
【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

1017 宮竹 南央哉 ミヤタケ ナオヤ 男性 00:34:57 1 1

1014 原田 慎也 ハラダ シンヤ 男性 00:40:20 2 2

1003 柿本 俊文 カキモト トシフミ 男性 00:40:41 3 3

1002 岡 城治 オカ ジョウジ 男性 00:40:48 4 4

1013 橋本 究 ハシモト キワム 男性 00:44:18 5 5

1015 深津 章 フカツ アキラ 男性 00:45:47 6 6

1020 金澤 篤 カナザワ アツシ 男性 00:45:53 7 7

1022 並河 昌宜 ナミカワ マサノリ 男性 00:46:55 8 8

1021 竹内 聡 タケウチ アキラ 男性 00:51:33 9 9

1010 杉本 真人 スギモト マサト 男性 01:01:34 10 10

1012 髙野 實 タカノ ミノル 男性 01:02:42 11 11

1000 五十嵐　敦 イカラシ　アツシ 男性 DNS

1001 大宮 亮 オオミヤ リョウ 男性 DNS

1004 金田 睦 カネダ ムツミ 女性 DNS

1005 後藤 明子 ゴトウ アキコ 女性 DNS

1006 小林　桜子 コバヤシ　サクラコ 女性 DNS

1007 酒徳 知佐子 サカトク チサコ 女性 DNS

1008 塩川　崇 シオカワ　タカシ 男性 DNS

1009 島　博治 シマ　ヒロジ 男性 DNS

1011 鈴木 英二郎 スズキ エイジロウ 男性 DNS

1016 宮崎 綾 ミヤザキ アヤ 女性 DNS

1018 目黒 陽平 メグロ ヨウヘイ 男性 DNS

1019 山岸 舞子 ヤマギシ マイコ 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

2005 忍田 真 オシダ マコト 男性 01:24:38 1 1

2035 御船 俊 ミフネ シュン 男性 01:25:13 2 2

2037 村山 晴之介 ムラヤマ ハルノスケ 男性 01:25:23 3 3

2031 藤田 祐樹 フジタ ユウキ 男性 01:25:59 4 4

2024 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ 男性 01:27:38 5 5

2039 山嵜　仁 ヤマザキ　ヒトシ 男性 01:28:44 6 6

2026 中田 竜二 ナカダ リュウジ 男性 01:29:33 7 7

2011 小森 弘喜 コモリ ヒロキ 男性 01:30:57 8 8
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2022 田村 一也 タムラ カズヤ 男性 01:31:21 9 9

