
【10kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 ゴールタイム 順位 男女別順位

1021 福井 洋範 フクイ ヒロノリ 男性 00:35:35 1 1

1020 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 男性 00:37:37 2 2

1011 済賀　和之 サイガ　カズユキ 男性 00:40:07 3 3

1000 阿部 耕太郎 アベ コウタロウ 男性 00:40:51 4 4

1025 山本 雄三 ヤマモト ユウゾウ 男性 00:41:18 5 5

1028 杉山 弥 スギヤマ ワタル 男性 00:42:23 6 6

1017 出仙　学恭 デッセン タカヤス 男性 00:43:02 7 7

1018 長嶋　千恵 ナガシマ　チエ 女性 00:48:20 8 1

1010 小林 英憲 コバヤシ ヒデノリ 男性 00:55:39 9 8

1001 海老名 諒 エビナ リョウ 男性 00:56:01 10 9

1004 金澤 美弥 カナザワ ミヤ 女性 00:57:49 11 2

1002 大石 祐二 オオイシ ユウジ 男性 00:59:22 12 10

1989 津村　尚宏 ツムラ　ナオヒロ 男性 00:59:56 13 11

1012 斉山　愛理 サイヤマ　エリ 女性 00:59:59 14 3

1008 小柴　慧太 コシバ ケイタ 男性 01:00:00 15 12

1003 小川 和孝 オガワ カズタカ 男性 01:07:51 16 13

1013 首藤　竜太朗 シュトウ リョウタロウ 男性 01:15:12 17 14

1005 川島 直也 カワシマ ナオヤ 男性 DNS

1006 木下 愛美 キノシタ マナミ 女性 DNS

1007 小池 宏 コイケ ヒロシ 男性 DNS

1009 小林 勝久 コバヤシ カツヒサ 男性 DNS

1014 関島 勝巳 セキジマ カツミ 男性 DNS

1015 高井 あけみ タカイ アケミ 女性 DNS

1016 高井 智史 タカイ サトシ 男性 DNS

1019 西岡 将博 ニシオカ マサヒロ 男性 DNS

1022 藤井 昭彦 フジイ アキヒコ 男性 DNS

1023 真山 良 マヤマ リョウ 男性 DNS

1024 山本　達也 ヤマモト タツヤ 男性 DNS

1026 由利　佳朗 ユリ　ヨシロウ 男性 DNS

1027 横田 陽子 ヨコタ ヨウコ 女性 DNS

【ハーフの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 ゴールタイム 順位 男女別順位
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2074 新出 航平 シンデ コウヘイ 男性 01:19:14 1 1

