
(1) 男子 500m総合順位

   1 位 109 久保 栄克 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 沖縄県 06分14秒23 

   2 位 107 清水 良真 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾏｻ 奈良県 06分49秒04 

   3 位 110 栗原 達也 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾂﾔ 東京都 07分10秒01 

   4 位 113 富崎 義明 ﾄﾐｻﾞｷ ﾖｼｱｷ 沖縄県 07分28秒47 

   5 位 114 大槻 喜明 ｵｵﾂｷ ﾖｼｱｷ 宮城県 08分21秒39 

   6 位 121 木津 誠 ｷﾂﾞ ﾏｺﾄ 東京都 08分34秒01 

   7 位 108 早川 勇 ﾊﾔｶﾜ ｲｻﾑ 千葉県 09分12秒81 

   8 位 115 石川 裕一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 千葉県 09分48秒08 

   9 位 119 松尾 孝章 ﾏﾂｵ ﾀｶｱｷ 奈良県 09分59秒88 

  10 位 104 伊藤 適 ｲﾄｳ ｶﾅｳ 茨城県 10分00秒39 

  11 位 116 國枝 一武 ｸﾆｴﾀﾞ ｶｽﾞﾀｹ 千葉県 10分34秒55 

  12 位 112 一ﾉ関 謙 ｲﾁﾉｾｷ ｹﾝ 東京都 10分52秒97 

  13 位 120 鮫島 雄一 ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 宮崎県 11分04秒95 

  14 位 117 岡村 健司 ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 北海道 11分09秒49 

  15 位 101 中島 和 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞ 沖縄県 11分21秒74 

  16 位 105 山田  圭太 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 福岡県 12分10秒76 

  17 位 106 庄司 泰裕 ｼｮｳｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 12分12秒77 

  18 位 122 島田 秀幸 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 14分23秒75 

  19 位 103 原野 裕樹 ﾊﾗﾉ ﾕｳｷ 千葉県 14分35秒81 

  20 位 102 田中 俊光 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ 埼玉県 16分31秒91 

  21 位 111 田中 規央 ﾀﾅｶ ﾉﾘｵ 埼玉県 16分46秒15 

 DNF  118 宮原 研吾 ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 千葉県 途中棄権 



(2) 女子 500m総合順位

   1 位 161 藤野 舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 東京都 06分12秒13 

   2 位 164 若松 瑠利 ﾜｶﾏﾂ ﾙﾘ 東京都 06分56秒04 

   3 位 165 貞宗 志穂 ｻﾀﾞﾑﾈ ｼﾎ 東京都 07分00秒80 

   4 位 159 山室 沙綾香 ﾔﾏﾑﾛ ｻﾔｶ 宮城県 07分14秒55 

   5 位 163 富崎 麻未 ﾄﾐｻﾞｷ ｱｻﾐ 沖縄県 07分25秒59 

   6 位 153 大槻 友海 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾐ 沖縄県 07分40秒95 

   7 位 171 庄司 明子 ｼｮｳｼﾞ ｱｷｺ 宮城県 08分52秒91 

   8 位 170 鈴木 彰子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 東京都 09分30秒36 

   9 位 162 片山 理栄 ｶﾀﾔﾏ ﾘｴ 静岡県 09分44秒30 

  10 位 152 大槻 歩海 ｵｵﾂｷ ｱﾕﾐ 沖縄県 09分52秒57 

  11 位 166 大槻 陽恵 ｵｵﾂｷ ｷﾖｴ 沖縄県 09分54秒32 

  12 位 169 小山田 敏子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｺ 東京都 09分55秒58 

  13 位 156 柴田 幸 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾕｷ 愛知県 11分02秒90 

  14 位 168 田島 ゆか ﾀｼﾞﾏ ﾕｶ 東京都 11分44秒53 

  15 位 158 山田 沙織 ﾔﾏﾀﾞ ｻｵﾘ 福岡県 12分15秒74 

  16 位 172 福原 博子 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛｺ 京都府 12分41秒32 

