
(3) 男子 NOWS 5kmクラス別順位

【 19歳以下 】

   1 位 301 谷内 海公 タニウチ カイキ 千葉県 1時間30分56秒39 

   2 位 302 佐藤 陸歩 サトウ リクホ 千葉県 1時間59分43秒63 

【 20～29歳 】

   1 位 304 鈴木 七成 スズキ ナナル 神奈川県 1時間38分44秒44 

総合1  303 三田 篤 ミタ アツシ 東京都 1時間11分41秒17 

【 30～39歳 】

   1 位 309 林 祐貴 ハヤシ ユウキ 岐阜県 1時間26分40秒18 

   2 位 306 杉田 真紀 スギタ マサキ 埼玉県 1時間30分38秒66 

   3 位 307 高木 貴光 タカギ タカミツ 岐阜県 1時間41分06秒96 

総合6  305 柴田 雅規 シバタ マサノリ 長野県 1時間21分16秒15 

 OTL  308 米井 文教 ヨネイ トモノリ 千葉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 40～49歳 】

   1 位 325 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 京都府 1時間21分53秒63 

   2 位 319 木島 偉博 キジマ ヨシヒロ 愛知県 1時間25分26秒79 

   3 位 315 岡本 篤志 オカモト アツシ 神奈川県 1時間27分00秒67 

   4 位 323 榊原 宏晃 サカキバラ ヒロアキ 静岡県 1時間27分43秒78 

   5 位 313 山本 哲也 ヤマモト テツヤ 千葉県 1時間28分26秒34 

   6 位 311 高橋 弘充 タカハシ ヒロミツ 静岡県 1時間35分50秒11 

   7 位 318 赤野 史典 アカノ フミノリ 東京都 1時間36分00秒89 

   8 位 316 森岡 政人 モリオカ マサト 滋賀県 1時間38分01秒07 

   9 位 314 宮本 大介 ミヤモト ダイスケ 埼玉県 1時間44分07秒43 

  10 位 312 坂本 元 サカモト ハジメ 静岡県 1時間48分30秒27 

  11 位 321 遠藤 稔夫 エンドウ トシオ 東京都 1時間50分54秒68 

  12 位 327 浅田 角郎 アサダ カクロウ 埼玉県 1時間52分23秒23 

  13 位 328 佐藤 英一郎 サトウ エイイチロウ 東京都 1時間53分03秒91 

総合3  322 岡崎 満 オカザキ ミツル  京都府 1時間15分30秒84 

総合4  317 石塚 真人 イシヅカ マサト 大阪府 1時間19分47秒40 

総合5  310 原田 真季 ハラダ マキ 兵庫県 1時間19分47秒62 

 DNF  324 平井 淳也 ヒライ ジュンヤ 新潟県 途中棄権 

 DNS  320 佐藤秀信 サトウヒデノブ 群馬県 棄権 

 DNS  326 仙田 隆宏 センダ タカヒロ 鳥取県 棄権 

【 50～59歳 】

   1 位 339 高尾 克則 タカオ カツノリ 東京都 1時間25分46秒57 

   2 位 342 眞鍋 俊彦 マナベ トシヒコ 東京都 1時間30分00秒63 

   3 位 344 北村 幸文 キタムラ ユキフミ 神奈川県 1時間33分04秒76 

   4 位 337 岩崎 剛士 イワサキ タケシ 千葉県 1時間34分43秒98 

   5 位 340 鎌田 俊一 カマタ シュンイチ 岩手県 1時間35分30秒44 



(3) 男子 NOWS 5kmクラス別順位

【 50～59歳 】

   6 位 345 池谷 千尋 イケタニ チヒロ 神奈川県 1時間35分55秒18 

   7 位 336 山本 省三 ヤマモト ショウゾウ 大阪府 1時間36分17秒96 

   8 位 343 島田 達己 シマダ タツミ 山梨県 1時間37分17秒51 

   9 位 330 栗田 雅祥 クリタ マサヨシ 神奈川県 1時間38分59秒50 

  10 位 333 今村 朋裕 イマムラ トモヒロ 東京都 1時間41分03秒97 

  11 位 334 高山 裕一 タカヤマ ユウイチ 東京都 1時間41分14秒44 

  12 位 338 橋本 良浩 ハシモト ヨシヒロ 栃木県 1時間41分18秒43 

  13 位 329 内山 好申 ウチヤマ ヨシノブ 大阪府 1時間42分49秒69 

  14 位 331 岡﨑 隆司 オカザキ タカシ 静岡県 1時間49分19秒95 

総合2  341 妹尾 信一 セノオ シンイチ 東京都 1時間11分56秒56 

 OTL  332 山本 崇人 ヤマモト タカヒト 神奈川県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  335 稲田 和徳 イナダ カズノリ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  346 宮崎 博美 ミヤザキ ヒロミ 埼玉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 60～69歳 】

