
第２回 茅ヶ崎・烏帽子岩ＯＷＳ2016

6(1) 500m×4 リレー 　総合順位
順位　　　ゼッケン

903

茅ヶ崎ｴｲｴｲ

徳田 充 若島 健二 山澤 浩司 北村 耕一

00:09:32.39 00:19:18.72 00:28:53.82 00:37:56.14

1
09:46.33 09:35.10 09:02.32

 　37分56秒14

904

ﾁｶﾞﾄﾗ7

濱崎 真一 山崎 牧 山本 英永 谷津 摩耶

00:10:31.68 00:22:00.60 00:35:43.91 00:47:27.12

2
11:28.92 13:43.31 11:43.21

 　47分27秒12

906

赤羽ﾁｰﾑA

永澤 晴美 山本 雅彦 小野寺 奈々 喜多村 篤

00:09:26.11 00:17:48.89 00:25:54.55 00:35:13.02

OPN
08:22.78 08:05.66 09:18.47

 　35分13秒02

901

ﾁｶﾞｽｲﾑ

山崎 淳一郎 宇野 雄一朗 松原 浩二 金子 央賢

00:09:45.05

OPN 途 中 棄 権

902

新ﾄﾗ～ｽﾞ☆ﾚｯﾄﾞ

時松 新平 前田 隆司 小泉 邦明 柳岡 秀男

00:10:06.18 00:24:06.63 途 中 棄 権

_
14:00.45

途 中 棄 権

905

赤羽ﾁｰﾑB

高田 麻希子 飯田 芳弘 河嶌 希 井出 尚

途 中 棄 権

_ 途 中 棄 権

907

新ﾄﾗ～ｽﾞ

安田 美苗 山崎 正史 近藤 祥子 松野 英男_ 途 中 棄 権



茅ヶ崎・烏帽子岩ＯＷＳ2016 2016/07/09

(2) 男子 2.5Km →500mに短縮   総合成績

1 111 今安 英一郎 00:08:07.85東京都30 イマヤス　エイイ

2 106 名鳥 光政 00:08:10.97群馬県30 ナトリ　ミツマサ

3 107 宮本 将弘 00:08:33.18静岡県30 ミヤモト　マサヒ

4 103 森岡 博文 00:08:41.07東京都30 モリオカ　ヒロフ

5 112 新田 正広 00:08:43.94神奈川30 ニッタ　マサヒロ

6 138 木村 元彦 00:08:45.41神奈川40 キムラ　モトヒコ

7 162 古川 忠宏 00:08:57.47千葉県50 フルカワ　タダヒ

8 155 林 秀彦 00:09:29.50東京都50 ハヤシ　ヒデヒコ

9 121 島田 昌哉 00:09:47.81神奈川40 シマダ　マサヤ

10 128 溝口 隆郎 00:10:02.65神奈川40 ミゾグチ　タカオ

11 115 荻野 聡 00:10:08.61東京都40 オギノ　サトシ

12 154 栗原 浩司 00:10:32.90埼玉県50 クリハラ　コウジ

13 164 西本 宏 00:10:34.61静岡県60 ニシモト　ヒロシ

14 153 福渡 純 00:10:42.93東京都50 フクワタリ　ジュ

15 170 楠田 盛行 00:10:50.81神奈川60 クスダ　モリユキ

16 119 角田 宗士 00:10:52.40東京都40 ツノダ　ソウシ

17 116 三木 商吉 00:11:02.79神奈川40 ミキ　ショウキチ

18 167 阿久津 広海 00:11:06.24群馬県60 アクツ　ヒロミ

19 158 石井 芳典 00:11:10.14東京都50 イシイ　ヨシノリ

20 145 田城 博行 00:11:21.37栃木県40 タシロ　ヒロユキ

21 163 横井 良昭 00:11:24.18静岡県50 ヨコイ　ヨシアキ

22 125 青木 文伸 00:11:35.44神奈川40 アオキ　タカノブ

23 156 北村 幸文 00:12:01.42神奈川50 キタムラ　ユキフ