  17 位 160 野上 恵梨 ﾉｶﾞﾐ ｴﾘ 千葉県 14分13秒77 

  18 位 151 中島 日南 ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 沖縄県 14分18秒83 

  19 位 155 荻野 季里子 ｵｷﾞﾉ ｷﾘｺ 千葉県 20分43秒33 

 OPN  157 松尾 装子 ﾏﾂｵ ｼｮｳｺ 奈良県 18分55秒49 

 DNF  173 小中富 久子 ｺﾅｶﾄﾐ ﾋｻｺ 宮崎県 途中棄権 

 DNS  154 内海 眞希 ｳﾂﾐ ﾏｷ 大阪府 棄権 

 DNS  167 佐藤 陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 神奈川県 棄権 



(3) 男子 1km総合順位

   1 位 206 須藤 勝也 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 東京都 13分31秒56 

   2 位 202 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 13分51秒00 

   3 位 218 瀬戸 学 ｾﾄ ｻﾄﾙ 愛知県 13分56秒81 

   4 位 203 折原 一彰 ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 15分43秒00 

   5 位 216 長谷川 和彦 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 新潟県 15分44秒96 

   6 位 208 杉山 大二 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞ 沖縄県 15分47秒49 

   7 位 205 山崎 幹雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷｵ 神奈川県 15分49秒61 

   8 位 214 小島 隆正 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ 神奈川県 15分56秒88 

   9 位 230 平山 真二 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 16分32秒89 

  10 位 222 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 16分56秒89 

  11 位 228 酒井 隆志 ｻｶｲ ﾀｶｼ 沖縄県 17分03秒18 

  12 位 227 丹羽 幹治 ﾆﾜ ｶﾝｼﾞ 東京都 17分23秒64 

  13 位 226 斉藤 賢 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 埼玉県 18分14秒96 

  14 位 220 中島 洋和 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 沖縄県 18分30秒52 

  15 位 219 伊藤 滋伸 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 東京都 18分44秒44 

  16 位 212 内山 洋介 ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｽｹ 沖縄県 18分51秒83 

  17 位 215 三池 裕幸 ﾐｲｹ ﾋﾛﾕｷ 熊本県 19分08秒44 

  18 位 211 有澤 知輝 ｱﾘｻﾜ ｻﾄｷ 福岡県 19分59秒98 

  19 位 204 小宮山 大樹 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 20分02秒47 

  20 位 231 池田 勝久 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 埼玉県 20分10秒43 

  21 位 233 門井 雅治 ｶﾄﾞｲ ﾏｻﾊﾙ 東京都 20分33秒97 

  22 位 236 梅木 冨士夫 ｳﾒｷ ﾌｼﾞｵ 福井県 20分55秒27 

  23 位 217 松浦 久義 ﾏﾂｳﾗ ﾋｻﾖｼ 東京都 21分12秒08 

  24 位 235 武田 忠美 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 大阪府 22分03秒43 

  25 位 207 高橋 宏聡 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 東京都 22分09秒92 

  26 位 213 細洞 行範 ﾎｿﾎﾞﾗ ﾕｷﾉﾘ 東京都 22分18秒49 

  27 位 229 西村 正士 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｼ 愛知県 24分16秒21 

  28 位 225 清田 伸治 ｷﾖﾀ ｼﾝｼﾞ 熊本県 24分45秒97 

  29 位 223 石田 喜之 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 京都府 26分33秒36 

  30 位 234 髙橋 一已 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 宮崎県 26分42秒66 

