
(1) 男子 5kmクラス別順位

【 14歳以下 】

総合6  101 土屋 照真 ツチヤ ショウマ 東京都 1時間12分00秒13 

【 15〜19歳 】

総合1  102 綿貫 慶吾 ワタヌキ ケイゴ 群馬県 1時間00分40秒77 

【 20～24歳 】

   1 位 103 野口 雪樹 ノグチ キヨム 神奈川県 1時間14分00秒44 

   2 位 106 小池 光展 コイケ ミノブ 神奈川県 1時間19分44秒84 

   3 位 104 冨田 凌汰 トミタ リョウタ 群馬県 1時間19分50秒58 

   4 位 105 石戸 雄太 イシト ユウタ 秋田県 1時間29分56秒05 

【 25～29歳 】

   1 位 108 越川 宏海 コシカワ ヒロミ 東京都 1時間12分06秒24 

   2 位 112 河野 友哉 コウノ トモヤ 東京都 1時間21分20秒54 

   3 位 110 飯森 裕真 イイモリ ユウマ 東京都 1時間33分21秒09 

   4 位 111 鈴木 太郎 スズキ タロウ 神奈川県 1時間40分59秒49 

総合2  109 鮫島 渓太 サメシマ ケイタ 埼玉県 1時間00分56秒39 

総合5  107 南原 一樹 ナンバラ カズキ 東京都 1時間09分53秒78 

 DNS  113 島 貴彬 シマ タカアキ 東京都 棄権 

【 30～34歳 】

   1 位 120 飯野 健夫 イイノ タテオ 東京都 1時間26分49秒86 

   2 位 116 舩本 崇玄 フナモト タカヒロ 東京都 1時間29分21秒74 

   3 位 115 石橋 佑太 イシバシ ユウタ 東京都 1時間38分33秒98 

   4 位 117 柴田 大輔 シバタ ダイスケ 東京都 1時間38分35秒71 

   5 位 121 増山 大輔 マスヤマ ダイスケ 兵庫県 1時間46分54秒79 

   6 位 118 絹村 拓己 キヌムラ タクミ 東京都 1時間53分52秒44 

 OPN  122 ﾌﾛｰｳﾞｧ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ﾌﾛｰｳﾞｧ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ 東京都 1時間48分06秒79 

 OPN  125 鹿俣 慧 カノマタ サトシ 兵庫県 1時間53分49秒89 

 OTL  119 林 隆史 ハヤシ タカフミ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  123 本郷 功 ホンゴウ イサオ 兵庫県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  114 藤本 翔 フジモト ショウ 神奈川県 途中棄権 

 DNS  124 鈴木 良太 スズキ リョウタ 静岡県 棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 126 鮎澤 貴孝 アユサワ タカノリ 神奈川県 1時間13分40秒26 

   2 位 138 駒崎 誠 コマザキ マコト 神奈川県 1時間13分55秒44 

   3 位 131 杉田 真紀 スギタ マサキ 埼玉県 1時間19分36秒49 

   4 位 127 柴田 雅規 シバタ マサノリ 長野県 1時間19分40秒85 

   5 位 134 荒賀 謙作 アラガ ケンサク 神奈川県 1時間26分23秒86 

   6 位 129 安田 翼 ヤスダ ツバサ 埼玉県 1時間29分20秒41 



(1) 男子 5kmクラス別順位

【 35～39歳 】

   7 位 143 出口 由和 デグチ ヨシカズ 神奈川県 1時間32分27秒23 

   8 位 132 下谷 邦仁 シモタニ クニヒト 東京都 1時間36分31秒37 

   9 位 135 杉原 功太 スギハラ コウタ 埼玉県 1時間36分51秒68 

  10 位 128 遠藤 洋之 エンドウ ヒロユキ 東京都 1時間51分05秒96 

  11 位 145 小原 裕也 コハラ ユウヤ 東京都 1時間54分45秒25 

  12 位 136 谷 俊介 タニ シュンスケ 富山県 1時間57分14秒54 

  13 位 130 堀内 栄吾 ホリウチ エイゴ 東京都 1時間59分17秒60 

  14 位 144 高橋 翼 タカハシ ツバサ 東京都 2時間00分26秒64 

  15 位 139 飯島 久典 イイジマ ヒサノリ 神奈川県 2時間00分49秒13 

 OTL  137 須藤 泰貴 ストウ ヤスキ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  140 山下 毅 ヤマシタ ツヨシ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  133 砂川 良太 スナガワ リョウタ 神奈川県 途中棄権 

 DNS  141 新妻 光一 ニイヅマ コウイチ 大阪府 棄権 

 DNS  142 横本 京一 ヨコモト キョウイチ 神奈川県 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 150 永井 純 ナガイ ジュン 東京都 1時間17分14秒75 

   2 位 166 根本 良治 ネモト リョウジ 東京都 1時間26分22秒88 

   3 位 167 椙棟 聡 スギムネ サトシ 東京都 1時間27分23秒86 

   4 位 159 二井 紀明 ニイ モトアキ 東京都 1時間30分23秒56 

   5 位 172 下村 康一 シモムラ コウイチ 神奈川県 1時間30分27秒43 

   6 位 177 逆井 謙 サカサイ ケン 東京都 1時間34分41秒77 

   7 位 170 宮本 大介 ミヤモト ダイスケ 埼玉県 1時間35分34秒01 

   8 位 173 石黒 之彦 イシグロ ユキヒコ 東京都 1時間35分47秒88 

   9 位 163 小岩 徹平 コイワ テッペイ 埼玉県 1時間36分27秒30 

  10 位 162 Kuangparichat Danai クアングパリチャト ダナイ 東京都 1時間36分46秒67 

  11 位 169 前島 淳 マエシマ ジュン 埼玉県 1時間36分47秒56 

  12 位 165 三木 商吉 ミキ ショウキチ 神奈川県 1時間37分55秒99 

  13 位 149 石井 宏和 イシイ ヒロカズ 埼玉県 1時間38分44秒40 

  14 位 152 柳澤 隆司 ヤナギサワ リュウジ 東京都 1時間43分51秒79 

  15 位 147 坂本 元 サカモト ハジメ 静岡県 1時間48分05秒13 

  16 位 171 奥村 修治 オクムラ シュウジ 埼玉県 1時間56分37秒48 

  17 位 158 長谷川 良 ハセガワ リョウ 神奈川県 1時間58分54秒42 

総合3  164 櫻井 智和 サクライ トモカズ 東京都 1時間06分53秒44 

 OPN  168 後藤 洋一 ゴトウ ヨウイチ 埼玉県 1時間48分45秒09 

 OPN  157 坪原 成一朗 ツボハラ セイイチロウ 神奈川県 1時間54分38秒55 

 OTL  146 山下 博司 ヤマシタ ヒロシ 神奈川県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  175 大竹 邦幸 オオタケ クニユキ 埼玉県 途中棄権 

 DNS  148 北川 剛史 キタガワ ツヨシ 東京都 棄権 

 DNS  151 田中 順平 タナカ ジュンペイ 東京都 棄権 

 DNS  153 水迫 竜太 ミズサコ リュウタ 東京都 棄権 



(1) 男子 5kmクラス別順位

【 40～44歳 】

 DNS  154 遠山 功 トオヤマ イサオ 東京都 棄権 

 DNS  155 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 埼玉県 棄権 

 DNS  156 岩崎 喜裕 イワサキ ヨシヒロ 埼玉県 棄権 

 DNS  160 松浦 裕幸 マツウラ ヒロユキ 神奈川県 棄権 

 DNS  161 尾関 高志 オゼキ タカシ 東京都 棄権 

 DNS  174 石川 誠 イシカワ マコト 山梨県 棄権 

 DNS  176 島田 昌哉 シマダ マサヤ 神奈川県 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 178 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 東京都 1時間12分08秒35 

