
(3) 男子 NOWS 5kmクラス別順位

【 19歳以下 】

   1 位 301 佐藤 陸歩 ｻﾄｳ ﾘｸﾎ 千葉県 1時間42分52秒18 

【 30～39歳 】

  DQ  302 Lavoine Youri ﾗﾌﾞｱﾝ ﾕｰﾘ 東京都 失格 

【 40～49歳 】

   1 位 315 岸和田 剛 ｷｼﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 1時間47分03秒86 

   2 位 306 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 山梨県 1時間51分52秒89 

   3 位 310 齊藤 康二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 静岡県 1時間54分06秒47 

   4 位 305 宮本 大介 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 1時間56分31秒01 

   5 位 314 堀端 健一 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 大阪府 2時間06分39秒94 

   6 位 303 坂本 元 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 2時間06分55秒04 

総合2  313 仙田 隆宏 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 鳥取県 1時間25分18秒37 

総合3  311 高橋 公正 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾏｻ 宮城県 1時間26分20秒44 

総合4  312 斎藤 史郎 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 京都府 1時間27分55秒86 

総合5  307 石塚 真人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 大阪府 1時間30分00秒78 

総合6  308 木島 偉博 ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 1時間31分34秒71 

 OTL  304 中田 準 ﾅｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  309 粟野 剛 ｱﾜﾉ ﾀｹｼ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 50～59歳 】

   1 位 323 高尾 克則 ﾀｶｵ ｶﾂﾉﾘ 東京都 1時間34分30秒05 

   2 位 316 芳賀 俊夫 ﾊｶﾞ ﾄｼｵ 神奈川県 1時間35分58秒81 

   3 位 329 藤井 和典 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 1時間37分25秒77 

   4 位 326 中村 旭 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 1時間38分16秒33 

   5 位 324 鎌田 俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 岩手県 1時間38分17秒88 

   6 位 325 宮下 仁 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 東京都 1時間42分16秒93 

   7 位 320 音成 謙一郎 ｵﾄﾅﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1時間46分57秒58 

   8 位 322 椙村 千里 ｽｷﾞﾑﾗ ﾁｻﾄ 神奈川県 1時間47分02秒26 

   9 位 319 岩崎 剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 千葉県 1時間47分12秒21 

  10 位 317 高山 裕一 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 1時間51分17秒57 

  11 位 321 橋本 良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 1時間51分43秒40 

総合1  328 妹尾 信一 ｾﾉｵ ｼﾝｲﾁ 東京都 1時間19分45秒01 

 OTL  318 稲田 和徳 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  327 青野 晴成 ｱｵﾉ ﾊﾙｼｹﾞ 千葉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNS  330 宮崎 博美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 埼玉県 棄権 

【 60～69歳 】

   1 位 331 坂倉 浩 ｻｶｸﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 2時間01分08秒27 

   2 位 332 徳山 一 ﾄｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2時間05分35秒75 

   3 位 333 田中 康之 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 東京都 2時間09分06秒70 



(3) 男子 NOWS 5kmクラス別順位

【 60～69歳 】

   4 位 334 四宮 敬司 ｼﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ 兵庫県 2時間09分48秒43 



(4) 女子 NOWS 5kmクラス別順位

【 19歳以下 】

総合3  401 小林 音葉 ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ 三重県 1時間38分09秒95 

【 30～39歳 】

   1 位 402 佐伯 祐美 ｻｴｷ ﾕﾐ 富山県 1時間54分01秒04 

   2 位 406 鈴木 文子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 静岡県 1時間55分39秒65 

総合1  403 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 群馬県 1時間06分00秒70 

総合2  404 岩田 文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 埼玉県 1時間36分24秒01 

 OTL  405 Riboldi Aleishaﾘﾎﾞﾙﾃﾞｲ ｱﾘｰｼｬ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 40～49歳 】

   1 位 407 須藤 友子 ｽﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 1時間55分30秒09 

総合5  409 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 福岡県 1時間42分34秒47 

総合6  408 藤本 景子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺ 宮城県 1時間53分31秒00 

【 50～59歳 】

   1 位 411 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 1時間58分06秒33 

総合4  410 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 大阪府 1時間39分25秒78 



(5) 男子 2.5kmクラス別順位

【 20～29歳 】

   1 位 501 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 愛知県 1時間10分42秒05 

【 30～39歳 】

   1 位 503 森岡 博文 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 47分02秒05 

   2 位 502 高野 大輔 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 55分35秒65 

   3 位 505 Lavoine Youri ﾗﾌﾞｱﾝ ﾕｰﾘ 東京都 56分27秒15 

   4 位 507 ｻﾙﾏ ｼｯﾀﾞｰﾙﾀ ｻﾙﾏ ｼｯﾀﾞｰﾙﾀ 愛知県 1時間11分59秒97 

総合3  506 今西 明 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ 神奈川県 42分19秒97 

