
(1) 男子 3kmクラス別順位

【 20～24歳 】

   1 位 105 笠原 敬太 カサハラ ケイタ 神奈川県 33分17秒35 

   2 位 104 竹田 慎吾 タケダ シンゴ 東京都 34分15秒29 

   3 位 101 古関 裕太 コセキ ユウタ 千葉県 36分28秒22 

   4 位 106 冨田 凌汰 トミタ リョウタ 群馬県 37分07秒20 

総合2  103 中山 泰誠 ナカヤマ タイセイ 神奈川県 31分52秒23 

 DNS  102 永井 智也 ナガイ トモヤ 千葉県 棄権 

【 25～29歳 】

   1 位 107 前道 俊宏 マエミチ トシヒロ 埼玉県 36分12秒46 

   2 位 111 飯森 裕真 イイモリ ユウマ 東京都 40分52秒95 

   3 位 110 森 裕之 モリ ヒロユキ 神奈川県 41分33秒00 

   4 位 108 佐藤 浩司 サトウ コウジ 東京都 48分10秒50 

総合3  109 越川 宏海 コシカワ ヒロミ 東京都 32分23秒91 

【 30～34歳 】

   1 位 123 山口 尚己 ヤマグチ ナオキ 神奈川県 33分16秒11 

   2 位 116 亀井 佑太郎 カメイ ユウタロウ 神奈川県 33分34秒10 

   3 位 118 船津 宏樹 フナツ ヒロキ 東京都 34分03秒11 

   4 位 113 河野 友哉 コウノ トモヤ 東京都 34分50秒75 

   5 位 125 森岡 博文 モリオカ ヒロフミ 東京都 35分19秒63 

   6 位 115 飯塚 哲司 イイヅカ サトシ 東京都 37分02秒46 

   7 位 121 山廣 卓司 ヤマヒロ タクジ 神奈川県 40分21秒60 

   8 位 124 本郷 功 ホンゴウ イサオ 兵庫県 47分19秒53 

   9 位 119 柴田 大輔 シバタ ダイスケ 東京都 48分45秒13 

  10 位 122 宮戸 嵩志 ミヤト タカシ 神奈川県 48分56秒59 

  11 位 117 栢木 健一 カヤキ ケンイチ 神奈川県 59分17秒76 

 DNS  112 西本 守人 ニシモト モリト 東京都 棄権 

 DNS  114 米津 慎之介 ヨネツ シンノスケ 神奈川県 棄権 

 DNS  120 林 隆史 ハヤシ タカフミ 東京都 棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 149 村上 貴彦 ムラカミ タカヒコ 東京都 33分39秒58 

   2 位 133 柴田 雅規 シバタ マサノリ 長野県 34分51秒81 

   3 位 144 荒賀 謙作 アラガ ケンサク 神奈川県 35分09秒28 

   4 位 140 杉田 真紀 スギタ マサキ 埼玉県 36分42秒39 

   5 位 147 流石 哲也 サスガ テツヤ 山梨県 37分21秒83 

   6 位 135 磯部 優介 イソベ ユウスケ 東京都 39分46秒75 

   7 位 129 瀬戸 大生 セト タイキ 東京都 40分32秒39 

   8 位 128 山本 小次郎 ヤマモト コジロウ 東京都 41分00秒16 

   9 位 142 横尾 博和 ヨコオ ヒロカズ 東京都 42分42秒23 

  10 位 143 下谷 邦仁 シモタニ クニヒト 東京都 43分40秒23 



(1) 男子 3kmクラス別順位

【 35～39歳 】

  11 位 136 遠藤 洋之 エンドウ ヒロユキ 東京都 43分49秒59 

  12 位 130 篠 旭 シノ アキラ 埼玉県 44分02秒47 

  13 位 127 小野 慎一郎 オノ シンイチロウ 神奈川県 44分43秒36 

  14 位 132 山口 正治 ヤマグチ マサハル 東京都 46分15秒88 

  15 位 126 明野 翔太 アケノ ショウタ 神奈川県 46分22秒16 

  16 位 148 赤川 俊介 アカガワ シュンスケ 東京都 46分42秒48 

  17 位 138 堀内 栄吾 ホリウチ エイゴ 東京都 48分04秒02 

  18 位 150 飯島 久典 イイジマ ヒサノリ 神奈川県 50分03秒14 

  19 位 131 鹿俣 慧 カノマタ サトシ 兵庫県 50分46秒78 

  20 位 145 山田 繁 ヤマダ シゲル 群馬県 52分51秒71 

  21 位 146 米井 文教 ヨネイ トモノリ 千葉県 53分52秒95 

総合1  141 鎌田 慎平 カマタ シンペイ 東京都 29分35秒21 

 OPN  134 チャイコフスキー マーク チャイコフスキー マーク 東京都 50分56秒16 

 DNS  137 齋藤 晃 サイトウ アキラ 東京都 棄権 

 DNS  139 猿田 晋也 サルタ シンヤ 神奈川県 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 160 永井 純 ナガイ ジュン 東京都 34分55秒15 

