
第 3 回 NOWS石垣島OWS大会2017

2017/05/20(1) 男子1Km クラス別順位
20～29歳 

総合4 101 錦山 皓 ニシキヤマ アキラ 沖縄県 12分40秒54 

30～39歳 

総合6 102 内田 俊平 ウチダ シュンペイ 東京都 14分13秒26 

40～49歳 

   1位 106 三池 裕幸 ミイケ ヒロユキ 熊本県 15分11秒09 

   2位 103 久保 拓也 クボ タクヤ 沖縄県 19分42秒70 

総合1 105 岡崎 満 オカザキ ミツル 京都府 10分37秒49 

総合2 107 瀬戸 学 セト サトル 愛知県 10分50秒92 

総合3 104 久保 栄克 クボ ヒデカツ 沖縄県 11分30秒99 

50～59歳 

   1位 109 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 15分00秒54 

   2位 111 酒井 隆志 サカイ タカシ 沖縄県 15分18秒93 

   3位 110 椿 隆幸 ツバキ タカユキ 沖縄県 17分42秒61 

総合5 108 富崎 義明 トミザキ ヨシアキ 沖縄県 13分07秒56 

60～69歳 

   1位 112 鶴見 聰 ツルミ サトシ 東京都 16分11秒49 

   2位 115 菱田 厚 ヒシダ アツシ 東京都 18分54秒05 

   3位 113 堤 純一郎 ツツミ ジュンイチロウ 沖縄県 19分03秒70 

DNS 114 清水 博 シミズ ヒロシ 東京都 棄権 

70～79歳 

   1位 117 平尾 義雅 ヒラオ ヨシマサ 神奈川 15分13秒90 

   2位 116 武田 忠美 タケダ タダヨシ 大阪府 17分36秒61 

80歳以上 

   1位 118 堀井 有 ホリイ タモツ 東京都 23分02秒18 



第 3 回 NOWS石垣島OWS大会2017

2017/05/20(2) 女子1Km クラス別順位
20～29歳 

   1位 202 古賀 千恵 コガ チエ 千葉県 18分20秒72 

総合1 204 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 11分29秒67 

総合2 203 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 13分23秒17 

DNS 201 宮崎 由梨 ミヤザキ ユリ 東京都 棄権 

40～49歳 

   1位 207 山崎 奈緒美 ヤマザキ ナオミ 東京都 18分56秒65 

   2位 206 川原 千賀子 カワハラ チカコ 沖縄県 21分22秒21 

   3位 208 林 友子 ハヤシ ユウコ 沖縄県 23分03秒23 

総合6 205 宮崎 美穂 ミヤザキ ミホ 東京都 14分59秒95 

50～59歳 

   1位 213 古澤 貴代子 フルサワ キヨコ 東京都 17分46秒14 

   2位 214 五島 智子 ゴトウ トモコ 福岡県 18分12秒03 

   3位 210 加藤 千鶴 カトウ チヅル 長野県 18分14秒73 

   4位 211 浜口 和美 ハマグチ カズミ 和歌山 23分37秒65 

総合3 212 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 13分43秒08 

総合4 209 木原 由美子 キハラ ユミコ 東京都 14分18秒72 

60～69歳 

   1位 218 大澤 直美 オオサワ ナオミ 京都府 18分55秒54 

   2位 215 牧野 尚子 マキノ ナオコ 福岡県 22分01秒96 

総合5 216 阿部 京子 アベ キョウコ 東京都 14分52秒50 

DNF 217 伊藤 美也子 イトウ ミヤコ 神奈川 途中棄権 

70～79歳 

   1位 219 志倉 容子 シクラ ヨウコ 東京都 16分31秒92 

   2位 220 清水 智子 シミズ トモコ 長野県 21分59秒95 

DNF 221 岡本 富子 オカモト トミコ 千葉県 途中棄権 



第 3 回 NOWS石垣島OWS大会2017

2017/05/20(3) 男子500m クラス別順位
20～29歳 

総合2 301 河野 友哉 コウノ トモヤ 東京都 06分36秒52 

30～39歳 

   1位 303 庄司 泰裕 ショウジ ヤスヒロ 千葉県 08分37秒91 

   2位 302 塩田 孝 シオタ タカシ 和歌山 10分12秒80 

40～49歳 

総合1 305 松下 隆一 マツシタ リュウイチ 東京都 06分21秒73 

総合4 304 座間 聖徳 ザマ キヨノリ 沖縄県 07分10秒02 

50～59歳 

   1位 308 石川 裕一 イシカワ ユウイチ 千葉県 08分37秒00 

   2位 306 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 東京都 08分47秒32 

総合3 307 首藤 介伸 シュトウ ユキノブ 東京都 06分44秒10 

総合6 309 藤井 健嗣 フジイ ケンジ 大阪府 08分23秒29 

60～69歳 

   1位 310 岡崎 隆 オカザキ タカシ 北海道 10分00秒91 

総合5 312 山下 祥次 ヤマシタ ショウジ 大阪府 07分39秒59 

DNF 311 中原 純一 ナカハラ ジュンイチ 奈良県 途中棄権 
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2017/05/20(5) 男子5Km クラス別順位
20～29歳 