 DNF  504 比嘉 孝平 ﾋｶﾞ ｺｳﾍｲ 神奈川県 途中棄権 

【 40～49歳 】

   1 位 515 木島 偉博 ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 48分23秒74 

   2 位 512 松本 勝司 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｼ 千葉県 51分33秒05 

   3 位 522 卯津江 穣 ｳﾂｴ ｼﾞｮｳ 神奈川県 55分27秒44 

   4 位 509 向山 勇也 ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾔ 静岡県 55分51秒91 

   5 位 510 Costa Henoch Costa Henoch 愛知県 57分00秒01 

   6 位 523 川原 誠司 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ 東京都 59分43秒54 

   7 位 521 平井 淳也 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 新潟県 1時間02分02秒97 

   8 位 517 浅井 浩 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 富山県 1時間03分56秒28 

   9 位 525 川西 明洋 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 静岡県 1時間06分19秒36 

  10 位 518 保屋野 博之 ﾎﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1時間08分38秒12 

  11 位 520 下村 司 ｼﾓﾑﾗ ﾂｶｻ 静岡県 1時間16分28秒14 

  12 位 514 星野 裕史 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 1時間16分29秒00 

  13 位 526 服部 好昭 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｱｷ 静岡県 1時間18分33秒05 

  14 位 513 清水 久彦 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾋｺ 静岡県 1時間20分14秒92 

総合1  524 早川 友二 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 38分48秒29 

総合2  511 衣笠 竜也 ｷﾇｶﾞｻ ﾀﾂﾔ 神奈川県 41分57秒90 

総合5  508 松原 慶喜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｷ 静岡県 46分25秒19 

総合6  519 杉本 洋一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 静岡県 46分35秒12 

 DNS  516 武藤 義弘 ﾑﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 静岡県 棄権 

【 50～59歳 】

   1 位 538 前田 敏博 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 静岡県 51分24秒74 

   2 位 536 佐藤 政人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 東京都 59分16秒22 

   3 位 532 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 1時間00分24秒80 

   4 位 527 廣瀬 太郎 ﾋﾛｾ ﾀﾛｳ 東京都 1時間04分49秒98 

   5 位 535 平野 敦彦 ﾋﾗﾉ ｱﾂﾋｺ 神奈川県 1時間08分17秒88 

   6 位 534 鈴木 肇 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 1時間10分58秒32 

   7 位 533 多井 豊 ﾀｲ ﾕﾀｶ 神奈川県 1時間14分39秒02 

   8 位 537 太田 毅 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 愛知県 1時間20分35秒97 

総合4  531 古川 晶 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ 静岡県 44分58秒68 



(5) 男子 2.5kmクラス別順位

【 50～59歳 】

 OTL  529 高井 哲彦 ﾀｶｲ ﾃﾂﾋｺ 北海道 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  530 成田 信一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 東京都 途中棄権 

 DNS  528 上野 孝 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 愛知県 棄権 

【 60～69歳 】

   1 位 542 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 群馬県 52分28秒74 

   2 位 544 松岡 喜久夫 ﾏﾂｵｶ ｷｸｵ 神奈川県 54分19秒23 

   3 位 540 西山 三希夫 ﾆｼﾔﾏ ﾐｷｵ 静岡県 1時間00分04秒52 

   4 位 543 神山 勝男 ｶﾐﾔﾏ ｶﾂｵ 東京都 1時間02分03秒44 

 DNS  539 西尾 敦史 ﾆｼｵ ｱﾂｼ 神奈川県 棄権 

 DNS  541 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 棄権 



(6) 女子 2.5kmクラス別順位

【 30～39歳 】

総合5  601 Riboldi Aleishaﾘﾎﾞﾙﾃﾞｲ ｱﾘｰｼｬ 東京都 1時間10分54秒37 

【 40～49歳 】

総合4  602 清水 真智子 ｼﾐｽﾞ ﾏﾁｺ 静岡県 1時間05分31秒23 

【 50～59歳 】

総合2  603 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 1時間01分51秒98 

総合3  606 齋藤 孝美 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾐ 千葉県 1時間05分06秒79 

