
第 3 回 茅ヶ崎・鳥帽子岩OWS大会

2017/07/08(1) 男子5Km 総合順位
   1位 106 野田 誠 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 1時間11分32秒81 

   2位 134 竹内 一彦 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 兵庫県 1時間13分27秒60 

   3位 128 仙田 隆宏 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1時間17分36秒01 

   4位 105 伊東 明彦 ｲﾄｳ ｱｷﾋｺ 神奈川県 1時間18分01秒70 

   5位 103 高橋 照明 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｱｷ 神奈川県 1時間19分13秒00 

   6位 150 毛受 義雄 ﾒﾝｼﾞｮｳ ﾖｼｵ 東京都 1時間19分48秒75 

   7位 118 堀口 鉄平 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 1時間21分14秒53 

   8位 129 江崎 幸三 ｴｻﾞｷ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 1時間23分50秒39 

   9位 101 冨田 凌汰 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀ 群馬県 1時間23分57秒37 

  10位 120 岡本 篤志 ｵｶﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川県 1時間24分12秒11 

  11位 158 佐原 義規 ｻﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 1時間24分21秒00 

  12位 117 ﾀﾞｲﾔｰ ﾍﾞﾝ ﾀﾞｲﾔｰ ﾍﾞﾝ 神奈川県 1時間24分21秒98 

  13位 153 眞鍋 俊彦 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 東京都 1時間24分57秒77 

  14位 146 中村 旭 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 1時間24分59秒54 

  15位 139 青木 晋 ｱｵｷ ｼﾝ 神奈川県 1時間29分48秒79 

  16位 132 木村 一茂 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 1時間31分57秒44 

  17位 112 鬼塚 哲史 ｵﾆﾂﾞｶ ｻﾄｼ 埼玉県 1時間33分16秒79 

  18位 110 Lavoine Youri ﾗﾌﾞｱﾝ ﾕｰﾘ 東京都 1時間33分20秒87 

  19位 141 野村 勇人 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 神奈川県 1時間34分19秒02 

  20位 148 濱崎 真一 ﾊﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ 東京都 1時間35分52秒53 

  21位 130 谷内 正道 ﾀﾆｳﾁ ﾏｻﾐﾁ 東京都 1時間35分54秒40 

  22位 151 海辺 信年 ｳﾐﾍﾞ ﾉﾌﾞﾄｼ 神奈川県 1時間36分23秒73 

  23位 121 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 山梨県 1時間38分27秒71 

  24位 162 宮城 直樹 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵｷ 東京都 1時間38分50秒38 

  25位 159 平山 真二 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 1時間42分16秒94 

  26位 152 諏訪 幸一 ｽﾜ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1時間42分32秒34 

  27位 102 能丸 将 ﾉｳﾏﾙ ﾏｻﾙ 埼玉県 1時間43分07秒45 

  28位 157 市川 敏 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 1時間43分17秒59 

  29位 142 相田 稔 ｱｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ 神奈川県 1時間43分19秒64 

  30位 144 月川 成洋 ﾂｷｶﾜ ﾅﾙﾋﾛ 東京都 1時間45分49秒45 

  31位 111 海野 将之 ｳﾝﾉ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1時間47分04秒84 

  32位 135 今村 朋裕 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1時間47分45秒09 

  33位 122 山岸 延彦 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾋｺ 群馬県 1時間51分03秒60 

  34位 104 石橋 佑太 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 東京都 1時間52分22秒27 

  35位 163 岡田 也広 ｵｶﾀﾞ ﾔﾋﾛ 神奈川県 1時間53分02秒90 

  36位 156 古舘 克明 ﾌﾙﾀﾁ ｶﾂｱｷ 東京都 1時間53分14秒77 

  37位 119 三木 商吉 ﾐｷ ｼｮｳｷﾁ 神奈川県 1時間53分37秒80 

  38位 127 安藤 康彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｺ 愛知県 1時間53分54秒37 