   2 位 170 花井 一也 ハナイ カズヤ 神奈川県 35分13秒57 

   3 位 174 岡本 篤志 オカモト アツシ 神奈川県 36分18秒03 

   4 位 169 森下 陽介 モリシタ ヨウスケ 千葉県 36分21秒16 

   5 位 161 山本 哲也 ヤマモト テツヤ 千葉県 36分58秒84 

   6 位 172 川島 隆伸 カワシマ タカノブ 埼玉県 37分10秒90 

   7 位 152 根岸 直樹 ネギシ ナオキ 埼玉県 38分42秒27 

   8 位 163 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 埼玉県 38分52秒44 

   9 位 171 小岩 徹平 コイワ テッペイ 埼玉県 40分19秒26 

  10 位 164 岩崎 喜裕 イワサキ ヨシヒロ 埼玉県 41分17秒32 

  11 位 157 曽我部 太一 ソガベ タイチ 茨城県 41分30秒02 

  12 位 153 出口 由和 デグチ ヨシカズ 神奈川県 41分45秒27 

  13 位 156 山下 博司 ヤマシタ ヒロシ 神奈川県 43分07秒73 

  14 位 167 成毛 崇 ナルケ タカシ 千葉県 44分18秒25 

  15 位 162 小口 崇紘 コグチ タカヒロ 東京都 44分41秒63 

  16 位 158 坂本 元 サカモト ハジメ 静岡県 44分49秒59 

  17 位 155 山崎 悟 ヤマサキ サトル 神奈川県 46分39秒22 

  18 位 159 石井 宏和 イシイ ヒロカズ 埼玉県 46分52秒37 

  19 位 151 山下 毅 ヤマシタ ツヨシ 東京都 48分34秒71 

  20 位 168 松浦 裕幸 マツウラ ヒロユキ 神奈川県 51分40秒04 

 DNF  154 鎌田 俊史 カマダ トシフミ 千葉県 途中棄権 

 DNS  165 長谷川 良 ハセガワ リョウ 神奈川県 棄権 

 DNS  166 二井 紀明 ニイ モトアキ 東京都 棄権 

 DNS  173 宮本 大介 ミヤモト ダイスケ 埼玉県 棄権 



(1) 男子 3kmクラス別順位

【 45～49歳 】

   1 位 200 才野 博士 サイノ ヒロシ 神奈川県 33分36秒87 

   2 位 182 島田 昌哉 シマダ マサヤ 神奈川県 34分58秒62 

   3 位 185 井上 勝弥 イノウエ カツヤ 神奈川県 35分24秒96 

   4 位 195 清水 禎児 シミズ テイジ 神奈川県 35分36秒02 

   5 位 227 木村 元彦 キムラ モトヒコ 神奈川県 36分02秒94 

   6 位 204 中野 和彦 ナカノ カズヒコ 千葉県 36分10秒61 

   7 位 216 吉野 功哉 ヨシノ カツヤ 埼玉県 37分14秒01 

   8 位 192 住吉 俊亮 スミヨシ トシアキ 神奈川県 37分16秒15 

   9 位 225 神戸 謙二 カンベ ケンジ 東京都 37分20秒93 

  10 位 202 井上 亮 イノウエ リョウ 神奈川県 37分38秒30 

  11 位 199 大島 徳之 オオシマ ノリユキ 東京都 38分00秒25 

  12 位 221 石井 慶太 イシイ ケイタ 神奈川県 38分29秒02 

  13 位 178 筒井 貴之 ツツイ タカユキ 東京都 38分44秒00 

  14 位 184 矢部 洋一 ヤベ ヨウイチ 埼玉県 40分28秒67 

  15 位 193 野村 家貴 ノムラ イエタカ 神奈川県 40分51秒28 

  16 位 215 角谷 哲 カクタニ サトル 神奈川県 40分54秒24 

  17 位 228 中地 修 ナカチ オサム 神奈川県 41分12秒48 

  18 位 183 逆井 謙 サカサイ ケン 東京都 42分00秒67 

  19 位 222 佐々木 正幸 ササキ マサユキ 神奈川県 42分13秒77 

  20 位 218 前田 勝彦 マエダ カツヒコ 千葉県 43分03秒44 

  21 位 206 岸田 謙三 キシダ ケンゾウ 東京都 43分23秒05 

  22 位 220 鎌田 憲一郎 カマタ ケンイチロウ 神奈川県 43分30秒96 

  23 位 230 大野 光樹 オオノ コウキ 東京都 43分33秒65 

  24 位 179 石黒 之彦 イシグロ ユキヒコ 東京都 43分38秒85 

  25 位 205 山之内 雄臣 ヤマノウチ ヒロオミ 神奈川県 44分00秒51 

  26 位 214 樋口 清美 ヒグチ キヨミ 福島県 44分39秒38 

  27 位 187 富永 充昭 トミナガ ミツアキ 神奈川県 44分56秒33 

  28 位 203 遠藤 稔夫 エンドウ トシオ 東京都 45分05秒53 

  29 位 212 中田 憲一郎 ナカダ ケンイチロウ 千葉県 45分26秒19 

  30 位 176 角田 宗士 ツノダ ソウシ 東京都 45分51秒99 

  31 位 198 MUNOZ TOMMY ムニョ トミー 東京都 46分31秒14 

  32 位 181 高田 明彦 タカダ アキヒコ 神奈川県 46分33秒33 

  33 位 197 瀬田 賢二 セタ ケンジ 東京都 46分43秒93 

  34 位 189 野村 暁宣 ノムラ アキノリ 神奈川県 46分50秒18 

  35 位 217 岩原 宏司 イワハラ ヒロシ 神奈川県 47分12秒46 

  36 位 223 原田 潤 ハラダ ジュン 東京都 47分34秒35 

  37 位 231 伊藤 宜久 イトウ ノブヒサ 埼玉県 47分47秒48 

  38 位 226 小笠原 勝 オガサワラ マサル 東京都 48分26秒71 

  39 位 207 西川 尚希 ニシカワ ナオキ 東京都 48分39秒20 

  40 位 209 高野 輝明 タカノ テルアキ 埼玉県 48分41秒73 

  41 位 211 須藤 政志 ストウ マサシ 神奈川県 49分03秒40 



(1) 男子 3kmクラス別順位

【 45～49歳 】

  42 位 175 奥村 修治 オクムラ シュウジ 埼玉県 49分26秒03 

  43 位 232 佐々木 繁 ササキ シゲル 東京都 49分34秒27 

  44 位 194 武田 典幸 タケダ ノリユキ 東京都 50分23秒29 

  45 位 177 下村 康一 シモムラ コウイチ 神奈川県 50分24秒60 

  46 位 191 原嶋 亮至 ハラシマ リョウジ 東京都 52分39秒65 

  47 位 208 村岡 大輔 ムラオカ ダイスケ 神奈川県 53分44秒36 

  48 位 180 清水 圭吾 シミズ ケイゴ 神奈川県 53分45秒64 

総合4  186 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 東京都 32分31秒58 

総合5  188 小島 幸太 コジマ コウタ 東京都 32分49秒93 

総合6  210 石橋 正樹 イシバシ マサキ 神奈川県 33分10秒61 

 OPN  196 及川 真樹 オイカワ マサキ 神奈川県 47分16秒22 

 OPN  224 伊藤 泰寿 イトウ ヤストシ 東京都 47分26秒62 

 OPN  190 青木 健 アオキ ケン 東京都 53分55秒94 

 DNS  201 佐伯 健介 サエキ ケンスケ 東京都 棄権 

 DNS  213 永來 真一 エイライ シンイチ 千葉県 棄権 

 DNS  219 奥野 晃司 オクノ コウジ 東京都 棄権 

 DNS  229 池田 浩昭 イケダ ヒロアキ 東京都 棄権 

 DNS  233 水野 和成 ミズノ カズナリ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 237 更級 学 サラシナ マナブ 神奈川県 35分17秒56 

   2 位 235 武田 浩詩 タケダ ヒロシ 東京都 36分01秒22 

   3 位 247 日下 太輔 クサカ ダイスケ 神奈川県 37分05秒58 

   4 位 257 芳賀 俊夫 ハガ トシオ 神奈川県 37分24秒01 

   5 位 267 青木 晋 アオキ シン 神奈川県 38分16秒20 

   6 位 241 山澤 浩司 ヤマザワ ヒロシ 神奈川県 39分31秒45 

   7 位 254 今村 朋裕 イマムラ トモヒロ 東京都 40分49秒95 

   8 位 259 井上 基大 イノウエ モトヒロ 神奈川県 40分55秒93 

   9 位 268 橋本 良浩 ハシモト ヨシヒロ 栃木県 40分58秒01 

  10 位 240 岡村 秀樹 オカムラ ヒデキ 静岡県 41分05秒21 

  11 位 263 設楽 博人 シダラ ヒロト 東京都 41分31秒35 

  12 位 272 鎌田 俊一 カマタ シュンイチ 岩手県 41分48秒23 

  13 位 244 阿部 元樹 アベ モトキ 千葉県 41分55秒00 

  14 位 256 原田 真宏 harada naohiro 東京都 41分59秒27 

  15 位 260 藤掛 亮一 フジカケ リョウイチ 東京都 42分29秒61 

  16 位 261 赤羽 博文 アカハネ ヒロフミ 神奈川県 42分30秒25 

  17 位 234 庄司 貢一郎 ショウジ コウイチロウ 東京都 42分50秒35 

  18 位 242 猪瀬 雄一 イノセ ユウイチ 東京都 43分21秒53 

  19 位 271 児玉 暢 コダマ トオル 神奈川県 43分30秒01 

  20 位 253 藤木 裕之 フジキ ヒロユキ 神奈川県 43分58秒44 

  21 位 246 林 徹 ハヤシ テツ 神奈川県 44分26秒02 



(1) 男子 3kmクラス別順位

【 50～54歳 】

  22 位 264 津田 哲哉 ツダ テツヤ 東京都 44分28秒57 

  23 位 276 小山 泰司 コヤマ タイジ 埼玉県 44分40秒78 

  24 位 251 枝野 正行 エダノ マサユキ 千葉県 45分21秒15 

  25 位 275 尾坂 光彦 オサカ ミツヒコ 東京都 45分30秒17 

  26 位 273 荻野 晶之 オギノ マサユキ 東京都 46分37秒79 

  27 位 245 大内 則幸 オオウチ ノリユキ 茨城県 46分45秒33 

  28 位 274 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 千葉県 47分32秒74 

  29 位 238 蔡 洋 サイ ヨウ 東京都 48分21秒01 

  30 位 258 林 聡史 ハヤシ サトシ 神奈川県 48分53秒45 

  31 位 252 久保 郁弥 クボ イクヤ 群馬県 50分20秒93 

  32 位 269 江野 史人 エノ フミヒト 東京都 51分01秒50 

  33 位 255 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 東京都 52分31秒00 

  34 位 236 村林 大介 ムラバヤシ ダイスケ 神奈川県 53分46秒99 

  35 位 249 岡村 靖 オカムラ ヤスシ 神奈川県 1時間04分05秒68 

 OPN  265 山田 隆広 ヤマダ タカヒロ 東京都 42分50秒89 

 OPN  248 野口 徹 ノグチ トオル 東京都 53分03秒73 

 DNF  239 山宮 敏夫 ヤマミヤ トシオ 群馬県 途中棄権 

 DNS  243 山田 広 ヤマダ ヒロシ 東京都 棄権 

 DNS  250 渡部 泰寿 ワタナベ ヤストシ 神奈川県 棄権 

 DNS  262 石川 裕之 イシカワ ヒロユキ 東京都 棄権 

 DNS  266 田村 晋一 タムラ シンイチ 東京都 棄権 

 DNS  270 平出 善男 ヒライデ ヨシオ 神奈川県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 283 毛受 義雄 メンジョウ ヨシオ 東京都 33分31秒99 

   2 位 284 海辺 信年 ウミベ ノブトシ 神奈川県 36分39秒85 

   3 位 279 中村 旭 ナカムラ アキラ 東京都 36分57秒92 

   4 位 280 林 秀彦 ハヤシ ヒデヒコ 東京都 38分10秒26 

   5 位 286 伊藤 満 イトウ ミツル 神奈川県 39分26秒68 

   6 位 277 月川 成洋 ツキカワ ナルヒロ 東京都 42分22秒18 

   7 位 297 熊野 裕章 クマノ ヒロアキ 埼玉県 43分11秒13 

   8 位 285 鈴木 基則 スズキ モトノリ 埼玉県 43分36秒69 

   9 位 294 市川 敏 イチカワ サトシ 埼玉県 43分46秒80 

  10 位 292 古舘 克明 フルタチ カツアキ 東京都 44分11秒77 

  11 位 281 松本 秀二 マツモト シュウジ 神奈川県 44分14秒98 

  12 位 287 田丸 裕史 タマル ヒロシ 静岡県 45分18秒41 

  13 位 278 高木 達朗 タカギ タツロウ 神奈川県 45分39秒94 

  14 位 293 高木 弘之 タカギ ヒロユキ 群馬県 46分09秒79 

  15 位 296 宮崎 博美 ミヤザキ ヒロミ 埼玉県 47分18秒28 

  16 位 289 金子 浩一 カネコ コウイチ 埼玉県 48分33秒46 

  17 位 288 管波 雅彦 クダナミ マサヒコ 東京都 49分44秒55 



(1) 男子 3kmクラス別順位

【 55～59歳 】

 DNF  282 渡辺 健二 ワタナベ ケンジ 東京都 途中棄権 

 DNS  290 戸嶋 次介 トシマ ジカイ 東京都 棄権 

 DNS  291 工藤 哉 クドウ ハジメ 神奈川県 棄権 

 DNS  295 長谷川 純一 ハセガワ ジュンイチ 神奈川県 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 305 新井 茂夫 アライ シゲオ 東京都 35分08秒40 

