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男⼦10km クラス順
【20-29歳以下】

総1 101 渡辺 ⼤祐 26 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 2:11:11
総4 103 相島 千尋 29 ｱｲｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 神奈川県 2:16:48

1 102 河野 友哉 29 ｺｳﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 2:37:14

【30-39歳】
総2 107 野⽥ 誠 32 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 2:13:51
総5 110 瀬⼾ ⼤⽣ 34 ｾﾄ ﾀｲｷ 東京都 2:20:29
総6 114 ⼭⼝ 基 38 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾄｷ 静岡県 2:26:18

1 104 鶴園 淳樹 30 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川県 2:27:20
2 115 稲垣 元博 38 ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 2:35:41
3 109 尾畑 知洋 33 ｵﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:39:36
4 106 舩本 崇⽞ 32 ﾌﾅﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:42:04
5 112 杉⽥ 真紀 36 ｽｷﾞﾀ ﾏｻｷ 埼⽟県 2:42:50
6 108 鎌⽥ 滋 33 ｶﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 2:47:29
7 105 加藤 朋⽣ 31 ｶﾄｳ ﾄﾓｵ 神奈川県 2:53:06
8 113 林 明央 37 ﾊﾔｼ ｱｷｵ 東京都 3:03:35

【40-49歳】
総3 128 眞鍋 ⼀志 46 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 埼⽟県 2:15:39

1 131 ⽥部井 義裕 47 ﾀﾍﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 群⾺県 2:26:45
2 119 中込 孝之 41 ﾅｶｺﾞﾒ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:27:25
3 116 Cornes Jordan 40 ｺｰﾝｽ ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ 東京都 2:30:17
4 130 古株 実 46 ｺｶﾌﾞ ﾐﾉﾙ 東京都 2:32:18
5 129 井上 亮 46 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 神奈川県 2:32:32
6 124 川島 隆伸 43 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ 埼⽟県 2:39:03
7 137 児島 堅志 48 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 埼⽟県 2:44:23
8 123 関根 雷太 43 ｾｷﾈ ﾗｲﾀ 東京都 2:48:05
9 118 ⽮嶋 元 41 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 埼⽟県 2:49:32

10 133 松井 崇 48 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 神奈川県 2:49:35
11 120 Raul Guerra 42 ﾗｳﾙ ｹﾞﾗ 東京都 2:51:07
12 136 浜⽥ ⾼弘 48 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:53:03
13 122 ⼩岩 徹平 43 ｺｲﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 埼⽟県 2:53:51
14 139 林 徹 49 ﾊﾔｼ ﾃﾂ 神奈川県 2:55:56
15 132 吉川 尚宏 47 ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾋﾛ 東京都 2:58:49
16 135 中地 修 48 ﾅｶﾁ ｵｻﾑ 神奈川県 2:59:30
17 138 段原 ⼀聽 49 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｱｷ 東京都 3:06:48
18 117 坂元 元 40 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 3:07:50
19 127 波多野 仁志 45 ﾊﾀﾉ ﾋﾄｼ 東京都 3:11:01
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20 125 ⾼橋 宏明 43 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 3:15:29
21 126 奥村 修治 44 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 埼⽟県 3:25:46

【50-59歳】
1 143 森 務 52 ﾓﾘ ﾂﾄﾑ 神奈川県 2:56:00
2 146 ⻫藤 英⼀ 53 ｻｲﾄｳ ｴｲｲﾁ 神奈川県 2:56:18
3 145 飯野 久樹 52 ｲｲﾉ ﾋｻｷ ⼭梨県 2:56:26
4 149 古舘 克明 57 ﾌﾙﾀﾁ ｶﾂｱｷ 東京都 3:00:47
5 148 海辺 信年 55 ｳﾐﾍﾞ ﾉﾌﾞﾄｼ 神奈川県 3:01:41
6 152 熊野 裕章 58 ｸﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 埼⽟県 3:02:16
7 151 ⾼島 秀夫 58 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 3:04:38
8 140 今村 朋裕 50 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:09:14
9 147 ⼩⼭ 泰司 53 ｺﾔﾏ ﾀｲｼﾞ 埼⽟県 3:10:00

10 150 今井 ⼀則 57 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 3:10:00
11 144 峰 秀和 52 ﾐﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 3:12:30
12 142 ⿃⽣ 謙⼀ 51 ﾄﾘｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:21:07

【60-69歳】
1 153 平⼭ 真⼆ 60 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 埼⽟県 2:57:19