   2 位 203 仙田 隆宏 センダ タカヒロ 鳥取県 1時間13分27秒62 

   3 位 189 喜安 克敏 キヤス カツトシ 東京都 1時間13分37秒29 

   4 位 179 小島 幸太 コジマ コウタ 東京都 1時間13分38秒53 

   5 位 197 田部井 義裕 タベイ ヨシヒロ 群馬県 1時間16分42秒76 

   6 位 198 石橋 正樹 イシバシ マサキ 神奈川県 1時間17分11秒42 

   7 位 199 高橋 公正 タカハシ キミマサ 宮城県 1時間17分23秒27 

   8 位 205 江崎 幸三 エザキ コウゾウ 神奈川県 1時間17分27秒24 

   9 位 190 才野 博士 サイノ ヒロシ 神奈川県 1時間19分47秒18 

  10 位 218 武田 浩詩 タケダ ヒロシ 東京都 1時間19分55秒64 

  11 位 181 菅沼 和人 スガヌマ カズト 神奈川県 1時間20分56秒21 

  12 位 211 田原 義夫 タハラ ヨシオ 東京都 1時間21分23秒94 

  13 位 188 Harper Leigh ハーパー リー 東京都 1時間22分37秒65 

  14 位 213 木村 元彦 キムラ モトヒコ 神奈川県 1時間24分43秒13 

  15 位 210 阪田 光保 サカタ ミツヤス 埼玉県 1時間26分21秒66 

  16 位 219 更級 学 サラシナ マナブ 神奈川県 1時間26分47秒26 

  17 位 215 篠田 浩幸 シノダ ヒロユキ 神奈川県 1時間28分30秒77 

  18 位 187 大島 徳之 オオシマ ノリユキ 東京都 1時間28分50秒77 

  19 位 182 住吉 俊亮 スミヨシ トシアキ 神奈川県 1時間29分13秒78 

  20 位 221 山澤 浩司 ヤマザワ ヒロシ 神奈川県 1時間29分18秒72 

  21 位 183 野村 家貴 ノムラ イエタカ 神奈川県 1時間30分48秒52 

  22 位 192 井上 亮 イノウエ リョウ 神奈川県 1時間31分22秒53 

  23 位 208 鎌原 正幸 カンバラ マサユキ 神奈川県 1時間33分04秒25 

  24 位 209 石井 慶太 イシイ ケイタ 神奈川県 1時間33分27秒19 

  25 位 196 岸田 謙三 キシダ ケンゾウ 東京都 1時間35分37秒44 

  26 位 223 林 徹 ハヤシ テツ 神奈川県 1時間36分29秒98 

  27 位 193 長谷部 貴之 ハセベ タカユキ 神奈川県 1時間36分33秒41 

  28 位 207 鎌田 憲一郎 カマタ ケンイチロウ 神奈川県 1時間37分37秒35 

  29 位 222 猪瀬 雄一 イノセ ユウイチ 東京都 1時間38分31秒87 

  30 位 185 瀬田 賢二 セタ ケンジ 東京都 1時間39分23秒65 

  31 位 214 中地 修 ナカチ オサム 神奈川県 1時間42分31秒80 

  32 位 194 山之内 雄臣 ヤマノウチ ヒロオミ 神奈川県 1時間42分35秒82 



(1) 男子 5kmクラス別順位

【 45～49歳 】

  33 位 217 庄司 貢一郎 ショウジ コウイチロウ 東京都 1時間43分24秒24 

  34 位 204 浅田 角郎 アサダ カクロウ 埼玉県 1時間44分30秒13 

  35 位 180 野村 暁宣 ノムラ アキノリ 神奈川県 1時間46分39秒51 

  36 位 220 永井 隆之 ナガイ タカユキ 神奈川県 1時間46分42秒60 

  37 位 202 樋口 清美 ヒグチ キヨミ 福島県 1時間48分39秒66 

  38 位 186 MUNOZ TOMMY ムニョ トミー 東京都 1時間51分44秒65 

  39 位 201 白谷 有永 シラタニ アリヒサ 埼玉県 1時間51分46秒31 

  40 位 191 粟野 剛 アワノ タケシ 東京都 1時間59分05秒62 

 OTL  206 奥野 晃司 オクノ コウジ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  216 虫狩  弘則 ムシカリ ヒロノリ 北海道 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  184 四釜 裕和 シカマ ヒロカズ 東京都 途中棄権 

 DNF  195 堀 哲昭 ホリ テツアキ 東京都 途中棄権 

 DNF  200 齊藤 将 サイトウ ススム 埼玉県 途中棄権 

 DNS  212 根本 英樹 ネモト ヒデキ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 234 芳賀 俊夫 ハガ トシオ 神奈川県 1時間21分27秒27 

   2 位 248 大江 洋一 オオエ ヨウイチ 神奈川県 1時間26分32秒11 

   3 位 243 青木 晋 アオキ シン 神奈川県 1時間26分34秒72 

   4 位 256 梅崎 敏広 ウメザキ トシヒロ 東京都 1時間27分07秒89 

   5 位 224 日下 太輔 クサカ ダイスケ 神奈川県 1時間27分10秒18 

   6 位 258 中村 旭 ナカムラ アキラ 東京都 1時間27分12秒23 

   7 位 231 今村 朋裕 イマムラ トモヒロ 東京都 1時間29分14秒86 

   8 位 250 鎌田 俊一 カマタ シュンイチ 岩手県 1時間34分51秒33 

   9 位 242 田中 豊 タナカ ユタカ 東京都 1時間35分19秒68 

  10 位 246 大石 哲士 オオイシ ノリオ 神奈川県 1時間35分21秒81 

  11 位 251 星加 智章 ホシカ トモアキ 神奈川県 1時間35分25秒18 

  12 位 226 鈴木 賢治 スズキ ケンジ 神奈川県 1時間35分32秒85 

  13 位 253 荻野 晶之 オギノ マサユキ 東京都 1時間36分35秒04 

  14 位 244 橋本 良浩 ハシモト ヨシヒロ 栃木県 1時間37分17秒70 

  15 位 241 田村 晋一 タムラ シンイチ 東京都 1時間37分25秒25 

  16 位 249 児玉 暢 コダマ トオル 神奈川県 1時間38分06秒70 

  17 位 225 水谷 陽 ミズタニ ヨウ 埼玉県 1時間38分14秒57 

  18 位 229 枝野 正行 エダノ マサユキ 千葉県 1時間38分45秒62 

  19 位 255 小山 泰司 コヤマ タイジ 埼玉県 1時間39分07秒76 

  20 位 233 原田 真宏 ハラダ ナオヒロ 東京都 1時間39分14秒09 

  21 位 260 安藤 友久 アンドウ トモヒサ 東京都 1時間40分48秒51 

  22 位 240 上田 敏也 ウエダ トシヤ 東京都 1時間41分22秒28 

  23 位 230 藤木 裕之 フジキ ヒロユキ 神奈川県 1時間41分31秒49 

  24 位 239 赤羽 博文 アカハネ ヒロフミ 神奈川県 1時間42分40秒86 

  25 位 238 土屋 孝文 ツチヤ タカフミ 東京都 1時間45分01秒91 



(1) 男子 5kmクラス別順位

【 50～54歳 】

  26 位 228 赤羽 弘明 アカハネ ヒロアキ 東京都 1時間45分35秒08 

  27 位 259 青野 晴成 アオノ ハルシゲ 千葉県 1時間47分31秒68 

  28 位 257 高木 達朗 タカギ タツロウ 神奈川県 1時間48分48秒56 

  29 位 245 峰 秀和 ミネ ヒデカズ 東京都 1時間49分55秒69 

  30 位 227 川合 邦之 カワイ クニユキ 神奈川県 1時間51分51秒60 

  31 位 237 加藤 荘十郎 カトウ ソウジュウロウ 神奈川県 1時間52分56秒17 

総合4  235 杉沢 毅志 スギサワ タカシ 神奈川県 1時間09分49秒36 

 OPN  247 平出 善男 ヒライデ ヨシオ 神奈川県 1時間37分36秒56 

 OPN  236 中嶋 孝宏 ナカジマ タカヒロ 東京都 1時間45分09秒80 

 OPN  232 中嶋 幸彦 ナカジマ ユキヒコ 東京都 1時間57分17秒31 

 OTL  252 井形 繁雄 イガタ シゲオ 神奈川県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  254 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 千葉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 55～59歳 】

