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

5001 半澤 悠葵 北海道 函館工業高 5041 大久保 雅浩 埼玉県 勝

5002 坂見 一将 北海道 5042 後藤 頌 栃木県

5003 巖 翔真 北海道 5043 武藤 涼真 千葉県 力の限りを尽くします。

5004 長谷川 冬磨 北海道 5044 黒川 大輝 千葉県

5005 伊藤 明輝 栃木県 優勝目指して頑張ります！ 5045 松尾 涼 千葉県 頑張ります！

5006 中野 怜 茨城県 5046 中村 圭翔 千葉県 東海大望洋高

5007 河西 俊輔 東京都 東海大高輪台高 前回3位、今回優勝目指します。 5047 横山 友哉 千葉県 東海大望洋高

5008 和泉 敢大 神奈川県 頑張ります 5048 植松 健太 千葉県 東海大望洋高

5009 矢板 優紀 栃木県 5049 岡本 優星 千葉県 東海大望洋高

5010 養父 浩平 千葉県 5050 大久保 拓海 千葉県 東海大望洋高

5011 山田 凜 千葉県 松戸高 5051 鈴木 駿友 千葉県 東海大望洋高

5012 岩崎 竜希 千葉県 5052 杉本 将太 千葉県 東海大望洋高

5013 多胡 有将 埼玉県 5053 柴田 智之 千葉県 東海大望洋高

5014 加藤 健太 東京都 東京成徳大高 初クロカン楽しむ！ 5054 石井 大夢 東京都

5015 山下 友陽 千葉県 15分切るぞー 5055 小川 慧士 東京都

5016 高木 勇叶 千葉県 初クロカン頑張るぞ！ 5056 鈴木 倭 東京都

5017 石井 大智 東京都 東京陸協 5057 本橋 太郎 東京都

5018 平賀 凌人 千葉県 敬愛学園高 5058 鈴木 智哉 東京都

5019 大倉 綾介 千葉県 積極的なレースをしたい！ 5059 蓮見 海人 東京都

5020 堤 寛貴 千葉県 5060 渡邉 光 東京都

5021 石川 悠弥 千葉県 がんばるんば 5061 内藤 優 東京都

5022 細井 俊汰 千葉県 千葉経大附属高 5062 小島 大輝 東京都

5023 尾関 理應 東京都 日大豊山高 5063 永野 風雅 東京都

5024 小林 達哉 東京都 日大豊山高 5064 田中 航太 東京都

5025 小笠原 涼太 東京都 日大豊山高 5065 田中 寛之 東京都

5026 松本 悠汰 東京都 日大豊山高 5066 叶親 光輝 千葉県 生浜高 楽しく走りたいです！

5027 上原 響 東京都 日大豊山高 5067 渡辺 俊介 栃木県 大田原高 どんなコースであっても勝つ！

5028 村越 風斗 東京都 日大豊山高 5068 齋藤 翔哉 栃木県 怪我しないように頑張ります

5029 木下 和己 東京都 日大豊山高 5069 郡司 純也 栃木県 大田原高

5030 畑中 琉郁 東京都 日大豊山高 5070 細杉 睦輝 福島県

5031 上田 颯介 北海道 札幌日大高 5071 菅野 龍聖 福島県

5032 池田 笙冴 北海道 札幌日大高 5072 塩野目 英 栃木県 がんばがんばるんばかんば

5033 手塚 悠 栃木県 質素堅実 5073 近藤 幸太郎 愛知県 豊川工高 頑張ります。

5034 加藤 輝 山形県 東海大山形高 5074 後藤 漱太 栃木県 大田原高 頑張ります

5035 吉田 翔 山形県 東海大山形高 5075 塩谷 千怜 千葉県

5036 神保 礼人 山形県 東海大山形高 5076 梅谷 康太 千葉県 流経大柏高 頑張ります！

5037 大沼 翼 山形県 東海大山形高 5077 柳下 雄飛 千葉県

5038 大沼 空 山形県 東海大山形高 5078 上野 大輔 千葉県

5039 茨木 天真 山形県 東海大山形高 5079 荒井 秀太 千葉県 がんばります

5040 大泉 真尋 山形県 東海大山形高 5080 板橋 遼大 千葉県 流経大柏高

5km 高校生男子



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

