
(1) 男子 1km総合順位

   1 位 103 松下 晃太郎 マツシタ コウタロウ 神奈川県 17分04秒13 

   2 位 110 杉山 大二 スギヤマ ダイジ 沖縄県 17分08秒94 

   3 位 112 諏訪田 和則 スワダ カズノリ 大阪府 17分18秒68 

   4 位 108 鎌田 陽介 カマタ ヨウスケ 東京都 18分14秒83 

   5 位 128 川端 智浩 カワバタ トモヒロ 沖縄県 18分29秒46 

   6 位 129 長谷川 和彦 ハセガワ カズヒコ 新潟県 18分51秒55 

   7 位 111 山下 和秀 ヤマシタ カズヒデ 沖縄県 19分49秒19 

   8 位 141 平山 真二 ヒラヤマ シンジ 埼玉県 20分05秒31 

   9 位 130 田村 亮 タムラ マコト 新潟県 20分12秒31 

  10 位 117 有水 孝之 アリミズ タカシ 神奈川県 20分24秒71 

  11 位 116 小林 規行 コバヤシ ノリユキ 大阪府 20分53秒01 

  12 位 125 河本 善年 カワモト ヨシトシ 大阪府 21分29秒40 

  13 位 138 丹羽 幹治 ニワ カンジ 東京都 22分10秒22 

  14 位 144 福田 安芸 フクダ アキ 東京都 22分14秒79 

  15 位 139 酒井 隆志 サカイ タカシ 沖縄県 22分26秒62 

  16 位 115 松下 靖 マツシタ ヤスシ 愛知県 23分21秒21 

  17 位 101 桑田 二葉 クワタ フタバ 兵庫県 23分25秒47 

  18 位 123 飯田 隆彦 イイダ タカヒコ 兵庫県 23分28秒88 

  19 位 106 西尾 将人 ニシオ マサト 東京都 23分31秒05 

  20 位 126 江藤 競 エトウ ケイ 沖縄県 23分32秒88 

  21 位 119 牛木 太郎 ウシキ タロウ 新潟県 23分41秒37 

  22 位 133 伊藤 滋伸 イトウ シゲノブ 東京都 23分43秒82 

  23 位 113 広田 裕二 ヒロタ ユウジ 東京都 23分49秒37 

  24 位 136 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 23分52秒52 

  25 位 124 秋葉 岳克 アキバ タカヨシ 千葉県 23分54秒96 

  26 位 134 中島 洋和 ナカジマ ヒロカズ 沖縄県 24分03秒87 

  27 位 105 林 輝明 ハヤシ テルアキ 埼玉県 25分36秒16 

  28 位 122 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 千葉県 25分42秒19 

  29 位 114 高野 毅 タカノ タケシ 東京都 26分09秒56 

  30 位 109 下門 将徳 シモカド マサノリ 沖縄県 26分18秒21 

  31 位 142 江崎 裕之 エサキ ヒロユキ 埼玉県 26分27秒62 

  32 位 137 猪飼 誉之 イカイ タカユキ 神奈川県 26分31秒36 

  33 位 132 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 東京都 27分00秒08 

  34 位 102 山崎 航輝 ヤマザキ コウキ 沖縄県 27分02秒56 

  35 位 121 細洞 行範 ホソボラ ユキノリ 東京都 27分12秒85 

  36 位 143 石塚 吉弥 イシヅカ キチヤ 東京都 27分47秒71 

  37 位 104 渡部 祥太 ワタナベ ションタ 静岡県 28分42秒32 

  38 位 118 伊藤 慶 イトウ ケイ 沖縄県 28分43秒95 

  39 位 131 徳永 勝 トクナガ マサル 東京都 28分48秒15 

  40 位 135 中谷 ノボル ナカタニ ノボル 沖縄県 30分03秒07 

  41 位 107 菅原 康佑 スガワラ コウスケ 沖縄県 35分58秒15 

  42 位 304 宮田 伊織 ミヤタ イオリ 沖縄県 43分20秒57 



(1) 男子 1km総合順位

 DNF  140 西村 正士 ニシムラ マサシ 愛知県 途中棄権 

 DNS  120 森 幹夫 モリ ミキオ 兵庫県 棄権 

 DNS  127 三池 裕幸 ミイケ ヒロユキ 熊本県 棄権 



(2) 女子 1km総合順位

   1 位 203 松下 彩花 マツシタ アヤカ 神奈川県 14分31秒90 

   2 位 214 桑田 由紀子 クワタ ユキコ 兵庫県 17分25秒79 

