
(1) 男子 5km総合順位

   1 位 101 鮫島 渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 埼玉県 1時間00分48秒28 

   2 位 111 仙田 隆宏 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 鳥取県 1時間13分04秒17 

   3 位 106 渋谷 満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 1時間19分34秒71 

   4 位 113 松下 隆一 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 1時間31分30秒72 

   5 位 114 首藤 介伸 ｼｭﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 東京都 1時間32分00秒55 

   6 位 104 水内 隆賀 ﾐｽﾞｳﾁ ﾀｶﾖｼ 埼玉県 1時間34分22秒65 

   7 位 117 奥野 秀夫 ｵｸﾉ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1時間34分33秒13 

   8 位 102 山本 小次郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｼﾞﾛｳ 東京都 1時間38分33秒52 

   9 位 105 島田 和幸 ｼﾏﾀﾞ ｶﾞｽﾞﾕｷ 東京都 1時間38分56秒01 

  10 位 115 小林 裕明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1時間42分25秒59 

  11 位 116 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 1時間46分11秒51 

  12 位 110 三池 裕幸 ﾐｲｹ ﾋﾛﾕｷ 熊本県 1時間50分30秒47 

  13 位 112 佐藤 英一郎 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京都 1時間53分11秒54 

  14 位 107 奥村 修治 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 1時間54分30秒36 

  15 位 108 石塚 貴将 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ 東京都 1時間55分00秒30 

  16 位 103 荒井 敬介 ｱﾗｲ ｹｲｽｹ 東京都 2時間10分15秒50 

 DNF  118 齋藤 利夫 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ 東京都 途中棄権 

 DNS  109 松永 明憲 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 棄権 



(2) 女子 5km総合順位

   1 位 201 川瀬 寛夏 ｶﾜｾ ﾋﾛｶ 東京都 1時間19分11秒43 

   2 位 204 髙倉 和恵 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 千葉県 1時間19分45秒36 

   3 位 207 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 1時間34分21秒05 

   4 位 202 松井 佳菜絵 ﾏﾂｲ ｶﾅｴ 東京都 1時間37分38秒84 

   5 位 206 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 1時間48分04秒59 

   6 位 205 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 1時間49分35秒27 

   7 位 203 山根 諒子 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 東京都 2時間14分45秒54 

   8 位 208 島田 薫 ｼﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 2時間23分06秒31 



(3) 男子 2.5km総合順位

   1 位 301 吉田 理人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知県 46分27秒88 

   2 位 305 白鳥 孝一 ｼﾗﾄﾘ ｺｳｲﾁ 東京都 46分40秒11 

   3 位 306 迫 英光 ｻｺ ﾋﾃﾞﾐﾂ 千葉県 49分30秒40 

   4 位 307 野間 久司 ﾉﾏ ﾋｻｼ 埼玉県 49分45秒92 

   5 位 312 丹羽 幹治 ﾆﾜ ｶﾝｼﾞ 東京都 50分06秒90 

   6 位 302 近藤 穂高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾎﾀｶ 東京都 50分18秒05 

   7 位 303 吉田 侑太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 51分30秒10 

   8 位 308 一木 伸夫 ｲﾁｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 53分42秒97 

   9 位 311 池田 勝次 ｲｹﾀﾞ ｶﾂｼ 神奈川県 54分05秒23 

  10 位 313 亀森 一好 ｶﾒﾓﾘ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 55分44秒47 

  11 位 315 谷口 博 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 埼玉県 56分53秒22 

  12 位 314 小山 健一 ｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 57分16秒21 

  13 位 304 高橋 京平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 東京都 57分44秒48 

  14 位 310 松村 佳昭 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｱｷ 東京都 1時間02分08秒66 