  31 位 210 本間 晋介 ﾎﾝﾏ ｼﾝｽｹ 沖縄県 29分18秒72 

 DNF  232 池之谷 兼行 ｲｹﾉﾔ ｶﾈﾕｷ 埼玉県 途中棄権 

 DNS  201 山口 凜太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 埼玉県 棄権 

 DNS  209 菊地 宏 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 東京都 棄権 

 DNS  221 山口 康昭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ 長野県 棄権 

 DNS  224 髙橋 博和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 宮崎県 棄権 



(4) 女子 1km総合順位

   1 位 255 ｺｳ 和佳奈 ｺｳ ﾜｶﾅ 沖縄県 16分26秒49 

   2 位 263 塩澤 久美江 ｼｵｻﾞﾜ ｸﾐｴ 東京都 16分29秒90 

   3 位 261 森 直子 ﾓﾘ ﾅｵｺ 宮崎県 16分35秒58 

   4 位 277 赤星 さみ子 ｱｶﾎｼ ｻﾐｺ 宮崎県 16分41秒63 

   5 位 256 田福 雪恵 ﾀﾌｸ ﾕｷｴ 沖縄県 16分59秒33 

   6 位 267 伊藤 純子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 17分11秒87 

   7 位 268 木原 由美子 ｷﾊﾗ ﾕﾐｺ 東京都 18分03秒01 

   8 位 271 豊岡 れい子 ﾄﾖｵｶ ﾚｲｺ 東京都 18分38秒23 

   9 位 273 森田 曜子 ﾓﾘﾀ ﾖｳｺ 京都府 18分55秒96 

  10 位 269 渡辺 順子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 19分03秒50 

  11 位 279 菊原 珠花 ｷｸﾊﾗ ﾀﾏｶ 神奈川県 19分32秒15 

  12 位 257 小野澤 綾子 ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｺ 東京都 19分39秒30 

  13 位 270 西田 文子 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｺ 京都府 19分47秒83 

  14 位 275 加島 淳子 ｶｼﾏ ｱﾂｺ 大阪府 20分25秒13 

  15 位 262 山本 ｷﾝﾊﾞﾘｰ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 神奈川県 21分07秒38 

  16 位 272 古賀 千栄子 ｺｶﾞ ﾁｴｺ 静岡県 21分18秒30 

  17 位 259 松浦 陽子 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｺ 東京都 21分43秒04 

  18 位 266 ﾜｰﾄﾞ 弥生 ﾜｰﾄﾞ ﾔﾖｲ 東京都 21分55秒55 

  19 位 260 芝田 智恵 ｼﾊﾞﾀ ﾁｴ 埼玉県 22分23秒56 

  20 位 265 澤野 貴子 ｻﾜﾉ ﾀｶｺ 東京都 23分28秒09 

  21 位 276 小野 光子 ｵﾉ ﾐﾂｺ 宮崎県 23分48秒72 

  22 位 278 大澤 直美 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐ 京都府 23分50秒31 

  23 位 251 大上 永利子 ｵｵｶﾞﾐ ｴﾘｺ 沖縄県 24分02秒71 

  24 位 274 和田 慶子 ﾜﾀﾞ ｹｲｺ 福井県 24分06秒09 

  25 位 280 上田 周子 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｺ 福井県 24分21秒42 

  26 位 254 今井 美里 ｲﾏｲ ﾐｻﾄ 北海道 32分47秒02 

 OPN  252 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 群馬県 11分36秒64 

 DNF  264 林 友子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 沖縄県 途中棄権 

 DNS  253 橋口 久美子 ﾊｼｸﾞﾁ ｸﾐｺ 福岡県 棄権 

 DNS  258 藤澤 なつ美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ 東京都 棄権 



(5) 男子 2.5km総合順位

   1 位 309 梅田 裕也 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳﾔ 沖縄県 34分42秒94 

