
【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

500 山家 翔 ヤンベ ショウ 男性 00:17:49 1 1

550 伊東 佑貴 イトウ ユウキ 男性 00:18:07 2 2

503 竹内 大貴 タケウチ ダイキ 男性 00:18:53 3 3

551 石井　秀幸 イシイ　ヒデユキ 男性 00:19:18 4 4

553 磯野　周平 イソノ　シュウヘイ 男性 00:22:16 5 5

501 山家 良子 ヤンベ リョウコ 女性 00:23:25 6 1

504 西野　弘之 ニシノ　ヒロユキ 男性 00:28:58 7 6

502 渋谷 幸子 シブヤ ユキコ 女性 00:36:50 8 2

552 武田 哲治 タケダ テツジ 男性 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

1016 宮島 亜希子 ミヤジマ アキコ 女性 00:43:20 1 1

1050 原田 清 ハラダ キヨシ 男性 00:50:09 2 1

1014 村田 啓輔 ムラタ ケイスケ 男性 00:50:35 3 2

1013 太田 丈雅 オオタ タケマサ 男性 00:50:43 4 3

1001 池上 武 イケガミ タケシ 男性 00:52:39 5 4

1053 佐々木 菜美 ササキ ナミ 女性 00:53:26 6 2

1003 鈴木 慶太 スズキ ケイタ 男性 00:58:11 7 5

1000 矢作 直之 ヤハギ ナオユキ 男性 01:04:19 8 6

1008 長谷川 弾 ハセガワ ハズム 男性 01:04:25 9 7

1011 名取 浩史 ナトリ ヒロフミ 男性 01:04:56 10 8

1012 伊熊 健二 イクマ ケンジ 男性 01:05:08 11 9

1009 佐々木 大士 ササキ ダイシ 男性 01:05:13 12 10

1002 鈴木 俊光 スズキ トシミツ 男性 01:10:55 13 11

1015 李 栄 リ ロン 女性 01:20:07 14 3

1017 田中　成明 タナカ　シゲアキ 男性 01:28:59 15 12

1004 遠藤 匠 エンドウ タクミ 男性 DNS

1005 西澤 祐哉 ニシザワ ユウヤ 男性 DNS

1006 前田 政義 マエダ マサヨシ 男性 DNS
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1007 熊谷 亜紀子 クマガイ アキコ 女性 DNS

1010 多田 浩則 タダ ヒロノリ 男性 DNS

1051 永田 一鷹 ナガタ カズタカ 男性 DNS

1052 菊池 航太 キクチ コウタ 男性 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

2015 藤田　剛知 フジタ　ヨシトモ 男性 01:37:14 1 1

2005 牛ノ浜 翼 ウシノハマ ツバサ 男性 01:45:13 2 2

2016 前田 幸男 マエダ ユキオ 男性 01:54:56 3 3

2017 三上 弘高 ミカミ ヒロタカ 男性 02:06:05 4 4

2056 和知　義夫 ワチヨシオ 男性 02:18:21 5 5

2981 五十嵐　由香 イガラシ　ユカ 女性 02:24:34 6 1

2001 石岡 隼一 イシオカ ジュンイチ 男性 02:24:58 7 6

2053 茂木 隆代 モギ タカヨ 女性 02:41:49 8 2

2014 藤崎　琢磨 フジサキ　タクマ 男性 02:52:43 9 7

2000 新井　征次 アライ　セイジ 男性 DNF

2002 市川　隆 イチカワ　タカシ 男性 DNF

2009 紺谷　幸弘 コンヤ　ユキヒロ 男性 DNF

2011 高橋 幸二 タカハシ コウジ 男性 DNF

2012 高橋 幸男 タカハシ ユキオ 男性 DNF

2013 並木　秀 ナミキ　シュウ 男性 DNF

2051 月橋 典寛 ツキハシ フミヒロ 男性 DNF

2054 白鳥 智之 シラトリ トモユキ 男性 DNF

2057 古里　好則 フルサト　ヨシノリ 男性 DNF

2004 宇佐美 慧 ウサミ サトシ 男性 DNS

2007 岡嵜 隆哲 オカザキ タカアキ 男性 DNS

2008 金丸 誠 カナマル マコト 男性 DNS

2010 佐山 眞 サヤマ マコト 男性 DNS

2050 藤田 祐樹 フジタ ユウキ 男性 DNS

2052 北川 英生 キタガワ ヒデオ 男性 DNS

2055 増子 亘輝 マシコ ユウキ 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

3006 今松 知明 イママツ　トモアキ 男性 02:32:59 1 1

3005 森山　亜樹子 モリヤマ　アキコ 女性 03:15:02 2 1

3000 石川 史之 イシカワ フミノ 男性 03:28:41 3 2

3002 畑澤 文祐 ハタザワ フミヒロ 男性 DNF

3003 小田原 信 オダワラ シン 男性 DNF

3004 渡邊 恵美子 ワタナベ エミコ 女性 DNF

3050 夛田 敬史 タダ タカフミ 男性 DNF

3052 小川 浩一 オガワ コウイチ 男性 DNF

3001 鳥巣 孝之 トリス タカユキ 男性 DNS

3051 峰 佳子 ミネ ヨシコ 女性 DNS

3053 今松 知明 イママツ　トモアキ 男性 DNS