   1 位 262 毛受 義雄 メンジョウ ヨシオ 東京都 1時間17分46秒53 

   2 位 266 眞鍋 俊彦 マナベ トシヒコ 東京都 1時間20分12秒54 

   3 位 272 松山 俊一 マツヤマ トシカズ 東京都 1時間27分16秒70 

   4 位 263 海辺 信年 ウミベ ノブトシ 神奈川県 1時間28分01秒20 

   5 位 271 中田 晴 ナカダ セイ 神奈川県 1時間35分23秒78 

   6 位 277 晝間 隆弘 ヒルマ タカヒロ 神奈川県 1時間39分01秒63 

   7 位 265 諏訪 幸一 スワ コウイチ 神奈川県 1時間39分12秒46 

   8 位 269 古舘 克明 フルタチ カツアキ 東京都 1時間41分05秒32 

   9 位 261 川那部 岳志 カワナベ タケシ 東京都 1時間41分36秒66 

  10 位 276 村上 雅一 ムラカミ マサカズ 千葉県 1時間47分02秒58 

  11 位 274 Shrosbree Mark シュロズブリー マーク 神奈川県 1時間49分35秒51 

  12 位 273 宮崎 博美 ミヤザキ ヒロミ 埼玉県 1時間50分42秒39 

  13 位 268 金子 浩一 カネコ コウイチ 埼玉県 1時間52分10秒31 

  14 位 267 管波 雅彦 クダナミ マサヒコ 東京都 1時間57分13秒31 

 OPN  264 鈴木 基則 スズキ モトノリ 埼玉県 1時間33分20秒18 

 OTL  275 江成 良治 エナリ リョウジ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  278 鵜澤 修成 ウザワ シュウセイ 千葉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNS  270 石井 芳典 イシイ ヨシノリ 東京都 棄権 

 DNS  279 具志堅 勉 グシケン ツトム 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 280 新井 茂夫 アライ シゲオ 東京都 1時間19分19秒67 

   2 位 281 常盤 潤一郎 トキワ ジュンイチロウ 神奈川県 1時間29分11秒35 

   3 位 282 山本 毅 ヤマモト タケシ 神奈川県 1時間34分37秒72 

   4 位 285 宮城 直樹 ミヤギ ナオキ 東京都 1時間35分03秒84 

   5 位 286 清水 勝 シミズ マサル 神奈川県 1時間35分05秒41 

   6 位 283 徳山 一 トクヤマ ハジメ 東京都 1時間48分02秒47 



(1) 男子 5kmクラス別順位

【 60～64歳 】

 OTL  284 三木 健一 ミキ ケンイチ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 65～69歳 】

   1 位 287 佐々木 誠 ササキ マコト 神奈川県 1時間58分42秒55 



(2) 女子 5kmクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 301 梅崎 郁子 ウメザキ イクコ 東京都 1時間41分19秒84 

【 20～24歳 】

総合2  302 高橋 美香 タカハシ ハルカ 宮城県 1時間08分53秒15 

総合4  303 中山 悠莉 ナカヤマ ユウリ 神奈川県 1時間16分55秒71 

【 25～29歳 】

   1 位 306 平塚 束砂 ヒラツカ タバサ 東京都 1時間44分13秒85 

総合1  304 松下 彩花 マツシタ アヤカ 神奈川県 1時間03分59秒87 

総合3  305 宮田 沙依 ミヤタ サヨリ 東京都 1時間12分50秒48 

 OTL  307 菅原 里奈 スガワラ リナ 埼玉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 30～34歳 】

   1 位 310 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 1時間19分33秒33 

   2 位 309 湯澤 礼華 ユザワ アヤカ 東京都 1時間29分12秒59 

   3 位 312 間藤 里絵 マトウ サトエ 千葉県 1時間30分06秒05 

   4 位 311 遠田 寛子 トオダ ヒロコ 東京都 1時間43分50秒12 

総合5  308 別府 由香里 ベップ ユカリ 東京都 1時間17分25秒17 

【 35～39歳 】

   1 位 315 岩田 文 イワタ アヤ 埼玉県 1時間19分37秒49 

   2 位 313 林 真奈美 ハヤシ マナミ 静岡県 1時間27分14秒09 

   3 位 316 渡辺 富美 ワタナベ フミ 東京都 1時間33分22秒60 

 DNF  317 谷津 麻耶 ヤツ マヤ 神奈川県 途中棄権 

 DNS  314 大川 英里 オオカワ エリ 神奈川県 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 319 松下 友美 マツシタ トモミ 東京都 1時間18分55秒26 

   2 位 326 市岡 陽子 イチオカ ヨウコ 東京都 1時間30分43秒44 

   3 位 329 新出 亜希子 ニイデ アキコ 埼玉県 1時間32分25秒48 

   4 位 328 黒田 亜希子 クロダ アキコ 神奈川県 1時間35分11秒74 

   5 位 320 吉池 奈々 ヨシイケ ナナ 神奈川県 1時間36分28秒64 

   6 位 325 田中 のり子 タナカ ノリコ 東京都 1時間40分16秒46 

   7 位 327 熊谷 みやび クマガイ ミヤビ 東京都 1時間49分40秒38 

総合6  322 中島 優子 ナカジマ ユウコ 東京都 1時間17分26秒33 

 OTL  318 日下部 奈央子 クサカベ ナオコ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  321 母利 まゆみ モリ マユミ 東京都 途中棄権 

 DNS  323 佐々木 恵子 ササキ ケイコ 東京都 棄権 

 DNS  324 斎藤 美香 サイトウ ミカ 東京都 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 335 加藤 知子 カトウ トモコ 東京都 1時間22分36秒43 



(2) 女子 5kmクラス別順位

【 45～49歳 】

   2 位 330 人見 千恵 ヒトミ チエ 東京都 1時間38分21秒52 

   3 位 334 宗意 幸子 モトイ サチコ 東京都 1時間43分25秒86 

   4 位 336 山澤 純子 ヤマザワ ジュンコ 神奈川県 1時間47分16秒68 

   5 位 332 上地 さり カミチ サリ 神奈川県 1時間49分34秒01 

   6 位 333 槇 玲子 マキ レイコ 東京都 2時間00分17秒27 

   7 位 331 山内 美根子 ヤマノウチ ミネコ 東京都 2時間00分46秒22 

【 50～54歳 】

   1 位 340 伊藤 しほ子 イトウ シホコ 千葉県 1時間27分18秒24 

   2 位 344 岡 くるみ オカ クルミ 神奈川県 1時間30分41秒58 

   3 位 338 石井 あづさ イシイ アヅサ 東京都 1時間35分14秒18 

   4 位 346 菊地 由美子 キクチ ユミコ 神奈川県 1時間35分18秒64 

   5 位 343 松木 まゆみ マツキ マユミ 東京都 1時間36分17秒06 

   6 位 342 山田 操 ヤマダ ミサオ 神奈川県 1時間58分51秒46 

   7 位 339 吉永 牧子 ヨシナガ マキコ 東京都 2時間00分34秒48 

 OTL  337 長野 由美子 ナガノ ユミコ 長野県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNS  341 鶴野 美果 ツルノ ミカ 東京都 棄権 

 DNS  345 岡 あけみ オカ アケミ 神奈川県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 347 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 1時間36分50秒13 

   2 位 348 霜重 繁子 シモジュウ シゲコ 神奈川県 1時間37分55秒12 

   3 位 349 藤澤 広美 フジサワ ヒロミ 神奈川県 1時間43分30秒23 

【 60～64歳 】

   1 位 350 勝浦 和江 カツウラ カズエ 北海道 1時間44分46秒71 

【 75～79歳 】

   1 位 351 中澤 昭子 ナカザワ アキコ 東京都 1時間41分23秒82 



(3) 男子 3kmクラス別順位

【 20～24歳 】

   1 位 405 崎村 僚太 サキムラ リョウタ 埼玉県 44分56秒42 

   2 位 407 北島 滉太 キタジマ コウタ 千葉県 45分16秒36 

   3 位 404 荒川 基貴 アラカワ モトキ 埼玉県 48分53秒94 

   4 位 406 須永 将徳 スナガ マサノリ 埼玉県 1時間00分11秒02 

   5 位 402 山本 泰平 ヤマモト タイヘイ 神奈川県 1時間00分37秒31 

総合2  408 大屋 柾道 オオヤ マサミチ 愛知県 42分55秒14 

総合3  401 中山 泰誠 ナカヤマ タイセイ 神奈川県 43分06秒42 

総合4  403 高桑 康暉 タカクワ コウキ 埼玉県 43分33秒08 

【 30～34歳 】

 DNF  409 伊藤 郁 イトウ カオル 東京都 途中棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 413 佐藤 英樹 サトウ ヒデキ 東京都 49分03秒14 