  39位 123 松永 明憲 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 1時間54分52秒70 

  40位 161 塩川 孝之 ｼｵｶﾜ ﾀｶﾕｷ 静岡県 1時間55分25秒60 



第 3 回 茅ヶ崎・鳥帽子岩OWS大会

2017/07/08(1) 男子5Km 総合順位
  41位 143 小山 泰司 ｺﾔﾏ ﾀｲｼﾞ 埼玉県 1時間56分20秒23 

  42位 136 澤田 将一 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1時間58分37秒80 

  43位 114 須藤 泰貴 ｽﾄｳ ﾔｽｷ 東京都 2時間02分42秒22 

  44位 108 三品 喬弘 ﾐｼﾅ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2時間03分15秒76 

  45位 107 大野 龍 ｵｵﾉ ﾘｮｳ 神奈川県 2時間08分03秒63 

  46位 154 管波 雅彦 ｸﾀﾞﾅﾐ ﾏｻﾋｺ 東京都 2時間09分06秒56 

  47位 116 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2時間23分29秒51 

  48位 160 與世田 兼三 ﾖｾﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 神奈川県 2時間25分29秒25 

OPN 137 待田 正 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻｼ 栃木県 1時間51分18秒21 

OPN 147 青野 晴成 ｱｵﾉ ﾊﾙｼｹﾞ 千葉県 1時間54分57秒19 

OPN 149 吉村 貴由 ﾖｼﾑﾗ ｷﾖｼ 東京都 1時間55分09秒84 

OPN 125 山本 聡一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 2時間13分58秒84 

DNF 113 酒井 誠太郎 ｻｶｲ ｾｲﾀﾛｳ 東京都 途中棄権 

DNF 145 水原 利朗 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 東京都 途中棄権 

DNS 109 嶋田 雅一 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 棄権 

DNS 115 中島 秀明 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 富山県 棄権 

DNS 124 平山 雅幸 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 棄権 

DNS 126 中西 憲一 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 棄権 

DNS 131 神戸 謙二 ｶﾝﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 棄権 

DNS 133 吉成 崇秀 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶﾋﾃﾞ 東京都 棄権 

DNS 138 田村 晋一 ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 棄権 

DNS 140 岩片 健 ｲﾜｶﾀ ﾀｹｼ 東京都 棄権 

DNS 155 戸嶋 次介 ﾄｼﾏ ｼﾞｶｲ 東京都 棄権 



第 3 回 茅ヶ崎・鳥帽子岩OWS大会

2017/07/08(2) 女子5Km 総合順位
   1位 201 町田 あかり ﾏﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 神奈川県 1時間23分39秒74 

   2位 213 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 1時間25分13秒46 

   3位 207 曳地 聡美 ﾋｷﾁ ｻﾄﾐ 神奈川県 1時間27分37秒85 

   4位 203 綿引 千佳 ﾜﾀﾋｷ ﾁｶ 東京都 1時間32分11秒01 

   5位 216 岡 くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 神奈川県 1時間35分29秒32 

   6位 217 芦澤 眞美江 ｱｼｻﾞﾜ ﾏﾐｴ 東京都 1時間41分20秒89 

   7位 212 塩澤 久美江 ｼｵｻﾞﾜ ｸﾐｴ 東京都 1時間41分25秒66 

   8位 219 中澤 昭子 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷｺ 東京都 1時間43分05秒97 

   9位 206 吉池 奈々 ﾖｼｲｹ ﾅﾅ 神奈川県 1時間43分52秒99 

  10位 211 人見 千恵 ﾋﾄﾐ ﾁｴ 東京都 1時間44分55秒84 

  11位 205 谷津 麻耶 ﾔﾂ ﾏﾔ 神奈川県 1時間51分31秒05 

  12位 209 田中 のり子 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 東京都 1時間51分48秒47 

  13位 202 宮岡 ひかる ﾐﾔｵｶ ﾋｶﾙ 神奈川県 2時間04分14秒29 

  14位 218 綿引 征枝 ﾜﾀﾋｷ ﾕｷｴ 東京都 2時間10分16秒62 

  15位 204 前田 百合香 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾘｶ 神奈川県 2時間21分04秒55 