2013 小川 健一 オガワ ケンイチ 男性 01:19:47 2 2

2999 松永　健士 マツナガ　ケンシ 男性 01:22:48 3 3

2044 玉井 琢磨 タマイ タクマ 男性 01:26:30 4 4

2048 中桐 慧 ナカギリ ケイ 男性 01:26:44 5 5

2062 三田村 悠平 ミタムラ ユウヘイ 男性 01:27:04 6 6

2036 高澤 真澄 タカザワ マスミ 女性 01:29:13 7 1

2009 伊藤 正毅 イトウ マサキ 男性 01:30:25 8 7

2070 岡田 一成 オカダ カズナリ 男性 01:30:30 9 8

2060 堀田 愛佳 ホリタ アイカ 女性 01:31:57 10 2

2035 高貝 丈滋 タカガイ ジョウジ 男性 01:33:10 11 9

2054 福地 巨隆 フクチ ナオタカ 男性 01:36:12 12 10

2049 中村 俊夫 ナカムラ トシオ 男性 01:37:55 13 11

2055 藤田　恭平 フジタ キョウヘイ 男性 01:39:32 14 12

2020 金田 昌丈 カネダ マサタケ 男性 01:42:18 15 13

2022 岸 正恵 キシ マサエ 女性 01:44:38 16 3

2073 宮川 真一 ミヤガワ シンイチ 男性 01:45:06 17 14

2069 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ 男性 01:45:44 18 15

2008 伊藤 成美 イトウ ナルミ 女性 01:45:54 19 4

2064 森下 成竹 モリシタ ナルタケ 男性 01:46:08 20 16

2063 村上 和浩 ムラカミ カズヒロ 男性 01:47:45 21 17

2034 相馬 竜二 ソウマ リュウジ 男性 01:47:59 22 18

2005 安藤 光義 アンドウ ミツヨシ 男性 01:48:06 23 19

2061 正冨　隆治 マサトミ タカハル 男性 01:48:14 24 20

2021 鴨田 哲彰 カモタ テツアキ 男性 01:49:17 25 21

2001 安達 雄一 アダチ ユウイチ 男性 01:51:40 26 22

2032 鈴木 一彦 スズキ カズヒコ 男性 01:51:52 27 23

2010 大川 雄一郎 オオカワ ユウイチロウ 男性 01:52:40 28 24

2023 木下 直人 キノシタ ナオト 男性 01:57:36 29 25

2042 舘野 竜太 タテノ リュウタ 男性 01:57:55 30 26

2018 加藤　亮祐 カトウ リョウスケ 男性 01:57:57 31 27

2071 春田 英樹 ハルタ ヒデキ 男性 01:57:58 32 28

2986 喜多見　一輝 キタミ　カズキ 男性 01:58:39 33 29

2935 柳田　吉高 ヤナギダ　ヨシタカ 男性 01:58:40 34 30

2014 沖野 賢司 オキノ ケンジ 男性 02:05:38 35 31

2057 舟山 勝敏 フナヤマ カツトシ 男性 02:08:51 36 32

2033 鈴木 美帆 スズキ ミホ 女性 02:08:58 37 5



2050 中村 佳孝 ナカムラ ヨシタカ 男性 02:14:44 38 33

2059 星野 守 ホシノ マモル 男性 02:15:27 39 34

2058 古屋 晴子 フルヤ ハルコ 女性 02:40:57 40 6

2038 髙野倉 篤史 タカノクラ アツシ 男性 DNF

2053 針谷 剛 ハリガヤ タケシ 男性 DNF

2066 山崎 秀雄 ヤマサキ ヒデオ 男性 DNF

2000 浅川 秀之 アサカワ ヒデユキ 男性 DNS

2002 安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 DNS

2003 天野 英二郎 アマノ エイジロウ 男性 DNS

2006 池田　里美 イケダ サトミ 女性 DNS

2007 石田 裕雅 イシダ ユウヤ 男性 DNS

2011 大野 真司 オオノ シンジ 男性 DNS

2012 大林　憲司 オオバヤシ ケンジ 男性 DNS

2015 尾崎　忠男 オザキ タダオ 男性 DNS

2016 小原　聡平 オバラ ソウヘイ 男性 DNS

