
(1) 男子 5km総合順位

   1 位 103 繁田 龍之介 ハンダ リュウノスケ 神奈川県 56分44秒37 

   2 位 104 渡辺 大祐 ワタナベ ダイスケ 静岡県 58分16秒47 

   3 位 107 小柳 朋也 オヤナギ トモヤ 茨城県 1時間00分21秒44 

   4 位 110 瀬戸 大生 セト タイキ 東京都 1時間00分32秒72 

   5 位 130 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 京都府 1時間02分16秒81 

   6 位 129 榊原 宏晃 サカキバラ ヒロアキ 静岡県 1時間04分07秒76 

   7 位 121 曳地 正和 ヒキチ マサカズ 神奈川県 1時間04分15秒88 

   8 位 102 竹田 慎吾 タケダ シンゴ 東京都 1時間04分18秒95 

   9 位 111 久保田 光彦 クボタ ミツヒコ 静岡県 1時間04分19秒91 

  10 位 135 星野 達也 ホシノ タツヤ 東京都 1時間04分24秒37 

  11 位 132 木村 元彦 キムラ モトヒコ 神奈川県 1時間06分19秒36 

  12 位 105 松原 弘幸 マツバラ ヒロユキ 神奈川県 1時間07分25秒55 

  13 位 137 眞鍋 俊彦 マナベ トシヒコ 東京都 1時間08分21秒09 

  14 位 120 渡邊 禎一 ワタナベ テイイチ 神奈川県 1時間10分40秒26 

  15 位 134 今村 朋裕 イマムラ トモヒロ 東京都 1時間12分54秒41 

  16 位 124 平尾 義隆 ヒラオ ヨシタカ 神奈川県 1時間13分33秒82 

  17 位 145 中島 裕 ナカシマ ユタカ 東京都 1時間13分41秒08 

  18 位 122 春名 徹男 ハルナ テツオ 東京都 1時間15分35秒27 

  19 位 101 丹下 湧斗 タンゲ ユウト 千葉県 1時間15分58秒39 

  20 位 141 金子 聡 カネコ サトシ 新潟県 1時間16分57秒74 

  21 位 126 長谷部 貴之 ハセベ タカユキ 神奈川県 1時間17分21秒28 

  22 位 133 段原 一聽 ダンバラ カズアキ 東京都 1時間21分20秒49 

  23 位 115 坂本 元 サカモト ハジメ 静岡県 1時間21分54秒46 

  24 位 119 成毛 崇 ナルケ タカシ 千葉県 1時間22分00秒77 

  25 位 117 岸本 智史 キシモト サトシ 東京都 1時間22分42秒74 

  26 位 144 松澤 秀昭 マツサワ ヒデアキ 新潟県 1時間23分00秒09 

  27 位 114 山下 博司 ヤマシタ ヒロシ 神奈川県 1時間23分31秒32 

  28 位 116 柳澤 隆司 ヤナギサワ リュウジ 東京都 1時間23分53秒60 

  29 位 140 佐野 徹 サノ トオル 東京都 1時間24分07秒89 

  30 位 136 洲鎌 英輝 スガマ ヒデキ 神奈川県 1時間25分00秒26 

  31 位 109 森本 紘史 モリモト ヒロフミ 神奈川県 1時間26分11秒76 

  32 位 125 波多野 仁志 ハタノ ヒトシ 東京都 1時間27分22秒79 

  33 位 128 原田 大作 ハラダ ダイサク 埼玉県 1時間30分12秒12 

  34 位 123 秋山 尚利 アキヤマ ヒサトシ 埼玉県 1時間30分47秒28 

  35 位 112 山口 正治 ヤマグチ マサハル 東京都 1時間31分10秒38 

  36 位 131 向笠 征裕 ムカサ マサヒロ 東京都 1時間31分20秒64 

  37 位 139 管波 雅彦 クダナミ マサヒコ 東京都 1時間42分02秒67 

  38 位 142 渡辺 雅人 ワタナベ マサト 東京都 1時間46分20秒61 

 DNF  108 岡田 慧 オカダ サトシ 神奈川県 途中棄権 

 DNF  113 有ヶ谷 章良 アリガヤ アキヨシ 静岡県 途中棄権 

 DNF  127 遠藤 皇一 エンドウ コウイチ 神奈川県 途中棄権 

 DNF  143 塩田 厚 シオタ アツシ 神奈川県 途中棄権 

 DNS  106 高橋 照明 タカハシ テルアキ 神奈川県 棄権 



(1) 男子 5km総合順位

 DNS  118 二井 紀明 ニイ モトアキ 東京都 棄権 

 DNS  138 北村 幸文 キタムラ ユキフミ 神奈川県 棄権 



(2) 女子 5km総合順位

   1 位 202 高倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 1時間03分05秒77 

   2 位 206 曳地 聡美 ヒキチ サトミ 神奈川県 1時間06分21秒75 