   1 位 347 青柳 努 アオヤギ ツトム 東京都 1時間47分42秒41 



(4) 女子 NOWS 5kmクラス別順位

【 19歳以下 】

   1 位 401 荒井 菜々子 アライ ナナコ 千葉県 1時間35分32秒79 

総合1  403 森山 鈴香 モリヤマ スズカ 埼玉県 1時間20分59秒77 

総合2  402 針ヶ谷 若葉 ハリガヤ ワカバ 千葉県 1時間25分12秒53 

【 30～39歳 】

総合3  405 岩田 文 イワタ アヤ 埼玉県 1時間26分46秒72 

総合4  404 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 1時間27分31秒48 

【 40～49歳 】

   1 位 408 吉澤 智津 ヨシザワ チヅ 東京都 1時間40分38秒57 

   2 位 406 須藤 友子 ストウ トモコ 東京都 1時間45分41秒78 

   3 位 413 室井 優子 ムロイ ユウコ 大阪府 1時間48分50秒67 

   4 位 407 岩永 直子 イワナガ ナオコ 千葉県 1時間51分16秒97 

 OTL  414 松澤 あゆみ マツザワ アユミ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

【 50～59歳 】

   1 位 412 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 1時間48分17秒67 

   2 位 410 森田 直美 モリタ ナオミ 埼玉県 1時間49分29秒89 

総合5  411 山田 忍 ヤマダ シノブ 大阪府 1時間30分19秒88 

総合6  409 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 1時間32分19秒38 



(5) 男子 2.5kmクラス別順位

【 19歳以下 】

総合1  501 伊藤 珀叶 イトウ ハクト 滋賀県 39分37秒12 

【 30～39歳 】

   1 位 503 高野 大輔 タカノ ダイスケ 神奈川県 51分57秒52 

   2 位 511 篠田 圭吾 シノダ ケイゴ 神奈川県 55分03秒34 

   3 位 507 大竹 朗 オオタケ アキラ 静岡県 1時間00分14秒16 

   4 位 510 有澤 知輝 アリサワ サトキ 福岡県 1時間00分18秒00 

   5 位 512 田ノ岡 正紀 タノオカ マサキ 静岡県 1時間12分02秒97 

   6 位 504 大津 丈忠 オオツ ヒロタダ 東京都 1時間12分34秒58 

   7 位 509 青木 義憲 アオキ ヨシノリ 神奈川県 1時間15分41秒60 

総合2  508 今西 明 イマニシ アキラ 神奈川県 40分09秒27 

総合3  505 白鳥 克哉 シラトリ カツヤ 静岡県 42分12秒63 

総合4  502 青山 泰 アオヤマ ユタカ 神奈川県 48分29秒96 

 DNS  506 宮本 勝 ミヤモト マサル 静岡県 棄権 

【 40～49歳 】

   1 位 526 杉本 洋一 スギモト ヨウイチ 静岡県 50分26秒63 

   2 位 522 宮林 亮介 ミヤバヤシ リョウスケ 大阪府 50分31秒41 

   3 位 518 高倉 勉 タカクラ ツトム 東京都 50分51秒89 

   4 位 528 長谷川 享 ハセガワ ススム 愛知県 51分00秒85 

   5 位 517 松本 勝司 マツモト カツシ 千葉県 51分10秒06 

   6 位 525 小島 徹也 コジマ テツヤ 群馬県 51分11秒17 

   7 位 520 田村 佳文 タムラ ヨシフミ 神奈川県 51分30秒60 

   8 位 513 酒井 信裕 サカイ ノブヒロ 福島県 53分39秒63 

   9 位 516 伊東 亮 イトウ リョウ 東京都 55分06秒34 

  10 位 519 橋本 智志 ハシモト サトシ 東京都 57分19秒14 

  11 位 523 浅井 浩 アサイ ヒロシ 富山県 1時間03分22秒24 

  12 位 515 向山 勇也 ムカイヤマ ユウヤ 静岡県 1時間04分42秒69 

