《スポーツエイド・ジャパン開催大会の忘れ物》
＊以下の忘れ物についてお心当たりの方は事務局（電話：049-294-5603、080-5085-5603、E-mail：
info@sportsaid-japan.org）までご連絡ください。
■第 1 回みちのく津軽ジャーニーラン 200K（2016.7.17～18 開催）
・HOKA ONE ONE Black/Green 25.0cm
・NIKE LUNAR FOREVER4 黒 28.0cm
・モンベル グローブ ブルー（右）
・点滅灯（ピンク）クリップタイプ
・SWANS ゴーグル（シルバー）
・30th SALOMA バスタオル
・6th 伊南川ウルトラ T シャツ・ビニールカッパ
・テーピング＋はさみ
・NIKE 反射板（ロール形状のもの）
・Columbia LED ライト
・2012 カレンダー付ボールペン
・小銭入（茶）小銭入ってます
・TABIO ソックス 赤/紺
・2XU サンバイザー 白/グレー
・塩熱サプリ/ HONEYSTINGER×6 / SPORTS YOKAN×3（チャック袋入り）
・PETZL ヘッデン / HONEYSTINGER×5 / カロリーメイト / テーピング（ARTSPORTS の袋）
・クリアファイル（大会プログラム・コースマップ・
・SKINAQUA（日焼け止め）
・ハンドタオル ディズニー柄
・ハンドタオル 紫 猫柄
・カップ① ステンレス（カラビナ付）
・カップ② じゃばらタイプ 薄いグリーン
・カップ③ FOLDACUP（ブルー）
・カップ④ FOLDACUP（イエロー）
・カップ⑤ TOUGHCLIMBER（グリーン）
■第 12 回日本横断「川の道」ﾌｯﾄﾚｰｽ・第 23 回奥武蔵ウルトラマラソン・第 22 回所沢耐久レース
http://sportsaid-japan.org/NEW/wasuremono2016.html
■第 5 回新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン（2016.4.17 開催）
・アームカバー/CWX/白
・アームカバー片方/白（シルバーの矢印のようなポイントあり）
・グローブ右手/アミノバリューバリュー/朱色
■第 11 回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン（2016.4.9 開催）
・任天堂ゲーム機 3DS LL
・GARMIN GPS/青系/グレーのベルト
・サングラス/SWANS/グレー調
・サングラス/GCS-55B KA45/濃青

・パンツ/プーマ/ダークグレー＋白/濃ピンク
・グローブ右手/アシックス/白系+グレー
・アシックスの赤い袋（中身：サプリメント各種、バンド、ケース等）
■荒川リバーサイド ジャーニーラン 2016（2016.3.19～20 開催）
・グローブ/アディダス/黒＋手首にグリーンのラインが 3 本
■サヨナラ 2015 年の瀬マラソン in 所沢（2015.12.27 開催）
・腕時計/CASIO PHYS /グレー・黒
・ナイロンバッグ/PAINE/水色
・ダウン/ミズノ/黄緑
・パーカー/NCAA/グレー
・マフラー/青・白・赤
・スカーフ/青・白水玉模様
・グローブ/ミズノ/黒
・手袋/青・茶
・手袋（片方）/青・水色・グレー
・自転車鍵/カラビナ付き
・コップ数点
■第 2 回石和・春日居温泉郷 富士山眺望トレイルラン＆ウォーク（2015.11.29 開催）
・手拭い/CHELSEA/水色
・手拭い/ZONOBETTI/白・茶
・グローブ/ナイキ/右手のみ/黒
・グローブ/右手のみ/黒と黄色
・リストバンド/MARINES/黒
■第 13 回奥武蔵伊豆ヶ岳クイーンズトレイルラン（2015.11.15 開催）
・手袋/水色と青のストライプ
・アームウォーマー/グレー
■第 2 回大月桃太郎伝説 扇山～百蔵トレイルラン（ 2015.11.1 開催）
・パー カ/IOWA のプリント /白
・パー カ/ Champion/グレー
・グローブ / Phenix/ グレー迷彩色 +黒
・ネックウォー マ/MIZUNO/黒
・補聴器？ /黒
■第 3 回市川三郷 四尾連稜線トレイルラン(34km/16km/8km) （2015.10.18 開催）
・キャップ/CAPO AUSTRIA/青
・キャップ/MOUNTAIN HARDWEAR/水色
・グローブ/AIGLEACTIMUM/右片方/灰色
・グローブ/asics/右片方/青
■第 12 奥武蔵グリーンライン・チャレンジ 42.195ｋｍ（2015.10.11 開催）
・T シャツ/mizuno 喝采/黒