   3 位 210 岡 くるみ オカ クルミ 神奈川県 1時間13分48秒02 

   4 位 208 西川 さおり ニシカワ サオリ 静岡県 1時間16分21秒29 

   5 位 205 吉池 奈々 ヨシイケ ナナ 神奈川県 1時間17分13秒74 

   6 位 209 山本 美千代 ヤマモト ミチヨ 北海道 1時間30分07秒47 

   7 位 204 川原 朋子 カワハラ トモコ 東京都 1時間30分23秒22 

   8 位 203 中村 恵美 ナカムラ エミ 東京都 1時間37分44秒89 

 DNS  201 原田 莉圭 ハラダ リカ 神奈川県 棄権 

 DNS  207 斎藤 美香 サイトウ ミカ 東京都 棄権 



(3) 男子 2.5km総合順位

   1 位 301 カジイ タリク カジイ タリク 東京都 34分08秒52 

   2 位 330 山本 博正 ヤマモト ヒロマサ 静岡県 36分46秒43 

   3 位 316 高橋 弘充 タカハシ ヒロミツ 静岡県 37分55秒53 

   4 位 336 古川 晶 フルカワ アキラ 静岡県 38分12秒03 

   5 位 326 萩中 希予史 ハギナカ キヨシ 東京都 38分56秒93 

   6 位 343 古川 忠宏 フルカワ タダヒロ 千葉県 39分07秒12 

   7 位 323 加山 雄一 カヤマ ユウイチ 東京都 39分11秒14 

   8 位 312 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ 埼玉県 39分13秒07 

   9 位 325 内川 高志朗 ウチカワ コウシロウ 東京都 41分47秒80 

  10 位 309 常田 将弘 トキダ マサヒロ 静岡県 42分56秒53 

  11 位 341 高橋 宏郁 タカハシ ヒロフミ 千葉県 42分59秒04 

  12 位 347 西山 三希夫 ニシヤマ ミキオ 静岡県 43分00秒95 

  13 位 307 高野 大輔 タカノ ダイスケ 神奈川県 44分14秒21 

  14 位 308 尾崎 秀一 オザキ シュウイチ 東京都 45分03秒96 

  15 位 340 佐野 和広 サノ カズヒロ 静岡県 48分26秒04 

  16 位 317 佐藤 洋介 サトウ ヨウスケ 東京都 49分07秒98 

  17 位 306 福井 康介 フクイ コウスケ 東京都 49分30秒28 

  18 位 305 宮本 将志 ミヤモト マサシ 東京都 49分52秒68 

  19 位 329 芹澤 享 セリザワ トオル 静岡県 50分32秒29 

  20 位 338 箕輪 渡 ミノワ ワタル 茨城県 51分37秒56 

  21 位 328 一木 伸夫 イチキ ノブオ 東京都 51分57秒96 

  22 位 334 深澤 大介 フカサワ ダイスケ 静岡県 52分02秒78 

  23 位 318 飯田 浩章 イイダ ヒロアキ 千葉県 52分59秒03 

  24 位 315 渡辺 篤 ワタナベ アツシ 静岡県 53分41秒12 

  25 位 344 池田 勝久 イケダ カツヒサ 東京都 53分44秒85 

  26 位 351 神山 勝男 カミヤマ カツオ 東京都 54分57秒29 

  27 位 342 牧野 徳彦 マキノ ノリヒコ 愛知県 56分01秒14 

  28 位 346 孝岡 勲 タカオカ イサオ 大阪府 56分07秒37 

  29 位 319 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 千葉県 57分52秒58 

  30 位 332 戸田 尚義 トダ ナオヨシ 静岡県 58分22秒88 

  31 位 348 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 58分34秒26 

  32 位 337 高橋 勇市 タカハシ ユウイチ 東京都 58分43秒35 

  33 位 311 山本 小次郎 ヤマモト コジロウ 東京都 58分44秒03 

  34 位 352 中島 安興 ナカシマ ヤスオキ 富山県 59分16秒45 

  35 位 320 星野 裕史 ホシノ ユウジ 埼玉県 1時間00分17秒67 

  36 位 335 益谷 尚豪 マスタニ ナオヒデ 静岡県 1時間01分31秒63 

  37 位 345 三木 健一 ミキ ケンイチ 東京都 1時間04分15秒97 

  38 位 333 川合 亮 カワイ アキラ 東京都 1時間05分07秒33 

 DNF  350 仲田 実 ナカダ ミノル 静岡県 途中棄権 

 DNS  302 塩田 勝之 シオダ カツユキ 東京都 棄権 

 DNS  303 松山 隼人 マツヤマ ハヤト 東京都 棄権 

 DNS  304 服部 聖也 ハットリ セイヤ 東京都 棄権 