  13 位 521 星野 裕史 ホシノ ユウジ 埼玉県 1時間10分24秒96 

  14 位 514 長尾 豊孝 ナガオ トヨタカ 東京都 1時間14分04秒81 

  15 位 527 後藤 順一 ゴトウ ジュンイチ 山梨県 1時間21分27秒02 

 DNS  524 保屋野 博之 ホヤノ ヒロユキ 神奈川県 棄権 

 DNS  529 卯津江 穣 ウツエ ジョウ 神奈川県 棄権 

【 50～59歳 】

   1 位 551 高橋 宏郁 タカハシ ヒロフミ 千葉県 52分52秒20 

   2 位 548 鞠子 淳 マリコ アツシ 神奈川県 54分50秒00 

   3 位 553 丹羽 幹治 ニワ カンジ 東京都 55分49秒21 

   4 位 533 芹澤 享 セリザワ トオル 静岡県 57分12秒34 

   5 位 530 佐原 聡 サハラ サトシ 群馬県 57分55秒98 

   6 位 537 田城 博行 タシロ ヒロユキ 栃木県 57分57秒13 



(5) 男子 2.5kmクラス別順位

【 50～59歳 】

   7 位 541 上野 孝 ウエノ タカシ 愛知県 58分59秒48 

   8 位 545 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 1時間01分04秒76 

   9 位 542 三上 智也 ミカミ トモヤ 東京都 1時間03分21秒35 

  10 位 536 新山 正人 アラヤマ マサト 千葉県 1時間03分23秒25 

  11 位 539 廣瀬 太郎 ヒロセ タロウ 神奈川県 1時間05分55秒08 

  12 位 550 平野 敦彦 ヒラノ アツヒコ 神奈川県 1時間09分38秒65 

  13 位 535 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 東京都 1時間09分49秒75 

  14 位 531 川西 明洋 カワニシ アキヒロ 静岡県 1時間10分03秒82 

  15 位 546 多井 豊 タイ ユタカ 神奈川県 1時間14分06秒44 

  16 位 543 益谷 尚豪 マスタニ ナオヒデ 静岡県 1時間14分39秒13 

  17 位 532 服部 好昭 ハットリ ヨシアキ 静岡県 1時間16分09秒35 

  18 位 547 鈴木 肇 スズキ ハジメ 静岡県 1時間23分49秒49 

総合5  540 村上 淳一 ムラカミ ジュンイチ 愛知県 50分00秒80 

総合6  544 鎌田 俊一 カマタ シュンイチ 岩手県 50分07秒86 

 DNF  538 佐々木 信二 ササキ シンジ 東京都 途中棄権 

 DNS  534 小野 たかひろ オノ タカヒロ 東京都 棄権 

 DNS  549 金盛 靖昌 カナモリ ヤスマサ 神奈川県 棄権 

 DNS  552 佐藤 政人 サトウ マサト 東京都 棄権 

【 60～69歳 】

   1 位 554 前田 敏博 マエダ トシヒロ 静岡県 50分40秒44 

   2 位 558 大久保 裕二 オオクボ ユウジ 東京都 51分28秒34 

   3 位 562 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 群馬県 53分40秒68 

   4 位 560 西山 三希夫 ニシヤマ ミキオ 静岡県 55分30秒05 

   5 位 559 長谷川 敏雄 ハセガワ トシオ 千葉県 1時間01分11秒76 

   6 位 556 奥村 清 オクムラ キヨシ 群馬県 1時間02分53秒00 

   7 位 564 神山 勝男 カミヤマ カツオ 東京都 1時間03分18秒72 

   8 位 555 犬塚 哲司 イヌヅカ テツジ 静岡県 1時間04分34秒11 

   9 位 561 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 1時間08分12秒94 

  10 位 563 仲田 実 ナカダ ミノル 静岡県 1時間18分39秒77 

  11 位 557 杉山 義樹 スギヤマ ヨシキ 静岡県 1時間20分13秒63 

【 70～79歳 】

   1 位 565 松岡 喜久夫 マツオカ キクオ 神奈川県 55分39秒16 



(6) 女子 2.5kmクラス別順位