   2 位 309 内藤 保雄 ナイトウ ヤスオ 山梨県 36分34秒47 

   3 位 306 常盤 潤一郎 トキワ ジュンイチロウ 神奈川県 40分47秒84 

   4 位 303 太田 卓秀 オオタ タクシュウ 東京都 42分11秒27 

   5 位 304 飯塚 章 イイヅカ アキラ 東京都 42分12秒23 

   6 位 300 晝間 隆弘 ヒルマ タカヒロ 神奈川県 42分27秒92 

   7 位 298 早川 修市 ハヤカワ シュウイチ 新潟県 44分09秒30 

   8 位 310 徳山 一 トクヤマ ハジメ 東京都 47分17秒12 

   9 位 311 塩川 孝之 シオカワ タカユキ 静岡県 47分58秒53 

  10 位 307 影山 孝一 カゲヤマ コウイチ 千葉県 49分12秒12 

 DNF  308 瓜生 建城 ウリュウ タテキ 埼玉県 途中棄権 

 DNS  299 村上 雅一 ムラカミ マサカズ 千葉県 棄権 

 DNS  301 山鹿 毅 ヤマガ タケシ 埼玉県 棄権 

 DNS  302 具志堅 勉 グシケン ツトム 東京都 棄権 

【 65～69歳 】

   1 位 312 岡田 也広 オカダ ヤヒロ 神奈川県 42分02秒36 

   2 位 313 佐々木 誠 ササキ マコト 神奈川県 48分31秒65 

【 70～74歳 】

   1 位 315 木津 誠 キヅ マコト 東京都 46分05秒18 

   2 位 314 中島 安興 ナカシマ ヤスオキ 富山県 50分01秒86 



(2) 女子 3kmクラス別順位

【 15～19歳 】

総合6  341 清水 心晴 シミズ コハル 神奈川県 36分04秒49 

【 20～24歳 】

   1 位 342 梶沼 実沙子 カジヌマ ミサコ 東京都 41分46秒20 

【 25～29歳 】

   1 位 345 松村 千花 マツムラ チカ 東京都 41分01秒86 

   2 位 346 平塚 束砂 ヒラツカ タバサ 東京都 41分15秒25 

総合1  344 中山 悠莉 ナカヤマ ユウリ 神奈川県 32分00秒41 

総合5  343 町田 あかり マチダ アカリ 神奈川県 35分54秒84 

【 30～34歳 】

   1 位 350 間藤 里絵 マトウ サトエ 千葉県 39分36秒57 

   2 位 349 遠田 寛子 トオダ ヒロコ 東京都 43分34秒94 

   3 位 347 橋 一葉 ハシ カズハ 千葉県 44分46秒84 

総合2  348 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 33分45秒31 

 OPN  351 天野 みなみ アマノ ミナミ 千葉県 51分30秒35 

【 35～39歳 】

総合3  352 岩田 文 イワタ アヤ 埼玉県 35分20秒97 

【 40～44歳 】

   1 位 357 西川 由美子 ニシカワ ユミコ 東京都 39分59秒34 

   2 位 355 吉池 奈々 ヨシイケ ナナ 神奈川県 41分06秒47 

   3 位 358 尾口 優子 オグチ ユウコ 東京都 41分28秒28 

   4 位 356 田中 のり子 タナカ ノリコ 東京都 41分41秒46 

   5 位 353 横山 美穂 ヨコヤマ ミホ 神奈川県 46分35秒77 

   6 位 354 牧野 葉子 マキノ ヨウコ 東京都 48分36秒99 

 DNS  359 小林 香織 コバヤシ カオル 東京都 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 360 新出 亜希子 ニイデ アキコ 埼玉県 37分41秒30 

   2 位 362 吉澤 智津 ヨシザワ チヅ 東京都 39分32秒99 

   3 位 364 津田 広美 ツダ ヒロミ 東京都 39分55秒58 

   4 位 363 上地 さり カミチ サリ 神奈川県 46分54秒07 

 DNF  361 山田 貴子 ヤマダ タカコ 東京都 途中棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 365 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 39分28秒94 

   2 位 374 伊藤 しほ子 イトウ シホコ 千葉県 40分09秒10 

   3 位 378 岡 くるみ オカ クルミ 神奈川県 41分27秒10 



(2) 女子 3kmクラス別順位

【 50～54歳 】

   4 位 371 太田 香織 オオタ カオリ 神奈川県 41分44秒46 

   5 位 377 松木 まゆみ マツキ マユミ 東京都 42分40秒78 

   6 位 376 藤井 亜紀 フジイ アキ 東京都 42分57秒69 

   7 位 369 山澤 純子 ヤマザワ ジュンコ 神奈川県 47分14秒06 

   8 位 370 長野 由美子 ナガノ ユミコ 長野県 48分19秒94 

   9 位 372 吉永 牧子 ヨシナガ マキコ 東京都 49分46秒01 

総合4  367 加藤 知子 カトウ トモコ 東京都 35分23秒22 

 OPN  373 竹下 京子 タケシタ キョウコ 北海道 51分21秒55 

 DNS  366 庄司 裕美子 ショウジ ユミコ 東京都 棄権 

 DNS  368 西川 さおり ニシカワ サオリ 静岡県 棄権 

 DNS  375 山田 操 ヤマダ ミサオ 神奈川県 棄権 

 DNS  379 岡 あけみ オカ アケミ 神奈川県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 381 船井 絹代 フナイ キヌヨ 東京都 37分15秒52 

   2 位 383 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 43分32秒52 

   3 位 380 菊地 由美子 キクチ ユミコ 神奈川県 43分43秒68 

   4 位 384 霜重 繁子 シモジュウ シゲコ 神奈川県 44分24秒08 

 DNS  382 佐々木 慎子 ササキ マキコ 神奈川県 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 385 藤澤 広美 フジサワ ヒロミ 神奈川県 41分58秒35 

   2 位 386 石川 淑江 イシカワ ヨシエ 東京都 51分08秒90 

【 75～79歳 】

   1 位 387 中澤 昭子 ナカザワ アキコ 東京都 46分40秒81 



(3) 男子 500mクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 405 文平 慶太 フミヒラ ケイタ 東京都 09分53秒05 

   2 位 402 吉原 遼真 ヨシハラ リョウマ 埼玉県 12分38秒29 

   3 位 401 駒田 貴洋 コマダ タカヒロ 東京都 14分37秒38 

 DNS  403 平井 真樹 ヒライ マサキ 東京都 棄権 

 DNS  404 伊藤 舜 イトウ シュン 東京都 棄権 

【 15～19歳 】

   1 位 406 加藤 祐太 カトウ ユウタ 東京都 12分26秒72 

【 20～24歳 】

 DNS  407 小川 翼 オガワ タスク 埼玉県 棄権 

【 25～29歳 】

総合1  408 森中 勇帆 モリナカ ユウホ 東京都 07分50秒46 

【 30～34歳 】

総合4  410 長田 和也 ナガタ カズヤ 東京都 08分35秒31 

 DNS  409 胡 蓮成 コ レンセイ 山梨県 棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 417 小西 浩之 コニシ ヒロユキ 神奈川県 09分41秒07 

   2 位 412 樋口 喜一 ヒグチ ヨシカズ 東京都 10分17秒48 

   3 位 414 枝窪 拓郎 エダクボ タクロウ 埼玉県 12分28秒25 

   4 位 411 池田 正顕 イケダ マサアキ 埼玉県 14分02秒26 

総合2  416 牧野 充宣 マキノ ミツノブ 東京都 08分09秒17 

総合5  413 渡部 真弥 ワタナベ シンヤ 山梨県 08分42秒61 

 DNS  415 長瀬 浩平 ナガセ コウヘイ 三重県 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 419 木口 詠辞 キグチ エイジ 神奈川県 11分08秒13 