・グローブ/指なし/グレー
・アディダス/ランニングキャップ/白
・イヤリング/ゴールド/片方
・ウエストポーチボトル/NATHAN/青
■第 2 回苗場山麓ジオパーク津南ネイチャーラン（2015.10.4 開催）
・腕時計/casio/黒
・アームカバー/colunbia/水色
・ハンカチ/mario varentino/水色
・手拭い/黒水玉
■第 1８回雁坂峠越え秩父往還 153ｋｍ（2015.9.20～21 開催）
・腕時計/G-SHOCK/黒
・シューズ/アシックス ゲルカヤノ 14/白×赤ライン 27.5cm
・グローブ（片方・指なし）/黒
・ソックス/ナイキ/黄×黒
・キャップ/TESLA/グレー
・タオル数点
・化粧品数点
・着替え（川越温泉の男子ロッカーNo.44 入り/みたけトレイルロゴ T シャツ含む数点）
■第 6 回秩父の名峰・武甲山トレイルラン（2015.6.14 開催）
・キャップ/ナイキ/青×紺
・グローブ/PURO MONTE/黒
・馬蹄小銭入れ/黒
・熊鈴/緑
・折り畳み傘/カバー：黒、傘：青
・ハンカチ/アーノルドパーマー/青
・ベルトカバー/RaidLight/黒
・
■第 22 回奥武蔵ウルトラマラソン（2015.6.7 開催）
・キャップ/NewBalance/白×ピンクライン
・キャップ（日除けカバー付き）/ NewBalance/黒×ブルーライン
・ショートパンツ/Kalenji/黒
・バンダナ/黒×ピンク/スポーツエイド・ジャパン ムサッシー柄
・バンダナ/白×赤/南アルプスロゴ入り
・ゲイター/C3fit/グレー/S サイズ
・タオル、ソックス、化粧ポーチ数点
■第 3 回 RaidLight 飯能アルプス～奥武蔵丸山スーパートレイルラン（2015.5.17 開催）
・ウインドブレーカー上下/アディダス/上：ピンク、下：紺
■第 11 回日本横断「川の道」フットレース（2015.4.30～5.5 開催）
・サンバイザー/The North Face/黒
・キャップ/アシックス/白×ピンクライン
・グローブ/アシックス/黒

・レインウエア・下/モンベル/黒（袋入り）
・新潟マラソン袋入り
（ショートパンツ/ The North Face/黒、ジッパー半袖シャツ/finetrack/青×グレーライン、メッシュイ
ンナーシャツ/finetrack/黒、メッシュインナーシャツ/ The North Face/黒）
・ショートパンツ/salomon/黒
・Ｔシャツ/DALUC/グレー（Trail Ezo ロゴ入り）
・ジッパーシャツ/アシックス/黄×グレーライン
・サングラスケース/ellesse/黒
・反射タスキ/kappa/黄
・サンシェード/ミズノ/グレー
・手ぬぐい、タオル、数点
■第 10 回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン（2015.4.11 開催）
・ウインドブレーカー/アッシクス/白×黒ライン
・レインウエア（上着）/グレー
・ビニール合羽/黒
・キャップ/黒×紫ライン/39th 千葉マリンマラソンのロゴあり
・シューズ/アディダス/黒/25cm
・レインブーツ/白/LL
・ゲーター/CEP/黒
・手袋/モンベル/紫/M
・手袋/モンベル/黒/XL
・手袋/TIGORA/黒×ピンク
・手袋（右）/アディダス/黒×ピンク/M
・手袋（左）/Runners/黒/M
・手袋（左）/オレンジ/アミノバリュー・東京マラソンのロゴ有/
・手袋/TIGORA/黒×ピンク
・ソックス数点
・イヤホン/白
・アームバンドケース/黒
・着替えセット/T シャツ、下着類
・水筒ステンレスボトル/TIGER/ピンク
・長傘/WaterFront/黒
■サヨナラ 2014 年の瀬マラソン in 所沢（2014.12.28 開催）
・手袋（子供用）/ピンク（甲にうさぎのワッペン）
・手袋（右手）/白（綿）
・ハンドタオル/polo?/水色系
・菓子折り/文ちゃん 絹のしらべ
・マイカップ数点
■第 1 回石和・春日居温泉郷 富士山眺望トレイルラン＆ウォーク（2014.11.30 開催）
・ベスト/アディダス /ブルー
・手袋/ナイキ/ブラック×イエロー
・ハンカチ /ナイキ/ブルー
・折り畳み傘 /グレー