24 147 松本 克之 00:12:07.07神奈川40 マツモト　カツユ

25 144 新山 正人 00:12:11.80千葉県40 アラヤマ　マサト

26 142 植村  毅 00:12:19.36東京都40 ウエムラ　ツヨシ

27 159 鈴木 毅 00:12:22.10神奈川50 スズキ　タケシ

28 136 木田 雄三 00:12:29.82神奈川40 キダ　ユウゾウ

29 165 吉田 滋人 00:12:31.76神奈川60 ヨシダ　シゲト

30 131 柳田 智彦 00:12:34.93神奈川40 ヤナギダ　トモヒ

31 169 岡田 定男 00:12:41.84東京都60 オカダ　サダオ

32 133 横山 拓治 00:12:44.02神奈川40 ヨコヤマ　タクジ

33 149 小野 憲一 00:12:46.85神奈川50 オノ　ケンイチ

34 135 原田 潤 00:13:11.53東京都40 ハラダ　ジュン

35 143 松村 佳昭 00:13:12.81東京都40 マツムラ　ヨシア

36 129 大木 康一 00:13:48.75神奈川40 オオキ　コウイ

37 160 小山 健一 00:13:59.18埼玉県50 コヤマ　ケンイチ



38 120 小出 雄太 00:14:55.30千葉県40 コイデ　ユウタ

39 168 内藤 直樹 00:15:49.52神奈川60 ナイトウ　ナオキ

40 166 松栄 正和 00:15:49.72東京都60 マツエ　マサカ

41 127 宮向井 誠 00:15:52.61神奈川40 ミヤムカイ　マコ

42 148 朝香 岳文 00:15:53.32神奈川50 アサカ　タケフミ

OPN 118 船木 静一 00:11:11.93東京都40 フナキ　セイイチ

OPN 140 段原 一聽 00:11:40.40東京都40 ダンバラ　カズア

OPN 123 板井 和也 00:11:51.92東京都40 イタイ　カズヤ

OPN 134 喜多 大輔 00:11:54.37神奈川40 キタ　ダイスケ

OPN 157 村橋 哲矢 00:12:13.75東京都50 ムラハシ　テツ

OPN 132 渋谷 和弘 00:12:36.54東京都40 シブヤ　カズヒロ

OPN 137 根本 英樹 00:12:38.07神奈川40 ネモト　ヒデキ

OPN 152 鈴木 秀樹 00:14:38.23神奈川50 スズキ　ヒデキ

OPN 161 江成 良治 00:14:46.33東京都50 エナリ　リョウジ

_ 130 深井 克彦 途 中 棄 権東京都40 フカイ　カツヒコ

_ 101 坂内 隆一 棄 権東京都19 サカウチ　リュウ

_ 102 野口 雪樹 棄 権神奈川19 ノグチ　キヨム

_ 104 田邊 悠 棄 権神奈川30 タナベ　ハルカ

_ 105 齋藤 晃 棄 権東京都30 サイトウ　アキラ

_ 108 鵜崎 丈史 棄 権東京都30 ウサキ　タケシ

_ 109 金子 央賢 棄 権神奈川30 カネコ　ヒロヤス

_ 110 安達 由明 棄 権東京都30 アダチ　ヨシアキ

_ 113 北守 直樹 棄 権東京都30 キタモリ　ナオキ

_ 114 井筒 隆文 棄 権埼玉県30 イヅツ　タカフミ

_ 117 加藤 秀彦 棄 権東京都40 カトウ　ヒデヒコ

_ 122 森田 昌宏 棄 権千葉県40 モリタ　マサヒロ

_ 124 篠田 悟 棄 権東京都40 シノダ　サトル

_ 126 後藤 順一 棄 権山梨県40 ゴトウ　ジュンイ

_ 139 喜多村 篤 棄 権北海道40 キタムラ　アツシ

_ 141 山本 雅彦 棄 権東京都40 ヤマモト　マサヒ

_ 146 平井 浩二 棄 権神奈川40 ヒライ　コウジ

_ 150 近藤 貴行 棄 権京都府50 コンドウ　タカユ

_ 151 清水 二郎 棄 権東京都50 シミズ　ジロウ