   3 位 217 貞宗 志穂 サダムネ シホ 東京都 17分30秒52 

   4 位 216 Tam Alison タム アリソン その他、海外 17分41秒84 

   5 位 209 Eichelberger Melissa エイチェルバーガー メリッサ その他、海外 18分00秒85 

   6 位 227 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 18分44秒51 

   7 位 219 黒田 亜希子 クロダ アキコ 神奈川県 19分27秒93 

   8 位 204 松村 千花 マツムラ チカ 東京都 19分52秒02 

   9 位 212 コウ和佳奈 コウ ワカナ 沖縄県 20分01秒52 

  10 位 207 山本 綾子 ヤマモト アヤコ 大阪府 20分51秒82 

  11 位 228 谷澤政枝 タニザワマサエ 京都府 20分56秒87 

  12 位 205 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 20分58秒90 

  13 位 206 菊池 葵 キクチ アオイ 沖縄県 21分02秒46 

  14 位 221 津田 典子 ツダ ノリコ 新潟県 22分12秒68 

  15 位 215 田福 雪恵 タフク ユキエ 沖縄県 22分23秒33 

  16 位 245 門井朱幸 カドイ アカネ 東京都 22分24秒72 

  17 位 223 塩澤 久美江 シオザワ クミエ 東京都 22分29秒23 

  18 位 232 木原 由美子 キハラ ユミコ 東京都 22分30秒35 

  19 位 237 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 22分32秒17 

  20 位 229 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 東京都 22分34秒10 

  21 位 230 岡 祐子 オカ ユウコ 神奈川県 22分55秒58 

  22 位 235 豊岡 れい子 トヨオカ レイコ 東京都 23分27秒08 

  23 位 218 小野澤 綾子 オノザワ アヤコ 東京都 23分57秒00 

  24 位 234 渡辺 順子 ワタナベ ジュンコ 東京都 24分08秒92 

  25 位 225 小島 敦子 コジマ アツコ 千葉県 24分11秒25 

  26 位 231 岡本 亜由美 オカモト アユミ 東京都 24分15秒27 

  27 位 220 鈴木 美奈子 スズキ ミナコ 東京都 24分43秒18 

  28 位 238 山崎 恵子 ヤマサキ ケイコ 岡山県 25分33秒81 

  29 位 241 小沢 千恵子 オザワ チエコ 東京都 25分51秒86 

  30 位 244 田島 ゆか タジマ ユカ 東京都 26分23秒47 

  31 位 222 山崎 奈緒美 ヤマザキ ナオミ 東京都 26分48秒61 

  32 位 242 墨江 照子 スミエ テルコ 岡山県 26分58秒47 

  33 位 233 柳沢 智子 ヤナギサワ トモコ 東京都 27分07秒31 

  34 位 243 寺井 登美江 テライ トミエ 福岡県 27分31秒79 

  35 位 240 加島 淳子 カシマ アツコ 大阪府 27分44秒70 

  36 位 208 橋口 久美子 ハシグチ クミコ 福岡県 30分56秒07 

  37 位 210 今井 美里 イマイ ミサト 北海道 38分00秒23 

  38 位 202 下村 友美 シモムラ トモミ 静岡県 38分26秒04 

  39 位 224 林 友子 ハヤシ ユウコ 沖縄県 39分07秒17 

 OPN  246 貴田 裕美 14分13秒20 

 OPN  226 古川 僚子 フルカワ リョウコ 大阪府 36分08秒51 

 DNF  236 鳥飼 さつき トリカイ サツキ 東京都 途中棄権 



(2) 女子 1km総合順位

 DNS  201 曺 未蘭 チョウ ミラン 東京都 棄権 

 DNS  211 梅田 聡子 ウメダ サトコ 沖縄県 棄権 

 DNS  213 斎藤 裕美 サイトウ ヒロミ 福島県 棄権 

 DNS  239 馬場 美津子 ババ ミツコ 岡山県 棄権 



(3) 男子 500m総合順位

   1 位 321 久保 栄克 クボ ヒデカツ 沖縄県 08分31秒70 

   2 位 319 清水 良真 シミズ ヨシマサ 奈良県 08分45秒68 

   3 位 325 瀬戸 学 セト サトル 愛知県 08分56秒19 