 OPN  411 八巻 亮 ヤマキ リョウ 東京都 1時間06分38秒19 

 OPN  410 高田 寛人 タカダ ヒロト 神奈川県 1時間13分36秒71 

 OTL  412 白崎 涼介 シラサキ リョウスケ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNS  414 新妻 光一 ニイヅマ コウイチ 大阪府 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 423 中道 勇氏 ナカミチ ユウジ 神奈川県 53分10秒00 

   2 位 419 田中 康志 タナカ ヤスシ 東京都 58分37秒66 

   3 位 427 矢部 洋一 ヤベ ヨウイチ 埼玉県 58分59秒64 

   4 位 420 中島 丈幾 ナカジマ タケノリ 東京都 1時間04分10秒47 

   5 位 428 生形 剛男 ウブカタ タケオ 群馬県 1時間04分52秒43 

   6 位 421 山田 岳 ヤマダ ガク 神奈川県 1時間05分55秒94 

   7 位 417 加藤 克典 カトウ カツノリ 東京都 1時間13分34秒43 

   8 位 426 星野 裕史 ホシノ ユウジ 埼玉県 1時間19分31秒60 

   9 位 418 吉田 康治 ヨシダ ヤスハル 神奈川県 1時間22分28秒54 

総合1  422 櫻井 智和 サクライ トモカズ 東京都 42分53秒86 

 OPN  424 両角 剛 モロズミ ツヨシ 東京都 1時間17分00秒44 

 DNF  425 大岸 健治 オオキシ ケンジ 東京都 途中棄権 

 DNS  415 打田 光宏 ウチダ ミツヒロ 神奈川県 棄権 

 DNS  416 若林 裕 ワカバヤシ ユタカ 千葉県 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 442 江崎 幸三 エザキ コウゾウ 神奈川県 49分00秒58 

   2 位 453 武田 浩詩 タケダ ヒロシ 東京都 51分40秒02 

   3 位 437 井之川 俊介 イノカワ シュンスケ 神奈川県 52分26秒82 

   4 位 434 加山 雄一 カヤマ ユウイチ 東京都 52分38秒82 

   5 位 457 米田 幸一 ヨネタ コウイチ 神奈川県 56分32秒47 



(3) 男子 3kmクラス別順位

【 45～49歳 】

   6 位 454 茂呂 健一 モロ ケンイチ 東京都 58分34秒31 

   7 位 448 池田 浩昭 イケダ ヒロアキ 東京都 59分01秒50 

   8 位 443 土居 誠司 ドイ セイジ 東京都 59分25秒94 

   9 位 455 野間 久司 ノマ ヒサシ 埼玉県 1時間01分16秒89 

  10 位 447 小笠原 勝 オガサワラ マサル 東京都 1時間08分18秒53 

  11 位 450 伊藤 宜久 イトウ ノブヒサ 埼玉県 1時間08分38秒39 

  12 位 456 植村  毅 ウエムラ ツヨシ 東京都 1時間08分49秒05 

  13 位 444 原田 潤 ハラダ ジュン 東京都 1時間11分22秒03 

  14 位 452 山田 剛 ヤマダ タケシ 埼玉県 1時間11分34秒15 

  15 位 438 村岡 大輔 ムラオカ ダイスケ 神奈川県 1時間16分48秒10 

  16 位 439 小林 信幸 コバヤシ ノブユキ 神奈川県 1時間17分44秒89 

  17 位 430 武田 典幸 タケダ ノリユキ 東京都 1時間23分14秒43 

  18 位 436 大木 康幸 オオキ ヤスユキ 東京都 1時間25分30秒14 

  19 位 451 堀内 雅生 ホリウチ マサオ 東京都 1時間26分30秒86 

総合5  446 中村 正明 ナカムラ マサアキ 埼玉県 43分39秒47 

総合6  429 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 東京都 44分42秒97 

 OPN  445 国貞 圭介 クニサダ ケイスケ 神奈川県 1時間30分04秒21 

 DNS  431 及川 真樹 オイカワ マサキ 神奈川県 棄権 

 DNS  432 高橋 耕次 タカハシ コウジ 千葉県 棄権 

 DNS  433 住吉 慶彦 スミヨシ ノリヒコ 東京都 棄権 

 DNS  435 保屋野 博之 ホヤノ ヒロユキ 神奈川県 棄権 

 DNS  440 佐藤 真司 サトウ シンジ 神奈川県 棄権 

 DNS  441 齊藤 将 サイトウ ススム 埼玉県 棄権 

 DNS  449 入船 浩明 イリフネ ヒロアキ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 482 林 秀彦 ハヤシ ヒデヒコ 東京都 56分51秒18 

   2 位 480 尾坂 光彦 オサカ ミツヒコ 東京都 58分07秒61 

   3 位 477 鎌田 俊一 カマタ シュンイチ 岩手県 1時間01分25秒85 

   4 位 458 山田 周平 ヤマダ シュウヘイ 東京都 1時間01分47秒85 

   5 位 466 待田 正 マチダ マサシ 栃木県 1時間02分14秒45 

   6 位 462 鈴木 英暁 スズキ ヒデアキ 神奈川県 1時間04分17秒16 

   7 位 463 林 聡史 ハヤシ サトシ 神奈川県 1時間07分14秒83 

   8 位 471 池田 勝次 イケダ カツシ 神奈川県 1時間07分20秒27 

   9 位 479 荻野 晶之 オギノ マサユキ 東京都 1時間09分57秒49 

  10 位 460 渡部 泰寿 ワタナベ ヤストシ 神奈川県 1時間09分59秒67 

  11 位 468 松本 克之 マツモト カツユキ 神奈川県 1時間10分13秒81 

  12 位 478 松原 慶太 マツバラ ケイタ 埼玉県 1時間11分00秒47 

  13 位 465 田城 博行 タシロ ヒロユキ 栃木県 1時間11分11秒87 

  14 位 473 橋本 利和 ハシモト トシカズ 埼玉県 1時間12分16秒87 

  15 位 472 道家 民樹 ドウケ タミキ 東京都 1時間12分54秒54 



(3) 男子 3kmクラス別順位

【 50～54歳 】

  16 位 461 佐藤 慎治 サトウ シンジ 神奈川県 1時間12分59秒41 

  17 位 464 新山 正人 アラヤマ マサト 千葉県 1時間13分58秒77 

  18 位 469 福嶋 真理 フクシマ マコト 埼玉県 1時間15分12秒81 

  19 位 459 伯田 整一 ハクタ セイイチ 東京都 1時間16分33秒46 

  20 位 474 吉村 博則 ヨシムラ ヒロノリ 大阪府 1時間16分40秒23 

  21 位 475 高藤 久也 タカフジ ヒサヤ 東京都 1時間25分10秒05 

 OPN  481 大津 伸一 オオツ シンイチ 神奈川県 1時間06分14秒27 

 OPN  470 高橋 一介 タカハシ カズスケ 埼玉県 1時間19分21秒54 

 DNS  467 若林 昌博 ワカバヤシ マサヒロ 東京都 棄権 

 DNS  476 成田 信一 ナリタ シンイチ 東京都 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 490 鈴木 毅 スズキ タケシ 神奈川県 1時間08分36秒51 

   2 位 494 山鹿 毅 ヤマガ タケシ 埼玉県 1時間12分37秒33 

   3 位 489 上杉 明夫 ウエスギ アキオ 東京都 1時間15分30秒10 

   4 位 493 鬼塚 久司 オニツカ ヒサシ 東京都 1時間15分57秒66 

   5 位 487 永井 達 ナガイ トオル 東京都 1時間22分46秒36 

   6 位 483 茨田 二三夫 バラダ フミオ 広島県 1時間27分35秒36 

 OPN  485 諸岡 成人 モロオカ ナルヒト 東京都 1時間01分33秒12 

 OPN  491 松浦 正敏 マツウラ マサトシ 神奈川県 1時間08分29秒62 

 OPN  486 宮北 智昭 ミヤキタ トモアキ 神奈川県 1時間25分16秒00 

 DNS  484 金子 一貴 カネコ カズタカ 埼玉県 棄権 

 DNS  488 斉藤 茂之 サイトウ シゲユキ 埼玉県 棄権 

 DNS  492 魚津 亨 ウオヅ トオル 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 495 遠藤 満久 エンドウ ミツヒサ 埼玉県 1時間07分59秒95 