_ 318 山下 博司 棄 権神奈川30 ヤマシタ　ヒロシ



茅ヶ崎・烏帽子岩ＯＷＳ2016 2016/07/09

(3) 女子 2.5Km →500mに短縮   総合成績

1 217 小岩　美喜子 00:10:38.60北海道50 コイワ　ミキコ

2 210 小池 瑞穂 00:10:39.81千葉県40 コイケ　ミズホ

3 209 山澤 純子 00:11:34.44神奈川40 ヤマザワ　ジュ

4 213 今井 浩子 00:11:43.86神奈川50 イマイ　ヒロコ

5 208 福渡 由美 00:12:05.64東京都40 フクワタリ　ユミ

6 201 矢能 舞 00:14:54.11東京都20 ヤノウ　マイ

7 202 今井 淳乃 00:15:39.71東京都20 イマイ　アキノ

8 203 高見 悠里 00:15:47.50埼玉県20 タカミ　ユリ

OPN 215 金子 千浪 00:22:59.23神奈川50 カネコ　チナミ

_ 216 保田 春美 途 中 棄 権長野県60 ホタ　ハルミ

_ 204 戸澤 翔子 棄 権東京都30 トザワ　ショウコ

_ 205 北守 敬子 棄 権東京都30 キタモリ　ケイコ

_ 206 相馬 美由希 棄 権神奈川30 ソウマ　ミユキ

_ 207 遠藤 綾子 棄 権神奈川30 エンドウ　アヤコ

_ 211 吹浦 千穂 棄 権埼玉県50 フキウラ　チホ

_ 212 永井 久美子 棄 権東京都50 ナガイ　クミコ

_ 214 佐藤 貴代子 棄 権神奈川50 サトウ　キヨコ



茅ヶ崎・烏帽子岩ＯＷＳ2016 2016/07/09

(4) 男子 5Km →500mに短縮   総合成績

1 308 鎌田 慎平 00:06:53.77東京都30 カマタ　シンペイ

2 301 野口 雪樹 00:07:14.22神奈川19 ノグチ　キヨム

3 331 喜安 克敏 00:07:33.98東京都40 キヤス　カツトシ

4 306 岡田 朋之 00:08:04.31神奈川30 オカダ　トモユキ

5 397 加藤　朋生 00:08:17.57神奈川20 カトウ　トモオ

6 317 脇丸 尚徳 00:08:23.79東京都30 ワキマル　ヒサノ

7 341 江崎 幸三 00:08:27.78神奈川40 エザキ　コウゾ

8 316 堀口 鉄平 00:08:35.59神奈川30 ホリグチ　テッペ

9 380 眞鍋 俊彦 00:08:37.25東京都50 マナベ　トシヒコ

10 349 志摩 英二 00:08:51.31神奈川40 シマ　エイジ

11 320 宮元 孝智 00:09:06.15東京都30 ミヤモト　タカト

12 346 木村 一茂 00:09:11.72東京都40 キムラ　カズシ

13 396 富永 俊夫 00:09:17.12広島県70 トミナガ　トシオ

14 324 苅尾 敦 00:09:18.77神奈川40 カリオ　アツシ

15 327 原木 庄平 00:09:23.28東京都40 ハラキ　ショウヘ

16 386 松山 俊一 00:09:31.94東京都50 マツヤマ　トシカ

17 348 栗田 雅祥 00:09:34.91神奈川40 クリタ　マサヨシ

18 330 大島 徳之 00:09:44.58東京都40 オオシマ　ノリユ

19 367 飯野 久樹 00:09:46.58山梨県50 イイノ　ヒサキ

20 393 宮城 直樹 00:09:49.36東京都60 ミヤギ　ナオキ

21 363 田村 晋一 00:09:50.60東京都40 タムラ　シンイチ

22 319 永野 雄久 00:09:51.53神奈川30 ナガノ　カツヒサ

23 345 神戸 謙二 00:09:53.71東京都40 カンベ　ケンジ

24 385 高橋 利行 00:09:54.71神奈川50 タカハシ　トシユ

25 333 遠藤 皇一 00:09:55.64神奈川40 エンドウ　コウイ