OPN 210 柴井 あかね ｼﾊﾞｲ ｱｶﾈ 神奈川県 2時間15分27秒11 

DNS 208 斎藤 美香 ｻｲﾄｳ ﾐｶ 東京都 棄権 

DNS 214 錬石 恵子 ﾈﾘｲｼ ｹｲｺ 神奈川県 棄権 
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2017/07/08(3) 男子2.5Km 総合順位
   1位 301 石田 創也 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾔ 茨城県 34分42秒37 

   2位 302 山田 諭 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ 茨城県 37分27秒95 

   3位 307 名鳥 光政 ﾅﾄﾘ ﾐﾂﾏｻ 群馬県 38分26秒33 

   4位 315 坂巻 義徳 ｻｶﾏｷ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 40分18秒83 

   5位 309 長田 達朗 ｵｻﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 40分51秒48 

   6位 322 木村 元彦 ｷﾑﾗ ﾓﾄﾋｺ 神奈川県 41分40秒28 

   7位 311 今安 英一郎 ｲﾏﾔｽ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京都 41分51秒97 

   8位 341 古川 忠宏 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉県 44分42秒55 

   9位 327 松下 隆一 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 46分50秒57 

  10位 303 関山 翔 ｾｷﾔﾏ ｼｮｳ 神奈川県 47分17秒11 

  11位 314 原木 庄平 ﾊﾗｷ ｼｮｳﾍｲ 東京都 50分58秒83 

  12位 343 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 群馬県 52分40秒03 

  13位 321 木田 雄三 ｷﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 54分26秒42 

  14位 335 栗原 浩司 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｼﾞ 埼玉県 54分56秒81 

  15位 333 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 55分09秒36 

  16位 326 ＣＯＯＭＢＥ ＤＥＮＥＹＳ 神奈川県 57分18秒61 

  17位 305 湯ﾉ谷 憲一郎 ﾕﾉﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 57分48秒03 

  18位 344 楠田 盛行 ｸｽﾀﾞ ﾓﾘﾕｷ 神奈川県 57分59秒72 

  19位 320 古橋 孝太 ﾌﾙﾊｼ ｺｳﾀ 愛知県 58分04秒33 

  20位 325 植村 毅 ｳｴﾑﾗ ﾂﾖｼ 東京都 59分14秒13 

  21位 337 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 59分33秒50 

  22位 324 川西 明洋 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 静岡県 59分35秒18 

  23位 317 柳田 智彦 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 1時間01分02秒84 

  24位 329 松本 克之 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 1時間02分56秒55 

  25位 342 三田 信二 ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 1時間03分22秒87 

  26位 336 栗原 昭夫 ｸﾘﾊﾗ ｱｷｵ 埼玉県 1時間03分40秒65 

  27位 313 斉藤 寛 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県 1時間04分08秒11 

  28位 338 小山 健一 ｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1時間04分15秒50 

  29位 332 Pechter Kenneth ﾍﾟｸﾀｰ ｹﾈｽ 東京都 1時間04分56秒85 

  30位 340 遠藤 久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ 神奈川県 1時間09分22秒79 

  31位 312 加藤 克典 ｶﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 東京都 1時間10分00秒95 

  32位 316 後藤 順一 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県 1時間13分59秒93 

  33位 318 塩澤 大 ｼｵｻﾞﾜ ｵｳｷ 東京都 1時間14分30秒83 

  34位 330 朝香 岳文 ｱｻｶ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 1時間24分14秒80 

OPN 304 古城 翔麻 ｺｼﾞｮｳ ｼｮｳﾏ 神奈川県 52分04秒55 

OPN 339 江成 良治 ｴﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 1時間08分13秒99 

OPN 308 青木 大輔 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1時間09分45秒16 

OPN 334 鈴木 秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1時間16分36秒79 

OPN 328 右川 博幹 ｳｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 埼玉県 1時間19分01秒86 

DNF 306 下ﾀ村 光利 ｼﾀﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 東京都 途中棄権 
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2017/07/08(3) 男子2.5Km 総合順位
DNS 310 中島 秀明 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 富山県 棄権 

DNS 319 横山 拓治 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 棄権 

DNS 323 松本 啓志 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼ 神奈川県 棄権 

DNS 331 細山 隆一郎 ﾎｿﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 棄権 
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2017/07/08(4) 女子2.5Km 総合順位
   1位 406 山澤 純子 ﾔﾏｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 52分54秒91 