   4 位 311 熊野 景太 クマノ ケイタ 大阪府 09分18秒73 

   5 位 326 松下 隆一 マツシタ リュウイチ 東京都 09分24秒26 

   6 位 310 中島 脩 ナカジマ オサム 東京都 09分55秒71 

   7 位 323 山田 宏一 ヤマダ ヒロカズ 東京都 09分59秒97 

   8 位 329 富崎 義明 トミザキ ヨシアキ 沖縄県 10分04秒02 

   9 位 327 藤木 裕之 フジキ ヒロユキ 神奈川県 10分11秒22 

  10 位 332 岩崎 和弘 イワサキ カズヒロ 埼玉県 10分50秒18 

  11 位 309 吉元 琢人 ヨシモト タクト 沖縄県 11分48秒17 

  12 位 322 浅井 浩 アサイ ヒロシ 富山県 12分10秒76 

  13 位 335 山下 祥次 ヤマシタ ショウジ 大阪府 12分20秒95 

  14 位 314 有澤 知輝 アリサワ サトキ 福岡県 12分26秒18 

  15 位 303 白浜 智樹 シラハマ トモキ 大阪府 13分10秒21 

  16 位 317 丸田 純也 マルタ ジュンヤ 京都府 13分14秒42 

  17 位 302 福田 英真 フクタ ヒデミ 沖縄県 13分49秒78 

  18 位 331 藤井 健嗣 フジイ ケンジ 大阪府 13分52秒98 

  19 位 307 岡林 樹 オカバヤシ イヅキ 沖縄県 14分39秒19 

  20 位 301 中島 和 ナカジマ カズ 沖縄県 14分39秒87 

  21 位 318 岡林 薫 オカバヤシ カオル 沖縄県 14分41秒07 

  22 位 308 生盛 一郎 セイモリ イチロウ 沖縄県 14分49秒05 

  23 位 306 近藤 寛太 コンドウ カンタ 沖縄県 14分55秒97 

  24 位 320 近藤 功一 コンドウ コウイチ 沖縄県 14分58秒77 

  25 位 324 Chan Lincoln チャン リンカーン 兵庫県 15分04秒36 

  26 位 330 仲間 春一 ナカマ シュンイチ 沖縄県 15分06秒05 

  27 位 305 生盛 一星 セイモリ イッセイ 沖縄県 15分51秒91 

  28 位 315 生盛 隼 セイモリ ハヤト 沖縄県 15分55秒88 

  29 位 334 石田 孝 イシダ タカシ 千葉県 17分01秒57 

  30 位 312 矢野 剛教 ヤノ マサタカ 鹿児島県 54分05秒64 

  31 位 333 重盛 隆一 シゲモリ リュウイチ 福岡県 54分06秒89 

  32 位 316 山下 豊 ヤマシタ ユタカ 鹿児島県 54分08秒41 

 DNF  328 木村 聡 キムラ サトシ 沖縄県 途中棄権 

 DNS  313 進藤 洸 シンドウ タケシ 大阪府 棄権 



(4) 女子 500m総合順位

   1 位 352 橋本 栞 ハシモト シオリ 大阪府 09分29秒17 

   2 位 355 森本 佳奈 モリモト カナ 大阪府 09分47秒76 

   3 位 362 新出 亜希子 ニイデ アキコ 埼玉県 09分53秒03 

   4 位 360 Baaklini Cynthia バークリニ シンシア その他、海外 11分11秒40 

   5 位 353 小澤 貴子 オザワ タカコ 東京都 11分34秒47 

   6 位 369 矢島 和江 ヤジマ カズエ 埼玉県 12分01秒67 

   7 位 364 増田 有紀 マスダ ユキ 埼玉県 12分09秒11 

   8 位 358 中尾 知子 ナカオ トモコ 京都府 12分29秒54 

   9 位 365 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 東京都 12分32秒23 

  10 位 361 中野 敦子 ナカノ アツコ 千葉県 12分57秒39 

  11 位 356 渡久地 瑛里 トクチ エリ 東京都 13分19秒77 

  12 位 368 永井 志保 ナガイ シホ 岡山県 13分47秒08 

  13 位 363 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 神奈川県 13分51秒38 

  14 位 359 生盛 かおり セイモリ カオリ 沖縄県 15分57秒49 

  15 位 366 長屋 ハルミ ナガヤ ハルミ 埼玉県 16分30秒00 

  16 位 351 中島 日南 ナカジマ ニナ 沖縄県 16分53秒42 