   2 位 418 伊藤 智史 イトウ サトシ 東京都 27分10秒17 

【 45～49歳 】

   1 位 421 吉田 耕作 ヨシダ コウサク 神奈川県 10分13秒94 

   2 位 425 島田 登仁 シマダ ノリヒト 東京都 14分19秒60 

   3 位 422 中村 信明 ナカムラ ノブアキ 埼玉県 20分39秒37 

総合3  423 向後 大輔 コウゴ ダイスケ 埼玉県 08分31秒80 

 OPN  426 高田 智広 タカダ トモヒロ 東京都 14分16秒51 

 DNS  420 松本 雄 マツモト ユウ 東京都 棄権 

 DNS  424 筒井 孝 ツツイ タカシ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 432 永泉 正行 ナガイズミ マサユキ 神奈川県 10分38秒87 



(3) 男子 500mクラス別順位

【 50～54歳 】

   2 位 428 甲斐 隆伸 カイ タカノブ 神奈川県 10分46秒83 

   3 位 429 芹澤 享 セリザワ トオル 静岡県 10分54秒05 

   4 位 431 日暮 正明 ヒグラシ マサアキ 東京都 12分00秒96 

   5 位 427 橋本 寿夫 ハシモト トシオ 埼玉県 12分11秒73 

   6 位 433 大島 信哉 オオシマ ノブヤ 埼玉県 12分36秒27 

 DNF  434 田口 泰久 ダグチ ヤスヒサ 埼玉県 途中棄権 

 DNS  430 渋谷 聡 シブヤ サトシ 東京都 棄権 

 DNS  435 伊藤 寿晴 イトウ トシハル 東京都 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 442 内藤 志朗 ナイトウ シロウ 東京都 11分46秒39 

   2 位 436 松村 浩之 マツムラ ヒロユキ 東京都 13分10秒46 

   3 位 437 木村 功 キムラ イサオ 東京都 14分14秒35 

   4 位 440 広瀬 雅樹 ヒロセ マサキ 神奈川県 14分15秒09 

   5 位 439 佐藤 政人 サトウ マサト 東京都 27分11秒12 

総合6  438 山川 洋一 ヤマカワ ヨウイチ 熊本県 08分55秒40 

 DNS  441 内田 裕二 ウチダ ユウジ 神奈川県 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 443 高橋 誠 タカハシ マコト 東京都 10分28秒79 

【 65～69歳 】

   1 位 444 小幡 克之 オバタ カツユキ 神奈川県 13分33秒52 

【 70～74歳 】

   1 位 446 大島 彦太郎 オオシマ ヒコタロウ 東京都 17分31秒90 

   2 位 445 安藤 久男 アンドウ ヒサオ 神奈川県 20分54秒07 



(4) 女子 500mクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 452 石田 有繪 イシダ アルエ 東京都 13分35秒29 

   2 位 453 駒田 千夏 コマダ チナツ 東京都 13分40秒64 

総合2  451 橋本 志織 ハシモト シオリ 栃木県 10分15秒12 

【 15～19歳 】

   1 位 454 野口 杏子 ノグチ アンズ 東京都 12分58秒25 

【 30～34歳 】

総合3  455 船木 真理 フナキ マリ 東京都 10分37秒73 

【 40～44歳 】

   1 位 461 村田 宏子 ムラタ アツコ 神奈川県 13分41秒69 

   2 位 459 松浦 加奈 マツウラ カナ 東京都 14分08秒89 

   3 位 457 市原 綾子 イチハラ リョウコ 神奈川県 14分22秒58 

   4 位 460 寺内 豊子 テラウチ トヨコ 千葉県 19分25秒66 

総合1  456 歳永 ゆきね トシナガ ユキネ 静岡県 10分12秒47 

総合6  458 臼井 かほる ウスイ カオル 東京都 11分52秒23 

【 45～49歳 】

   1 位 466 瀬尾 智加 セオ チカ 東京都 13分14秒12 

   2 位 465 山崎 奈緒美 ヤマザキ ナオミ 東京都 13分18秒14 

   3 位 463 松浦 陽子 マツウラ ヨウコ 東京都 13分31秒03 

総合5  467 中條 史穂 ナカジョウ シホ 茨城県 10分44秒06 

 OPN  464 仲 京子 ナカ キョウコ 東京都 16分01秒46 

 DNF  462 山宮 寛子 ヤマミヤ ヒロコ 群馬県 途中棄権 

【 50～54歳 】

総合4  470 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 東京都 10分39秒97 

 OPN  468 久保 友紀 クボ ユキ 群馬県 12分57秒37 

 DNS  469 橋本 智子 ハシモト トモコ 埼玉県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 471 舘野 直子 タテノ ナオコ 埼玉県 13分11秒38 

【 60～64歳 】

   1 位 472 飯田 千代子 イイダ チヨコ 神奈川県 13分57秒84 

   2 位 473 青山 順子 アオヤマ ジュンコ 神奈川県 20分05秒08 

【 65～69歳 】

   1 位 474 星野 ひとね ホシノ ヒトネ 東京都 13分14秒92 

   2 位 475 裏辻 みち子 ウラツジ ミチコ 神奈川県 14分53秒19 



(5) 男子 1.6Kmクラス別順位

【 14歳以下 】

総合1  501 カジイ タリク カジイ タリク 東京都 29分52秒55 

【 20～24歳 】

   1 位 502 安田 貴旭 ヤスダ タカアキ 東京都 37分08秒39 

   2 位 503 三井 高正 ミツイ タカマサ 東京都 38分55秒51 

【 25～29歳 】

   1 位 507 杉内 光 スギウチ コウ 東京都 37分51秒69 

   2 位 505 遠山 渉 トオヤマ ワタル 山梨県 41分27秒63 

総合4  506 吉田 統彦 ヨシダ ムネヒコ 山梨県 33分06秒49 

 DNS  504 阿部 亮太 アベ リョウタ 東京都 棄権 

【 30～34歳 】

   1 位 508 鈴木 真尚 スズキ マサナオ 東京都 35分51秒94 

   2 位 512 花房 宏幸 ハナフサ ヒロユキ 東京都 43分37秒54 

   3 位 511 曽原 健太郎 ソハラ ケンタロウ 東京都 49分45秒95 

   4 位 509 柴田 裕介 シバタ ユウスケ 神奈川県 1時間16分31秒26 

 DNS  510 絹村 拓己 キヌムラ タクミ 東京都 棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 515 杉田 真紀 スギタ マサキ 埼玉県 36分08秒42 

   2 位 516 井上 朋之 イノウエ トモユキ 千葉県 48分08秒00 

   3 位 518 奥村 倫之 オクムラ ノリユキ 神奈川県 49分28秒72 

   4 位 513 高橋 竜馬 タカハシ リュウマ 神奈川県 49分36秒13 

総合3  514 名鳥 光政 ナトリ ミツマサ 群馬県 30分46秒88 

 DNS  517 小口 裕也 コグチ ユウヤ 東京都 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 519 大森 耕栄 オオモリ コウエイ 東京都 36分12秒96 

   2 位 527 矢嶋 元 ヤジマ ハジメ 埼玉県 36分44秒34 

   3 位 524 山田 拓生 ヤマダ タクオ 東京都 38分40秒12 

   4 位 525 佐藤 博之 サトウ ヒロユキ 東京都 39分33秒65 

   5 位 523 丹羽 竜二 ニワ リュウジ 東京都 41分17秒32 

   6 位 530 大森 慎一 オオモリ シンイチ 神奈川県 41分25秒50 

   7 位 528 向山 勇也 ムカイヤマ ユウヤ 静岡県 41分36秒10 

   8 位 529 平湯 啓二朗 ヒラユ ケイジロウ 東京都 41分55秒12 

   9 位 533 山田 岳 ヤマダ ガク 神奈川県 44分26秒75 

  10 位 534 吉田 典夫 ヨシダ ノリオ 栃木県 45分31秒33 

  11 位 531 加藤 克典 カトウ カツノリ 東京都 45分38秒11 

  12 位 526 高野 毅 タカノ タケシ 東京都 47分33秒68 

  13 位 522 竹内 寛人 タケウチ ヒロト 神奈川県 54分35秒47 



(5) 男子 1.6Kmクラス別順位

【 40～44歳 】

 DNS  520 早川 沢 ハヤカワ タク 東京都 棄権 

 DNS  521 鈴木 達也 スズキ タツヤ 静岡県 棄権 

 DNS  532 吉田 康治 ヨシダ ヤスハル 神奈川県 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 544 伊藤 雅之 イトウ マサユキ 東京都 35分26秒30 

   2 位 542 岸田 謙三 キシダ ケンゾウ 東京都 39分21秒55 

   3 位 538 星野 裕史 ホシノ ユウジ 埼玉県 52分27秒83 

   4 位 535 正木 一之 マサキ カズユキ 群馬県 53分21秒64 

   5 位 537 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 千葉県 53分29秒09 

総合2  539 竹村 壽隆 タケムラ トシタカ 東京都 30分17秒01 

総合5  540 加山 雄一 カヤマ ユウイチ 東京都 33分45秒36 

総合6  543 井之川 俊介 イノカワ シュンスケ 神奈川県 34分34秒24 

 OPN  536 上田 祐司 ウエダ ユウジ 東京都 51分00秒38 

 DNS  541 高橋 鯉一 タカハシ リイチ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 550 米田 幸一 ヨネタ コウイチ 神奈川県 34分59秒09 