・Ｔシャツ/アディダス/ブラック
■第 12 回 RaidLight 奥武蔵「伊豆ヶ岳を越える道」トレイルラン（2014.11.16 開催）
・サンバイザー/SALOMON /ブラック
・手袋/黒（SUPER VAAM のロゴ入り）
・ハンカチ /ブルー
・リストバンド /レッド
■第 1 回「秀麗富嶽十二景」扇山～百蔵山トレイルラン＆クロスカントリー（2014.11.2 開催）
・腕時計/CAIO フィズ /ブラック
・腕時計/CASIO G-SHOCK /ブラック
・手袋/黒/左
■第 2 回市川三郷 四尾連稜線トレイルラン（2014.10.19 開催）
・ソフトフラスク/SALOMON/ブルー
・水筒/サーモス/サーモンピンク
・イヤホン/黒
■第 11 回奥武蔵グリーンライン・チャレンジ 42.195ｋｍ（2014.10.12 開催）
・アームカバー/ZAMST/黒
■第 1 回めざせ!苗場山麓ジオパーク津南ネイチャーラン（2014.10.5 開催）
・トレーニングジャヤケット/アシックス/黒＋赤
■第 17 回雁坂峠越え秩父往還 142ｋｍ走（2014.9.14～15 開催）
・ハンドライト/Coleman/シルバー+レッド
・ヘッドライト/Black Diamond/グリーン
・ヘッドライト/Black Diamond/ブラック
・ヘッドライト/PETZL/紺
・キャップライト/黒
・セーフティーバンド/GENTOS/グリーン
・ソフトフラスク/SALOMON/ブルー
・サンダル/VANS/ブルー（SALOMON 袋入り）
・洗面セット（焼岳温泉袋入り）
■第 21 回奥武蔵ウルトラマラソン（2014.7.27 開催）
・サングラス/オークリー/レンズ黒、フレーム黒
・サングラス/L-BRLANCE/レンズ黒、フレーム黒×赤
・サングラス/L-BRLANCE/レンズ黒、フレーム黒
・サングラス/レンズ黄、フレーム紺×シルバー
・サングラス/レンズ黒、フレーム黒×ブルー
・サングラス/オークリー/レンズ黒、フレーム黒
・眼鏡ケース/ZOFF/白
・手袋（右）/パールイズミ/ブルー×グレー
・キャップ/白（大阪 30K のロゴ入り）
・アームカバー（片方）/ノースフェイス/黒