   2 位 317 久保 栄克 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 沖縄県 34分46秒12 

   3 位 324 瀬戸 学 ｾﾄ ｻﾄﾙ 愛知県 34分58秒77 

   4 位 308 松尾 直哉 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 奈良県 35分04秒52 

   5 位 306 佐藤 清一朗 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 35分48秒46 

   6 位 303 栁 登貴人 ﾔﾅｷﾞ ﾄｷﾄ 神奈川県 35分59秒50 

   7 位 321 木村 元彦 ｷﾑﾗ ﾓﾄﾋｺ 神奈川県 37分09秒83 

   8 位 312 鹿内 拓 ｼｶﾅｲ ﾀｸ 千葉県 38分05秒31 

   9 位 320 加山 雄一 ｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 38分19秒07 

  10 位 325 片山 剛志 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ 静岡県 39分19秒76 

  11 位 340 山本 秀逸 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾂ 神奈川県 40分29秒20 

  12 位 307 浜野 淳 ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝ 大阪府 40分49秒00 

  13 位 304 長門 祐太 ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀ 千葉県 41分11秒97 

  14 位 315 松元 渉 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ 山口県 41分37秒46 

  15 位 329 礒貝 明彦 ｲｿｶﾞｲ ｱｷﾋｺ 広島県 42分16秒48 

  16 位 322 井川 勝也 ｲｶﾞﾜ ｶﾂﾅﾘ 東京都 42分48秒53 

  17 位 301 菅野 健太 ｶﾝﾉ ｹﾝﾀ 岩手県 43分18秒22 

  18 位 334 岸岡 勝 ｷｼｵｶ ﾏｻﾙ 京都府 44分16秒88 

  19 位 311 岡田 隆伸 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 神奈川県 45分07秒50 

  20 位 335 賀屋 博之 ｶﾔ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 45分54秒43 

  21 位 318 ｶｰｼｭ ﾋﾟｰﾀｰ ｶｰｼｭ ﾋﾟｰﾀｰ 神奈川県 46分24秒52 

  22 位 344 古賀 謙次郎 ｺｶﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 46分25秒42 

  23 位 327 小笠原 宏之 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 46分26秒18 

  24 位 338 丹羽 幹治 ﾆﾜ ｶﾝｼﾞ 東京都 47分26秒24 

  25 位 302 小笠原伊武希 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 沖縄県 47分52秒95 

  26 位 332 小金井 隆志 ｺｶﾞﾈｲ ﾀｶｼ 東京都 48分12秒02 

  27 位 339 酒井 隆志 ｻｶｲ ﾀｶｼ 沖縄県 48分20秒07 

  28 位 328 大槻 喜明 ｵｵﾂｷ ﾖｼｱｷ 宮城県 48分28秒26 

  29 位 345 木津 誠 ｷﾂﾞ ﾏｺﾄ 東京都 48分53秒59 

  30 位 330 石川 裕一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 千葉県 49分13秒65 

  31 位 305 上村 隆介 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 東京都 49分49秒99 

  32 位 314 日浦 雅明 ﾋｳﾗ ﾏｻｱｷ 北海道 50分33秒12 

  33 位 319 浅井 浩 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 富山県 50分37秒03 

  34 位 310 内山 洋介 ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｽｹ 沖縄県 50分59秒27 

  35 位 333 宮川 雅文 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 埼玉県 56分20秒70 

  36 位 323 伊藤 集一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 56分27秒32 

  37 位 331 上野 太紀夫 ｳｴﾉ ﾀｷｵ 千葉県 56分55秒51 

  38 位 316 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 57分56秒09 

  39 位 342 岡村 健司 ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 北海道 1時間01分31秒63 

  40 位 336 椿 隆幸 ﾂﾊﾞｷ ﾀｶﾕｷ 沖縄県 1時間02分07秒26 

  41 位 326 中澤 陽介 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 沖縄県 1時間04分27秒34 