  17 位 370 牧野 尚子 マキノ ナオコ 福岡県 16分58秒33 

 DNS  354 新名 理恵 ニイナ リエ 大阪府 棄権 

 DNS  357 伊藤 麻里子 イトウ マリコ 長野県 棄権 

 DNS  367 府川 陽子 フカワ ヨウコ 神奈川県 棄権 



(5) 男子 5km総合順位

   1 位 402 大屋 柾道 オオヤ マサミチ 愛知県 1時間20分17秒60 

   2 位 425 久保 栄克 クボ ヒデカツ 沖縄県 1時間23分38秒21 

   3 位 418 古橋 賢悟 フルハシ ケンゴ 兵庫県 1時間24分32秒47 

   4 位 429 岡崎 満 オカザキ ミツル  京都府 1時間25分19秒72 

   5 位 432 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 京都府 1時間25分33秒61 

   6 位 438 瀬戸 学 セト サトル 愛知県 1時間27分30秒23 

   7 位 428 加地 宗和 カジ ムネカズ 東京都 1時間30分01秒30 

   8 位 404 高部 賢一 タカベ ケンイチ 和歌山県 1時間30分55秒83 

   9 位 416 田熊 邦郎 タグマ クニオ 京都府 1時間30分58秒22 

  10 位 406 大森 望 オオモリ ノゾム 神奈川県 1時間34分24秒24 

  11 位 403 後藤 遥介 ゴトウ ヨウスケ 大阪府 1時間34分51秒12 

  12 位 407 杉田 真紀 スギタ マサキ 埼玉県 1時間34分58秒38 

  13 位 419 渋谷 満弘 シブヤ ミツヒロ 埼玉県 1時間35分07秒10 

  14 位 420 西脇 唯夫 ニシワキ タダオ 兵庫県 1時間37分01秒92 

  15 位 413 清水 良真 シミズ ヨシマサ 奈良県 1時間37分09秒63 

  16 位 442 敦賀 寛之 ツルガ ヒロユキ 愛知県 1時間38分17秒10 

  17 位 426 高森 強 タカモリ ツヨシ 福岡県 1時間38分45秒96 

  18 位 401 冨谷 海人 トミタニ カイト 兵庫県 1時間39分18秒31 

  19 位 451 内田 研 ウチダ ケン 兵庫県 1時間41分17秒51 

  20 位 441 本村 洋介 モトムラ ヨウスケ 福岡県 1時間41分30秒50 

  21 位 421 下村 康一 シモムラ コウイチ 神奈川県 1時間42分08秒68 

  22 位 435 吉岡 正木 ヨシオカ マサキ 東京都 1時間43分09秒03 

  23 位 431 藤下 充義 フジシタ ミツヨシ 京都府 1時間43分16秒87 

  24 位 444 岡崎 智一 オカザキ トモカズ 兵庫県 1時間43分19秒94 

  25 位 437 新田 英二 ニッタ エイジ 大阪府 1時間45分18秒11 

  26 位 427 分島 幸治 ワケジマ コウジ 広島県 1時間46分05秒41 

  27 位 453 平山 真二 ヒラヤマ シンジ 埼玉県 1時間46分45秒40 

  28 位 414 室井 雄達 ムロイ ユウタツ 兵庫県 1時間47分14秒44 

  29 位 410 山下 和秀 ヤマシタ カズヒデ 沖縄県 1時間48分58秒94 

  30 位 411 島田 和幸 シマダ ガズユキ 東京都 1時間49分55秒18 

  31 位 450 村井 康秀 ムライ ヤスヒデ 東京都 1時間52分20秒10 

  32 位 408 有澤 知輝 アリサワ サトキ 福岡県 1時間53分55秒55 

  33 位 452 小池 健司 コイケ ケンジ 東京都 1時間54分42秒99 

  34 位 449 田畑 勝真 タバタ カツマ 大阪府 1時間57分54秒91 

  35 位 455 北山 峻 キタヤマ タカシ 岡山県 1時間59分08秒14 

  36 位 422 石塚 貴将 イシヅカ タカマサ 東京都 2時間03分28秒36 

  37 位 454 阿久津 広海 アクツ ヒロミ 群馬県 2時間03分52秒22 

  38 位 424 大坂 幹雄 オオサカ ミキオ 大阪府 2時間04分41秒06 

  39 位 415 高野 毅 タカノ タケシ 東京都 2時間10分26秒77 

  40 位 445 吹野 忠司 フキノ タダシ 大阪府 2時間13分41秒04 

  41 位 412 小林 勇二 コバヤシ ユウジ 東京都 2時間14分13秒76 

 OTL  409 丸田 純也 マルタ ジュンヤ 京都府 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 