 DNS  310 社本 康孝 シャモト ヤスタカ 大阪府 棄権 



(3) 男子 2.5km総合順位

 DNS  313 新城 優 シンジョウ ユウ 東京都 棄権 

 DNS  314 森田 洋平 モリタ ヨウヘイ 東京都 棄権 

 DNS  321 佐藤 達也 サトウ タツヤ 東京都 棄権 

 DNS  322 原 秀喜 ハラ ヒデキ 神奈川県 棄権 

 DNS  324 永來 真一 エイライ シンイチ 千葉県 棄権 

 DNS  327 川西 明洋 カワニシ アキヒロ 静岡県 棄権 

 DNS  331 木村 朋弘 キムラ トモヒロ 京都府 棄権 

 DNS  339 平野 敦彦 ヒラノ アツヒコ 神奈川県 棄権 

 DNS  349 松栄  正和 マツエ マサカズ 東京都 棄権 



(4) 女子 2.5km総合順位

   1 位 409 塩田 順子 シオダ ジュンコ 東京都 35分55秒43 

   2 位 408 平田 加津代 ヒラタ カズヨ 埼玉県 40分51秒18 

   3 位 405 森 麻祐子 モリ マユコ 新潟県 42分08秒50 

   4 位 401 古川 亜季 フルカワ アキ 静岡県 43分04秒69 

   5 位 402 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 45分59秒57 

   6 位 404 益岡 智世 マスオカ トモヨ 兵庫県 49分42秒21 

   7 位 412 岡 祐子 オカ ユウコ 神奈川県 49分45秒45 

   8 位 411 高野 敬子 タカノ ケイコ 静岡県 49分50秒92 

   9 位 403 山根 諒子 ヤマネ リョウコ 東京都 52分50秒55 

  10 位 413 矢島 和江 ヤジマ カズエ 埼玉県 56分03秒36 

  11 位 410 高橋 嘉子 タカハシ ヨシコ 東京都 58分41秒08 

  12 位 406 森 かおり モリ カオリ 埼玉県 1時間05分39秒47 

 DNS  407 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 神奈川県 棄権 



(5) 男子 500m総合順位

   1 位 507 長橋 智一 ナガハシ トモカズ 静岡県 05分58秒68 

   2 位 511 大洞 光知 オオホラ ミツトモ 神奈川県 06分50秒64 

   3 位 508 西村 康 ニシムラ ヤスシ 静岡県 07分08秒59 

   4 位 513 吉田 耕作 ヨシダ コウサク 神奈川県 07分30秒41 

   5 位 503 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 埼玉県 08分03秒50 

   6 位 502 横山 源 ヨコヤマ ゲン 東京都 08分16秒99 

   7 位 519 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 東京都 08分17秒74 

   8 位 520 小山 健一 コヤマ ケンイチ 埼玉県 08分57秒11 

   9 位 504 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ 神奈川県 09分00秒25 

  10 位 514 徳永 竜二 トクナガ リュウジ 東京都 09分16秒09 

  11 位 518 阿部 拓 アベ タク 神奈川県 09分18秒86 

  12 位 521 池之谷 兼行 イケノヤ カネユキ 埼玉県 09分44秒73 

  13 位 517 竹原 清人 タケハラ キヨト 長野県 09分49秒61 

  14 位 509 新田 昌司 ニッタ ショウジ 神奈川県 09分51秒64 

  15 位 516 高井 哲彦 タカイ テツヒコ 北海道 10分43秒47 

  16 位 510 須永 慎一郎 スナガ シンイチロウ 千葉県 11分11秒81 

  17 位 522 丸山 滿 マルヤマ ミツル 静岡県 12分00秒64 

  18 位 515 田中 賢司 タナカ ケンジ 静岡県 13分23秒00 

 DNF  512 園田 剛士 ソノダ タケシ 静岡県 途中棄権 

 DNS  501 遠藤 琢 エンドウ タク 東京都 棄権 

 DNS  505 岸本 智史 キシモト サトシ 東京都 棄権 

 DNS  506 人見 仁一 ヒトミ ジンイチ 東京都 棄権 

 DNS  523 堀井 有 ホリイ タモツ 東京都 棄権 



(6) 女子 500m総合順位

   1 位 604 歳永 ゆきね トシナガ ユキネ 静岡県 07分28秒39 

   2 位 601 石川 有紀 イシカワ ユキ 静岡県 07分57秒84 

   3 位 610 府川 陽子 フカワ ヨウコ 神奈川県 08分30秒05 