・ネックカバー/アシックス/グレー
・ネックカバー/水色
・パーカー/ユニクロ/グレー
・ショートパンツ/アンダーアーマー/黒
・タオル/軽井沢ハーフマラソンのロゴ入り
・T シャツ/かすみがうらマラソンのロゴ入り/ブルー
・巾着袋/ブルー（中にソックス数点+下着類+パタゴニアのジャヤッケト等）
・タオル、ソックス数点
■第 20 回 8 時間耐久レース＆3 種目耐久レース in 所沢 2014（2013.7.5～6 開催）
・スポーツベルト/ファイテン/黒
・手袋（右）/ミズノ/水色×白
・トランクス/C3fit/黒
・鍵/ブリジストン
・ハンドタオル/アディダス/白
・コップ数点
■第 3 回 RaidLight 日本百名山・両神山麓トレイルラン（2014.6.29 開催）
・メガネ/フレーム 黒
・メガネ/フレーム シルバー
・巾着袋/ミレー/黒
・アームカバー（片方）/アディダス/黒（いすみ健康マラソンのロゴあり）
・ブレスレット/コラントッテ/赤（大阪マラソンのロゴあり）
・ハンドタオル/グリーン×ブルー（湘南ベルマーレのロゴあり）
・バンダナ/グリーン/キティ＆けんけつちゃん柄）
■第 2 回ランナーのためのボディメイキングセミナー＆奥武蔵マラニック（2014.6.14 開催）
・サンバイザー/パタゴニア/白
・サングラス/フレームブルー
■第 5 回 RaidLight 秩父の名峰・武甲山トレイルラン（2014.6.8 開催）
・キャップ/アディダス/白×黒・黄ライン
・キャップ/板橋シティマラソンのロゴあり/白

■第 2 回 RaidLight 飯能アルプス～奥武蔵丸山スーパートレイルラン（2014.5.25 開催）
・バックパック(中身：ハイドレーション、レインウエア、ライト等)/グレゴリー/グレー＋カーキ
・バンダナ/ペイズリー柄/黄
■第 10 回日本横断「川の道」フットレース（2014.4.30～5.5 開催）
・ソックス（フル完走賞）/ R×L/ TRR-30G/水色
・ソックス/ R×L/ 黒
・ヘッドライト/黒（ゴムバンド：オレンジ）
・レインポンチョ/グレー
・ニット帽/Lowe alpine/エンジ
・インナー帽子/CooL MaX

・キャップ/ナイキ/白
・手袋（片方）/mont bell/エンジ
・時計/TELVA/赤・黒
・時計/maruman/黒・青
・点滅灯（白色）/Mimi Led/青・黒
・袖なし・ハイネックシャツ/ネイビー
・コースマップ/ジプロック入り
・山と高原の地図/谷川岳
・iPhone 充電器コンセント
・AC 延長コード
・タオル数点
■第 3 回 RaidLight 新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン（2014.4.20 開催）
・ランニンググローブ/ナイキ/黒＋水色
・グローブ（右手）/黒＋オレンジ/KFC のロゴあり
・タオル/くまもん柄
・革紐チョーカー/茶色
・鍵
■第 9 回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン（2014.4.12 開催）
・T シャツ/山中湖ロードレースのロゴあり/白
・ミズノロゴ入りビニール袋（ニットキャップ・黒、ゼリー数個入り）/白
・眼鏡/フレーム：黒
・サングラス/レンズ：アーバン、フレーム：シルバー
・サングラス（黒ケース入り/SUNPUCKET ロゴあり）/レンズ：黒、フレーム：白
・ランニンググローブ（左）/ナイキ/青
・アームカバー/アシックス/黒
・ポーチ/青
・Transcend/MP860/黒
・ハンカチ数点
■荒川リバーサイド～北武蔵トレイル～北秩父往還ジャーニーラン 2014（2014.3.21～22 開催）
・キャップ/SRIXON/グレー
・グローブ/MAGIC MOUNTAIN/緑/右手のみ
■サヨナラ 2013 年の瀬マラソン in 所沢（2013.12.22 開催）
・マイカップ多数
・ダウン/ユニクロ/紫
・キャップ/Ferrari のロゴ入り/赤+白
・ニット帽/アシックス/黒
・手袋（片方）/黒
・小銭入れ/ピンク
・カチューシャ/トナカイ
・タンバリン
・カスタネット
・ハンドタオル/水色＋黄緑