   2 位 570 鎌田 俊一 カマタ シュンイチ 岩手県 38分46秒07 

   3 位 568 細山 隆一郎 ホソヤマ リュウイチロウ 東京都 39分19秒78 

   4 位 556 藤掛 亮一 フジカケ リョウイチ 東京都 41分30秒18 

   5 位 551 平工 善季 ヒラク ヨシキ 東京都 41分31秒97 

   6 位 567 齋藤 靖 サイトウ ヤスシ 東京都 42分14秒07 

   7 位 574 鈴木 基彦 スズキ モトヒコ 東京都 42分36秒71 

   8 位 554 伊東 昇吾 イトウ ショウゴ 神奈川県 43分26秒16 

   9 位 547 作地 秀二 サクチ シュウジ 山梨県 43分35秒23 

  10 位 571 松原 慶太 マツバラ ケイタ 埼玉県 45分27秒22 

  11 位 557 松本 克之 マツモト カツユキ 神奈川県 45分28秒86 

  12 位 560 池田 勝次 イケダ カツシ 神奈川県 45分36秒43 

  13 位 573 荻野 晶之 オギノ マサユキ 東京都 46分03秒70 

  14 位 553 東風谷 寛 コチヤ ユタカ 大阪府 46分18秒14 

  15 位 569 石川 裕一 イシカワ ユウイチ 千葉県 47分13秒51 

  16 位 558 福嶋 真理 フクシマ マコト 埼玉県 47分40秒53 

  17 位 575 山崎 信英 ヤマザキ ノブヒデ 神奈川県 48分11秒30 

  18 位 549 植村  毅 ウエムラ ツヨシ 東京都 48分33秒93 

  19 位 562 橋本 利和 ハシモト トシカズ 埼玉県 49分24秒69 

  20 位 555 新山 正人 アラヤマ マサト 千葉県 49分30秒01 

  21 位 563 吉村 博則 ヨシムラ ヒロノリ 大阪府 49分52秒83 

  22 位 546 堀内 雅生 ホリウチ マサオ 東京都 51分02秒28 

  23 位 545 虫狩  弘則 ムシカリ ヒロノリ 北海道 53分35秒00 

  24 位 572 河 郁京 カワ イクキョウ 神奈川県 58分04秒43 



(5) 男子 1.6Kmクラス別順位

【 50～54歳 】

  25 位 565 高藤 久也 タカフジ ヒサヤ 東京都 1時間02分55秒19 

 OPN  564 富永 隆彦 トミナガ タカヒコ 千葉県 49分22秒48 

 DNF  552 伯田 整一 ハクタ セイイチ 東京都 途中棄権 

 DNS  548 石川 究 イシカワ キュウ 神奈川県 棄権 

 DNS  559 高橋 一介 タカハシ カズスケ 埼玉県 棄権 

 DNS  561 吉川 成光 キッカワ シゲミツ 神奈川県 棄権 

 DNS  566 祝迫 博幸 イワイサコ ヒロユキ 大阪府 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 580 五十嵐 佳男 イガラシ ヨシオ 東京都 41分14秒48 

   2 位 577 細田 栄 ホソダ サカエ 神奈川県 41分21秒54 

   3 位 578 青野 晴成 アオノ ハルシゲ 千葉県 45分11秒05 

   4 位 592 永谷 博 ナガタニ ヒロシ 大阪府 45分17秒54 

   5 位 582 山内 淑光 ヤマウチ トシミツ 神奈川県 45分34秒34 

   6 位 596 小菅 秀樹 コスゲ ヒデキ 神奈川県 46分47秒90 

   7 位 590 横山 正一 ヨコヤマ マサカズ 神奈川県 47分02秒79 

   8 位 586 棚橋 伸 タナハシ ノブ 神奈川県 48分24秒27 

   9 位 579 宮川 雅文 ミヤガワ マサフミ 埼玉県 49分10秒86 

  10 位 576 大津 伸一 オオツ シンイチ 神奈川県 50分33秒38 

  11 位 584 岡本 琢郎 オカモト タクロウ 東京都 50分53秒86 

  12 位 589 田口 義隆 タグチ ヨシタカ 岐阜県 52分20秒54 

  13 位 581 茨田 二三夫 バラダ フミオ 広島県 53分37秒48 

  14 位 587 野村 聡 ノムラ サトシ 東京都 1時間01分42秒23 

 OPN  585 村橋 哲矢 ムラハシ テツヤ 東京都 50分48秒50 

 OPN  594 荻野 正 オギノ タダシ 神奈川県 55分22秒80 

 DNS  583 川瀬 勲 カワセ イサオ 東京都 棄権 

 DNS  588 上杉 明夫 ウエスギ アキオ 東京都 棄権 

 DNS  591 青井 浩 アオイ ヒロシ 東京都 棄権 

 DNS  593 亀森 一好 カメモリ カズヨシ 神奈川県 棄権 

 DNS  595 太田 憲明 オオタ ノリアキ 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 598 鬼塚 久司 オニツカ ヒサシ 東京都 45分45秒43 

   2 位 600 木村 勝 キムラ マサル 東京都 45分56秒20 

   3 位 601 永田 陽一 ナガタ ヨウイチ 東京都 54分53秒32 

   4 位 599 大内 一男 オオウチ カズオ 東京都 59分48秒14 

 OPN  597 越川 英明 コシカワ ヒデアキ 兵庫県 42分21秒14 

【 65～69歳 】

   1 位 602 南坊 博司 ナンボウ ヒロシ 東京都 45分14秒20 

   2 位 604 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 群馬県 45分30秒18 



(5) 男子 1.6Kmクラス別順位

【 65～69歳 】

   3 位 606 古賀 芳夫 コガ ヨシオ 東京都 47分42秒43 

   4 位 603 松栄  正和 マツエ マサカズ 東京都 47分54秒09 

   5 位 605 澁谷 実 シブヤ ミノル 神奈川県 48分00秒13 

【 70～74歳 】

   1 位 607 舩野 哲夫 フナノ テツオ 東京都 38分49秒15 

   2 位 610 小山 晴樹 コヤマ ハルキ 神奈川県 41分53秒08 

   3 位 609 宮内 登 ミヤウチ ノボル 埼玉県 47分44秒67 

   4 位 611 和田 雅幸 ワダ マサユキ 埼玉県 51分27秒28 

 DNS  608 檜垣 日出男 ヒガキ ヒデオ 東京都 棄権 



(6) 女子 1.6Kmクラス別順位

【 14歳以下 】

総合1  631 原田 莉圭 ハラダ リカ 神奈川県 32分36秒59 

【 25～29歳 】

   1 位 634 松川 絵美 マツカワ エミ 神奈川県 45分32秒80 

   2 位 636 三野 夏実 ミツノ ナツミ 東京都 1時間20分41秒28 

総合4  632 瀬戸 美咲 セト ミサキ 埼玉県 36分17秒71 

総合6  635 勝野 友貴 カツノ ユキ 東京都 39分56秒98 

 DNS  633 村上 美佳子 ムラカミ ミカコ 東京都 棄権 

【 30～34歳 】

   1 位 637 綿引 千佳 ワタヒキ チカ 東京都 41分24秒51 

   2 位 640 羽生 佐知子 ハショウ サチコ 群馬県 44分51秒68 

   3 位 638 菅原 里奈 スガワラ リナ 埼玉県 45分40秒81 

総合2  639 高瀬 奈緒美 タカセ ナオミ 東京都 32分58秒81 

【 35～39歳 】

   1 位 641 進藤 美寿々 シンドウ ミスズ 神奈川県 41分46秒69 

   2 位 643 志度 裕子 シド ユウコ 東京都 50分13秒99 

   3 位 642 笹井 万友美 ササイ マユミ 千葉県 1時間00分15秒76 

総合5  644 森國 祥子 モリクニ サチコ 神奈川県 39分17秒45 

【 40～44歳 】

   1 位 647 渡辺 清香 ワタナベ キヨカ 東京都 43分48秒53 

   2 位 646 池井 晴美 イケイ ハルミ 大阪府 44分52秒76 

 DNS  645 松下 早苗 マツシタ サナエ 神奈川県 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 656 佐伯 康子 サエキ ヤスコ 神奈川県 41分19秒68 

   2 位 652 山内 淳子 ヤマノウチ ジュンコ 千葉県 41分44秒03 

   3 位 649 豊浜 睦月 トヨハマ ムツキ 神奈川県 43分40秒31 

   4 位 658 高坂 志のぶ タカサカ シノブ 千葉県 44分27秒63 

   5 位 653 菅野 麻貴 カンノ マキ 千葉県 50分50秒93 

   6 位 651 佐伯 佳美 サエキ 佳美 東京都 57分45秒50 

   7 位 657 西居 理津子 ニシイ リツコ 東京都 1時間04分42秒48 

総合3  655 平田 加津代 ヒラタ カズヨ 埼玉県 34分17秒11 

 OPN  654 新倉 寛子 ニイクラ ヒロコ 神奈川県 57分44秒36 

 DNS  648 高橋 明日香 タカハシ アスカ 東京都 棄権 

 DNS  650 外山 弓枝 トヤマ ユミエ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 663 森田 直美 モリタ ナオミ 埼玉県 41分51秒73 



