉県 2056 持山 剛 東京都

2017 内田 真吾 千葉県 2057 坂野 聡史 埼玉県 完走します。

2018 小出 雄太 東京都 2058 酉田 健輔 埼玉県

2019 西田 明正 神奈川県 楽しみまーす！ 2059 北田 英樹 千葉県 はじめてのクロカン楽しみにしています！

2020 内田 睦 千葉県 2060 渡辺 修 神奈川県 ウルトラプロジェクト 年代別上位入賞！

2021 下野 豊和 千葉県 千葉陸協 2年連続の参加です！ 2061 大嶋 乃斗 埼玉県 埼玉陸協 去年に引き続き出場。頑張ります！

2022 千葉 俊郎 千葉県 ポポロAC 2062 池座 大輔 千葉県

2023 藤井 章 千葉県 2063 長田 陽平 千葉県

2024 佐藤 大介 千葉県 初参戦がんばります！ 2064 長瀬 博 東京都

2025 井上 知巳 東京都 2065 近藤 和彦 千葉県 がんばりまわす。

2026 寺西 徹 東京都 2066 小林 博人 千葉県 初めてのクロスカントリー参戦。60代でも粘り強く走るぞ！

2027 相澤 直亮 東京都 東京陸協 2067 指江 大介 茨城県

2028 秋葉 茂 千葉県 弱視の視覚障がい者です。がんばります！ 2068 大野 晃正 千葉県

2029 初鳥 俊夫 千葉県 2069 黒澤 賢史 千葉県 目指せ50位以内！

2030 高張 和久 千葉県 PUMA RC 2070 安藤 淳 東京都 東京陸協 本格的なクロカンレースは初参加。楽しみです。

2031 鈴木 順久 東京都 2071 中嶋 敏彰 千葉県 優しい芝生を走れるのは贅沢。東京マラソンに向けて。

2032 横木 太一 千葉県 心の中まで完全燃焼 2072 辻 康一 千葉県 楽しんで走りたいです！

2033 田中 康雄 東京都 去年のタイムを上回る！ 2073 水谷 大介 千葉県

2034 菊池 学 埼玉県 2074 荒井 飛鳥 千葉県 クロスカントリーは初めてですが完走目指して頑張ります。

2035 竹内 渉 茨城県 茨城陸協 2075 杉原 一弘 栃木県

2036 佐藤 克彦 東京都 初めてのクロカン大会。全身全霊で走り切ります！ 2076 川崎 拓馬 千葉県

2037 齋藤 優亮 神奈川県 2077 山本 浩也 東京都 陸上競技多摩川クラブ

2038 豊島 哲 神奈川県 初クロカン。楽しみ～！ 2078 浪貝 昌宏 東京都 東京陸協 今回は、走りを楽しみます。

2039 福元 豊盛 千葉県 完走します！ 2079 酒井 稔 千葉県 千葉陸協

2040 小堀 育男 千葉県 ＡRC クロカンの聖地で腕試し 2080 富田 高広 千葉県

20km 一般男子
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2081 中川 圭介 千葉県 初めてのクロスカントリーレースなので、どうなることやら。 2121 樫田 靖夫 千葉県