(5) 男子 5km総合順位

 OTL  417 近藤 功一 コンドウ コウイチ 沖縄県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  423 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 千葉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  446 小山 泰司 コヤマ タイジ 埼玉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  433 鎌原 正幸 カンバラ マサユキ 神奈川県 途中棄権 

 DNF  434 伊藤 宜久 イトウ ノブヒサ 埼玉県 途中棄権 

 DNF  439 藤木 裕之 フジキ ヒロユキ 神奈川県 途中棄権 

 DNF  440 徳永 勝 トクナガ マサル 東京都 途中棄権 

 DNF  447 清水 二郎 シミズ ジロウ 東京都 途中棄権 

 DNF  448 仲間 春一 ナカマ シュンイチ 沖縄県 途中棄権 

 DNS  405 永井 威 ナガイ タケル 福岡県 棄権 

 DNS  430 三池 裕幸 ミイケ ヒロユキ 熊本県 棄権 

 DNS  443 村田 宏治 ムラタ コウジ 埼玉県 棄権 



(6) 女子 5km総合順位

   1 位 504 松下 彩花 マツシタ アヤカ 神奈川県 1時間13分33秒90 

   2 位 513 橋本 英里子 ハシモト エリコ 大阪府 1時間27分19秒72 

   3 位 508 髙倉 和恵 タカクラ カズエ 千葉県 1時間29分31秒31 

   4 位 505 鍵谷 果那 カギタニ カナ 兵庫県 1時間30分40秒45 

   5 位 520 望月 徳子 モチヅキ ノリコ 埼玉県 1時間33分46秒84 

   6 位 503 和賀 愛 ワガ アイ 東京都 1時間34分32秒45 

   7 位 519 廣瀬 真美 ヒロセ マミ 兵庫県 1時間37分48秒69 

   8 位 501 山本 真由 ヤマモト マユ 東京都 1時間40分13秒56 

   9 位 516 黒田 亜希子 クロダ アキコ 神奈川県 1時間40分54秒48 

  10 位 502 門脇 声奈 カドワキ セイナ 北海道 1時間40分59秒61 

  11 位 518 新出 亜希子 ニイデ アキコ 埼玉県 1時間41分34秒44 

  12 位 526 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 1時間44分12秒97 

  13 位 511 森國 祥子 モリクニ サチコ 神奈川県 1時間45分57秒04 

  14 位 509 峯岸 希美 ミネギシ ノゾミ 埼玉県 1時間49分33秒55 

  15 位 506 松村 千花 マツムラ チカ 東京都 1時間49分44秒38 

  16 位 512 足立 雅子 アダチ マサコ 鳥取県 1時間52分38秒70 

  17 位 510 池田 直子 イケダ ナオコ 埼玉県 1時間52分46秒66 

  18 位 525 野村 利香 ノムラ リカ 兵庫県 1時間53分09秒37 

  19 位 531 吉田 智江 ヨシダ トモエ 埼玉県 1時間53分23秒76 

  20 位 522 塩澤 久美江 シオザワ クミエ 東京都 1時間54分32秒08 

  21 位 524 安藤 幸枝 アンドウ ユキエ 東京都 1時間54分49秒91 

  22 位 528 森田 直美 モリタ ナオミ 埼玉県 1時間55分35秒57 

  23 位 507 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 1時間59分04秒03 

  24 位 514 岩永 直子 イワナガ ナオコ 千葉県 1時間59分10秒76 

  25 位 533 漆畑 信子 ウルシバタ ノブコ 神奈川県 1時間59分16秒05 

  26 位 517 大野 南奈子 オオノ ナナコ 神奈川県 1時間59分36秒59 

  27 位 529 中村 理江 ナカムラ リエ 東京都 2時間00分17秒41 

  28 位 523 津田 郁美 ツダ イクミ 京都府 2時間04分32秒28 

  29 位 521 寺村 比呂美 テラムラ ヒロミ 東京都 2時間04分53秒28 

  30 位 530 清澤 京子 キヨサワ キョウコ 埼玉県 2時間12分28秒21 

 OPN  535 森山 幸美 1時間07分59秒02 

 OPN  534 貴田 裕美 1時間08分00秒30 

 OTL  515 籾山 綾子 モミヤマ アヤコ 沖縄県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  527 新田 由佳 ニッタ ユカ 大阪府 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  532 島田 薫 シマダ カオリ 東京都 途中棄権 



