
5kmの部 500 女性 伊豆　身佳 イズ　ミカ

5kmの部 501 男性 金子 洋明 カネコ ヒロアキ

5kmの部 502 男性 坂蒔 正 サカマキ タダシ

5kmの部 503 男性 菅 登雄 スガ タカオ

5kmの部 504 男性 吉田　寿文 ヨシダ　トシフミ

10kmの部 1000 男性 石川 祐治 イシカワ ユウジ

10kmの部 1001 男性 井上 潮 イノウエ ウシオ

10kmの部 1002 男性 金子 康 カネコ ヤスシ

10kmの部 1003 男性 河合 弘樹 カワイ ヒロキ

10kmの部 1004 女性 川島　章乃 カワシマ　ユキノ

10kmの部 1005 女性 北川 芳子 キタガワ ヨシコ

10kmの部 1006 男性 佐藤 猛 サトウ タケシ

10kmの部 1007 男性 柴田 充彦 シバタ ミツヒコ

10kmの部 1008 男性 鈴木 章嗣 スズキ ショウジ

10kmの部 1009 男性 関谷 琢磨 セキヤ タクマ

10kmの部 1010 男性 新岡 辰徳 ニイオカ タツノリ

10kmの部 1011 男性 松坂 栄二 マツザカ エイジ

10kmの部 1012 男性 保田 純一 ヤスダ ジュンイチ

10kmの部 1013 男性 山下 慶一郎 ヤマシタ ケイイチロウ

10kmの部 1014 男性 米田 実 ヨネダ ミノル

15kmの部 1500 男性 田中 博己 タナカ ヒロキ

15kmの部 1501 男性 谷 順策 タニ ジュンサク

15kmの部 1502 女性 松坂 依美 マツザカ エミ

ハーフの部 2000 男性 秋元 英二 アキモト エイジ

ハーフの部 2001 男性 浅井　秀治 アサイ　ヒデハル
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ハーフの部 2002 男性 今里　亘 イマザト　ワタル

ハーフの部 2003 男性 宇山 剛 ウヤマ ツヨシ

ハーフの部 2004 男性 甲斐荘 裕 カイショウ ユタカ

ハーフの部 2005 男性 河端　慎平 カワバタ　シンペイ

ハーフの部 2006 男性 北川 裕 キタガワ ユタカ

ハーフの部 2007 男性 久保田 智也 クボタ トモヤ

ハーフの部 2008 男性 古滝 好則 コタキ ヨシノリ

ハーフの部 2009 男性 後藤 雅康 ゴトウ マサヤス

ハーフの部 2010 男性 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ

ハーフの部 2011 男性 斎藤 勇紀 サイトウ ユウキ

ハーフの部 2012 男性 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ

ハーフの部 2013 男性 須黒 貴緒 スグロ タカオ

ハーフの部 2014 女性 須黒 優佳 スグロ ユカ

ハーフの部 2015 男性 鈴木 亮 スズキ リョウ

ハーフの部 2016 女性 妹尾 真弓 セノオ マユミ

ハーフの部 2017 男性 高取 茂 タカトリ シゲル

ハーフの部 2018 男性 高橋 朗 タカハシ アキラ

ハーフの部 2019 男性 田崎 諒 タサキ リョウ

ハーフの部 2020 女性 寺林　朋夏 テラバヤシ　トモカ

ハーフの部 2021 男性 平島 秀章 ヒラシマ ヒデアキ

ハーフの部 2022 男性 平野　達也 ヒラノ　タツヤ

ハーフの部 2023 男性 松下 謙三 マツシタ ケンゾウ

ハーフの部 2024 男性 山地 博人 ヤマジ ヒロヒト

30kmの部 3000 男性 大高 幸宏 オオタカ ユキヒロ

30kmの部 3001 男性 加賀見 義宣 カガミ ヨシノブ

30kmの部 3002 女性 岸田　直子 キシダ　ナオコ

30kmの部 3003 男性 國島 秀二 クニシマ シュウジ



30kmの部 3004 男性 小堀 清房 コボリ キヨフサ

30kmの部 3005 男性 齋藤 英樹 サイトウ ヒデキ

30kmの部 3006 男性 齋藤 真史 サイトウ マサシ

30kmの部 3007 男性 齋藤　亮 サイトウ　リョウ

30kmの部 3008 女性 櫻田 和美 サクラダ カズミ

30kmの部 3009 女性 佐藤 美代子 サトウ ミヨコ

30kmの部 3010 男性 杉村 敏秀 スギムラ トシヒデ

30kmの部 3011 男性 辻 将之 ツジ マサユキ

30kmの部 3012 男性 林 剛 ハヤシ ツヨシ

30kmの部 3013 男性 渕上 誠 フチガミ マコト

30kmの部 3014 男性 松山 翔 マツヤマ ショウ

30kmの部 3015 男性 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ

フルの部 4000 男性 秋戸　生樹 アキト　ウブキ

フルの部 4001 男性 厚木 進 アツキ ススム

フルの部 4002 女性 井上 由樹香 イノウエ ユキコ

フルの部 4003 男性 今井 進太郎 ィマイ シンタロウ

フルの部 4004 男性 内木 智朗 ウチキ トモアキ

フルの部 4005 男性 太田 昌宏 オオタ マサヒロ

フルの部 4006 男性 大坪　翔 オオツボ　ショウ

フルの部 4007 男性 小俣　翔也 オマタ　ショウヤ

フルの部 4008 男性 柿崎　熙 カキザキ　ヒカル

フルの部 4009 男性 笠松 栄一 カサマツ エイイチ

フルの部 4010 男性 坂尻　晴輝 サカジリ　ハルキ

フルの部 4011 男性 佐藤　純平 サトウ　ジュンペイ

フルの部 4012 男性 新橋　大輔 シンバシ　ダイスケ

フルの部 4013 男性 須賀 正則 スガ マサノリ

フルの部 4014 男性 須田　一則 スダ　カズノリ



フルの部 4015 男性 田口 健一 タグチ ケンイチ

フルの部 4016 男性 築山　国央 ツキヤマ　クニオ

フルの部 4017 男性 仲田 祥平 ナカタ ショウヘイ

フルの部 4018 男性 濱 康雅 ハマ ヤスマサ

フルの部 4019 女性 濱 優子 ハマ ユウコ

フルの部 4020 男性 福島　秀隆 フクシマ　ヒデタカ

フルの部 4021 男性 水飼 俊秀 ミズカイ トシヒデ

フルの部 4022 男性 水越　渉 ミズコシ　ワタル