【70-79歳】
1 154 杉 伸雄 73 ｽｷﾞ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 3:13:11
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⼥⼦10km クラス順
【30-39歳】

総1 203 岩⽥ ⽂ 36 ｲﾜﾀ ｱﾔ 埼⽟県 2:25:38
総3 202 ⽮嶋 わか菜 32 ﾔｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 埼⽟県 2:43:29

1 205 越智 博美 39 ｵﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 3:04:14

【40-49歳】
総2 206 伊藤 美央 41 ｲﾄｳ ﾐｵ 神奈川県 2:38:54
総4 207 ⽥中 のり⼦ 42 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 東京都 2:51:06
総5 208 新出 亜希⼦ 44 ﾆｲﾃﾞ ｱｷｺ 埼⽟県 2:54:51
総6 210 塩澤 久美江 47 ｼｵｻﾞﾜ ｸﾐｴ 東京都 2:58:18

1 209 上地 さり 47 ｶﾐﾁ ｻﾘ 神奈川県 3:07:54

【50-59歳】
1 213 ⼭本 奈津⼦ 52 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｺ 静岡県 3:02:18
2 212 牧野 由樹江 50 ﾏｷﾉ ﾕｷｴ 東京都 3:02:22
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男⼦5km クラス順
【20-29歳】

1 301 ⾓⽥ 勇⼈ 25 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川県 1:30:11

【30-39歳】
総1 302 ⽵下 祐⽮ 30 ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾔ 神奈川県 1:08:17
総3 304 廣重 健太郎 31 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:12:05
総4 307 ⽩⿃ 克哉 35 ｼﾗﾄﾘ ｶﾂﾔ 東京都 1:12:19
総6 305 菱⽥ 康太郎 31 ﾋｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 静岡県 1:20:00

1 306 藤⽣ 寛平 32 ﾌｼﾞｳ ｶﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1:20:33
2 303 清⽔ 雄⼈ 30 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 神奈川県 1:54:13

【40-49歳】
総2 308 松原 慶喜 40 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｷ 静岡県 1:11:01

1 309 ⾼階 清彰 44 ﾀｶｼﾅ ｷﾖｱｷ 東京都 2:05:04

【50-59歳】
総5 312 上⼦ ⼀成 54 ｶﾐｺ ｶｽﾞｼｹﾞ 埼⽟県 1:19:10

1 311 清⽔ ⼆郎 54 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 1:33:17
2 314 鈴⽊ 毅 57 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 1:45:54
3 315 ⼭⿅ 毅 59 ﾔﾏｶ ﾀｹｼ 埼⽟県 1:48:30
4 310 ⼭本 崇正 50 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 神奈川県 1:50:18

【50-59歳】
1 317 藤岡 克哉 60 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾔ 神奈川県 1:55:37
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⼥⼦5km クラス順
【20-29歳】

総1 401 堤 梨花⼦ 20 ﾂﾂﾐ ﾘｶｺ 東京都 1:08:23

【30-39歳】
総2 402 髙倉 和恵 30 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 千葉県 1:10:30

【40-49歳】
総3 405 ⻄川 さおり 49 ﾆｼｶﾜ ｻｵﾘ 静岡県 1:19:29
総4 403 ⼭崎 牧 44 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 神奈川県 1:30:41

【50-59歳】
総5 406 森⽥ 直美 51 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ 埼⽟県 1:35:10
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男⼦3km クラス順
【19歳以下】

総1 502 中條 樹 12 ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 茨城県 0:35:38
総2 503 カジイ タリク 13 ｶｼﾞｲ ﾀﾘｸ 東京都 0:36:05

1 501 ⽯井 敬⼤ 12 ｲｼｲ ｹｲﾀ 東京都 0:47:52

【20-29歳】
1 504 渋⾕ 雄貴 24 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 神奈川県 0:42:23
2 505 肥後 ⼀真 28 ﾋｺﾞ ｶｽﾞﾏ 千葉県 0:45:56

【30-39歳】
総4 507 飯野 健夫 32 ｲｲﾉ ﾀﾃｵ 東京都 0:39:09

1 506 松浦 ⼤樹 30 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 埼⽟県 1:22:21

【40-49歳】
総3 514 斎藤 史郎 47 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 京都府 0:38:27
総6 509 中島 丈幾 42 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 東京都 0:41:09

1 515 寺⽥ 充 48 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 埼⽟県 0:48:04
2 510 ハーグリーブズ マーク 43 ﾊーｸﾞﾘーﾌﾞｽﾞ ﾏーｸ 千葉県 0:49:57
3 513 島尾 圭亮 46 ｼﾏｵ ｹｲｽｹ 神奈川県 0:51:08
4 511 清⽔ 久彦 44 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾋｺ 静岡県 1:03:54