   2 位 496 大内 一男 オオウチ カズオ 東京都 1時間32分29秒84 

【 65～69歳 】

   1 位 498 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 群馬県 1時間01分50秒37 

   2 位 501 羽入 明 ハニュウ アキラ 千葉県 1時間03分28秒01 

   3 位 499 澁谷 実 シブヤ ミノル 神奈川県 1時間05分57秒57 

   4 位 500 古賀 芳夫 コガ ヨシオ 東京都 1時間09分09秒33 

   5 位 497 松栄 正和 マツエ マサカズ 東京都 1時間12分13秒49 

 DNS  502 大山 哲司 オオヤマ テツジ 神奈川県 棄権 

 DNS  503 岡田 定男 オカダ サダオ 東京都 棄権 

【 70～74歳 】

   1 位 504 舩野 哲夫 フナノ テツオ 東京都 57分52秒53 

   2 位 505 宮内 登 ミヤウチ ノボル 埼玉県 1時間20分41秒38 



(3) 男子 3kmクラス別順位

【 70～74歳 】

 DNS  506 小山 晴樹 コヤマ ハルキ 神奈川県 棄権 



(4) 女子 3kmクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 511 中島 京愛 ナカジマ アヅナ 東京都 1時間04分09秒57 

【 15〜19歳 】

総合1  512 大石 優和 オオイシ ユワ 埼玉県 43分37秒82 

【 25～29歳 】

   1 位 513 松川 絵美 マツカワ エミ 神奈川県 1時間10分54秒58 

【 30～34歳 】

総合2  514 高瀬 奈緒美 タカセ ナオミ 埼玉県 48分55秒85 

総合4  515 間藤 里絵 マトウ サトエ 千葉県 57分28秒06 

【 35～39歳 】

   1 位 520 牧野 葉子 マキノ ヨウコ 東京都 1時間05分48秒61 

   2 位 517 志度 裕子 シド ユウコ 東京都 1時間10分39秒92 

   3 位 521 余郷 麻希子 ヨゴウ マキコ 東京都 1時間23分55秒97 

総合3  519 氏原 美智子 ウジハラ ミチコ 埼玉県 56分47秒65 

 OPN  518 大橋 稚子 オオハシ ワカコ 福島県 1時間01分45秒91 

 OPN  516 鈴木 光恵 スズキ ミツエ 埼玉県 1時間02分18秒51 

【 40～44歳 】

   1 位 524 尾口 優子 オグチ ユウコ 東京都 58分35秒89 

 OPN  525 米田 静代 ヨネダ シズヨ 東京都 1時間23分06秒83 

 DNF  522 小西 祐子 コニシ ユウコ    東京都 途中棄権 

 DNF  523 小穴 まゆみ オアナ マユミ 東京都 途中棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 531 山内 淳子 ヤマノウチ ジュンコ 千葉県 1時間01分10秒92 

   2 位 526 豊嶋 宏子 トシマ ヒロコ 千葉県 1時間02分12秒21 

   3 位 528 豊浜 睦月 トヨハマ ムツキ 神奈川県 1時間05分01秒40 

   4 位 533 安藤 幸枝 アンドウ ユキエ 東京都 1時間05分20秒74 

   5 位 534 松本 貴子 マツモト タカコ 神奈川県 1時間06分09秒00 

   6 位 530 篠原 三陽 シノハラ ミハル 神奈川県 1時間14分07秒98 

   7 位 532 西居 理津子 ニシイ リツコ 東京都 1時間33分04秒36 

総合5  527 三浦 晶絵 ミウラ マサエ 神奈川県 57分58秒96 

総合6  536 西川 さおり ニシカワ サオリ 静岡県 58分23秒03 

 OPN  535 庄司 裕美子 ショウジ ユミコ 東京都 1時間10分42秒29 

 DNS  529 外山 弓枝 トヤマ ユミエ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 539 太田 香織 オオタ カオリ 神奈川県 58分24秒64 



(4) 女子 3kmクラス別順位

【 50～54歳 】

   2 位 540 近藤 淳子 コンドウ ジュンコ 埼玉県 1時間07分26秒66 

   3 位 542 小池 瑞穂 コイケ ミズホ 千葉県 1時間08分01秒66 

   4 位 544 山本 美千代 ヤマモト ミチヨ 北海道 1時間09分05秒12 

   5 位 537 國井 直子 クニイ ナオコ 埼玉県 1時間34分19秒08 

 OPN  543 竹下 京子 タケシタ キョウコ 北海道 1時間10分50秒99 

 OPN  541 山崎 直美 ヤマザキ ナオミ 東京都 1時間18分47秒35 

 OPN  538 近 美智子 コン ミチコ 東京都 1時間27分33秒73 

【 55～59歳 】

   1 位 549 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 1時間01分31秒10 

   2 位 545 西尾 園子 ニシオ ソノコ 東京都 1時間01分34秒82 

   3 位 548 藤井 千鶴子 フジイ チヅコ 埼玉県 1時間09分03秒46 

 OPN  547 山本 昭代 ヤマモト アキヨ 東京都 1時間34分49秒74 

 DNS  546 高見澤 かおり タカミザワ カオリ 神奈川県 棄権 

 DNS  550 稲守 薫 イナモリ カオル 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 553 大関 芳子 オオゼキ ヨシコ 東京都 1時間04分20秒87 

   2 位 551 勝浦 和江 カツウラ カズエ 北海道 1時間05分44秒61 

   3 位 552 綿引 征枝 ワタヒキ ユキエ 東京都 1時間12分07秒11 

【 65～69歳 】

   1 位 554 小澤 満子 オザワ ミツコ 埼玉県 1時間08分32秒29 

   2 位 555 若林 敦子 ワカバヤシ アツコ 静岡県 1時間09分51秒91 

【 70～74歳 】

   1 位 556 齋藤 佳子 サイトウ ヨシコ 東京都 1時間02分44秒68 



(5) 男子 1.5kmクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 602 吉原 寛大 ヨシハラ カンタ 埼玉県 27分57秒24 

総合3  601 カジイ タリク カジイ タリク 東京都 22分53秒52 

【 15〜19歳 】

   1 位 603 杉沢 晃人 スギサワ アキト 神奈川県 29分27秒91 

   2 位 604 清水 稀允 シミズ ケイン 埼玉県 32分34秒56 

【 20～24歳 】

   1 位 606 田渕 広海 タブチ ヒロミ 神奈川県 25分36秒43 

   2 位 605 杉沢 豪也 スギサワ カツヤ 神奈川県 26分02秒17 

   3 位 610 今野 夏樹 コンノ ナツキ 埼玉県 38分59秒40 

   4 位 608 鈴木 謙之 スズキ ノリユキ 埼玉県 40分15秒43 

 DNS  607 石橋 司 イシバシ ツカサ 北海道 棄権 

 DNS  609 野口 雪樹 ノグチ キヨム 神奈川県 棄権 

【 25～29歳 】

総合4  612 田中 幹大 タナカ ミキヒロ 神奈川県 23分10秒56 

 DNS  611 浦野 雄太 ウラノ ユウタ 東京都 棄権 

【 30～34歳 】

   1 位 613 内山 皓太 ウチヤマ コウタ 神奈川県 25分40秒00 

   2 位 623 新井 幹久 アライ ミキヒサ 東京都 28分11秒38 

   3 位 619 山廣 卓司 ヤマヒロ タクジ 神奈川県 28分35秒34 

   4 位 615 青山 大志 アオヤマ タイシ 神奈川県 29分26秒84 

   5 位 622 渡辺 光家 ワタナベ ミツイエ 東京都 29分32秒71 

   6 位 618 田中 佑一郎 タナカ ユウイチロウ 埼玉県 33分56秒90 

   7 位 620 小川 北斗 オガワ ホクト 東京都 39分08秒92 

   8 位 616 林 淳一郎 ハヤシ ジュンイチロウ 東京都 42分06秒21 

   9 位 614 入部 祐太郎 イリベ ユウタロウ 東京都 46分57秒05 

総合1  617 小島 裕貴 コジマ ユウキ 千葉県 21分34秒37 

 DNS  621 岩丸 泰之 イワマル ヤスユキ 東京都 棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 625 宮崎 隆寛 ミヤザキ タカヒロ 埼玉県 29分24秒07 