  15 位 309 田中 日世志 ﾀﾅｶ ﾋﾖｼ 東京都 1時間08分02秒81 



(4) 女子 2.5km総合順位

   1 位 402 山室 沙綾香 ﾔﾏﾑﾛ ｻﾔｶ 宮城県 45分59秒11 

   2 位 403 新井 美幸 ｱﾗｲ ﾐﾕｷ 埼玉県 46分44秒20 

   3 位 404 豊嶋 宏子 ﾄｼﾏ ﾋﾛｺ 千葉県 49分50秒49 

   4 位 410 庄司 明子 ｼｮｳｼﾞ ｱｷｺ 宮城県 51分45秒41 

   5 位 407 近藤 淳子 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 52分41秒02 

   6 位 401 古賀 千恵 ｺｶﾞ ﾁｴ 千葉県 1時間05分24秒38 

   7 位 412 坂本 光子 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｺ 埼玉県 1時間06分30秒74 

   8 位 408 森山 千鶴 ﾓﾘﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ 東京都 1時間06分45秒31 

   9 位 406 西居 理津子 ﾆｼｲ ﾘﾂｺ 東京都 1時間17分11秒03 

  10 位 411 内藤 千恵子 ﾅｲﾄｳ ﾁｴｺ 東京都 1時間24分23秒92 

 OPN  413 森田 知美 千葉県 35分28秒16 

 OPN  405 藤田 美代子 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾖｺ 東京都 55分26秒58 

 DNS  409 柴田 清子 ｼﾊﾞﾀ ｾｲｺ 宮城県 棄権 



(5) 500m×4ﾘﾚｰ総合順位

   1 位 ﾌﾟﾚｵﾝＳ 野間 久司 渋谷 満弘 新井 美幸 水内 ﾀｶﾖｼ

909 39分20秒91 08:30.76 09:52.37 09:44.89

00:11:12.89 00:19:43.65 00:29:36.02 00:39:20.91

   2 位 三宅島ﾀｰﾄﾙｽﾞ 伊藤 奨 時澤 香奈 山田 由理子 川瀬 寛夏

906 45分38秒35 14:29.16 10:26.58 08:24.12

00:12:18.49 00:26:47.65 00:37:14.23 00:45:38.35

   3 位 さんぴんくらぶ 高倉 和恵 古賀 千恵 山根 諒子 松井 佳菜絵

904 46分53秒83 13:47.16 13:31.94 09:41.09

00:09:53.64 00:23:40.80 00:37:12.74 00:46:53.83

   4 位 ゆとりかさとりか 渡邉 真生 田中 沙知 齊藤 春香 山田 達也

903 48分08秒24 11:34.25 12:33.73 11:51.74

00:12:08.52 00:23:42.77 00:36:16.50 00:48:08.24

   5 位 おやしおﾊﾞﾗｸﾛｽｲﾏｰｽﾞ 佐藤 英一郎 田中 日世志 吉田 智江 小山 健一

910 49分42秒37 13:14.02 10:59.54 12:44.01

00:12:44.80 00:25:58.82 00:36:58.36 00:49:42.37

   6 位 三宅のﾄﾞﾝ･ﾌｧﾝ 近藤 穂高 伊東 秀典 立川 政樹 長井 遼太

905 51分12秒48 12:22.77 12:38.88 14:19.60

00:11:51.23 00:24:14.00 00:36:52.88 00:51:12.48

   7 位 ﾌﾞﾚｲﾝﾏｯｽﾙ 高村 優 三輪 茉莉香 松永 大 持田 知宏

901 1時間06分39秒49 08:59.60 11:09.08 30:32.41

00:15:58.40 00:24:58.00 00:36:07.08 01:06:39.49

OPN チーム松村 森田 知美 松村 佳昭 平野 貢 山口 綾乃

911 46分32秒58 13:10.73 09:17.79 14:56.29

00:09:07.77 00:22:18.50 00:31:36.29 00:46:32.58

DNF TEAM 減塩 高野 祥子 藤原 悠山 酒井 泰行 大塚 洋介

902 途中棄権 13:50.98

00:16:07.48 00:42:49.22 00:56:40.20

DNF 高校教員 山口 裕之 高橋 京平 尾方 佑輔 中間 均

907 途中棄権 14:41.80 17:24.52

00:28:02.10 00:42:43.90 01:00:08.42

DNF おっさんずLOVE 秋川 護克 石井 理雄 立川 拓也 中村 琢磨

908 途中棄権 14:05.54

00:11:58.13 00:26:03.67 00:49:59.18