5081 二村　悠太 千葉県 5089 室井　敦 東京都 足立高

5082 岩佐　一楽 千葉県 5090 関田　亮 千葉県

5083 小野瀬　永和 千葉県 15分台目指して頑張ります！ 5091 小林　壱輝 東京都 頑張ります

5084 服部　光希 埼玉県 目標記録目指して頑張ります 5092 中野　壮太 東京都 冬季練習の成果を出し、より成長したいです

5085 佐々木　元希 千葉県 5093 阿久津　優太郎 東京都 足立高

5086 菊地　梓巳 東京都 ベスト尽くして頑張ります 5094 鈴木　陵人 東京都 足立高

5087 池田　奏夢 東京都 足立高 5095 鶴澤　惇心 東京都 足立高

5088 櫻岡　悠 栃木県 5096 後藤　修真 東京都 足立高

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

5201 小野　智世 千葉県 流経大付柏 トップ争いをしたい 5223 木目沢 渚 埼玉県

5202 大原　麻美絵 東京都 5224 二階堂 夏心 北海道 札幌日大高

5203 白樫　典子 千葉県 強気で頑張ります！ 5225 大畑 実桜里 北海道 札幌日大高

5204 保坂　晴子 東京都 5226 藤ヶ森 美晴 青森県 青森陸協 全力で頑張る

5205 尾岡　栞 東京都 5227 福村 来夢 青森県 青森陸協

5206 打越　瑞重 東京都 5228 林田 なのは 千葉県 東海大望洋高

5207 渡邊　瑞季 東京都 5229 長谷川 遥華 千葉県 東海大望洋高

5208 金井　美凪海 東京都 5230 橋本 芽衣 東京都

5209 黒岩　万愛 千葉県 完走出来るように頑張ります！！ 5231 上野 桃世 東京都

5210 川内　菜桜 東京都 初チャレンジ、とにかく頑張ります！ 5232 清水 佑奈 東京都

5211 坂口　愛和 東京都 5233 根津 佑奈 東京都

5212 増渕　祐香 東京都 5234 中山 友希 東京都

5213 金谷 朋香 北海道 5235 菅野 明里 福島県

5214 森 千菜実 千葉県 5236 岡山 美咲 東京都

5215 伊藤 柚葉 新潟県 5237 Segawa Yuka 青森県 青森陸協 17分をきる

5216 中島 美咲 千葉県 5238 加藤 玲那 青森県 青森山田高

5217 髙橋 彩花 東京都 千葉県高体連 5239 福崎 陽夏 東京都

5218 阿部 美香 東京都 千葉県高体連 5240 五十嵐 梨乃 埼玉県

5219 岩田 優奈 千葉県 流経大柏高 目標タイムを切りベスタイムを出す！ 5241 田中 優花 東京都 頑張る！！

5220 井上 朋美 千葉県 5242 菅原 瑞希 千葉県 最後まで粘り強く頑張ります！

5221 布施 日女花 青森県 青森山田高 5243 吉田 琉香 青森県

5222 鈴木 瑞生 千葉県 大多喜高校

5km 高校生男子

5km 高校生女子



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

5501 吉野　正純 千葉県 初めてですが頑張ります。 5541 高沢 健二郎 千葉県

5502 谷川　徹二 千葉県 5542 服部 壮一郎 群馬県 埼玉陸協

5503 尾上　宜隆 千葉県 大好きなホームコースで頑張ります。 5543 久保田 進 東京都 東京陸協 初クロカンレース！完走目標です。。。

5504 井畔　正裕 千葉県 5544 金城 流弥 千葉県 千葉陸協 芝生は友達

5505 水口　慎太郎 千葉県 5545 落合 亮 新潟県

5506 吉田　尚寛 千葉県 5546 木原 正人 千葉県 去年のタイムを更新できるように頑張ります！

5507 伊藤　洋平 千葉県 5547 溝口 拓士 茨城県

5508 橋本　直也 千葉県 生徒に負けないように頑張ります！ 5548 松本 研朴 茨城県

5509 出口　翔 東京都 5549 谷口 嘉乙 茨城県

5510 風戸　啓希 千葉県 地元民としてアツイ走りをします。 5550 麻生 拓茉 茨城県

5511 富田　就斗 広島県 広島 5551 宍倉 康浩 茨城県