26 313 里見 憲一 00:09:56.81東京都30 サトミ　ケンイチ

27 378 新倉 祐一 00:09:58.81神奈川50 ニイクラ　ユウイ

28 373 小山 泰司 00:10:04.75埼玉県50 コヤマ　タイジ

29 384 古舘 克明 00:10:20.39東京都50 フルタチ　カツア

30 360 赤羽 博文 00:10:22.49神奈川40 アカハネ　ヒロフ

31 356 今村 朋裕 00:10:26.19東京都40 イマムラ　トモヒ

32 352 赤羽 弘明 00:10:28.79東京都40 アカハネ　ヒロア

33 334 藤戸 淳介 00:10:36.31東京都40 フジト　ジュンス

34 388 森田 浩彰 00:10:54.28神奈川50 モリタ　ヒロアキ

35 357 中島 茂 00:10:55.66神奈川40 ナカジマ　シゲ

36 312 戸高 祥円 00:10:56.93東京都30 トダカ　ショウエ

37 335 山之内 雄臣 00:10:58.19神奈川40 ヤマノウチ　ヒロ



38 311 酒井 誠太郎 00:11:00.71東京都30 サカイ　セイタロ

39 338 岸田 謙三 00:11:04.81東京都40 キシダ　ケンゾ

40 392 西尾 敦史 00:11:19.60神奈川60 ニシオ　アツシ

41 325 山岸 延彦 00:11:25.22東京都40 ヤマギシ　ノブヒ

42 358 内藤 寛 00:11:26.27東京都40 ナイトウ　ヒロシ

43 375 濱崎 真一 00:11:29.12愛知県50 ハマサキ　シン

44 362 嵐 信明 00:11:36.77神奈川40 アラシ　ノブアキ

45 379 諏訪 幸一 00:11:39.10神奈川50 スワ　コウイチ

46 336 宮地 道弘 00:11:41.65栃木県40 ミヤジ　ミチヒロ

47 371 荻野 晶之 00:11:46.82東京都50 オギノ　マサユ

48 390 小池 雅澄 00:11:48.37神奈川50 コイケ　マサズミ

49 347 蔡 洋 00:11:56.15東京都40 サイ　ヨウ

50 340 林 宏昭 00:11:58.82東京都40 ハヤシ　ヒロア

51 394 岡田 也広 00:12:15.65神奈川60 オカダ　ヤヒロ

52 382 管波 雅彦 00:12:24.53東京都50 クダナミ　マサヒ

53 364 福嶋 真理 00:12:26.59埼玉県40 フクシマ　マコト

54 387 藤澤 清志spe 00:12:33.49東京都50 フジサワ　キヨシ

55 376 石田 智裕 00:12:52.97東京都50 イシダ　トモヒロ

OPN 322 青野 豪 00:09:59.80東京都40 アオノ　ゴウ

OPN 323 高橋 宏明 00:10:21.53東京都40 タカハシ　ヒロア

OPN 305 下村 康文 00:10:31.61東京都30 シモムラ　ヤスフ

OPN 361 鯉沼 好人 00:10:46.31神奈川40 コイヌマ　ヨシヒ

OPN 366 菅 祐治 00:12:09.62神奈川50 スガ　ユウジ

OPN 337 堀 哲昭 00:13:01.35東京都40 ホリ　テツアキ

OPN 374 井上 博之 00:13:19.97神奈川50 イノウエ　ヒロユ

OPN 326 篠崎 真之 00:14:24.00神奈川40 シノザキ　マサ

OPN 370 奥田 周年 00:15:04.45茨城県50 オクダ　チカトシ

_ 359 相澤 薫 途 中 棄 権神奈川40 アイザワ　カオ

_ 302 小島 郁哉 棄 権神奈川20 コジマ　イクヤ

_ 303 吉田 惇 棄 権神奈川20 ヨシダ　アツシ

_ 304 木村 豪孝 棄 権東京都20 キムラ　ヒデタカ