2017 加藤　良雄 カトウ ヨシオ 男性 DNS

2019 金澤 篤 カナザワ アツシ 男性 DNS

2024 小泉 裕資 コイズミ ヒロシ 男性 DNS

2025 小林 真人 コバヤシ マサト 男性 DNS

2026 齊藤 裕康 サイトウ ヒロヤス 男性 DNS

2027 佐藤 剛志 サトウ タケシ 男性 DNS

2028 嶌田　良彦 シマダ ヨシヒコ 男性 DNS

2029 下澤 武流 シモザワ タケル 男性 DNS

2031 杉浦 淳 スギウラ ジュン 男性 DNS

2037 高野 荒平 タカノ コウヘイ 男性 DNS

2039 高橋 さかえ タカハシ サカエ 女性 DNS

2040 髙山　久成 タカヤマ ヒサナリ 男性 DNS

2043 田中　仁郎 タナカ ニロウ 男性 DNS

2045 塚田　昂司 ツカダ コウジ 男性 DNS

2046 築地　孝幸 ツキジ タカユキ 男性 DNS

2047 永井 政行 ナガイ マサユキ 男性 DNS

2051 西澤 正彦 ニシザワ マサヒコ 男性 DNS

2052 橋本　千春 ハシモト チハル 女性 DNS

2056 藤原 洋一 フジワラ ヨウイチ 男性 DNS

2065 柳田 裕一朗 ヤナギダ ユウイチロウ 男性 DNS

2068 吉田 憲明 ヨシダ ノリアキ 男性 DNS

2072 竹内 紀勝 タケウチ ノリカツ 男性 DNS



【30kmの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 ゴールタイム 順位 男女別順位

3029 澤田 英明 サワダ ヒデアキ 男性 01:49:30 1 1

3050 松山 洋介 マツヤマ ヨウスケ 男性 02:00:35 2 2

3016 片柳 雄介 カタヤナギ ユウスケ 男性 02:00:39 3 3

3008 岡田　晴彦 オカダ ハルヒコ 男性 02:01:20 4 4

3062 吉川 賢一 ヨシカワ ケンイチ 男性 02:03:53 5 5

3005 伊藤 智彦 イトウ トモヒコ 男性 02:04:51 6 6

3021 熊切　ユウキ クマキリ ユウキ 男性 02:05:13 7 7

3048 松本 健太 マツモト ケンタ 男性 02:08:17 8 8

3051 三浦 忠義 ミウラ タダヨシ 男性 02:08:42 9 9

3038 中村 聡史 ナカムラ サトシ 男性 02:09:56 10 10

3041 根本 博之 ネモト ヒロユキ 男性 02:11:04 11 11

3037 冨田 道也 トミタ ミチヤ 男性 02:11:25 12 12

3047 古谷　章 フルヤ アキラ 男性 02:12:29 13 13

3042 波多野　隆紹 ハタノ タカアキ 男性 02:13:06 14 14

3022 倉本 庸 クラモト ヨウ 男性 02:14:26 15 15

3026 坂口　優子 サカグチ ユウコ 女性 02:16:23 16 1

3043 平山 崇 ヒラヤマ タカシ 男性 02:25:32 17 16

3044 藤田 寛奈 フジタ カンナ 女性 02:30:07 18 2

3033 多賀 俊幸 タガ トシユキ 男性 02:30:45 19 17

3059 山田 隆也 ヤマダ タカヤ 男性 02:33:38 20 18

3801 林　美恵子 ハヤシ　ミエコ 女性 02:33:44 21 3

3000 相川 孝明 アイカワ タカアキ 男性 02:37:51 22 19

3032 芝﨑 誠 シバサキ マコト 男性 02:40:05 23 20

3002 新井　達也 アライ タツヤ 男性 02:42:18 24 21

3060 山出　洋 ヤマデ ヒロシ 男性 02:45:12 25 22

3055 室岡 宏 ムロオカ ヒロシ 男性 02:45:31 26 23

3028 佐藤　利夫 サトウ トシオ 男性 02:47:03 27 24

3025 近藤 陽一 コンドウ ヨウイチ 男性 02:47:15 28 25

3027 桜井 里子 サクライ サトコ 女性 02:49:01 29 4

3010 小川 恒星 オガワ コウセイ 男性 02:50:06 30 26

3036 辻川 知宏 ツジカワ トモヒロ 男性 02:51:51 31 27

3057 谷内 英之 ヤチ ヒデユキ 男性 02:53:13 32 28