・巾着袋/アディダス/黒
・巾着袋/AIGLE/グレー
■第 11 回 RaidLight 奥武蔵「伊豆ヶ岳を越える道」トレイルラン（2013.11.17 開催）
・グローブ/MOUNTAIN HARD WEAR/黒
・グローブ（左）/黒
■第 9 回チャレンジド・クロスカントリーin 宮沢湖（2013.11.3 開催）
・ニット手袋/黒＆白
・ニット手袋/赤
■第 1 回甲斐の国「市川古道」四尾連稜線トレイルラン（2013.9.29 開催）
・アームカバー/C3fit/黒
・サポートソックス/黒
・ソフトフラスク/サロモン/ブルー
・タオル数点
■第 16 回雁坂峠越え秩父往還 142ｋｍ走（2013.9.15～16 開催）
・キャップ/MIZUNO/ブルー+オレンジ
・キャップ/クールビット/グレー
・キャップ/川の道参加賞/紺
・キャップ/ランナーズ/黒
・サンバイザー/ナイキ/白+グレー
・レインカバー/TATONKA/うぐいす色の格子柄
・レインカバー/TATONKA/イエロー
・レインウエアパンツ/モンベル・ハイドロブリーズ/黒・S サイズ
・サングラス/レンズ赤＋フレーム黒
・反射タスキ/kappa/海宝ロードランニングのロゴあり
・ボトル/ノースフェイス/グレー
・ボトル/CAMELBAK パフォーマンスボトルハンズフリー
・バンダナ/ブルー/立山登山マラニックのロゴあり
・点滅灯、洗濯バサミ、ハンカチ、行程管理表（ラミネート加工）
■第１回雁坂 2000ｍ級稜線クリスタルトレイルラン（2013.8.24 開催）
・グローブ(左)/PAINE/グレー+黒
・心拍計受信ベルトのみ/黒
■第 20 回奥武蔵ウルトラマラソン（2013.7.28 開催）
・時計/アシックス/黄
・時計/カシオ G-SHOCK MINI/黒＋ピンク
・サングラス/黒
・メガネ/フレーム薄赤
・シューズ/アシックス/白＋青（24.5 ㎝）
・シューズ/NEWTON/赤＋黄＋青（26.5 ㎝）
・キャップ/アディダス/白＋ピンク
・アームカバー/CW-X/白
・JK バンド/ZAMST

・ニーパット/カイザー/黒
・ネックカバー/グレー
・ハンドタオル、ハンカチ、ドリンクボトル数点
・
■第 19 回 8 時間耐久レース＆3 種目耐久レース in 所沢 2013（2013.7.6～7 開催）
・キャップ/アディダス/紺+青
・キャップ/アシックス/白
・時計/TIMEX/ライトブルー
・時計/スヌーピー/ライトブルー
・レンズキャップ/CANON/黒
・テーピング＋ハサミ
・コップ 5 点
■第 2 回 RaidLight 日本百名山・両神山麓トレイルラン（2013.6.30 開催）
・トランスミッター/POLAR/黒
・グローブ/PAINE/白+黒
・シューズ/MERRELL/黒+オレンジ
・小銭入れ/GUESS/茶
・ハンドタオル/黒＆チェック
■第 4 回 RaidLight 秩父の名峰・武甲山トレイルラン（2013.6.9 開催）
・サングラス/レンズ：赤系、フレーム：黒
・サンバイザー/リーボック/紺
・ターバン/2010 JINGU-GAIEN EKIDEN のロゴあり
・ハンドタオル/ナイキ/グレー
・タオル/群馬高専のロゴあり/緑
■第 1 回 RaidLight 飯能アルプス～奥武蔵丸山スーパートレイルラン（2013.5.26 開催）
・時計/G-SHOCK/黒
・ウインドブレーカー(オレンジの収納袋入り)/WORKMAN/紫
・ソックス(片方)/黒
・サングラスのレンズ(片方)/黒
・収納袋(電池入り)/紫
■第 2 回 RaidLight 新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン（2013.5.11 開催）
・ウインドブレーカー/住友 VISA 太平洋マスターズのロゴあり/黄
・ランニンググローブ/アディダス/白
・グローブ(右)/エンジ+黒
・アームウォーマー(片方)/ファイントラック/グレー+黒ライン
・ふくらはぎサポーター(片方)/CW-X/黒
・ソックス/グレー+多色の格子模様
・ハンドタオル/ディズニープリント
・本大会参加賞 T シャツ/S サイズ
・ボトル/サロモン/黒
■第 9 回日本横断「川の道」フットレース（2013.4.30～5.5 開催）