【50-59歳】
総5 520 古川 晶 53 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ 静岡県 0:40:32

1 519 細⼭ 隆⼀郎 53 ﾎｿﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 0:46:26
2 518 ⼿川 忠篤 53 ﾃｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｱﾂ 東京都 0:51:35
3 517 ⼤森 潤 50 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:04:25

【60-69歳】
1 521 豊留 満 65 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 1:06:23

【70-79歳】
1 522 坂本 博 70 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:08:50
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⼥⼦3km クラス順
【19歳以下】

総1 603 堺澤 舞⾹ 14 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 埼⽟県 0:36:43
総3 602 萩原 ⿇乃 13 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｻﾉ 東京都 0:36:56

1 601 中島 京愛 11 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂﾞﾅ 東京都 0:48:09

【20-29歳】
1 604 松村 千花 28 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶ 東京都 0:47:58
2 605 松井 佳菜絵 28 ﾏﾂｲ ｶﾅｴ 東京都 0:49:37
3 606 ⼭根 諒⼦ 29 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 東京都 1:07:37

【30-39歳】
総4 607 林 真奈美 35 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 静岡県 0:43:44
総5 608 寺⽥ 志保 37 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾎ 東京都 0:44:48

【40-49歳】
総2 609 中島 優⼦ 41 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ 東京都 0:36:54

1 610 中條 史穂 47 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ 茨城県 0:49:36
2 611 ⾼坂 志のぶ 48 ﾀｶｻｶ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 0:51:57

【50-59歳】
総6 613 菊地 由美⼦ 54 ｷｸﾁ ﾕﾐｺ 神奈川県 0:47:21

1 612 ⾼野 敬⼦ 53 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 静岡県 0:51:28

【60-69歳】
1 614 ⽥中 千恵⼦ 63 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 千葉県 0:51:31
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男⼦1km クラス順
【19歳以下】

総2 702 平野 誠弥 10 ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ 神奈川県 0:12:54
総6 701 櫻⽥ 希海 10 ｻｸﾗﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 0:14:34

【30-39歳】
1 703 杉⼭ 淳哉 35 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡県 0:18:33

【40-49歳】
総1 705 井上 宏之 41 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:12:49
総3 709 ⻑⾕川 仁 43 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 千葉県 0:13:13
総4 708 ⼆村 和視 43 ﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 静岡県 0:13:52
総5 706 ⽵⽥ 正樹 41 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 0:14:07

1 710 吉⽥ 耕作 45 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｻｸ 神奈川県 0:15:00
2 711 ⽇賀野 充 48 ﾋｶﾞﾉ ﾐﾂﾙ 栃⽊県 0:16:18
3 704 ⽥中 豊 40 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 東京都 0:26:23

【50-59歳】
1 712 藤⽊ 裕之 50 ﾌｼﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 0:15:10
2 716 ⾼橋 宏郁 56 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 0:15:37
3 720 南雲 和彦 59 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 0:15:42
4 714 森 知之 51 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 東京都 0:17:38
5 719 ⼩⼭ 健⼀ 58 ｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼⽟県 0:17:50
6 713 村⼭ 正 51 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 埼⽟県 0:19:20
7 715 川端 寿重 55 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｼｹﾞ 東京都 0:20:02
8 718 佐藤 勇⼆ 58 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 埼⽟県 0:24:43
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⼥⼦1km クラス順
【19歳以下】

総1 803 吉原 菜那⼦ 15 ﾖｼﾊﾗ ﾅﾅｺ 神奈川県 0:12:18
総2 802 平野 真吏愛 13 ﾋﾗﾉ ﾏﾘｱ 神奈川県 0:12:19
総4 801 ⽯井 奏帆 10 ｲｼｲ ｶﾅﾎ 東京都 0:15:18

【30-39歳】
総6 805 ⽥中 ⿇理恵 33 ﾀﾅｶ ﾏﾘｴ 栃⽊県 0:16:51

1 806 ⾵間 明⼦ 37 ｶｻﾞﾏ ｱｷｺ 東京都 0:18:24

【40-49歳】
総5 808 佐藤 逸知⼦ 45 ｻﾄｳ ｲﾁｺ 東京都 0:16:07

1 807 宮崎 美穂 43 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 0:17:05

【50-59歳】
総3 809 川村 佳代⼦ 52 ｶﾜﾑﾗ ｶﾖｺ 神奈川県 0:15:03