 DNS  313 佐々木 周 ｻｻｷ ｱﾏﾈ 東京都 棄権 

 DNS  337 都築 秀明 ﾂﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 棄権 



(5) 男子 2.5km総合順位

 DNS  341 西村 正士 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｼ 愛知県 棄権 

 DNS  343 三枝 巧 ｻｴｸﾞｻ ﾀｸﾐ 千葉県 棄権 



(6) 女子 2.5km総合順位

   1 位 354 鷲塚 美紀 ﾜｼﾂﾞｶ ﾐｷ 東京都 37分46秒50 

   2 位 363 貞宗 志穂 ｻﾀﾞﾑﾈ ｼﾎ 東京都 38分36秒36 

   3 位 356 野城 正恵 ﾉｼﾛ ﾏｻｴ 神奈川県 38分48秒20 

   4 位 362 若松 瑠利 ﾜｶﾏﾂ ﾙﾘ 東京都 38分52秒91 

   5 位 360 三上 聖子 ﾐｶﾐ ｼｮｳｺ 埼玉県 42分36秒09 

   6 位 359 森國 祥子 ﾓﾘｸﾆ ｻﾁｺ 神奈川県 43分30秒06 

   7 位 355 山室 沙綾香 ﾔﾏﾑﾛ ｻﾔｶ 宮城県 43分46秒15 

   8 位 382 鬼頭 賀子 ｷﾄｳ ﾖｼｺ 愛知県 43分47秒98 

   9 位 361 赤尾 靖子 ｱｶｵ ﾔｽｺ 東京都 45分33秒88 

  10 位 352 伊藤 嘉余子 ｲﾄｳ ｶﾖｺ 大阪府 46分09秒32 

  11 位 357 和田 亜沙美 ﾜﾀﾞ ｱｻﾐ 東京都 46分10秒19 

  12 位 353 進藤 美寿々 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 46分59秒38 

  13 位 384 庄司 明子 ｼｮｳｼﾞ ｱｷｺ 宮城県 47分49秒13 

  14 位 376 南原 智絵子 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾁｴｺ 愛知県 47分53秒56 

  15 位 372 菅井 摩美 ｽｶﾞｲ ﾏﾐ 千葉県 48分57秒69 

  16 位 378 宮本 紫 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶﾘ 京都府 49分00秒05 

  17 位 374 川勝 万理 ｶﾜｶﾂ ﾏﾘ 京都府 50分30秒59 

  18 位 383 真渋 涼子 ﾏｼﾌﾞ ﾘｮｳｺ 東京都 50分34秒03 

  19 位 366 藤吉 東子 ﾌｼﾞﾖｼ ﾄｳｺ 沖縄県 51分05秒26 

  20 位 379 豊岡 れい子 ﾄﾖｵｶ ﾚｲｺ 東京都 51分26秒85 

  21 位 364 室伏 芙美恵 ﾑﾛﾌｼ ﾌﾐｴ 茨城県 51分41秒98 

  22 位 380 杉山 京子 ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳｺ 東京都 51分43秒84 

  23 位 371 佐々木 直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 千葉県 51分45秒84 

  24 位 385 落合 京子 ｵﾁｱｲ ｷｮｳｺ 千葉県 52分06秒61 

  25 位 367 籾山 綾子 ﾓﾐﾔﾏ ｱﾔｺ 沖縄県 54分50秒49 

  26 位 381 青木 和子 ｱｵｷ ｶｽﾞｺ 群馬県 55分10秒68 

  27 位 369 山本 ｷﾝﾊﾞﾘｰ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 神奈川県 55分28秒46 

  28 位 377 齋藤 郁代 ｻｲﾄｳ ｲｸﾖ 埼玉県 55分34秒69 

  29 位 365 手嶋 美奈子 ﾃｼﾞﾏ ﾐﾅｺ 神奈川県 56分54秒00 

  30 位 370 山崎 奈緒美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都 57分40秒58 

  31 位 358 岡田 真理 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘ 神奈川県 58分33秒79 