【 20～29歳 】

総合1  601 鍵谷 果那 カギタニ カナ 兵庫県 47分12秒49 

総合3  602 松村 千花 マツムラ チカ 東京都 51分39秒37 

総合4  603 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 54分38秒36 

【 30～39歳 】

   1 位 606 崔 理慧 サイ リエ 千葉県 1時間04分48秒84 

   2 位 604 布野 紗弥香 ヌノ サヤカ 東京都 1時間07分15秒68 

   3 位 605 笹井 万友美 ササイ マユミ 千葉県 1時間14分01秒50 

【 40～49歳 】

   1 位 607 清水 真智子 シミズ マチコ 静岡県 1時間05分17秒19 

   2 位 608 高倉 真紀子 タカクラ マキコ 東京都 1時間05分48秒56 

   3 位 609 菅野 麻貴 カンノ マキ 千葉県 1時間15分09秒59 

   4 位 611 堅田 忍 カタダ シノブ 神奈川県 1時間17分15秒46 

総合5  610 中西 美保 ナカニシ ミホ 愛知県 54分46秒92 

【 50～59歳 】

総合2  613 真野 和美 マノ カズミ 群馬県 47分17秒78 

総合6  612 榮 美和 サカエ ミワ 兵庫県 56分36秒43 

 DNS  614 浜田 典子 ハマダ ノリコ 愛知県 棄権 

【 60～69歳 】

   1 位 617 高橋 久美子 タカハシ クミコ 東京都 57分58秒77 

   2 位 616 齋藤 孝美 サイトウ タカミ 千葉県 1時間03分18秒08 

   3 位 615 杉山 京子 スギヤマ キョウコ 東京都 1時間03分58秒71 



(7) 男子 1kmクラス別順位

【 19歳以下 】

   1 位 701 櫻井 湧士 サクライ ユウト 千葉県 24分14秒97 

【 20～29歳 】

   1 位 703 浅野 優太 アサノ ユウタ 愛知県 19分52秒70 

   2 位 707 益田 崇広 マスダ タカヒロ 愛知県 20分20秒21 

総合1  704 谷口 靖英 タニグチ ヤスヒデ 愛知県 18分12秒03 

総合5  705 東野 将史 ヒガシノ マサシ 静岡県 19分33秒18 

総合6  702 後藤 千春 ゴトウ チハル 愛知県 19分49秒58 

 DNS  706 浦野 雄太 ウラノ ユウタ 東京都 棄権 

【 30～39歳 】

   1 位 710 稲垣 元博 イナガキ モトヒロ 東京都 20分55秒20 

   2 位 709 里見 匡紀 サトミ マサノリ 東京都 31分07秒47 

   3 位 708 森田 祐史 モリタ ユウシ 千葉県 37分10秒64 

【 40～49歳 】

   1 位 713 吉田 耕作 ヨシダ コウサク 神奈川県 21分12秒65 

   2 位 711 浅野 智大 アサノ トモヒロ 静岡県 26分06秒07 

   3 位 717 森本 歓 モリモト カン 東京都 28分24秒82 

   4 位 714 鍋田 秀利 ナベタ ヒデトシ 静岡県 32分30秒15 

総合2  716 山口 学功 ヤマグチ タカノリ 神奈川県 18分15秒24 

総合4  712 長橋 智一 ナガハシ トモカズ 静岡県 18分42秒34 

 DNS  715 仙田 隆宏 センダ タカヒロ 鳥取県 棄権 

【 50～59歳 】

   1 位 722 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 25分11秒97 

   2 位 719 川浦 友裕 カワウラ トモヒロ 愛知県 27分31秒80 

   3 位 720 戸田 尚義 トダ ナオヨシ 静岡県 28分10秒08 

   4 位 721 高井 哲彦 タカイ テツヒコ 北海道 33分15秒42 

   5 位 723 藤田 和裕 フジタ カズヒロ 東京都 36分01秒20 

総合3  718 山本 博正 ヤマモト ヒロマサ 静岡県 18分40秒83 

【 60～69歳 】

   1 位 724 石川 一郎 イシカワ イチロウ 神奈川県 27分35秒87 

 DNS  725 横田 浩昌 ヨコタ ヒロアキ 千葉県 棄権 