5512 添田　知宏 神奈川県 國學院大 5552 高橋 学 千葉県 クロカン坂にチャレンジ

5513 田中　佑典 北海道 札幌学院大 入賞できるよう頑張ります。 5553 夜久 暢宏 埼玉県 初クロカン頑張ります！

5514 河上　雄哉 神奈川県 國學院大 5554 小浅 秀樹 山形県

5515 佐藤 綾人 東京都 ＴｏｐＧｅａｒ 5555 佐々木 祐介 北海道 道北陸協

5516 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！ 5556 花輪 好一 千葉県 初の参戦です。楽しく走り切りたい！

5517 綱 淳壱郎 福島県 5557 吉岡 徹 東京都 ベストを尽くして完走??

5518 池内 希 東京都 東京陸協 芝生の上で気持ちよく走りたいと思います！ 5558 村井 和行 千葉県

5519 坂本 将哉 千葉県 クロカン初参加なので楽しみです。 5559 三谷 朋和 千葉県

5520 西川 泰弘 神奈川県 5560 大高 達典 神奈川県 能代山本陸協 enjoy!

5521 小山 俊之 千葉県 5561 藤平 真ノ介 千葉県 GAZELLE 高校生以来のクロカン！

5522 秋田 孝 千葉県 5562 野田 稔雄 千葉県

5523 塩澤 裕也 福島県 福島陸協 中学生に勇気を与え、自らも楽しく走りたい！ 5563 杉山 虹 千葉県 マネージャーの意地見せます！

5524 輿水 英次 茨城県 5564 石川 憲一 神奈川県 自分に負けない

5525 大脇 弘憲 静岡県 5565 栗山 伸悟 東京都

5526 後藤 順一 山梨県 クラブR2東日本 参加してみます 5566 小玉 康彦 山形県

5527 遊佐 慎 東京都 5567 齋藤 貴志 山形県 鶴岡市陸協 指導している中学生にコーチも頑張っている所を見せたいです。

5528 嶋崎 清明 埼玉県 Jクラブ レース後に美味しい麦酒が飲めるよう精一杯頑張ります。 5568 木内 博之 千葉県 千葉陸協 完走を目指します。

5529 黒田 岳志 東京都 清新JAC 東京マラソンに向けて頑張る 5569 関山 健蔵 神奈川県 スマーツAC 今年こそ心臓破りの坂を克服！

5530 松岡 太嗣 神奈川県 GRlab関東 完走します！！ 5570 奈良 府哉 北海道 北海道陸協 優勝目指して頑張ります

5531 大森 武 東京都 5571 佐賀 悠希 北海道

5532 富山 隆史 埼玉県 クロカン楽しみです！ 5572 佐藤 嶺 岩手県 普段指導している子ども達と、岩手からの参加です。頑張ります！

5533 内藤 達也 東京都 千葉陸協 5573 吉田 秀諭 神奈川県 山梨学院の後輩に負けないよう頑張ります！

5534 井坂 敏行 茨城県 アンチエージング！まだまだ走れるぞ！ 5574 石川 忠義 千葉県

5535 古市 秀明 千葉県 5575 鈴木 恒平 千葉県 千葉陸協 今回で2回目。前回の自分に負けないように頑張ります。

5536 篠崎 孝幸 千葉県 T・T-AC 楽しんで走ります。 5576 市原 弘康 山梨県 YGU陸上クラブ 10位以内

5537 西岡 勝義 東京都 味スタRC 頑張ります 5577 金子 有輝也 北海道 十勝陸協 15分台目指します

5538 古川 昌弘 千葉県 5578 原田 響 北海道 札幌学院大 1着目指して頑張ります！

5539 関 翔弥 新潟県 小千谷市陸協 5579 渡辺 光 山形県 新庄地区陸協

5540 小高 一男 千葉県 5580 渡邉 秀明 千葉県

5km 一般男子



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

5581 平 雄太 千葉県 お手柔らかに 5595 北川 誠士 三重県

5582 吉川 健真 神奈川県 引退後初レースやるっきゃ内藤 5596 勝田 弘喜 千葉県

5583 鈴木 久夫 神奈川県 美しいコースを楽しんで走る 5597 田中 恭平 千葉県

5584 武藤 千夏羅 千葉県 5598 菱沼 秀一朗 神奈川県 精一杯がんばります??