2984 高橋　翔 タカハシ　カケル 男性 01:33:49 10 10

2025 長岡　和磨 ナガオナ　カズマ 男性 01:34:15 11 11

2014 清水　直人 シミズ　ナオト 男性 01:37:39 12 12

2021 田中 健司 タナカ ケンジ 男性 01:37:47 13 13

2020 竹内 青慈 タケウチ セイジ 男性 01:43:42 14 14

2000 荒井 章吾 アライ ショウゴ 男性 01:49:19 15 15

2015 白鳥 敏男 シラトリ トシオ 男性 02:01:28 16 16

2983 千野　えりこ チノ　エリコ 女性 02:02:20 17 1

2001 飯田 恵子 イイダ ケイコ 女性 02:04:57 18 2

2019 髙谷 幹聡 タカヤ モトアキ 男性 02:04:58 19 17

2004 奥谷 律子 オクタニ リツコ 女性 02:07:16 20 3

2033 三浦 淳子 ミウラ ジュンコ 女性 02:08:22 21 4

2032 堀江 信明 ホリエ ノブアキ 男性 02:13:32 22 18

2002 大音 光生 オオト ミツオ 男性 02:15:39 23 19

2003 大音 龍樹 オオト リュウジュ 男性 02:15:40 24 20

2013 桜木 祐子 サクラギ ユウコ 女性 02:21:06 25 5

2008 木附　隼 キヅキ　ジュン 男性 02:22:11 26 21

2016 鈴木 康太 スズキ コウタ 男性 02:41:17 27 22

2041 黒須 千穫子 クロス チカコ 女性 02:49:26 28 6

2006 小野寺 勝義 オノデラ カツヨシ 男性 DNS

2007 金子　洋輔 カネコ　ヨウスケ 男性 DNS

2009 キルティ スティーヴ キルティ スティーヴ 男性 DNS

2010 小林 毅信 コバヤシ タケノブ 男性 DNS

2012 近野 恵美子 コンノ エミコ 女性 DNS

2017 鈴木　真琴 スズキ　マコ 女性 DNS

2018 高橋　奈生 タカハシ　ナオ 男性 DNS

2023 對馬　可織 ツシマ　カオリ 女性 DNS

2027 永富 弘晃 ナガトミ ヒロアキ 男性 DNS

2028 西村 政樹 ニシムラ マサキ 男性 DNS

2029 坂 圭祐 バン ケイスケ 男性 DNS

2030 福家　梨絵 フクヤ　リエ 女性 DNS

2034 南　雄大 ミナミ　ユウダイ 男性 DNS

2036 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 男性 DNS

2038 安久 賢治 ヤスヒサ ケンジ 男性 DNS

2040 渡邉　葵子 ワタナベ　キコ 女性 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

3012 三浦 忠義 ミウラ タダヨシ 男性 02:13:13 1 1

3005 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 男性 02:24:59 2 2

3016 伊藤 治久 イトウ ハルヒサ 男性 02:51:07 3 3

3000 井口 悠介 イグチ ユウスケ 男性 02:55:14 4 4

3014 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 02:56:40 5 1

3017 坂本 龍馬 サカモト リュウマ 男性 02:57:12 6 5

3006 桜木 重徳 サクラギ シゲノリ 男性 03:09:37 7 6

3001 今奥 裕和 イマオク ヒロカズ 男性 03:36:49 8 7

3008 中村 技 ナカムラ タクミ 男性 DNF

3010 半谷　謙寿 ハンガイケンジュ 男性 DNF

3002 北澤 誠 キタザワ マコト 男性 DNS

3003 小泉 裕資 コイズミ ヒロシ 男性 DNS

3004 小泉　美奈 コイズミ　ミナ 女性 DNS

3007 竹嶋 賢治 タケシマ ケンジ 男性 DNS

3009 永安 祐大 ナガヤス ユウダイ 男性 DNS

3011 松澤 元雄 マツザワ モトオ 男性 DNS

3013 御代田 直実 ミヨタ ナオミ 男性 DNS

3015 渡部 りえ ワタナベ リエ 女性 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

4021 根立　明 ネダチ　アキラ 男性 03:02:54 1 1

4007 金沢 雄一郎 カナザワ ユウイチロウ 男性 03:06:52 2 2

4000 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 男性 03:08:51 3 3

4019 中田 恭弘 ナカダ ヤスヒロ 男性 03:11:02 4 4

4031 和田 幸祐 ワダ コウスケ 男性 03:23:51 5 5

4033 宮古 輝 ミヤコ テル 男性 03:28:26 6 6

4017 田島 伸也 タジマ シンヤ 男性 03:51:37 7 7

4030 若林 有美 ワカバヤシ ユミ 女性 03:55:53 8 1

4024 濱 優子 ハマ ユウコ 女性 03:58:09 9 2

4014 菅原　聡 スガワラ　サトシ 男性 03:59:59 10 8

4006 門井 寛美 カドイ ヒロミ 女性 04:10:45 11 3

4032 姉崎 健太 アネザキ ケンタ 男性 04:12:02 12 9

4023 濱 康雅 ハマ ヤスマサ 男性 04:14:38 13 10

4016 高野 洋輔 タカノ ヨウスケ 男性 04:16:51 14 11



4005 大高 泰昭 オオタカ ヤスアキ 男性 04:17:12 15 12

4025 藤井 裕之 フジイ ヒロシ 男性 04:22:03 16 13

4022 根立　穣 ネダチ　ユタカ 男性 04:23:28 17 14

4009 才木　直子 サイキ　ナオコ 女性 04:26:30 18 4

4001 網野 裕隆 アミノ ヒロタカ 男性 DNF

4002 石川 克也 イシカワ カツヤ 男性 DNF

4003 石川 ゆかり イシカワ ユカリ 女性 DNF

4004 内田 英夫 ウチダ ヒデオ 男性 DNF

4008 越塚 準 コシヅカ ジュン 男性 DNF

4012 清水 淳 シミズ マコト 男性 DNF

4018 多田 和弘 タダ カズヒロ 男性 DNF

4026 松本 郷平 マツモト キョウヘイ 男性 DNF

4028 森田 美和子 モリタ ミワコ 女性 DNF

4034 南り 憲孝 ナンリ ノリタカ 男性 DNF

4010 佐々木　喜一郎 ササキ　キイチロウ 男性 DNS

4011 佐藤 瑞紀 サトウ ミズキ 女性 DNS

4013 清水 幸雄 シミズ ユキオ 男性 DNS

4015 高須　博啓 タカス　ヒロアキ 男性 DNS

4020 中村 信明 ナカムラ ノブアキ 男性 DNS

4027 三上　靖文 ミカミ　ヤスフミ 男性 DNS

4029 矢崎　友馬 ヤザキ　ユウマ 男性 DNS

4035 竹谷 純 タケヤ ジュン 男性 DNS