  32 位 373 一ﾉ関 亜紀 ｲﾁﾉｾｷ ｱｷ 東京都 59分39秒10 

  33 位 375 村井 尚子 ﾑﾗｲ ﾅｵｺ 京都府 59分48秒12 

  34 位 386 宮崎 みち子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁｺ 京都府 1時間01分51秒36 

  35 位 368 伊禮門 円 ｲﾚｲｼﾞｮｳ ﾏﾄﾞｶ 沖縄県 1時間07分35秒36 

 OPN  351 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 群馬県 59分49秒12 

 DNF  387 上嶋 千鶴子 ｳｴｼﾏ ﾁﾂﾞｺ 京都府 途中棄権 



(7) 男子 5km総合順位

   1 位 425 斎藤 史郎 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 京都府 1時間12分04秒81 

   2 位 424 藤吉 晃士朗 ﾌｼﾞﾖｼ ｺｳｼﾛｳ 沖縄県 1時間12分11秒79 

   3 位 409 酒徳 拓郎 ｻｶﾄｸ ﾀｸﾛｳ 東京都 1時間12分19秒32 

   4 位 413 田熊 邦郎 ﾀｸﾞﾏ ｸﾆｵ 京都府 1時間14分15秒87 

   5 位 404 後藤 遥介 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｽｹ 大阪府 1時間16分08秒68 

   6 位 440 藤ﾉ井 俊樹 ﾌｼﾞﾉｲ ﾄｼｷ 大阪府 1時間17分36秒70 

   7 位 416 渋谷 満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 1時間17分50秒10 

   8 位 412 清水 良真 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾏｻ 奈良県 1時間18分00秒00 

   9 位 422 浅川 秀之 ｱｻｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1時間19分27秒10 

  10 位 406 高部 賢一 ﾀｶﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 和歌山県 1時間21分35秒49 

  11 位 418 小島 隆正 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ 神奈川県 1時間23分34秒00 

  12 位 407 稲垣 元博 ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 1時間24分15秒71 

  13 位 402 藤野 匠 ﾌｼﾞﾉ ﾀｸﾐ 神奈川県 1時間26分23秒22 

  14 位 421 入江 陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 1時間26分25秒47 

  15 位 442 内田 研 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝ 兵庫県 1時間26分43秒06 

  16 位 435 上子 一成 ｶﾐｺ ｶｽﾞｼｹﾞ 埼玉県 1時間26分51秒30 

  17 位 444 古川 忠宏 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉県 1時間27分50秒46 

  18 位 401 中山 天成 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 埼玉県 1時間30分54秒07 

  19 位 405 中神 泰洋 ﾅｶｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1時間30分56秒48 

  20 位 431 新田 英二 ﾆｯﾀ ｴｲｼﾞ 大阪府 1時間30分57秒19 

  21 位 432 寸田 和紀 ｽﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 1時間31分47秒16 

  22 位 410 島田 和幸 ｼﾏﾀﾞ ｶﾞｽﾞﾕｷ 東京都 1時間32分13秒72 

  23 位 445 平山 真二 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 1時間33分24秒96 

  24 位 427 栗原 達也 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾂﾔ 東京都 1時間34分52秒82 

  25 位 436 新倉 祐一 ﾆｲｸﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1時間34分54秒88 

  26 位 428 野沢 亮 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳ 東京都 1時間35分11秒31 

  27 位 415 Tony Lee Morahan Tony Lee Morahan 沖縄県 1時間36分36秒91 

  28 位 439 田畑 勝真 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾏ 大阪府 1時間36分50秒61 

  29 位 429 大野 光樹 ｵｵﾉ ｺｳｷ 東京都 1時間36分57秒51 

  30 位 403 横田 智之 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1時間38分30秒40 

  31 位 420 大坂 幹雄 ｵｵｻｶ ﾐｷｵ 大阪府 1時間38分55秒84 

  32 位 430 六角 祐一 ﾛｯｶｸ ﾕｳｲﾁ 東京都 1時間39分25秒03 

  33 位 443 山崎 弘之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 1時間39分26秒48 

  34 位 441 木村 浩一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 群馬県 1時間41分00秒30 