2082 斎藤 健太郎 千葉県 2122 武下 信弘 神奈川県 完走を目標にがんばりたい。

2083 神田 朝日 埼玉県 埼玉県陸協 2123 肥田　泰治 東京都

2084 中島 毅 埼玉県 2124 宮下　弘文 山梨県

2085 陣内 浩一 宮城県 宮城陸協 初めてのクロカン！イケイケ&ガチで頑張ります！ 2125 森　泰志 神奈川県

2086 石井 規之 千葉県 2126 鈴木　浩己 千葉県

2087 西沢 大樹 神奈川県 2127 高橋　道彦 東京都 クラブR2東日本 20kmでは初参加。加齢には負けない！

2088 黒河 鋭輔 東京都 クラブR2東日本 初クロカン！行くぜ！ 2128 田原　透 神奈川県

2089 三ッ野 友章 東京都 2129 向井　寛裕 千葉県 初クロカン頑張ります

2090 高木 大介 東京都 2130 高橋　しん 神奈川県 学生以来のクロカンチャレンジで楽しみです！

2091 吉澤 秀昭 埼玉県 絶対完走 2131 森　亮二 千葉県

2092 鈴木 秀人 千葉県 2132 坂牛　信和 千葉県

2093 小松田 崇 東京都 エボーリュＲＣ 2133 内牧　直之 東京都 ＡＲＣ東京

2094 古川 涼 千葉県 千葉県陸協 クロスカントリー初挑戦 2134 原木　庄平 東京都

2095 イイズカ マサキ 埼玉県 クロカン2戦目です。 2135 松田　尚樹 千葉県

2096 橋本 浩一 千葉県 2136 渕上　聡 千葉県 東京陸協

2097 三好 秀典 東京都 クラブR2東日本 2137 英　顕治 千葉県

2098 澤野 達也 東京都 2138 後藤　崇 千葉県 クロスカントリーは初です。チャレンジ＆エンジョイで頑張ります

2099 筧 直之 東京都 初クロカン！楽しみまーす 2139 正岡　正 千葉県

2100 鎌田 昌明 神奈川県 はじめて！ 2140 吉平　拓也 東京都 クラブR2東日本

2101 石田 勇樹 東京都 2141 福原　剛 千葉県 2時間を切れるよう頑張ります。

2102 北郷 保典 神奈川県 2142 長峯　弘知 東京都

2103 大河内 幹也 東京都 2143 佐藤　壮介 東京都 東京陸協 fighting spirit

2104 吉村 悠歩 東京都 2144 松本　哲郎 埼玉県

2105 持永 俊彦 千葉県 完走できるよう頑張ります！ 2145 井上　智将 東京都

2106 國分 伊三郎 福島県 70分切り！ 2146 澤田石　賢 千葉県

2107 川上 一也 千葉県 東京マラソンのポイント練習のつもりで頑張ります 2147 上村　佳嗣 東京都 東京 必死に前を追います！

2108 丸岡 響 東京都 2148 西田　幸平 東京都 東京陸協

2109 笠谷 駿介 神奈川県 鎌倉市陸協 東京マラソンへ向けてこのクロカンを全力で頑張ります。 2149 河名　真吾 千葉県 富津陸協 昨年のリベンジ！！

2110 野田 敦史 東京都 時間内に完走したいです。 2150 赤間　和也 東京都

2111 影山 裕紀 東京都 2151 山路　晃平 東京都

2112 樋口 隆広 東京都 2152 柏原　翔一 神奈川県 東京大大院

2113 芳澤 俊市郎 千葉県 過去の自分には絶対に負けない！こたなつ！！ 2153 原田　晋 東京都 はじめてのクロカンのレース楽しみます！

2114 吉見 健太 広島県 広島修道大 2154 上田　瑠偉 東京都 トレイルランナーの意地、見せます。

2115 粕川 洋司 東京都 陸上競技多摩川クラブ 2155 関口　康平 東京都 中央大

2116 小林 昌樹 千葉県 2156 神崎　裕 東京都 中央大

2117 関谷 興雄 千葉県 2157 二井　康介 東京都 中央大

2118 菊池 知彦 東京都 初クロカンです！ 2158 岩佐　快斗 東京都 中央大

2119 松永 明憲 神奈川県 2159 畝　拓夢 東京都 中央大

2120 八島 隆敏 東京都 クロスカントリーって聞いてワクワクしています！ 2160 関口　涼太 千葉県 かまします

20km 一般男子
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2161 大森　太楽 東京都 中央大 2184 佐藤 且章 東京都 ニョッキーズ 初めてのクロスカントリー、楽しんで走ります！