   2位 401 金森 理恵 ｶﾅﾓﾘ ﾘｴ 神奈川県 55分49秒65 

   3位 404 寺村 比呂美 ﾃﾗﾑﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 57分17秒21 

   4位 215 長野 伸江 ﾅｶﾞﾉ ﾉﾌﾞｴ 神奈川県 58分10秒82 

   5位 408 武田 昌 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻ 神奈川県 1時間10分36秒92 

   6位 409 速見 利津子 ﾊﾔﾐ ﾘﾂｺ 神奈川県 1時間11分17秒55 

   7位 407 吹浦 千穂 ﾌｷｳﾗ ﾁﾎ 埼玉県 1時間18分15秒34 

OPN 402 佐々木 彩 ｻｻｷ ｱﾔ 神奈川県 1時間05分14秒48 

OPN 405 新倉 寛子 ﾆｲｸﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 1時間06分52秒46 

DNS 403 石田 理加 ｲｼﾀﾞ ﾘｶ 東京都 棄権 
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2017/07/08(5) 500m×4リレー 総合順位
   1位 904 31分47秒52 横井 礼 澤田 拓杜 加藤 央之 保坂 彰吾

ｼｬｰｸ 
07:44.48 08:06.48 07:57.94

00:07:58.62 00:15:43.10 00:23:49.58 00:31:47.52

   2位 906 34分41秒29 大井 央 中島 宗臣 村田 健人 堤田 勝也

ｼｬﾁ 
08:22.41 08:38.10 08:50.26

00:08:50.52 00:17:12.93 00:25:51.03 00:34:41.29

   3位 910 37分11秒03 徳田 充 若島 健二 山澤 浩司 北村 耕一

湘南ｴｲｴｲ 
08:54.67 09:13.82 10:23.63

00:08:38.91 00:17:33.58 00:26:47.40 00:37:11.03

   4位 901 37分29秒75 堤 梨花子 堀内 愛 松澤 由衣 寺町 友希

ﾍﾟﾝｷﾞﾝ 
09:10.03 11:22.13 08:40.39

00:08:17.20 00:17:27.23 00:28:49.36 00:37:29.75

   5位 902 38分15秒54 小山 裕斗 伊藤 大智 石澤 大雅 鈴木 克海

ｸｼﾞﾗ 
09:24.23 09:36.84 10:20.93

00:08:53.54 00:18:17.77 00:27:54.61 00:38:15.54

   6位 908 39分04秒03 原木 庄平 山岸 延彦 石垣 里紗 松永 明憲

ｳｯｼｰｽﾞ 
10:27.06 09:23.65 09:55.42

00:09:17.90 00:19:44.96 00:29:08.61 00:39:04.03

   7位 903 39分38秒56 米川 航平 槌屋 卓己 平泉 彩吹貴 飛田 紘平

ﾜｶﾒ 
08:56.28 10:50.60 10:57.18

00:08:54.50 00:17:50.78 00:28:41.38 00:39:38.56

   8位 905 40分43秒88 西尾 友哉 夘田 夕佳 五藤 太一 茂木 陸人

ﾅﾏｺ 
09:29.65 12:01.85 09:35.63

00:09:36.75 00:19:06.40 00:31:08.25 00:40:43.88

   9位 909 51分32秒04 瀧口 圭亮 王 琦 芭蕉 輝行 前田 隆司

新宿ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 
16:02.88 13:14.28 13:56.11

00:08:18.77 00:24:21.65 00:37:35.93 00:51:32.04

  10位 911 52分04秒62 柳岡 秀男 安田 美苗 小泉 邦明 松野 英男

新宿区ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 
13:18.85 13:34.72 14:50.73

00:10:20.32 00:23:39.17 00:37:13.89 00:52:04.62

DNF 907 途中棄権 神所 篤史 石崎 魁 山口 雅史 田中 孝尚

ｺﾌﾞﾗｺﾞｰﾙﾄﾞ 
09:05.56

00:08:46.88 00:17:52.44 00:42:44.34