   1位 501 阪本 暁洋 サカモト アキヒロ 神奈川 1時間52分29秒45 

総合6 502 河野 友哉 コウノ トモヤ 東京都 1時間28分38秒61 

30～39歳 

   1位 506 岡田 隆伸 オカダ タカノブ 神奈川 1時間33分59秒81 

   2位 503 中神 泰洋 ナカガミ ヤスヒロ 東京都 1時間34分01秒43 

   3位 504 小野 慎一郎 オノ シンイチロウ 神奈川 1時間44分32秒93 

   4位 505 塩田 孝 シオタ タカシ 和歌山 1時間59分29秒95 

総合5 507 清水 良真 シミズ ヨシマサ 奈良県 1時間26分49秒53 

40～49歳 

   1位 509 下村 康一 シモムラ コウイチ 神奈川 1時間34分26秒47 

   2位 516 新田 英二 ニッタ エイジ 大阪府 1時間36分22秒40 

   3位 514 山谷 有史 ヤマヤ アリフミ 神奈川 1時間43分00秒95 

   4位 508 TONY LEE MORAHANトニイー リー 沖縄県 1時間52分40秒82 

   5位 513 佐藤 英一郎 サトウ エイイチロウ 東京都 1時間56分42秒18 

   6位 511 三池 裕幸 ミイケ ヒロユキ 熊本県 2時間08分01秒00 

総合1 510 岡崎 満 オカザキ ミツル 京都府 1時間16分39秒92 

総合2 512 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 京都府 1時間18分23秒02 

総合3 515 木村 元彦 キムラ モトヒコ 神奈川 1時間23分11秒87 

50～59歳 

   1位 517 首藤 介伸 シュトウ ユキノブ 東京都 1時間34分18秒20 

   2位 521 新倉 祐一 ニイクラ ユウイチ 神奈川 1時間38分14秒26 

   3位 520 田中 利典 タナカ トシノリ 東京都 1時間44分21秒20 

   4位 524 舩木 稔 フナキ ミノル 大阪府 1時間44分46秒14 

   5位 523 丹羽 幹治 ニワ カンジ 東京都 1時間48分26秒70 

   6位 518 石川 裕一 イシカワ ユウイチ 千葉県 2時間00分44秒76 

総合4 522 藤ﾉ井 俊樹 フジノイ トシキ 大阪府 1時間25分28秒73 

DNF 519 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 途中棄権 

60～69歳 

   1位 525 金澤 信 カナザワ マコト 沖縄県 2時間06分06秒84 



第 3 回 NOWS石垣島OWS大会2017

2017/05/20(6) 女子5Km クラス別順位
20～29歳 

総合1 602 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 1時間18分35秒69 

総合3 601 林田 結 ハヤシダ ユイ 長崎県 1時間36分26秒92 

30～39歳 

総合2 606 森國 祥子 モリクニ サチコ 神奈川 1時間34分03秒09 

総合5 603 間藤 里絵 マトウ サトエ 千葉県 1時間39分54秒26 

総合6 604 進藤 美寿々 シンドウ ミスズ 神奈川 1時間41分53秒78 

DNS 605 尾島 美紀 オジマ ミノリ 東京都 棄権 

40～49歳 

   1位 607 足立 雅子 アダチ マサコ 鳥取県 1時間44分33秒65 

   2位 609 高坂 志のぶ タカサカ シノブ 千葉県 1時間48分27秒73 

   3位 610 新田 由佳 ニッタ ユカ 大阪府 1時間59分59秒78 

DNF 608 円谷 祐子 ツムラヤ ユウコ 東京都 途中棄権 

50～59歳 

   1位 611 野村 光子 ノムラ ミツコ 山口県 1時間53分28秒00 

   2位 612 新谷 千代 シンタニ チヨ 和歌山 2時間00分25秒73 

総合4 613 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 1時間39分42秒27 

60～69歳 

   1位 615 漆畑 信子 ウルシバタ ノブコ 神奈川 1時間53分30秒04 

   2位 614 須川 溢子 スガワ イツコ 京都府 2時間17分38秒10 
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2017/05/20(7) 男子2.5Km クラス別順位
20～29歳 