  35 位 446 塩川 孝之 ｼｵｶﾜ ﾀｶﾕｷ 静岡県 1時間41分03秒29 

  36 位 434 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 1時間41分43秒65 

  37 位 447 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 群馬県 1時間42分18秒17 

  38 位 419 石塚 貴将 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ 東京都 1時間42分46秒49 

  39 位 426 佐藤 英一郎 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京都 1時間43分31秒79 

  40 位 423 三池 裕幸 ﾐｲｹ ﾋﾛﾕｷ 熊本県 1時間52分36秒97 

  41 位 438 増田 雅男 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻｵ 群馬県 1時間52分40秒80 

  42 位 414 近藤 功一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 沖縄県 1時間54分22秒69 

  43 位 437 石田 喜之 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 京都府 2時間03分33秒30 



(7) 男子 5km総合順位

 DNF  408 石垣 聡 ｲｼｶﾞｷ ｿｳ 沖縄県 途中棄権 

 DNF  417 奥村 修治 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 途中棄権 

 DNF  433 村田 宏治 ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ 埼玉県 途中棄権 

 DNS  411 水間 源 ﾐｽﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 棄権 



(8) 女子 5km総合順位

   1 位 457 藤野 舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 東京都 1時間07分14秒64 

   2 位 455 髙倉 和恵 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 千葉県 1時間16分21秒09 

   3 位 458 植木 聡美 ｳｴｷ ｻﾄﾐ 埼玉県 1時間16分50秒50 

   4 位 467 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 1時間23分55秒68 

   5 位 452 松村 千花 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶ 東京都 1時間26分33秒74 

   6 位 471 芦澤 眞美江 ｱｼｻﾞﾜ ﾏﾐｴ 東京都 1時間29分19秒29 

   7 位 463 塩澤 久美江 ｼｵｻﾞﾜ ｸﾐｴ 東京都 1時間32分26秒24 

   8 位 453 松井 佳菜絵 ﾏﾂｲ ｶﾅｴ 東京都 1時間32分35秒58 

   9 位 462 山口 暁子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 岩手県 1時間32分41秒13 

  10 位 477 漆畑 信子 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 1時間37分54秒49 

  11 位 470 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 1時間37分56秒37 

  12 位 468 佐藤 陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 東京都 1時間39分29秒52 

  13 位 465 津田 郁美 ﾂﾀﾞ ｲｸﾐ 京都府 1時間39分49秒07 

  14 位 454 山根 諒子 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｺ 東京都 1時間42分06秒46 

  15 位 466 今村 裕子 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｺ 京都府 1時間43分21秒68 

  16 位 460 大野 南奈子 ｵｵﾉ ﾅﾅｺ 神奈川県 1時間44分59秒41 

  17 位 459 岩永 直子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｵｺ 千葉県 1時間46分12秒33 

  18 位 478 上田 八千代 ｳｴﾀﾟ ﾔﾁﾖ 静岡県 1時間47分35秒11 

  19 位 469 新田 由佳 ﾆｯﾀ ﾕｶ 大阪府 1時間50分01秒26 

  20 位 461 橋本 あゆみ ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 神奈川県 1時間51分53秒02 

  21 位 473 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 1時間52分30秒28 

  22 位 475 大石 久美子 ｵｵｲｼ ｸﾐｺ 静岡県 1時間52分53秒21 

  23 位 472 小笠原 久美子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｸﾐｺ 沖縄県 1時間54分58秒54 