(6) 女子 1.6Kmクラス別順位

【 50～54歳 】

   2 位 665 松木 まゆみ マツキ マユミ 東京都 42分22秒45 

   3 位 659 松本 貴子 マツモト タカコ 神奈川県 42分48秒56 

   4 位 664 池亀 俊美 イケガメ トシミ 東京都 45分25秒48 

   5 位 662 小池 瑞穂 コイケ ミズホ 千葉県 47分38秒84 

   6 位 661 山崎 直美 ヤマザキ ナオミ 東京都 53分50秒45 

 DNS  660 近藤 淳子 コンドウ ジュンコ 埼玉県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 673 霜重 繁子 シモジュウ シゲコ 神奈川県 41分49秒91 

   2 位 671 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 42分34秒21 

   3 位 668 豊岡 れい子 トヨオカ レイコ 東京都 46分27秒46 

   4 位 669 山本 昭代 ヤマモト アキヨ 東京都 1時間04分06秒42 

 OPN  667 佐藤 貴代子 サトウ キヨコ 神奈川県 48分15秒60 

 DNS  666 島村 岳美 シマムラ タケミ 東京都 棄権 

 DNS  670 沼部 真理子 ヌマベ マリコ 東京都 棄権 

 DNS  672 稲守 薫 イナモリ カオル 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 678 大関 芳子 オオゼキ ヨシコ 東京都 44分54秒47 

   2 位 674 大石 久美子 オオイシ クミコ 静岡県 47分58秒08 

   3 位 676 小泉 志津恵 コイズミ シズエ 東京都 49分48秒89 

   4 位 677 綿引 征枝 ワタヒキ ユキエ 東京都 50分19秒68 

 DNS  675 井上 恵子 イノウエ ケイコ 神奈川県 棄権 

【 65～69歳 】

   1 位 679 漆畑 信子 ウルシバタ ノブコ 神奈川県 42分32秒17 

   2 位 680 上田 八千代 ウエタ゜ ヤチヨ 静岡県 49分38秒38 

【 70～74歳 】

   1 位 681 齋藤 佳子 サイトウ ヨシコ 東京都 43分34秒32 



(7) 男子 800mクラス別順位

【 14歳以下 】

   1 位 703 吉原 寛大 ヨシハラ カンタ 埼玉県 18分19秒44 

   2 位 705 澤 大翔 サワ ヒロト 埼玉県 18分27秒14 

   3 位 702 早川 恭平 ハヤカワ キョウヘイ 埼玉県 20分52秒45 

総合3  701 内村 弥路 ウチムラ ミロ 埼玉県 15分49秒86 

総合6  704 青木 優明 アオキ ヒロアキ 埼玉県 17分28秒69 

【 15～19歳 】

総合1  707 惣谷 陸 ソウタニ リク 東京都 14分31秒80 

総合2  706 向後 隼輔 コウゴ シュンスケ 埼玉県 14分54秒85 

【 20～24歳 】

   1 位 714 古川 琢磨 フルカワ タクマ 埼玉県 21分04秒77 

   2 位 708 井上 誠也 イノウエ セイヤ 東京都 21分53秒39 

   3 位 709 清水 稀允 シミズ ケイン 埼玉県 22分30秒86 

   4 位 713 中野 謙信 ナカノ ケンシン 東京都 23分32秒56 

   5 位 712 鈴木 謙之 スズキ ノリユキ 埼玉県 23分53秒70 

   6 位 718 今野 夏樹 コンノ ナツキ 埼玉県 25分39秒77 

   7 位 715 谷 和磨 タニ カズマ 東京都 26分24秒63 

   8 位 717 木内 俊介 キウチ シュンスケ 東京都 34分48秒56 

総合5  716 齋藤 優 サイトウ スグル 東京都 17分06秒06 

 DNF  711 竹下 斗仁 タケシタ ホシト 埼玉県 途中棄権 

 DNS  710 木内 遼介 キウチ リョウスケ 東京都 棄権 

【 25～29歳 】

   1 位 720 内海 燦 ウツミ サン 神奈川県 20分07秒90 

   2 位 719 津川 卓也 ツガワ タクヤ 東京都 35分18秒46 

【 30～34歳 】

   1 位 724 渋下 傑 シブシタ タケシ 神奈川県 21分09秒03 

   2 位 722 津田 哲也 ツダ テツヤ 千葉県 23分34秒41 

   3 位 726 渡邉 忠幸 ワタナベ タダユキ 群馬県 24分28秒17 

   4 位 725 田中 佑一郎 タナカ ユウイチロウ 埼玉県 50分40秒22 

 DNF  721 木谷 友哉 キタニ トモヤ 千葉県 途中棄権 

 DNS  723 林 淳一郎 ハヤシ ジュンイチロウ 東京都 棄権 

【 35～39歳 】

   1 位 729 武方 一馬 タケカタ カズマ 神奈川県 24分36秒02 

   2 位 731 鈴木 健夫 スズキ タケオ 福岡県 24分53秒02 

   3 位 728 荒井 敬介 アライ ケイスケ 東京都 26分39秒60 

   4 位 727 松崎 壮彦 マツザキ タケヒコ 東京都 27分55秒36 

 DNF  730 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 東京都 途中棄権 



(7) 男子 800mクラス別順位

【 40～44歳 】

   1 位 732 遠藤 聡 エンドウ サトシ 埼玉県 19分16秒84 

   2 位 740 木村 響 キムラ ヒビキ 千葉県 21分47秒49 

   3 位 738 丹羽 良太 ニワ リョウタ 東京都 21分58秒68 

   4 位 737 斉藤 輝充 サイトウ テルミツ 埼玉県 25分20秒69 

   5 位 741 吉原 充 ヨシハラ ミツル 埼玉県 26分09秒91 

   6 位 733 石井 洋一郎 イシイ ヨウイチロウ 千葉県 27分27秒96 

   7 位 735 上野 誠治 ウエノ セイジ 東京都 30分18秒10 

 OPN  736 高橋 洋介 タカハシ ヨウスケ 東京都 24分15秒09 

 DNF  734 安田 一平 ヤスダ イッペイ 千葉県 途中棄権 

 DNS  739 安藤 真也 アンドウ シンヤ 東京都 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 746 三浦 淳一 ミウラ ジュンイチ 東京都 20分43秒97 

   2 位 754 石川 博之 イシカワ ヒロユキ 神奈川県 20分45秒41 

   3 位 744 大竹 邦幸 オオタケ クニユキ 埼玉県 22分01秒57 

   4 位 748 垣本 英臣 カキモト ヒデオミ 神奈川県 23分49秒32 

   5 位 755 高梨 繁 タカナシ シゲル 東京都 24分06秒81 

   6 位 747 館 伸行 ダテ ノブユキ 神奈川県 27分58秒58 

   7 位 756 入船 浩明 イリフネ ヒロアキ 東京都 28分30秒89 

   8 位 749 漆谷 隆紀 ウルシタニ タカトシ 山口県 29分21秒32 

   9 位 742 須永 慎一郎 スナガ シンイチロウ 千葉県 30分05秒96 

  10 位 750 新田 博光 ニッタ ヒロミツ 神奈川県 32分12秒47 

 OPN  743 鯨井 祐介 クジライ ユウスケ 千葉県 36分43秒99 

 DNF  752 藤澤 敏也 フジサワ トシヤ 神奈川県 途中棄権 

 DNS  745 池本 多賀正 イケモト タカマサ 東京都 棄権 

 DNS  751 大塚 俊作 オオツカ シュンサク 東京都 棄権 

 DNS  753 雨宮 雄一 アメミヤ ユウイチ 東京都 棄権 

【 50～54歳 】

   1 位 770 大江 洋一 オオエ ヨウイチ 神奈川県 17分47秒36 

   2 位 759 佐藤 匡寿 サトウ マサトシ 神奈川県 20分04秒39 

   3 位 769 世良田 寛 セラタ ヒロシ 神奈川県 20分40秒97 

   4 位 760 比江嶋 裕喜 ヒエジマ ヒロヨシ 神奈川県 21分14秒29 

   5 位 768 森 務 モリ ツトム 神奈川県 21分29秒66 

   6 位 766 河野 昌哉 カワノ マサヤ 神奈川県 22分00秒80 

   7 位 758 川井 一浩 カワイ カズヒロ 東京都 22分45秒52 

   8 位 763 堀内 卓 ホリウチ タカシ 神奈川県 23分24秒27 

   9 位 765 佐久間 通友 サクマ ユキトモ 埼玉県 23分29秒26 

  10 位 762 奥山 則幸 オクヤマ ノリユキ 東京都 23分35秒98 

  11 位 774 上野 太紀夫 ウエノ タキオ 千葉県 23分38秒40 

  12 位 761 永吉 敬一 ナガヨシ ケイイチ 東京都 24分03秒34 



(7) 男子 800mクラス別順位

【 50～54歳 】

  13 位 767 秋野 裕司 アキノ ユウジ 神奈川県 27分57秒03 

  14 位 771 西 竜一 ニシ リュウイチ 東京都 28分47秒66 

 DNF  757 下野 哲哉 シモノ テツヤ 東京都 途中棄権 

 DNS  764 飯田 正敏 イイダ マサトシ 埼玉県 棄権 

 DNS  772 平田 宗和 ヒラタ ムネカズ 神奈川県 棄権 

 DNS  773 塚本 博 ツカモト ヒロシ 神奈川県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 781 鈴木 基則 スズキ モトノリ 埼玉県 21分45秒16 