・ヘッドランプ/PETZL/黒
・心拍計受信ベルト/スント/黒
・USB ケーブル/白
・ロングタイツ/CW-X/黒
・ハーフタイツ/ニューバランス/黒
・スエットパンツ/ユニクロ/グレー
・ショートパンツ/ユニクロ/黒に青のライン
・パーカー/CRAFT/黒
・ジャケット/アシックス/白+紺
・長袖 T シャツ/ナイキ/グレー
・長袖 T シャツ/サロマ湖 100 ㎞のロゴあり/白
・T シャツ/飛騨高山のロゴあり/白
・バンダナ/川の道参加賞
・バンダナ/雁坂マラニック参加賞
・グローブ 3 点
・アイマスク/黒
・ソックス/グレー
・下着類数点
・ハンドタオル、フェイスタオル等数点
■第 8 回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン（2013.4.13 開催）
・ジャケット（ジッパー付）/スーパースター/黒
・ハンドタオル/ベージュ＋茶色
・ハンドタオル/ピンク＋黄色
・ランニンググローブ/アディダス/黒
・ランニンググローブ（左）/GONA/白＋黒
・ニット手袋（左）/白
・サングラス/kissmark/黒
■第 2 回トレイルフルマラソン in 宮沢湖（2013.3.20 開催）
・ジャケット/CHALLENGE FUJI5LAKES の刺繍/黒
・長袖Ｔシャツ/umbro/ライトグレー
・七部丈パンツ/ナイキ/黒
・キャップ/CW-X/黒
・ハンドタオル/GIUSEPPE FASSON/淡青
■サヨナラ 2012 年の瀬マラソン in 所沢（2012.12.23 開催）
・マイカップ多数
・携帯ラジオ/オーム電機製/ピンク
・万歩計/タニタ/鴬色
・イヤホン/黒
・クリスマスツリーのブローチ
・自転車のキー
・キャップ/アディダス/黒
・ヘアバンド/アディダス/黒
・ネックウォーマー/ミズノ/黒

・ハンドタオル/白地に水色の模様
■第 8 回 NATHAN チャレンジド・クロスカントリーin 宮沢湖（2012.12.8 開催）
・カメラ収納袋/オリンパス/黒
・幼児用カップ/magmag/蓋：オレンジ、底：黄色
■第 10 回 NATHAN 奥武蔵「伊豆ヶ岳を越える道」トレイルラン（2012.11.18 開催）
・長袖アウター（ジッパー付）/ユニクロ製/グレー
・女性用グローブ/ダークグレー/KH の刺繍
・グローブ/ミズノ BRERTH THERMO/グレー
・グローブ/軍手風/赤
・グローブ（右手）/アディダス/黒＋白
・グローブ（片方）/軍手風/黒に白の滑り止め
・グローブ（片方）/薄手/グレー
・レジャーシート/BIG PLA WORLD/黒地
■第 9 回奥武蔵グリーンライン・チャレンジ 42.195ｋｍ（2012.10.21 開催）
・キャップ/アシックス/黒
・サンバイザー/ナイキ/黒
・アームホルダー/ナイキ/黒
・ハイソックス（リボン付）/黒
・ハイソックス/黒
・グローブ/アシックス/紺
・ヘアバンド/ＳＲ/赤
・スキンアクア/ＵＶさらさらジェル/ロート製薬
・大型クリップ（スプリング付）/ダークブルー
・ゴムバンド/mushi tector/エメラルドグーリーン
■第 15 回雁坂峠越え秩父往還 143ｋｍ走（2012.9.16～17 開催）
・小銭入れ（縦 5cm×横 8cm）/黄緑のファスナー
・グローブ/黒＋オレンジ
・キャップ/アディダス/ベージュ系
・ネッククーラー/淡青
・アームカバー/ワコール/白
・点滅灯/三角型
・反射テープ/UTMF のプリント
・歯磨きセット
・ラムネ菓子のレイ
・コースマップ＋モンベルのマップ入れ
■雁坂峠越えトレイルマラニック 2021（2012.8.26 開催）
・キャップ/ニューバランス/黒地に白のライン
・ネックカバー/濃ピンク/夢舞マラソンのロゴ
・指なしグローブ/黒/甲＝レザー
・タオル/水色/マウントフジ ヒルクライムのロゴ
・ハンドタオル/赤と白のストライブ