   2 位 630 丹羽 竜二 ニワ リュウジ 神奈川県 29分39秒75 

   3 位 631 山崎 悟 ヤマサキ サトル 神奈川県 33分54秒95 

   4 位 626 荒井 敬介 アライ ケイスケ 東京都 35分20秒80 

   5 位 627 井上 朋之 イノウエ トモユキ 千葉県 35分25秒48 

   6 位 629 石井 洋一郎 イシイ ヨウイチロウ 千葉県 39分54秒99 

   7 位 628 佐藤 宣之 サトウ ノリユキ 神奈川県 44分01秒06 

   8 位 632 上野 誠治 ウエノ セイジ 東京都 52分36秒30 



(5) 男子 1.5kmクラス別順位

【 35～39歳 】

 DNF  624 堤 祐介 ツツミ ユウスケ 東京都 途中棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 643 中村 健太郎 ナカムラ ケンタロウ 埼玉県 23分46秒16 

   2 位 642 佐々 宗史 ササ ノリチカ 埼玉県 25分10秒90 

   3 位 635 谷 和也 タニ カズヤ 神奈川県 29分33秒81 

   4 位 640 木村 吉孝 キムラ ヨシタカ 千葉県 33分26秒54 

   5 位 636 佐野 亮 サノ リョウ 神奈川県 36分01秒15 

   6 位 646 鳥越 雅文 トリゴエ マサフミ 東京都 36分03秒39 

   7 位 645 木口 詠辞 キグチ エイジ 福岡県 36分37秒68 

   8 位 647 神林 淳 カンバヤシ アツシ 埼玉県 37分22秒26 

   9 位 644 吉原 充 ヨシハラ ミツル 埼玉県 38分57秒10 

  10 位 639 斉藤 輝充 サイトウ テルミツ 埼玉県 39分04秒82 

  11 位 634 小澤 和仁 オザワ カズヒト 神奈川県 39分06秒50 

総合6  633 増田 和己 マスダ カズキ 千葉県 23分25秒35 

 OPN  648 大塚 信男 オオツカ ノブオ 東京都 40分23秒27 

 DNS  637 宇野 浩二 ウ コウジ 神奈川県 棄権 

 DNS  638 高野 毅 タカノ タケシ 東京都 棄権 

 DNS  641 尾関 高志 オゼキ タカシ 東京都 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 657 栗原 達也 クリハラ タツヤ 東京都 27分17秒08 

   2 位 656 前田 勝彦 マエダ カツヒコ 千葉県 28分20秒92 

   3 位 658 野沢 亮 ノザワ リョウ 東京都 29分13秒92 

   4 位 659 石川 博之 イシカワ ヒロユキ 神奈川県 30分15秒20 

   5 位 649 鳥田 央 トリタ オウ 神奈川県 30分34秒81 

   6 位 652 柳田 太 ヤナギダ フトシ 東京都 30分37秒90 

   7 位 662 川井 一浩 カワイ カズヒロ 東京都 32分03秒44 

   8 位 655 新留 正俊 ニイドメ マサトシ 埼玉県 32分58秒66 

   9 位 664 橋本 寿夫 ハシモト トシオ 埼玉県 34分01秒57 

  10 位 650 古川 繁夫 フルカワ シゲオ 東京都 34分53秒89 

  11 位 663 清水 豪人 シミズ タケト 神奈川県 35分22秒93 

  12 位 653 宮向井 誠 ミヤムカイ マコト 神奈川県 41分13秒31 

  13 位 654 新田 博光 ニッタ ヒロミツ 神奈川県 43分51秒25 

  14 位 661 浅妻 賢人 アサヅマ マサト 神奈川県 44分57秒85 

 DNS  651 垣本 英臣 カキモト ヒデオミ 神奈川県 棄権 

 DNS  660 久保 和彦 クボ カズヒコ 茨城県 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 671 飯田 正敏 イイダ マサトシ 埼玉県 26分15秒65 

   2 位 665 佐藤 匡寿 サトウ マサトシ 神奈川県 28分32秒50 



(5) 男子 1.5kmクラス別順位

【 50～54歳 】

   3 位 679 細山 隆一郎 ホソヤマ リュウイチロウ 東京都 28分52秒26 

   4 位 666 芹澤 享 セリザワ トオル 静岡県 30分12秒63 

   5 位 667 山田 竜輔 ヤマダ リュウスケ 東京都 30分42秒16 

   6 位 668 奥山 則幸 オクヤマ ノリユキ 東京都 31分07秒18 

   7 位 676 森 務 モリ ツトム 神奈川県 31分15秒67 

   8 位 682 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 32分21秒32 

   9 位 669 小杉 護 コスギ マモル 千葉県 32分46秒74 

  10 位 683 服部 聖 ハットリ キヨシ 東京都 37分05秒07 

  11 位 680 平田 宗和 ヒラタ ムネカズ 神奈川県 38分24秒46 

  12 位 675 秋野 裕司 アキノ ユウジ 神奈川県 39分23秒38 

  13 位 672 小林 忍 コバヤシ シノブ 東京都 39分48秒78 

  14 位 681 河 郁京 カワ イクキョウ 神奈川県 40分46秒30 

総合2  674 倉持 功 クラモチ イサオ 神奈川県 22分13秒32 

 OPN  673 佐々木 信二 ササキ シンジ 東京都 48分50秒78 

 DNS  670 中田 訓史 ナカダ サトシ 埼玉県 棄権 

 DNS  677 水上 達哉 ミズカミ タツヤ 東京都 棄権 

 DNS  678 長畔 秀昌 ナガグロ ヒデマサ 千葉県 棄権 

 DNS  684 叶 達也 カノウ タツヤ 東京都 棄権 

 DNS  685 松本 秀二 マツモト シュウジ 神奈川県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 686 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 東京都 27分18秒82 

   2 位 688 杉本 尚哉 スギモト ナオキ 東京都 29分44秒59 

   3 位 690 鈴木 基則 スズキ モトノリ 埼玉県 31分00秒51 

   4 位 699 浅野 哲司 アサノ テツジ 神奈川県 32分58秒03 

   5 位 698 小山 健一 コヤマ ケンイチ 埼玉県 34分29秒67 

   6 位 687 中村 隆幸 ナカムラ タカユキ 神奈川県 34分32秒18 

   7 位 695 亀森 一好 カメモリ カズヨシ 神奈川県 34分34秒49 

   8 位 700 中村 泰彦 ナカムラ ヤスヒコ 東京都 36分26秒94 

   9 位 689 多井 豊 タイ ユタカ 神奈川県 39分53秒44 

  10 位 691 岡本 匡史 オカモト マサフミ 東京都 54分58秒79 

総合5  692 畑中 浩和 ハタナカ ヒロカズ 神奈川県 23分21秒69 

 OPN  696 荻野 正 オギノ タダシ 神奈川県 40分22秒07 

 OPN  694 内田 裕二 ウチダ ユウジ 神奈川県 41分46秒58 

 DNS  693 片野 秀徳 カタノ ヒデノリ 埼玉県 棄権 

 DNS  697 苅部 一 カリベ ハジメ 神奈川県 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 701 藤木 雅己 フジキ マサミ 神奈川県 26分28秒44 