総合6  604 金澤 克枝 ｶﾅｻﾞﾜ ｶﾂｴ 静岡県 1時間14分42秒45 

 DNS  605 西尾 園子 ﾆｼｵ ｿﾉｺ 東京都 棄権 

【 60～69歳 】

総合1  607 高橋 久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 東京都 59分57秒79 



(7) 男子 1kmクラス別順位

【 20～29歳 】

総合4  701 東野 将史 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻｼ 静岡県 17分29秒94 

【 30～39歳 】

   1 位 705 篠田 圭吾 ｼﾉﾀﾞ ｹｲｺﾞ 神奈川県 19分05秒91 

   2 位 703 竹内 謙太 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 東京都 28分29秒53 

   3 位 702 川手 聡 ｶﾜﾃ ｻﾄｼ 静岡県 30分24秒51 

総合5  707 稲垣 元博 ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 17分31秒25 

総合6  708 村瀬 寛晃 ﾑﾗｾ ﾋﾛｱｷ 静岡県 17分32秒34 

 OPN  728 浜野 淳 ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝ 吹田市 17分34秒71 

 DNS  704 Lavoine Youri ﾗﾌﾞｱﾝ ﾕｰﾘ 東京都 棄権 

 DNS  706 田辺 芳樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｷ 東京都 棄権 

【 40～49歳 】

   1 位 713 吉田 圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 東京都 20分22秒93 

   2 位 715 一条 厚 ｲﾁｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 東京都 24分02秒00 

   3 位 718 森本 歓 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾝ 東京都 24分23秒38 

   4 位 714 三明 真 ﾐｱｹ ｼﾝ 愛知県 24分45秒20 

   5 位 711 木島 偉博 ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 26分11秒82 

総合1  717 山口 学功 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 15分05秒41 

総合2  716 仙田 隆宏 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 鳥取県 15分07秒71 

総合3  710 長橋 智一 ﾅｶﾞﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡県 15分41秒12 

 DNS  709 河村 光輝 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ 静岡県 棄権 

 DNS  712 鳥田 央 ﾄﾘﾀ ｵｳ 神奈川県 棄権 

【 50～59歳 】

   1 位 725 高橋 宏郁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 18分00秒62 

   2 位 719 芹澤 享 ｾﾘｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 静岡県 19分47秒88 

   3 位 720 山田 竜輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京都 20分07秒47 

   4 位 723 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 21分28秒12 

   5 位 721 戸田 尚義 ﾄﾀﾞ ﾅｵﾖｼ 静岡県 23分58秒78 

   6 位 724 稲葉 宏樹 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｷ 静岡県 27分21秒84 

   7 位 722 長谷川 弘一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 静岡県 34分07秒86 

【 60～69歳 】

   1 位 727 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 26分19秒95 

   2 位 726 杉山 義樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 静岡県 31分06秒39 



(8) 女子 1kmクラス別順位

【 30～39歳 】

   1 位 802 崔 理慧 ｻｲ ﾘｴ 千葉県 23分26秒76 

   2 位 803 Riboldi Aleishaﾘﾎﾞﾙﾃﾞｲ ｱﾘｰｼｬ 東京都 25分43秒11 

総合1  801 蛭間 真美 ﾋﾙﾏ ﾏﾐ 群馬県 15分15秒47 

総合3  804 天野 茜 ｱﾏﾉ ｱｶﾈ 静岡県 19分56秒83 

【 40～49歳 】

   1 位 807 宮崎 美穂 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 23分17秒55 

   2 位 808 吉澤 由香 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｶ 愛知県 26分09秒52 

   3 位 809 前田 里美 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ 静岡県 26分13秒91 

総合2  811 中西 美保 ﾅｶﾆｼ ﾐﾎ 愛知県 17分55秒75 

総合4  810 高澤 絵美子 ﾀｶｻﾞﾜ ｴﾐｺ 埼玉県 20分08秒63 

総合5  805 山口 みゆき ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 神奈川県 20分10秒15 

 DNF  806 坂本 雅子 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｺ 愛知県 途中棄権 

【 50～59歳 】

   1 位 812 北澄 千代美 ｷﾀｽﾞﾐ ﾁﾖﾐ 静岡県 23分15秒61 

   2 位 813 杉山 京子 ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳｺ 東京都 25分03秒63 

総合6  814 青木 和子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 群馬県 22分10秒08 

 DNS  815 松岡 裕子 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ 東京都 棄権 