2162 池田　勘汰 東京都 中央大 2185 水流 昇二郎 東京都 ニョッキーズ 初めてのクロスカントリー、楽しんで走ります！

2163 川崎　新太郎 東京都 中央大 2186 佐藤 儀明 東京都 ニョッキーズ 初めてのクロスカントリー、楽しんで走ります！

2164 加井　虎造 東京都 中央大 2187 青木 健一郎 東京都 ニョッキーズ 初めてのクロスカントリー、楽しんで走ります！

2165 萩原　璃来 東京都 中央大 2188 松岡 亮 埼玉県 はだし駅伝部A 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

2166 泉 元根 埼玉県 ルナークス―Ｉ 団体戦、みんなで頑張る！ 2189 坂田 満 東京都 はだし駅伝部A

2167 加藤 崇 東京都 ルナークス―Ｉ 団体戦、みんなで頑張る！ 2190 野口 陽一 茨城県 はだし駅伝部A

2168 佐々木 一之 埼玉県 ルナークス―Ｉ 団体戦、みんなで頑張る！ 2191 蓑島 隆伸 東京都 はだし駅伝部A

2169 佐藤 英人 埼玉県 ルナークス―Ｓ ルナークスの店長として恥ずかしくない走りをします 2192 戸張 貴彦 埼玉県 アクティオ疾風会 スポンサー名に恥じぬように、全力で走ります。

2170 落合 祐一 埼玉県 ルナークス―Ｓ 2193 小林 宏 アクティオ疾風会 スポンサー名に恥じぬように、全力で走ります。

2171 伏木 智哉 埼玉県 ルナークス―Ｓ 初めてのクロカン参加、頑張ります！ 2194 山田 泰生 アクティオ疾風会 スポンサー名に恥じぬように、全力で走ります。

2172 大塚 一也 埼玉県 ルナークス―Ｏ 2195 熊木 厚至 アクティオ疾風会 スポンサー名に恥じぬように、全力で走ります。

2173 大門 教彦 埼玉県 ルナークス―Ｏ 2196 ヘガティー マイケル 埼玉県 南蛮連合

2174 吉川 正治 埼玉県 ルナークス―Ｏ 2197 ジヨンストン ロバート 東京都 南蛮連合

2175 野畑 潤 千葉県 バーマッチョ 楽しんで走ります！ 2198 DROUGHT Andrew 東京都 南蛮連合

2176 廣澤 貴行 千葉県 バーマッチョ 2199 MARIVOET Alexis 東京都 南蛮連合

2177 春日 秀友 千葉県 バーマッチョ 2200 BHULLA Hamil 東京都 南蛮連合

2178 小林 祐一 埼玉県 ルナークス―Ｋ ルナークスRC 2201 谷本 佳隆 千葉県 マリオ部

2179 西村 直人 東京都 ルナークス―Ｋ 2202 青木 茂 東京都 マリオ部

2180 白石 幸司 埼玉県 ルナークス―Ｋ 初参加です。頑張ります。 2203 高橋 正樹 神奈川県 マリオ部

2181 関吉 大亮 千葉県 リベンジャーズ 2204 宍倉 健浩 埼玉県 早稲田大学

2182 木村 明仁 千葉県 リベンジャーズ 2205 渕田 拓臣 埼玉県 早稲田大学

2183 工藤 佑貴 千葉県 リベンジャーズ
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2501 細見　喜世 神奈川県 トラベルＤＢ 2508 伴 かよこ 東京都

2502 大古場 美乙 神奈川県 クロスカントリー完走目標ですが楽しみたいと思います！ 2509 中新 令子 東京都 東京陸協 クロカンを楽しみたいです！

2503 豊島 英子 神奈川県 はじめてのクロカン。楽しみたい！ 2510 富口 由紀子 長野県

2504 豊田 愛美 千葉県 2511 永尾 薫 千葉県 Sunfield

2505 曳地 奈々 東京都 翌週のフルマラソン前哨戦！がんばりまっす！ 2512 小柳　里帆 埼玉県

2506 外尾 久美子 神奈川県 冬のクロカンは初です。たのしみです。 2513 田中 友花里 千葉県 マリオ部

2507 廣瀬 亮子 千葉県 千葉陸協 2514 臼杵 真菜 千葉県 マリオ部

20km 一般男子

20km 一般女子