3034 高橋 翔 タカハシ カケル 男性 02:53:58 33 29

3023 駒崎 弘樹 コマザキ ヒロキ 男性 02:56:08 34 30



3064 渡邉 智子 ワタナベ トモコ 女性 02:56:28 35 5

3013 奥谷 律子 オクタニ リツコ 女性 02:59:44 36 6

3053 南屋敷 昇一 ミナミヤシキ ショウイチ 男性 03:03:56 37 31

3020 北山　令子 キタヤマ レイコ 女性 03:08:06 38 7

3056 室伏 美佳 ムロブセ ミカ 女性 03:08:51 39 8

3061 山中 千穂 ヤマナカ チホ 女性 03:12:24 40 9

3012 沖永 誠 オキナガ マコト 男性 DNF

3014 小野寺 智史 オノデラ サトシ 男性 DNF

3015 海田 学 カイダ マナブ 男性 DNF

3019 鎌倉　央雄 カマクラ　ヒサオ 男性 DNF

3046 船山 洋祐 フナヤマ ヨウスケ 男性 DNF

3052 水野 杏子 ミズノ キョウコ 女性 DNF

3066 田村 優和 タムラ マサカズ 男性 DNF

3001 阿部 敏和 アベ トシカズ 男性 DNS

3003 石飛 毅 イシトビ タケシ 男性 DNS

3004 伊藤　貴晃 イトウ タカアキ 男性 DNS

3006 井上 浩一郎 イノウエ コウイチロウ 男性 DNS

3009 岡部 恭武 オカベ ヤスタケ 男性 DNS

3011 小川 真 オガワ マコト 女性 DNS

3017 金澤 学 カナザワ マナブ 男性 DNS

3018 金子 純一 カネコ ジュンイチ 男性 DNS

3024 小峰 彰拓 コミネ アキヒロ 男性 DNS

3030 塩川 朋久 シオカワ トモヒサ 男性 DNS

3031 重田 修 シゲタ オサム 男性 DNS

3035 田中 秀美 タナカ ヒデミ 女性 DNS

3039 中村 真 ナカムラ マコト 男性 DNS

3040 永安 祐大 ナガヤス ユウダイ 男性 DNS

3045 藤田 悠 フジタ ユウ 男性 DNS

3049 松本 洋平 マツモト ヨウヘイ 男性 DNS

3054 村岡 優年 ムラオカ マサトシ 男性 DNS

3058 山田 悦子 ヤマダ エツコ 女性 DNS

3063 米岡 拓彦 ヨネオカ タクヒコ 男性 DNS

3065 中道 威夫 ナカミチ タケオ 男性 DNS

【フルの部】

番号 氏名 フリガナ 性別 ゴールタイム 順位 男女別順位

4014 須賀 正則 スガ マサノリ 男性 03:10:49 1 1



4007 栗本 幸紘 クリモト ユキヒロ 男性 03:15:46 2 2

4006 久保　郁弥 クボ イクヤ 男性 03:19:35 3 3

4005 姜 裕貴 キョウ ヒロタカ 男性 03:39:20 4 4

4015 関根　公太 セキネ コウタ 男性 03:43:56 5 5

4002 石上 秀一 イシガミ ヒデカズ 男性 03:49:55 6 6

4000 姉崎 健太 アネザキ ケンタ 男性 04:13:34 7 7

4013 庄司 広之 ショウジ ヒロユキ 男性 04:14:47 8 8

4011 篠原 文昭 シノハラ フミアキ 男性 04:18:13 9 9

4001 安東 繁宏 アンドウ シゲヒロ 男性 04:23:39 10 10

4024 山口　祥弘 ヤマグチ ヨシヒロ 男性 04:24:27 11 11

4008 佐藤 俊之 サトウ トシユキ 男性 04:27:44 12 12

4003 尾形 哲 オガタ テツ 男性 DNF

4010 澤田 正勝 サワダ マサカツ 男性 DNF

4012 清水 淳 シミズ マコト 男性 DNF

4019 秦　大地 ハタ ダイチ 男性 DNF

4023 八巻 正幸 ヤマキ マサユキ 男性 DNF

4004 木原　哲 キハラ サトシ 男性 DNS

4009 佐藤 雅紀 サトウ マサキ 男性 DNS

4016 中 正大 ナカ マサヒロ 男性 DNS

4017 野口　洋平 ノグチ ヨウヘイ 男性 DNS

4018 萩原　基 ハギワラ モトシ 男性 DNS

4020 燓　旭 ハン アキラ 男性 DNS

4021 平山 智 ヒラヤマ サトル 男性 DNS

4022 三浦　容 ミウラ ヨウ 女性 DNS