  24 位 464 菊地 美雅 ｷｸﾁ ﾐｶ 静岡県 1時間57分05秒85 

  25 位 451 古賀 千恵 ｺｶﾞ ﾁｴ 千葉県 1時間57分13秒79 

  26 位 476 須川 溢子 ｽｶﾞﾜ ｲﾂｺ 京都府 2時間03分28秒11 

 DNS  456 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 棄権 



(9) 500m×4ﾘﾚｰ総合順位

   1 位 さんぴんｸﾗﾌﾞA 高倉 和恵 中神 泰洋 佐藤 清一朗 長門 祐太

903 26分41秒78 06:33.13 05:59.14 06:55.72

00:07:13.79 00:13:46.92 00:19:46.06 00:26:41.78

   2 位 JGC Swimming Team 栁 登貴人 藤野 匠 山崎 幹雄 中村 亮太

901 27分16秒37 07:16.01 07:10.19 06:16.46

00:06:33.71 00:13:49.72 00:20:59.91 00:27:16.37

   3 位 藤野舞子チーム 藤野 舞子 梅田 裕也 有澤 知輝 片山 剛志

906 27分40秒33 06:02.40 08:23.60 07:00.61

00:06:13.72 00:12:16.12 00:20:39.72 00:27:40.33

   4 位 チームオリンピアン＋東スイ 水間 源 関戸 直美 簾内 望 高橋 清美

910 28分18秒70 07:01.78 07:14.99 06:44.35

00:07:17.58 00:14:19.36 00:21:34.35 00:28:18.70

   5 位 貴田裕美チーム 大槻 嘉明 庄司 明子 山室 沙綾香 貴田 裕美

907 29分58秒70 08:33.76 07:34.45 05:10.31

00:08:40.18 00:17:13.94 00:24:48.39 00:29:58.70

   6 位 NAA British 鷲塚 美紀 上村 隆介 折原 一彰 早川 勇

904 31分06秒00 08:02.64 07:02.63 09:02.54

00:06:58.19 00:15:00.83 00:22:03.46 00:31:06.00

   7 位 SBS in 石垣島 渋谷 満弘 高田 京子 平山 真二 塩澤 久美江

912 32分16秒44 08:57.84 08:10.87 08:00.86

00:07:06.87 00:16:04.71 00:24:15.58 00:32:16.44

   8 位 ﾄﾋﾞｳｵﾗｲﾀﾞｰｽ 座間 聖徳 籾山 綾子 江村 豊和 大槻 友海

905 33分19秒55 09:24.49 07:28.30 07:44.22

00:08:42.54 00:18:07.03 00:25:35.33 00:33:19.55

   9 位 さんぴんｸﾗﾌﾞB 松井 佳菜絵 古賀 千恵 山根 諒子 松村 千花

902 34分10秒87 09:53.94 08:42.68 07:18.26

00:08:15.99 00:18:09.93 00:26:52.61 00:34:10.87

  10 位 ﾊﾟｯｼｮﾝ.G 狩俣 幸子 生盛 かおり 生盛 隼 大槻 陽恵

909 40分47秒08 11:44.62 10:59.12 07:32.85

00:10:30.49 00:22:15.11 00:33:14.23 00:40:47.08

  11 位 石垣で泳ごう会 鈴木 彰子 小山田 敏子 内村 美和 木津 誠

914 40分54秒73 10:34.21 10:46.65 09:57.25

00:09:36.62 00:20:10.83 00:30:57.48 00:40:54.73

  12 位 チーム岡村 岡村 健司 山田 圭太 山田 沙織 岡村 健司

911 44分05秒03 11:29.78 11:19.93 10:37.40

00:10:37.92 00:22:07.70 00:33:27.63 00:44:05.03

OPN チームNOWS 佐藤 孝尚 杉沢 毅志 森田 知美 斎藤 史郎

913 28分04秒86 06:05.12 06:27.26 06:07.62

00:09:24.86 00:15:29.98 00:21:57.24 00:28:04.86

DNS NAA American 宮原 研吾 國枝 一武 小宮山 大樹 野上 恵梨

908 棄権 