   2 位 776 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 23分37秒17 

   3 位 785 吉田 豊 ヨシダ ユタカ 東京都 24分04秒61 

   4 位 787 小山 健一 コヤマ ケンイチ 埼玉県 24分08秒50 

   5 位 783 阿部 拓 アベ タク 神奈川県 24分13秒05 

   6 位 779 中村 隆幸 ナカムラ タカユキ 神奈川県 25分36秒39 

   7 位 777 市川 硬一 イチカワ コウイチ 群馬県 28分53秒97 

   8 位 780 藤田 和裕 フジタ カズヒロ 東京都 36分46秒15 

   9 位 782 岡本 匡史 オカモト マサフミ 東京都 38分41秒34 

総合4  784 畑中 浩和 ハタナカ ヒロカズ 神奈川県 16分21秒87 

 OPN  778 橋爪 晴彦 ハシヅメ ハルヒコ 神奈川県 30分48秒80 

 OPN  786 苅部 一 カリベ ハジメ 神奈川県 39分10秒49 

 DNS  775 西田 敏彦 ニシダ トシヒコ 東京都 棄権 

【 60～64歳 】

   1 位 792 藤木 雅己 フジキ マサミ 神奈川県 17分58秒71 

   2 位 788 浅野 哲司 アサノ テツジ 神奈川県 23分26秒56 

   3 位 798 本吉 民男 モトヨシ タミオ 千葉県 23分41秒08 

   4 位 799 黒沼 ハルキ クロヌマ ハルキ 神奈川県 23分59秒51 

   5 位 793 持田 壽信 モチダ トシノブ 神奈川県 24分05秒87 

   6 位 794 柿崎 修平 カキザキ シュウヘイ 神奈川県 24分09秒71 

   7 位 796 江崎 裕之 エサキ ヒロユキ 埼玉県 25分17秒30 

   8 位 789 川口 毅 カワグチ タケシ 東京都 31分08秒88 

   9 位 791 中谷 忠宏 ナカヤ タダヒロ 神奈川県 31分10秒54 

 DNS  790 大森 孝之 オオモリ タカユキ 茨城県 棄権 

 DNS  795 横井 良昭 ヨコイ ヨシアキ 静岡県 棄権 

 DNS  797 松本 祐一 マツモト ユウイチ 東京都 棄権 

【 65～69歳 】

   1 位 802 真田 雅行 サナダ マサユキ 東京都 23分45秒40 

   2 位 800 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 28分28秒83 

 DNS  801 河野 宏昇 コウノ ヒロノリ 東京都 棄権 

【 70～74歳 】

   1 位 803 齋藤 裕計 サイトウ ヒロカズ 東京都 31分15秒70 



(7) 男子 800mクラス別順位

【 75～79歳 】

 OPN  804 峰田 正隆 ミネタ マサタカ 東京都 34分17秒78 



(8) 女子 800mクラス別順位

【 14歳以下 】

総合1  831 カジイ ナディア カジイ ナディア 東京都 16分18秒90 

【 25～29歳 】

   1 位 834 北島 萌子 キタジマ モエコ 神奈川県 25分22秒13 

総合3  832 舘野 ひなた タテノ ヒナタ 埼玉県 20分15秒49 

総合4  833 小串 悠夏 オグシ ユカ 東京都 20分42秒23 

【 30～34歳 】

   1 位 836 宮崎 可奈子 ミヤザキ カナコ 東京都 22分37秒21 

   2 位 837 布野 紗弥香 ヌノ サヤカ 東京都 23分46秒52 

   3 位 838 加茂 基香 カモ モトカ 東京都 23分48秒15 

総合5  835 白畑 志乃 シラハタ シノ 東京都 20分47秒43 

【 35～39歳 】

 OPN  841 岸 智子 キシ トモコ 大阪府 23分22秒66 

 DNF  840 倉島 利枝 クラシマ リエ 東京都 途中棄権 

 DNS  839 藤間 万紀子 フジマ マキコ 東京都 棄権 

【 40～44歳 】

   1 位 844 豊沢 真紀 トヨサワ マキ 神奈川県 22分21秒55 

   2 位 843 柏崎 智美 カシワザキ トモミ 神奈川県 23分31秒36 

   3 位 845 加藤 美和 カトウ ミワ 東京都 24分16秒56 

   4 位 842 田野 裕子 タノ ユウコ 東京都 32分02秒38 

 DNS  846 田中 美佳 タナカ ミカ 東京都 棄権 

 DNS  847 丹羽 有子 ニワ ユウコ 東京都 棄権 

【 45～49歳 】

   1 位 851 秋山 美奈子 アキヤマ ミナコ 東京都 23分28秒16 

   2 位 850 松本 亜紀子 マツモト アキコ 大阪府 25分41秒07 

総合6  849 菊地 麻理子 キクチ マリコ 東京都 21分31秒28 

 OPN  848 志野 治美 シノ ハルミ 奈良県 25分23秒77 

【 50～54歳 】

   1 位 857 中西 麻衣子 ナカニシ マイコ 神奈川県 23分57秒28 

   2 位 855 宇川 佳津江 ウガワ カツエ 群馬県 26分43秒36 

   3 位 856 齋藤 美奈子 サイトウ ミナコ 東京都 27分26秒40 

総合2  853 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 18分41秒24 

 DNS  852 内山 真由美 ウチヤマ マユミ 東京都 棄権 

 DNS  854 伊藤 真希 イトウ マキ 東京都 棄権 

 DNS  858 高野 敬子 タカノ ケイコ 静岡県 棄権 

【 55～59歳 】

   1 位 860 山宮 やよい ヤマミヤ ヤヨイ 埼玉県 25分29秒34 



(8) 女子 800mクラス別順位

【 55～59歳 】

   2 位 861 舘野 直子 タテノ ナオコ 埼玉県 26分27秒66 

   3 位 863 漆 紫穂子 ウルシ シホコ 東京都 31分59秒74 

 DNS  859 齋藤 昌美 サイトウ マサミ 神奈川県 棄権 

 DNS  862 秋山 咲恵 アキヤマ サキエ 東京都 棄権 

【 65～69歳 】

   1 位 865 吉田 美智子 ヨシダ ミチコ 東京都 32分24秒11 

 DNS  864 中條 洋子 ナカジョウ ヨウコ 東京都 棄権 



(9) ４×500mリレークラス別順位

【 119歳以下 】

   1 位 OVER1500C 鈴木 慎太朗 杉山 智紀 鈴木 悠希 清水 雄一郎

910 40分31秒02 09:22.83 12:47.04 10:00.04

00:08:21.11 00:17:43.94 00:30:30.98 00:40:31.02

   2 位 JMSDF26 石橋 司 諏訪 朋幸 小松 海都 高橋 健

905 41分02秒61 11:10.56 11:06.09 09:59.38

00:08:46.58 00:19:57.14 00:31:03.23 00:41:02.61

   3 位 イルカ 鈴木 達矢 篠田 拓矢 安川内 一輝 堤田 勝也

904 41分32秒67 10:16.62 10:47.62 11:15.83

00:09:12.60 00:19:29.22 00:30:16.84 00:41:32.67

   4 位 プリけつくん 惣谷 康紀 向後 大地 向後 隼輔 惣谷 陸

906 42分09秒12 10:15.51 08:18.00 08:26.76

00:15:08.85 00:25:24.36 00:33:42.36 00:42:09.12

   5 位 OVER1500B 横田 剛 藤谷 直俊 野沢 俊策 伊東 愛実

907 43分40秒04 10:23.14 10:47.19 13:25.04

00:09:04.67 00:19:27.81 00:30:15.00 00:43:40.04

   6 位 シャチ 高谷 明美 綱島 寛敏 松浦 沙弥 伊藤 雅就

903 47分44秒82 12:14.85 12:16.27 13:09.45

00:10:04.25 00:22:19.10 00:34:35.37 00:47:44.82

   7 位 なめこ 竹村 玲 西村 臣史 山本 智佳 早川 皓太

901 48分38秒24 10:34.80 13:46.44 12:41.73

00:11:35.27 00:22:10.07 00:35:56.51 00:48:38.24

総合1 OVER1500A 志田 涼介 木野村 和人 大岡 芳成 小沼 平

909 35分26秒59 08:48.76 09:44.77 08:54.20

00:07:58.86 00:16:47.62 00:26:32.39 00:35:26.59

総合6 OVER1500女子 高瀬 奈緒美 安積 茉耶 立川 彩華 毛利 友美

908 40分17秒69 09:33.12 10:46.72 11:21.52

00:08:36.33 00:18:09.45 00:28:56.17 00:40:17.69

DNF マグロ 茂木 陸人 横田 湧紀 岸本 龍 石澤 大雅

902 途中棄権 12:12.93 11:48.83

00:11:16.79 00:23:29.72 00:35:18.55

【 120～159歳 】

   1 位 SKPS A 森岡 博文 古川 琢磨 鈴木 真尚 大森 耕栄

912 40分59秒86 11:52.26 10:32.99 09:51.30

00:08:43.31 00:20:35.57 00:31:08.56 00:40:59.86

