
【5km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

502 伊東 佑貴 イトウ ユウキ 男性 00:18:47 1 1

501 石井　秀幸 イシイ　ヒデユキ 男性 00:19:36 2 2

508 武田 哲治 タケダ テツジ 男性 00:19:41 3 3

507 高橋 翔 タカハシ カケル 男性 00:19:56 4 4

504 亀井 芳樹 カメイ ヨシキ 男性 00:21:22 5 5

511 半谷　謙寿 ハンガイ ケンジュ 男性 00:22:37 6 6

515 吉本 夏樹 ヨシモト ナツキ 男性 00:23:34 7 7

512 伴野　浩之 バンノ ヒロユキ 男性 00:24:52 8 8

509 中榮　敦 ナカエイ アツシ 男性 00:24:52 9 9

514 福原　亮平 フクハラ リョウヘイ 男性 00:25:04 10 10

503 金子　弘明 カネコ ヒロアキ 男性 00:27:57 11 11

510 伴 弘道 バン ヒロミチ 男性 00:32:20 12 12

505 川口　晃生 カワグチ アキオ 男性 DNF

500 加賀谷　輔 カガヤ　タスク 男性 DNS

506 柴田 裕亮 シバタ ユウスケ 男性 DNS

513 平野 愛 ヒラノ アイ 女性 DNS

【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

1009 原田 清 ハラダ キヨシ 男性 00:54:07 1 1

1008 永田 一鷹 ナガタ カズタカ 男性 00:54:28 2 2

1006 菊池 航太 キクチ コウタ 男性 00:55:44 3 3

1001 青柳　洸輝 アオヤギ　コウキ 男性 01:01:35 4 4

1002 青柳　勇輝 アオヤギ　ユウキ 男性 01:01:47 5 5

1004 内野　昌栄 ウチノ　マサヨシ 男性 01:29:42 6 6

1007 久保田 紗生 クボタ サキ 女性 DNF

1000 青木 浩二 アオキ コウジ 男性 DNS

1003 石井　翔 イシイ ショウ 男性 DNS

1005 小形　直輝 オガタ　ナオキ 男性 DNS

1010 本所 慎也 ホンジョ シンヤ 男性 DNS

1011 前田 政義 マエダ マサヨシ 男性 DNS

1012 八百 健二 ヤオ ケンジ 男性 DNS

1013 山口　勉 ヤマグチ ツトム 男性 DNS
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【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

2011 藤田 祐樹 フジタ ユウキ 男性 01:35:14 1 1

2009 月橋 典寛 ツキハシ フミヒロ 男性 01:35:55 2 2

2004 北川 英生 キタガワ ヒデオ 男性 01:51:35 3 3

2010 西泉 敬介 ニシイズミ ケイスケ 男性 02:01:37 4 4

2014 茂木 隆代 モギ タカヨ 女性 02:03:53 5 1

2006 白井 明信 シライ アキノブ 男性 02:25:17 6 5

2001 植木 翔太 ウエキ ショウタ 男性 02:42:30 7 6

2008 諏訪　隼一 スワ　ジュンイチ 男性 02:46:38 8 7

2002 亀田 英征 カメダ ヒデユキ 男性 DNF

2005 小山 玲央 コヤマ アキヒロ 男性 DNF

2000 今崎 孝則 イマザキ タカノリ 男性 DNS

2003 川島 淳 カワシマ アツシ 男性 DNS

2007 白井 隆政 シライ タカマサ 男性 DNS

2012 藤森 完一 フジモリ カンイチ 男性 DNS

2013 前野 直人 マエノ ナオト 男性 DNS

2015 横山　裕哉 ヨコヤマ ユウヤ 男性 DNS

2016 加藤まい  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

3002 夛田 敬史 タダ タカフミ 男性 02:30:41 1 1

3003 峰 佳子 ミネ ヨシコ 女性 02:55:56 2 1

3001 小林 幸司 コバヤシ コウジ 男性 03:11:47 3 2

3000 小川 浩一 オガワ コウイチ 男性 03:16:06 4 3