5585 坂本 潤 千葉県 初めての市民マラソン 5599 小野 弘貴 千葉県 千葉大 16分台で走れるように頑張ります。

5586 斉川 遥 北海道 予想タイムを上回れるような走りをしたいと思います。 5600 坂本 雅優 千葉県 頑張ります

5587 岩本 元汰 北海道 5601 千田 玲央 山梨県 山梨学院大

5588 宇野 翔 北海道 5602 飯尾 亮平 山梨県 山梨学院大

5589 伊勢 和浩 北海道 札幌学院大 5603 熊谷 哲志 山梨県 山梨学院大

5590 高坂 凌太 北海道 5604 黒須 航平 山梨県 山梨学院大

5591 中村 集 北海道 札幌学院大 5605 瀬戸口 大地 山梨県 山梨学院大

5592 久保 洋誠 千葉県 楽しく完走できるように走ります！ 5606 田矢 聖矢 山梨県 山梨学院大

5593 山田 純平 千葉県 千葉大 5607 日影 優哉 山梨県 山梨学院大

5594 小島 侑史朗 東京都

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

5701 臼井　優 東京都 中央大 5723 平沢 優果 千葉県 城西国際大

5702 古田　朱里 東京都 中央大 5724 小林 希良莉 千葉県

5703 若林　智江子 千葉県 5725 吉田 咲 千葉県

5704 梅田 小百合 福井県 5726 中島 瑛佳 千葉県

5705 川中 祐子 千葉県 5727 河名 美穂 千葉県

5706 保坂 美里 千葉県 5728 大橋 佑佳里 静岡県 静岡陸協

5707 村山 結子 千葉県 千葉商科大 5729 杉山 香南 千葉県 順天堂大

5708 中村 恵 千葉県 5730 菊地 梨紅 千葉県 順天堂大

5709 照沼 友里 茨城県 5731 白鳥 さゆり 千葉県 順天堂大

5710 加藤 沙彩 茨城県 5732 佐藤 みな実 千葉県 順天堂大

5711 上田 朱華 千葉県 5733 髙橋 優菜 千葉県 順天堂大

5712 久保 友乃 東京都 5734 中村 真悠子 東京都 セレスポ

5713 石澤 ゆかり 広島県 エディオン 5735 狩野 早耶 茨城県 筑波大

5714 小池 彩加 広島県 エディオン 5736 兼重 美穂 千葉県

5715 池田 睦美 広島県 エディオン 5737 深山 侑未 千葉県

5716 野田 文子 千葉県 5738 高森 智子 千葉県

5717 大沼 月美貴 千葉県 オキHG 5739 高松 望ムセンビ 大阪府 大阪陸協

5718 山形 萌花 千葉県 城西国際大 5740 今川 佳世 千葉県

5719 山形 彩花 千葉県 城西国際大 5741 石井 恵美 千葉県

5720 片野 綾香 千葉県 城西国際大 5742 宮野 純子 東京都

5721 森田 理沙 千葉県 5743 尾関 真衣 宮城県 福島陸協

5722 萬崎 裕子 千葉県 5744 須藤 ひかる 宮城県 茨城陸協

5km 一般男子

5km 一般女子



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

5745 三浦 佳奈 宮城県 宮城陸協 5750 山口 礼美 千葉県

5746 古川 恵里 宮城県 宮城陸協 5751 工藤 梨乃 千葉県

5747 五十嵐 徳子 宮城県 山形陸協 5752 北条 与絵 東京都 横浜国立大

5748 牛澤 優杏 宮城県 宮城陸協 5753 坂本 富江 千葉県

5749 伊藤 百合子 宮城県 宮城陸協

5km 一般女子