   2 位 SKPS-B 伊藤 雅之 津田 哲也 瀬戸 美咲 清水 禎児

918 42分40秒18 13:03.76 10:30.77 10:03.21

00:09:02.44 00:22:06.20 00:32:36.97 00:42:40.18

   3 位 月島楽泳会 新井 幹久 野沢 亮 六角 祐一 竹広 幸司郎

920 43分33秒65 11:55.93 13:28.50 08:32.29

00:09:36.93 00:21:32.86 00:35:01.36 00:43:33.65



(9) ４×500mリレークラス別順位

【 120～159歳 】

   4 位 さんぴん 高倉 和恵 吉田 智江 松村 千花 松井 佳菜絵

917 44分24秒18 12:27.95 11:43.78 11:38.14

00:08:34.31 00:21:02.26 00:32:46.04 00:44:24.18

   5 位 のほほん's 井田 充彦 井田 雄太 佐藤 美枝 神戸 謙二

916 44分43秒53 11:45.88 12:39.46 10:28.75

00:09:49.44 00:21:35.32 00:34:14.78 00:44:43.53

   6 位 櫻水燦 秋和 幸佑 新井 聖 加藤 隆仁 廣瀬 泰弘

911 46分14秒68 11:14.98 12:31.54 12:34.56

00:09:53.60 00:21:08.58 00:33:40.12 00:46:14.68

   7 位 トライミングエンジェルス 藤ヶ崎 彩花 三田 信二 石川 千愛 中村 美穂

921 50分49秒30 12:54.33 13:35.57 10:44.33

00:13:35.07 00:26:29.40 00:40:04.97 00:50:49.30

   8 位 いしだおチームA 安達 浩之 安達 格 白鳥 孝一 李 忠信

915 57分43秒71 16:46.81 12:19.41 16:51.75

00:11:45.74 00:28:32.55 00:40:51.96 00:57:43.71

   9 位 チームO 川名 英雄 中村 知佳 磯崎 義文 松元 ひろみ

919 1時間00分11秒49 16:24.49 12:44.96 19:21.97

00:11:40.07 00:28:04.56 00:40:49.52 01:00:11.49

総合2 サギヌマスターズA 海速 高橋 崇 羽田 紀子 山口 尚己 竹田 慎吾

914 37分20秒11 10:01.05 09:07.39 09:57.25

00:08:14.42 00:18:15.47 00:27:22.86 00:37:20.11

総合5 ザカニシエンターテイン 大湊 将斗 大森 望 西坂 祐樹 安江 弘樹

913 40分09秒32 10:12.38 10:19.41 08:45.65

00:10:51.88 00:21:04.26 00:31:23.67 00:40:09.32

【 160～199歳 】

   1 位 カワナーズ。 高橋 健介 和田 竜二 恒川 正之 北 浩至

935 40分41秒95 11:30.91 10:50.26 09:03.06

00:09:17.72 00:20:48.63 00:31:38.89 00:40:41.95

   2 位 芋ロック冷え冷え生ビール 岩田 文 小岩 徹平 古屋 紀美子 鈴木 裕也

927 43分07秒47 11:34.74 13:03.79 09:22.59

00:09:06.35 00:20:41.09 00:33:44.88 00:43:07.47

   3 位 芋ロック一気にハイボール 森下 陽介 新出 亜希子 熊野 裕章 峯岸 希美

931 44分16秒13 11:04.26 12:21.85 11:59.49

00:08:50.53 00:19:54.79 00:32:16.64 00:44:16.13

   4 位 芋ロックほろ酔レモンハイ 杉田 真紀 平田 加津代 森田 直美 越智 博美

930 46分48秒50 10:31.34 12:29.92 12:09.80

00:11:37.44 00:22:08.78 00:34:38.70 00:46:48.50

   5 位 よねみー 五十嵐 佳男 宮崎 可奈子 髙橋 宏彰 菅原 一哲

936 47分19秒92 12:50.78 13:35.19 11:33.43

00:09:20.52 00:22:11.30 00:35:46.49 00:47:19.92



(9) ４×500mリレークラス別順位

【 160～199歳 】

   6 位 チーム カッパちゃん 石井 宏和 館野 直子 館野 ひなた 前島 淳

926 50分37秒28 16:06.54 11:10.07 11:53.48

00:11:27.19 00:27:33.73 00:38:43.80 00:50:37.28

   7 位 OceanDream B 小寺澤 涼子 菊地 麻理子 松島 智奈美 伊藤 純子

929 50分54秒97 13:09.07 14:35.94 12:41.73

00:10:28.23 00:23:37.30 00:38:13.24 00:50:54.97

   8 位 アルコール 上野 太紀夫 津田 広美 津田 哲哉 上野 純子

937 51分17秒75 11:11.96 11:59.21 16:33.16

00:11:33.42 00:22:45.38 00:34:44.59 00:51:17.75

   9 位 WINS MAX 鈴木 基則 岩崎 喜裕 斉藤 輝充 鈴木 謙之

922 51分32秒12 12:09.42 14:11.30 14:15.23

00:10:56.17 00:23:05.59 00:37:16.89 00:51:32.12

  10 位 C-Trident 山根 勝彦 田中 純子 山口 正治 松浦 裕幸

933 56分17秒69 18:31.00 12:35.25 14:53.03

00:10:18.41 00:28:49.41 00:41:24.66 00:56:17.69

  11 位 cafepacifica 岡本 達也 原 江梨子 前澤 薫 藤澤 潤

923 57分15秒31 12:15.45 18:38.19 16:29.71

00:09:51.96 00:22:07.41 00:40:45.60 00:57:15.31

  12 位 IAFトライ 石井  洋一郎 上野 誠治 福嶋 真理 林 淳一郎

925 1時間03分31秒43 15:26.01 14:56.22 19:59.05

00:13:10.15 00:28:36.16 00:43:32.38 01:03:31.43

  13 位 みほCバースデーチーム２ 渡辺 公子 長久保 正子 阿部 真代 森 久美子

934 1時間08分08秒16 20:21.65 23:19.96 12:57.97

00:11:28.58 00:31:50.23 00:55:10.19 01:08:08.16

総合3 OceanDream A 森田 知美 倉持 功 萩中 希予史 齋藤 優

924 37分33秒17 09:17.90 09:57.02 09:53.92

00:08:24.33 00:17:42.23 00:27:39.25 00:37:33.17

DNF ザバス川崎 川久保 ちづる 中山 翠 佐伯 貴広 高瀬 信雄

928 途中棄権 
00:11:42.38

DNF あらひらーず 荒平 幹雄 荒平 和世 荒平 幹雄 荒平 和世

932 途中棄権 25:37.09 01:25.11

00:13:47.32 00:39:24.41 00:40:49.52

【 200～239歳 】

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

938 40分28秒40 10:15.83 10:55.43 10:09.33

00:09:07.81 00:19:23.64 00:30:19.07 00:40:28.40

   2 位 横プー チームA 神尾 尚人 茂木 和哉 濱田 和実 塚越 有宏

941 45分32秒73 11:43.74 12:03.73 12:12.81

00:09:32.45 00:21:16.19 00:33:19.92 00:45:32.73



(9) ４×500mリレークラス別順位

【 200～239歳 】

   3 位 東武・南桜井 須藤 雄一郎 山宮 やよい 中村 祐子 中村 正明

939 47分56秒96 15:29.97 12:50.97 08:54.66

00:10:41.36 00:26:11.33 00:39:02.30 00:47:56.96

総合4 バトルシャーク 米田 幸一 佐原 義規 大江 洋一 畑中 浩和

940 39分38秒45 10:08.17 10:21.96 09:58.60

00:09:09.72 00:19:17.89 00:29:39.85 00:39:38.45

【 240歳以上 】

   1 位 還暦オーシャンズ2019 阿久津 広海 豊留 満 塩川 孝之 岡田 也広

942 53分46秒99 16:05.45 13:44.65 12:27.14

00:11:29.75 00:27:35.20 00:41:19.85 00:53:46.99

DNF 草刈組 渡辺 元 小川 博史 石塚 勝 吉澤 壽雄

943 途中棄権 15:39.44 16:40.98

00:13:00.18 00:28:39.62 00:45:20.60