■第 19 回奥武蔵ウルトラマラソン（2012.8.5 開催）
・シューズ/アディダス/adizero/赤
・シューズ/ミズノ/白に黒のライン
・シューズ/アシックス/白に青のライン
・パーカー/アシックス/黒にピンクのテープ
・キャップ/ノースフェイス/青
・キャップ（ネックカバー付）/アシックス/シルバー＋白
・キャップ（ネックカバー付）/ランナーズ/シルバー＋白
・キャップ用ネックカバー/モンベル/シルバー
・ネッククーラー/水色
・ウェストポーチ/霞ヶ浦マラソンのロゴあり/黒＋黄緑
・サングラス 4 個
・マジックテープバンド/ミズノ/黒
・シュシュ/ベージュに茶色の水玉
・エコバック/深緑
・ソックス 3 足
・タオル 2 枚
■第 18 回 8 時間耐久レース＆3 種目耐久レース in 所沢 2012（2012.7.7～8 開催）
・シューズ/リーボック（バッグは黒のアディダス製）
：/女性用/黒
・シューズ/ナイキ/女性用/白+ピンク
・シューズ/アシックス/男性用/白+オレンジ
・サングラス/USA 製/黒+シルバー
・タオル/CELINE/うす茶色
・傘 数本
・マイカップ 多数
■第 3 回 NATHAN 秩父の名峰・武甲山トレイルラン（2012.6.10 開催）
・腕時計/セイコー・東京マラソンバージョン/黒+赤
・サングラス/SMITH/レンズ＝アンバー、つる＝青
・サングラス/レンズ＝ダークグレー、つる＝ゴールド
・サングラスの収納袋/黒
・グローブ/PURO MONTE/黒
・グローブ（右手）/ミズノ/青+白
・アームカバー（片方）/SKINS/白
・ハンドタオル/表＝猫のプリント、裏＝茶色
・給水ボトル/NATHAN
■第 1 回日本百名山・両神山麓トレイルラン（2012.5.27 開催）
・指なしグローブ/ALESSIO/赤+黒
・インナー/黒
・扇子
■第 1 回新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン（2012.5.13 開催）
・ハンドタオル/KYOSUKE HIMURO/黒地に白文字

■第 8 回日本横断「川の道」フットレース（2012.4.30～5.5 開催）
・ヘッドランプ/LED HEADLIGHT/黒+グレー
・ネッククーラー/MAG COOL/青
・アームウォーマー/ミズノ/紺
・5 本指ソックス/アシックス/白
・グローブ（左手）/フランクショーター/グレー+黄緑
・タオル/白地に赤、緑、黄、青等のライン
・タオル/ナイキ/アイボリー
・ハンドタオル/LUCIANO FORNERIS/ライトパープル地に水玉
・シューズ入れ/splendid/濃紺
・鏡/オレンジの枠
・手帳/ライトクリーン
・ケース入りコースマップ
■第 7 回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン（2012.4.14 開催）
・長袖アウター（ジッパー付）/フランクショーター/グレー+白
・Ｔシャツ（RUN FOR JAPAN のプリント）/紺
・シューズ/DMX/白
・シューズ（バックスキン）/黒
・小銭入れ/円形/黒
・ヘッドホーン/SONY/黒
・ヤッケ/小豆色
・ウェストポーチ/パープル+ピンク
・小物入れ（ベルト通しあり）/黒
・タオル/寅壱/黒に赤の縁取り
・ハーフパンツ/TIGORA/黒
・アームウォーマー/アシックス/黒
・アームウォーマー/ダークグレー
・アームウォーマー/水色
・アンダーパンツ/黒
・グローブ/アシックス/紺+水色
・軍手/黒
・ネックウォーマー（フリース）/紺
・ソックス（厚手）/紺
・キャップ（PT25-19 のプリントあり）/紺
・ハンドタオル 数点
・雨傘 多数
■第 1 回 NATHAN トレイルフルマラソン・チャンピオンシップ in 宮沢湖（21012.3.20 開催）
・心拍計発信機（ベルト側）/POLAR
・帽子/ユニクロ/黒
・ネックウォーマー/RENAULT/紺
・グローブ/ミズノ/ピンク-白
■トレイルランニングセミナー＆ミニレース in 宮沢湖 2012（2012.2.26 開催）