_ 307 齋藤 晃 棄 権東京都30 サイトウ　アキラ

_ 309 海野 将之 棄 権神奈川30 ウンノ　マサユ

_ 310 谷 俊介 棄 権富山県30 タニ　シュンスケ

_ 314 渡邉 貴宏 棄 権東京都30 ワタナベ　タカヒ

_ 315 高橋 翼 棄 権東京都30 タカハシ　ツバ

_ 321 小口 崇紘 棄 権東京都30 コグチ　タカヒロ

_ 328 相馬 大高 棄 権神奈川40 ソウマ　ヒロタカ

_ 329 平山 雅幸 棄 権神奈川40 ヒラヤマ　マサ

_ 332 伊東 良之 棄 権東京都40 イトウ　ヨシユキ



_ 339 小林 栄治 棄 権東京都40 コバヤシ　エイ

_ 342 奥野 晃司 棄 権東京都40 オクノ　コウジ

_ 343 藤平 周太郎 棄 権東京都40 フジヒラ　シュウ

_ 344 古橋 孝太 棄 権愛知県40 フルハシ　コウタ

_ 350 ﾊﾝﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 棄 権埼玉県40 ハント　アンドリ

_ 351 児島 裕和 棄 権神奈川40 コジマ　ヒロカズ

_ 353 坂内 正功 棄 権東京都40 サカウチ　マサ

_ 354 芹澤 洋一 棄 権東京都40 セリザワ　ヨウイ

_ 355 宇野 立也 棄 権神奈川40 ウノ　タツヤ

_ 365 青木 晋 棄 権神奈川50 アオキ　シン

_ 368 岩片 健 棄 権東京都50 イワカタ　タケシ

_ 369 大江 洋一 棄 権神奈川50 オオエ　ヨウイチ

_ 372 渡邉 新一郎 棄 権埼玉県50 ワタナベ　シンイ

_ 377 野尻 剛二郎 棄 権東京都50 ノジリ　コウジロ

_ 381 鞠子 淳 棄 権神奈川50 マリコ　アツシ

_ 383 戸嶋 次介 棄 権東京都50 トシマ　ジカイ

_ 389 佐原 義規 棄 権神奈川50 サハラ　ヨシノリ

_ 391 永田 信一 棄 権東京都50 ナガタ　シンイチ

_ 395 檀浦 武 棄 権神奈川70 ダンノウラ　タケ



茅ヶ崎・烏帽子岩ＯＷＳ2016 2016/07/09

(5) 女子 5Km →500mに短縮   総合成績

1 401 橋井 富佐子 00:08:42.70神奈川20 フサコ　フサコ

2 412 加藤 知子 00:08:46.79東京都40 カトウ　トモコ

3 404 曳地 聡美 00:08:49.56神奈川30 ヒキチ　サトミ

4 416 船井 絹代 00:09:26.48東京都50 フナイ　キヌヨ

5 410 友田 智哲 00:09:52.56東京都40 トモダ　チサト

6 415 岡 くるみ 00:09:57.92神奈川50 オカ　クルミ

7 407 手嶋 美奈子 00:10:01.42神奈川40 テジマ　ミナコ

8 413 西川 さおり 00:10:03.68静岡県40 ニシカワ　サオリ

9 403 吉池 奈々 00:10:12.41神奈川30 ヨシイケ　ナナ

10 411 田中 みのり 00:10:19.04東京都40 タナカ　ミノリ

11 418 森川 さかえ 00:10:23.45神奈川50 モリカワ　サカエ

12 408 畑中 益世 00:10:27.49東京都40 ハタナカ　マスヨ

13 414 藤井 亜紀 00:10:37.50東京都50 フジイ　アキ

14 405 飯沼 晃子 00:11:42.77東京都40 イイヌマ　アキコ

15 409 江嶌 さおり 00:12:03.42神奈川40 エジマ　サオリ

16 402 谷津 麻耶 00:12:40.21神奈川30 ヤツ　マヤ

17 417 奥田 由美子 00:12:48.46神奈川50 オクダ　ユミコ

18 419 綿引 征枝 00:13:28.05東京都60 ワタヒキ　ユキエ

_ 406 斎藤 美香 棄 権東京都40 サイトウ　ミカ