   4 位 603 石川 菜実子 イシカワ ナミコ 静岡県 08分42秒52 

   5 位 612 古賀 千栄子 コガ チエコ 静岡県 09分01秒40 

   6 位 611 北澄 千代美 キタズミ チヨミ 静岡県 09分08秒75 

   7 位 609 塩田 順子 シオダ ジュンコ 東京都 09分41秒22 

   8 位 607 綱本 慈 ツナモト メグミ 東京都 10分42秒00 

   9 位 605 松浦 加奈 マツウラ カナ 東京都 11分08秒95 

  10 位 602 豊田 かおり トヨダ カオリ 東京都 11分38秒66 

  11 位 608 高井 紀子 タカイ ノリコ 静岡県 15分30秒00 

 DNS  606 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 神奈川県 棄権 



(7) 500m×4ﾘﾚｰ総合順位

   1 位 さんぴんゲスト 高倉 和恵 森中 勇帆 松川 実樹 伊予部 崇

901 23分13秒18 05:31.67 06:12.16 05:16.18

00:06:13.17 00:11:44.84 00:17:57.00 00:23:13.18

   2 位 チームＴＡＫＡＴＳＵ 矢澤 隼人 小峰 祐一 才原 寛司 菅沼 寛也

904 23分40秒82 06:57.03 06:37.64 05:01.09

00:05:05.06 00:12:02.09 00:18:39.73 00:23:40.82

   3 位 さんぴんクラブＡ 佐藤 清一朗 長門 祐太 霧生 翔 渡部 学

905 24分15秒38 06:22.20 06:27.70 05:48.42

00:05:37.06 00:11:59.26 00:18:26.96 00:24:15.38

   4 位 三十路スイマーズ 中嶋 皓人 大原 拓巳 中村 邦洋 石神 功三

906 24分41秒34 06:15.67 05:41.21 06:56.38

00:05:48.08 00:12:03.75 00:17:44.96 00:24:41.34

   5 位 サザンクロス 木村 元彦 福本 健 加山 雄一 萩中 希予史

911 25分03秒43 05:45.42 06:25.25 06:32.93

00:06:19.83 00:12:05.25 00:18:30.50 00:25:03.43

   6 位 ぎっちょーず 松原 慶喜 古川 晶 杉山 奈穂美 杉山 貴規

910 25分09秒09 06:11.52 06:47.01 06:24.33

00:05:46.23 00:11:57.75 00:18:44.76 00:25:09.09

   7 位 MC静岡(チーム望月) 望月 良剛 毎熊 直央 西川 裕之 寺田 貴洋

908 27分18秒97 07:04.50 08:10.58 05:45.82

00:06:18.07 00:13:22.57 00:21:33.15 00:27:18.97

   8 位 サッポロ 静岡麦酒チーム 高橋 宏郁 中村 康英 大洞 光知 二村 和視

912 27分41秒90 06:52.63 06:48.11 06:46.81

00:07:14.35 00:14:06.98 00:20:55.09 00:27:41.90

   9 位 さんぴんクラブＢ 佐藤 英成 齋藤 良太 藤原 亮太 阿部 智幸

907 28分32秒27 08:14.58 06:50.12 06:38.38

00:06:49.19 00:15:03.77 00:21:53.89 00:28:32.27

  10 位 チームセイシン 静岡葵 山本 博正 榊原 宏晃 高野 敬子 西川 さおり

913 29分00秒88 06:28.52 08:27.13 07:48.56

00:06:16.67 00:12:45.19 00:21:12.32 00:29:00.88

  11 位 さんぴんクラブＣ 松井 佳菜絵 福田 千鶴 古賀 千恵 山根 諒子

902 32分48秒16 07:20.40 09:45.70 08:19.04

00:07:23.02 00:14:43.42 00:24:29.12 00:32:48.16

  12 位 ＭＣ静岡(チーム寿) 石川 信広 水越 しのぶ 杉浦 寿昭 佐藤 朱実

914 37分53秒22 09:20.90 09:40.82 09:29.28

00:09:22.22 00:18:43.12 00:28:23.94 00:37:53.22

OPN ＢＩＧＳＷＩＭ 山本 小次郎 池田 勝久 横山 源 一木 伸夫

909 32分38秒58 08:01.99 08:54.18 08:31.08

00:07:11.33 00:15:13.32 00:24:07.50 00:32:38.58

DNS 北野高校120期 中務 晶太 田中 新 上馬場 雄介 田中 悠一

903 棄権 