   2 位 705 横井 良昭 ヨコイ ヨシアキ 静岡県 32分59秒58 

   3 位 704 柿崎 修平 カキザキ シュウヘイ 神奈川県 33分44秒00 



(5) 男子 1.5kmクラス別順位

【 60～64歳 】

   4 位 706 江崎 裕之 エサキ ヒロユキ 埼玉県 39分19秒18 

   5 位 708 松本 祐一 マツモト ユウイチ 東京都 40分19秒79 

 OPN  703 門脇 利男 カドワキ トシオ 東京都 40分19秒06 

 DNS  702 石川 一郎 イシカワ イチロウ 神奈川県 棄権 

 DNS  707 池崎 暢弥 イケザキ マサヒロ 東京都 棄権 

【 65～69歳 】

   1 位 711 真田 雅行 サナダ マサユキ 東京都 31分55秒64 

   2 位 710 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 43分50秒17 

   3 位 712 関 泰邦 セキ ヤスクニ 埼玉県 44分21秒89 

【 70～74歳 】

   1 位 713 楠田 盛行 クスダ モリユキ 神奈川県 32分42秒08 

   2 位 714 齋藤 裕計 サイトウ ヒロカズ 東京都 48分30秒82 

 DNF  715 平岩 和宏 ヒライワ カズヒロ 神奈川県 途中棄権 

【 75～79歳 】

   1 位 716 峰田 正隆 ミネタ マサタカ 東京都 42分25秒81 



(6) 女子 1.5kmクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 722 木村 心優耀 キムラ コユキ 千葉県 33分23秒96 

総合1  721 原田 莉圭 ハラダ リカ 神奈川県 22分52秒04 

【 20～24歳 】

総合5  723 舘野 ひなた タテノ ヒナタ 埼玉県 27分41秒16 

【 25～29歳 】

   1 位 725 石田 聡美 イシダ サトミ 茨城県 29分58秒42 

総合4  724 綿引 千佳 ワタヒキ チカ 東京都 26分50秒11 

【 30～34歳 】

   1 位 729 羽生 佐知子 ハショウ サチコ 群馬県 30分26秒20 

   2 位 726 宮崎 可奈子 ミヤザキ カナコ 東京都 31分02秒16 

総合2  727 小竹 香純 オダケ カスミ 神奈川県 24分32秒95 

 OPN  728 吉田  奈々絵 ヨシダ ナナエ 東京都 42分04秒31 

【 35～39歳 】

   1 位 732 赤尾 靖子 アカオ ヤスコ 東京都 29分25秒55 

総合3  731 林 真奈美 ハヤシ マナミ 静岡県 26分47秒53 

 DNS  730 冨澤 いずみ トミザワ イズミ 埼玉県 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 734 Holmes Nicole Holmes Nicole 東京都 28分56秒97 

   2 位 733 柏崎 智美 カシワザキ トモミ 神奈川県 31分30秒26 

   3 位 735 丹羽 有子 ニワ ユウコ 神奈川県 36分36秒16 

 DNS  736 和泉 未知代 イズミ ミチヨ 東京都 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 743 西名 真紀 ニシナ マキ 神奈川県 29分31秒57 

   2 位 737 菊地 麻理子 キクチ マリコ 東京都 30分00秒60 

   3 位 741 中村 祐子 ナカムラ ユウコ 埼玉県 31分25秒58 

   4 位 738 星 美代子 ホシ ミヨコ 千葉県 32分12秒25 

   5 位 742 中島 久美子 ナカジマ クミコ 神奈川県 35分59秒50 

   6 位 740 細川 和歌子 ホソカワ ワカコ 東京都 36分18秒10 

総合6  739 高澤 絵美子 タカザワ エミコ 埼玉県 28分42秒32 

【 50～54歳 】

   1 位 750 黒田 裕子 クロダ ユウコ 東京都 28分50秒17 

   2 位 749 高野 敬子 タカノ ケイコ 静岡県 30分52秒83 

   3 位 747 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 東京都 31分08秒43 

   4 位 745 和田 美恵子 ワダ ミエコ 東京都 33分11秒14 



(6) 女子 1.5kmクラス別順位

【 50～54歳 】

   5 位 746 中西 麻衣子 ナカニシ マイコ 神奈川県 37分23秒77 

   6 位 748 吹浦 千穂 フキウラ チホ 埼玉県 41分32秒56 

 DNS  744 鎌形 和美 カマガタ カズミ 千葉県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 752 舘野 直子 タテノ ナオコ 埼玉県 37分31秒00 

   2 位 751 山宮 やよい ヤマミヤ ヤヨイ 埼玉県 41分23秒70 

 DNS  753 松岡 裕子 マツオカ ユウコ 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 754 石川 淑江 イシカワ ヨシエ 東京都 34分59秒97 



(7) 男子 500mクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 802 中條 樹 ナカジョウ イツキ 茨城県 10分15秒01 

   2 位 801 中島大稀 ナカジマ ハルキ 東京都 11分45秒21 

   3 位 803 加藤 政那 カトウ セナ 東京都 14分54秒51 

【 15〜19歳 】

   1 位 806 加藤 捺希 カトウ ナツキ 福島県 09分23秒82 

   2 位 805 太田 愁都 オオタ アキト 福島県 10分39秒93 

   3 位 807 越川 空 コシカワ ソラ 福島県 12分17秒01 

【 15〜19歳 】

総合5  804 島袋 泰斗 シマブクロ タイト 沖縄県 09分18秒15 

【 20～24歳 】

   1 位 809 西川 弘海 ニシカワ ヒロミ 福島県 11分50秒40 

   2 位 812 日高 理人 ヒダカ マサト 福島県 12分02秒46 

   3 位 810 横山 源 ヨコヤマ ゲン 東京都 14分12秒51 

総合4  811 高橋 光規 タカハシ コウキ 福島県 09分16秒06 

総合6  808 山田 和樹 ヤマダ カズキ 福島県 09分21秒98 

 DNS  813 村上 龍之介 ムラカミ リュウノスケ 福島県 棄権 

【 30～34歳 】

総合1  814 緒形 順治 オガタ ジュンジ 神奈川県 07分58秒63 

【 35～39歳 】

   1 位 817 高野 耕平 タカノ コウヘイ 東京都 12分03秒57 

   2 位 816 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 埼玉県 12分18秒97 

   3 位 818 石川 大記 イシカワ ダイキ 東京都 13分00秒88 

   4 位 815 杉山 淳哉 スギヤマ ジュンヤ 静岡県 17分22秒23 

【 40～44歳 】

   1 位 823 中島 丈幾 ナカジマ タケノリ 東京都 11分45秒92 

   2 位 821 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ 神奈川県 12分14秒69 

   3 位 824 原田 元 ハラダ ハジメ 東京都 12分56秒55 

   4 位 820 奥崎 隆浩 オクザキ タカヒロ 埼玉県 14分31秒88 

総合2  819 増田 和己 マスダ カズキ 千葉県 08分07秒97 

 DNS  822 山本 圭一 ヤマモト ケイイチ 青森県 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 825 吉田 耕作 ヨシダ コウサク 神奈川県 10分07秒89 

   2 位 826 原嶋 亮至 ハラシマ リョウジ 東京都 14分38秒09 

   3 位 828 杉本 伊知郎 スギモト イチロウ 埼玉県 15分20秒67 



(7) 男子 500mクラス別順位

【 45～49歳 】

総合3  827 伊藤 英樹 イトウ ヒデキ 東京都 08分25秒64 

【 50～54歳 】

   1 位 829 村瀬 達矢 ムラセ タツヤ 東京都 11分08秒43 

   2 位 830 奥山 諭 オクヤマ サトシ 茨城県 17分09秒87 

【 55～59歳 】

   1 位 831 出口 博一 デグチ ヒロカズ 東京都 15分46秒22 

【 60～64歳 】

 DNS  709 阿部 忠司 アベ タダシ 神奈川県 棄権 

【 80歳以上 】

   1 位 832 加藤 哲也 カトウ テツヤ 埼玉県 15分58秒13 



(8) 女子 500mクラス別順位

【 15〜19歳 】

総合6  842 梅崎 智子 ウメザキ トモコ 東京都 15分33秒59 

 DNS  841 佐藤 遥夏 サトウ ハルナ 埼玉県 棄権 

【 20～24歳 】

総合1  843 佐藤 遥香 サトウ ハルカ 福島県 11分07秒03 

【 30～34歳 】

総合4  845 岡本 響子 オカモト キョウコ 神奈川県 11分47秒74 

 DNS  844 服部 真季 ハットリ マキ 東京都 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 846 田野 裕子 タノ ユウコ 東京都 15分43秒18 