・雨傘多数
■サヨナラ 2011 年の瀬マラソン in 所沢
・眼鏡（度なし）
・子供用時計/ピンク
・キー/マスコット（アシモ）付き
・ネックウォーマー/グレーと白のストライブ
・クリスマスグッズが入った手提げバッグ/ベージュ
・マイカップ数点
■第 7 回 NATAN チャレンジド・クロスカントリーin 彩の国宮沢湖
・軽ダウンジャケット/モンベル/レンガ色
・長袖ＶネックＴシャツ/プーマ/青
・ウェストポーチ/ナイキ/黒
・グローブ女性用/黒
・グローブ左手/グレーに赤・紺の模様
・スポーツタオル/武甲山トレイルランの参加賞
・キー
・バンダナ/ピンク・紫
・折畳み傘のカバー
■第 9 回 NATAN 奥武蔵「伊豆ヶ岳を越える道」トレイルラン（11 月 13 日開催）
・タオル/松戸市七草マラソンのロゴ/薄紫
・グローブ/ナイキ/黒
・グローブ/右手用/赤
・ハンドタオル/VALENTINO/紺
■第 8 回奥武蔵グリーンライン・チャレンジ 42.195ｋｍ（10 月 16 日開催）
・ハット等、お洒落な帽子 3 点
・雨傘多数
■第 14 回雁坂峠越え秩父往還 143ｋｍ走（9 月 18～19 日開催）
・ヘッドランプ/パナソニック BF-270/ベージュ＆グレー
・長袖レーシングシーツ/XTERRA/黒＆シルバー
・サングラス/SWANS/シルバー
■第 18 回奥武蔵ウルトラマラソン（8 月 7 日開催）
・折畳みチェア（3 本足）
・ウレタンマット 2 点
・シューズ/アディダス/白＆シルバー/ミズノ製（青）のケース
・サンダル/STP/黒＆シルバー
・ザック/macpac/中味：折畳み傘、コールドスプレー等
・キャップ（2XU/白）+サングラス（つる：青）
・キャップ/HAGLOFS/濃青
・ネックレス/phiten/黒
・ランパン/アシックス/黒

・インナー/黒
・タオル 4 点
■第 17 回８時間耐久レース in 所沢＆３種目耐久レース in 所沢 2011（7 月 9～10 日開催）
・ランシャツ/川研 JC のロゴ/赤＆白
・キャップ/カッパ/濃ピンク
・キャップ用覆い/フランクショーター/シルバー
・時計/ADVANCE/黒
・サングラス/REVIVE AF/アンバー
・サングラス/グラス：青系
・5 本指ソックス/アシックス/黒
・デジタルポーチ（カラビナ付）/黒
・エコバック/黒
・クールマフラー/オレンジ
・タオル 3 点
・コップ 10 個
■第 2 回 NATHAN 秩父の名峰・武甲山トレイルラン（6 月 12 日開催）
・サングラス/赤味
・サンバイザー/XTERRA/青
・グローブ（左手）/SOUTHFIELD/赤＆黒
・グローブ（右手）/黒に赤の炎のプリント
■12 時間走 in 所沢 2011（5 月 21 日開催）
・タオル/白地/第 17 回都筑区民ロードレース大会のプリント
・キャップ/白＆グレー/東京マラソンのプリント
・靴べら/鈴付
・マイカップいろいろ
■第 6 回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン（4 月 9 日開催）
・T シャツ/輪島功一スポーツジムのプリント/黒
・ライター/PARLIAMENT/青＆シルバー
・キャップ/アシックス/白地
・キャップ/アディダス/白地に黒のライン
・アームサポーター/TIGORA/黒
・水筒/nalgene/青のプラスティック製
・自転車のチェーンロック＆靴紐＆ローションティッシュ
・レインポンチョ（エンジ）＆ゲンタシン軟膏等医療セット
・雨傘（計 5 本あり）