   1位 701 平沼 太郎 ヒラヌマ タロウ 沖縄県 53分21秒48 

30～39歳 

総合1 702 梅田 裕也 ウメダ ユウヤ 沖縄県 37分22秒02 

40～49歳 

   1位 710 迫 英光 サコ ヒデミツ 千葉県 52分40秒02 

   2位 713 一木 伸夫 イチキ ノブオ 東京都 55分48秒65 

   3位 707 江藤 競 エトウ ケイ 沖縄県 56分08秒05 

   4位 711 北村 茂樹 キタムラ シゲキ 東京都 1時間00分02秒38 

   5位 709 宰田 国宜 サイダ クニヨシ 大阪府 1時間03分01秒52 

   6位 703 近藤 功一 コンドウ コウイチ 沖縄県 1時間06分09秒28 

   7位 705 原嶋 亮至 ハラシマ リョウジ 東京都 1時間10分44秒13 

   8位 708 矢吹 明雄 ヤブキ アキオ 沖縄県 1時間13分45秒59 

総合2 712 瀬戸 学 セト サトル 愛知県 38分19秒76 

総合3 704 松元 渉 マツモト ワタル 山口県 42分47秒48 

総合4 706 加山 雄一 カヤマ ユウイチ 東京都 44分22秒10 

総合5 715 松下 隆一 マツシタ リュウイチ 東京都 44分49秒09 

総合6 714 中西 啓 ナカニシ サトル 大阪府 45分41秒49 

50～59歳 

   1位 721 常盤 潤一郎 トキワ ジュンイチロウ 神奈川 46分26秒22 

   2位 717 小金井 隆志 コガネイ タカシ 東京都 50分16秒03 

   3位 720 水原 和夫 ミズハラ カズオ 大阪府 51分04秒78 

   4位 719 酒井 隆志 サカイ タカシ 沖縄県 57分28秒91 

   5位 718 齋藤 雅彦 サイトウ マサヒコ 群馬県 1時間04分08秒06 

   6位 716 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 東京都 1時間04分38秒73 

60～69歳 

   1位 723 川﨑 茂樹 カワサキ シゲキ 宮崎県 1時間00分14秒52 

   2位 722 鶴見 聰 ツルミ サトシ 東京都 1時間05分01秒45 

   3位 725 藤澤 吉和 フジサワ ヨシカズ 神奈川 1時間07分38秒49 

   4位 724 岡崎 隆 オカザキ タカシ 北海道 1時間11分26秒50 

DNS 726 星田 寛 ホシダ ヒロシ 神奈川 棄権 

70～79歳 

   1位 728 村川 健二 ムラカワ ケンジ 東京都 51分41秒01 

   2位 727 北川 至 キタガワ イタル 静岡県 53分14秒62 

80歳以上 

OPN 729 佐藤 孝尚 54分58秒88 
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2017/05/20(8) 女子2.5Km クラス別順位
20～29歳 

総合3 801 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 49分01秒75 

30～39歳 

   1位 802 中村 真理 ナカムラ マリ 神奈川 1時間09分26秒80 

40～49歳 

   1位 804 籾山 綾子 モミヤマ アヤコ 沖縄県 1時間00分55秒41 

   2位 803 Leung Yammie リョウ ヤミー 沖縄県 1時間06分19秒84 

総合1 807 森山 靖子 モリヤマ ヤスコ 大阪府 41分28秒82 

総合2 806 山下 りこ ヤマシタ リコ 大阪府 43分32秒47 

DNS 805 瀧澤 麻里 タキザワ マリ 神奈川 棄権 

50～59歳 

   1位 808 馬場 好子 ババ ヨシコ 神奈川 59分59秒63 

   2位 811 佐藤 貴代子 サトウ キヨコ 神奈川 1時間00分45秒57 

   3位 810 保田 昌子 ヤスダ マサコ 神奈川 1時間00分58秒97 

   4位 812 原 明子 ハラ アキコ 島根県 1時間04分24秒15 

総合4 809 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 東京都 51分42秒64 

60～69歳 

   1位 815 的場 秋江 マトバ アキエ 千葉県 55分58秒91 

   2位 818 落合 京子 オチアイ キョウコ 千葉県 56分42秒24 

   3位 816 白川 順子 シラカワ ジュンコ 宮崎県 1時間00分24秒36 

   4位 813 木村 享子 キムラ キョウコ 奈良県 1時間04分20秒17 

   5位 821 中原 順子 ナカハラ ジュンコ 奈良県 1時間04分31秒77 

   6位 819 加島 淳子 カシマ アツコ 大阪府 1時間05分33秒08 

   7位 817 橋住 さだ子 ハシズミ サダコ 長野県 1時間14分43秒25 

総合6 820 高浦 祐子 タカウラ ヒロコ 神奈川 55分10秒47 

DNF 814 築地 秀美 ツキジ ヒデミ 福岡県 途中棄権 

DNF 822 万田 節子 マンダ セツコ 福岡県 途中棄権 

70～79歳 

総合5 823 高松 美恵子 タカマツ ミエコ 鳥取県 53分49秒93 