総合5  848 小川 美樹 オガワ ミキ 東京都 12分51秒61 

 DNS  847 大村 啓子 オオムラ ケイコ 埼玉県 棄権 

【 45～49歳 】

総合2  850 林 摩里 ハヤシ マリ 東京都 11分09秒20 

 DNS  849 中條 史穂 ナカジョウ シホ 茨城県 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 851 青山 順子 アオヤマ ジュンコ 神奈川県 18分35秒33 

【 65～69歳 】

総合3  852 滝沢 見世子 タキザワ ミヨコ 千葉県 11分19秒84 



(9) 500m×4リレークラス別順位

【 119歳以下 】

   1 位 OVER1500 長田 和也 杉山 智紀 和田 聖己 木野村 和人

906 31分15秒28 07:59.60 07:27.02 07:32.96

00:08:15.70 00:16:15.30 00:23:42.32 00:31:15.28

   2 位 神奈総OBOG 五十嵐 渓太 長幡 陽太 大屋 柾道 北島 滉太

902 32分54秒94 08:35.93 09:52.07 07:27.74

00:06:59.20 00:15:35.13 00:25:27.20 00:32:54.94

   3 位 チーム保土ケ谷区 杉沢 豪也 田渕 広海 島袋 泰斗 杉沢 毅志

904 34分12秒65 09:10.84 08:48.09 07:33.63

00:08:40.09 00:17:50.93 00:26:39.02 00:34:12.65

   4 位 さんぴんくらぶ 髙倉 和恵 古賀 千恵 松井 佳菜絵 藤原 亮太

907 40分20秒84 12:19.77 10:09.34 09:07.61

00:08:44.12 00:21:03.89 00:31:13.23 00:40:20.84

   5 位 いしだL 中村 知佳 杉村 薫 石田 舞 田中 美帆

905 55分23秒00 10:29.10 19:08.38 14:14.16

00:11:31.36 00:22:00.46 00:41:08.84 00:55:23.00

総合1 BST 小池 光展 南原 一樹 猪野 滉太 松下 彩花

903 29分19秒19 07:00.50 07:35.01 06:29.87

00:08:13.81 00:15:14.31 00:22:49.32 00:29:19.19

総合3 URASHO 大石 優和 千葉 佳奈絵 大杉 拓巳 鈴木 沙和

901 29分58秒93 08:05.95 07:03.40 07:19.27

00:07:30.31 00:15:36.26 00:22:39.66 00:29:58.93

【 120～159歳 】

   1 位 ocean dream Cチーム 坂井 直人 齋藤 優 青砥 美保 小寺澤 涼子

910 35分28秒94 07:27.53 10:11.40 09:23.51

00:08:26.50 00:15:54.03 00:26:05.43 00:35:28.94

   2 位 住吉会 冨田 凌汰 鈴木 太郎 飯森 裕真 住吉 俊亮

908 37分24秒57 09:37.66 09:52.42 09:02.65

00:08:51.84 00:18:29.50 00:28:21.92 00:37:24.57

   3 位 もり 西坂 祐樹 大森 望 森 健 小野 雄貴

912 37分31秒44 08:46.35 10:05.16 10:04.56

00:08:35.37 00:17:21.72 00:27:26.88 00:37:31.44

   4 位 やすえ 樋口 喜一 大湊 将斗 青木 覚 安江 弘樹

911 37分59秒28 10:03.30 10:12.92 07:26.07

00:10:16.99 00:20:20.29 00:30:33.21 00:37:59.28

   5 位 WINS MAX 鈴木 謙之 今野 夏樹 斎藤 輝充 鈴木 基則

909 48分06秒52 13:13.91 11:42.74 10:21.08

00:12:48.79 00:26:02.70 00:37:45.44 00:48:06.52

   6 位 IAFトライ 石井 洋一郎 井上 朋之 上野 誠治 林 淳一郎

914 48分38秒29 10:57.10 12:33.56 12:24.94

00:12:42.69 00:23:39.79 00:36:13.35 00:48:38.29



(9) 500m×4リレークラス別順位

【 120～159歳 】

   7 位 C-COM 川崎水泳部 舛田 敦 滝澤 諒 佐野 亮 田中 義太郎

915 52分52秒07 13:56.56 11:31.33 15:57.72

00:11:26.46 00:25:23.02 00:36:54.35 00:52:52.07

総合2 ocean dream Aチーム 野口 雪樹 森田 知美 木島 渉 倉持 功

913 29分51秒22 07:31.24 07:02.81 07:37.28

00:07:39.89 00:15:11.13 00:22:13.94 00:29:51.22

【 160～199歳 】

   1 位 チームまーくんズ 中村 健太郎 佐々 宗史 藤木 雅己 飯田 正敏

928 33分25秒55 08:05.61 08:48.87 08:39.66

00:07:51.41 00:15:57.02 00:24:45.89 00:33:25.55

   2 位 横プーサンデーモーニング 北 浩至 恒川 正之 高橋 健介 安野 努

924 34分20秒71 08:02.53 09:25.97 08:46.24

00:08:05.97 00:16:08.50 00:25:34.47 00:34:20.71

   3 位 サザンクロス 木村 元彦 加山 雄一 大島 徳之 萩中 希予史

925 35分14秒21 08:47.10 09:27.13 08:14.94

00:08:45.04 00:17:32.14 00:26:59.27 00:35:14.21

   4 位 煩悩タマガワ 赤羽 弘明 宮崎 可奈子 五十嵐 佳男 河本 沙也加

918 38分33秒89 09:29.58 08:59.69 09:20.96

00:10:43.66 00:20:13.24 00:29:12.93 00:38:33.89

   5 位 ocean dream Bチーム 林 利津子 立川 亮太 菊地 麻理子 石田 聡美

917 39分33秒91 08:47.95 10:32.88 10:58.84

00:09:14.24 00:18:02.19 00:28:35.07 00:39:33.91

   6 位 チームカッパちゃんとゆかいな仲間たち 石井 宏和 館野 直子 館野 ひなた 前島 淳

916 40分30秒04 11:39.73 09:17.96 09:39.59

00:09:52.76 00:21:32.49 00:30:50.45 00:40:30.04

   7 位 どこでも石モンファンクラブ 鈴木 光恵 三木 商吉 石田 雅彦 阿部 元樹

920 40分52秒49 10:34.52 10:55.89 08:47.86

00:10:34.22 00:21:08.74 00:32:04.63 00:40:52.49

   8 位 いしだおO 浜地 憲太郎 白鳥 孝一 安達 浩之 川名 英雄

923 42分32秒88 09:47.58 11:21.32 10:59.05

00:10:24.93 00:20:12.51 00:31:33.83 00:42:32.88

   9 位 とーやまのゴールド 阿部 元樹 遠藤 洋之 遠山 功 庄司 貢一郎

921 43分00秒65 12:27.28 11:02.76 10:41.91

00:08:48.70 00:21:15.98 00:32:18.74 00:43:00.65

  10 位 あつあつクアトロフォルマッジ 余郷 麻希子 篠原 三陽 丹 美枝子 石井 あづさ

927 45分29秒91 11:14.20 12:05.10 09:19.78

00:12:50.83 00:24:05.03 00:36:10.13 00:45:29.91

  11 位 B型おとめ座 久保田 馨 庄司 裕美子 佐々木 恵子 渡辺 富美

919 46分57秒81 11:26.67 12:30.99 10:19.82

00:12:40.33 00:24:07.00 00:36:37.99 00:46:57.81



(9) 500m×4リレークラス別順位

【 160～199歳 】

  12 位 K-オーシャンズ 西開地 敦子 小野田 結希 渡邊 美由紀 久保田 馨

926 57分32秒12 15:43.15 14:33.06 12:57.59

00:14:18.32 00:30:01.47 00:44:34.53 00:57:32.12

DNS e3fit 若林 昌博 住吉 慶彦 入船 浩明 小竹 香純

922 棄権 

【 200～239歳 】

   1 位 バトルシャーク 青木 晋 畑中 浩和 大江 洋一 佐原 義規

929 34分14秒96 09:05.35 08:26.50 08:04.02

00:08:39.09 00:17:44.44 00:26:10.94 00:34:14.96

   2 位 横プーモーニングA 田中  政紀 神尾 尚人 茂木 和哉 濱田 和実

930 37分41秒56 08:25.53 09:32.74 09:59.28

00:09:44.01 00:18:09.54 00:27:42.28 00:37:41.56