(7) 男子 2.5km総合順位

   1 位 617 梅田 裕也 ウメダ ユウヤ 沖縄県 39分45秒70 

   2 位 613 大野 博章 オオノ ヒロアキ 兵庫県 41分18秒96 

   3 位 634 丸山 誠 マルヤマ マコト 鳥取県 43分41秒23 

   4 位 606 東野 将史 ヒガシノ マサシ 静岡県 43分43秒01 

   5 位 601 俣野 弘貴 マタノ ヒロキ 京都府 45分44秒24 

   6 位 602 安川 知宏 ヤスカワ トモヒロ 大阪府 45分45秒28 

   7 位 632 加山 雄一 カヤマ ユウイチ 東京都 45分48秒08 

   8 位 638 木村 元彦 キムラ モトヒコ 神奈川県 45分49秒12 

   9 位 621 稲垣 元博 イナガキ モトヒロ 東京都 45分52秒52 

  10 位 609 山本 慎治 ヤマモト シンジ 福岡県 45分57秒08 

  11 位 612 長門 祐太 ナガト ユウタ 千葉県 46分07秒92 

  12 位 643 本吉 康昭 モトヨシ ヤスアキ 千葉県 46分14秒24 

  13 位 652 山本 秀逸 ヤマモト シュウイツ 神奈川県 46分22秒50 

  14 位 641 松下 隆一 マツシタ リュウイチ 東京都 46分55秒79 

  15 位 610 熊野 景太 クマノ ケイタ 大阪府 46分59秒51 

  16 位 635 Stimson Mark スティムソン マーク その他、海外 47分13秒20 

  17 位 629 松元 渉 マツモト ワタル 山口県 47分14秒70 

  18 位 603 長幡 陽太 ナガハタ ヨウタ 東京都 47分23秒97 

  19 位 618 臼井 崇仁 ウスイ タカヒト 神奈川県 48分03秒57 

  20 位 604 西澤 尚起 ニシザワ ナオキ 大阪府 49分04秒14 

  21 位 633 山田 宏一 ヤマダ ヒロカズ 東京都 49分07秒50 

  22 位 639 井川 勝也 イガワ カツナリ 東京都 49分17秒07 

  23 位 607 高見 俊治 タカミ トシハル 兵庫県 50分23秒18 

  24 位 619 木下 裕己 キノシタ ユウキ 埼玉県 50分48秒32 

  25 位 637 浦山 勲 ウラヤマ イサオ 香川県 51分14秒28 

  26 位 622 岡田 隆伸 オカダ タカノブ 神奈川県 51分53秒17 

  27 位 654 内澤 敬 ウチサワ タカシ 岩手県 52分14秒07 

  28 位 614 山崎 英明 ヤマサキ ヒデアキ 神奈川県 52分17秒57 

  29 位 644 小笠原 宏之 オガサハラ ヒロユキ 大阪府 53分02秒05 

  30 位 647 小金井 隆志 コガネイ タカシ 東京都 53分30秒50 

  31 位 640 一木 伸夫 イチキ ノブオ 東京都 53分33秒97 

  32 位 628 武藤 良則 ムトウ ヨシノリ 群馬県 53分37秒61 

  33 位 650 小島 淳 コジマ アツシ 千葉県 53分40秒35 

  34 位 623 北沢 一毅 キタザワ カズキ 大阪府 55分22秒35 

  35 位 657 川﨑 茂樹 カワサキ シケ゛キ 宮崎県 55分38秒80 

  36 位 624 佐々木 周 ササキ アマネ 東京都 56分24秒45 

  37 位 653 岩崎 和弘 イワサキ カズヒロ 埼玉県 57分33秒81 

  38 位 636 山谷 有史 ヤマヤ アリフミ 神奈川県 57分36秒20 

  39 位 651 酒井 隆志 サカイ タカシ 沖縄県 57分41秒87 

  40 位 649 丹羽 幹治 ニワ カンジ 東京都 58分13秒26 

  41 位 608 中島 脩 ナカジマ オサム 東京都 59分11秒42 

  42 位 631 浅井 浩 アサイ ヒロシ 富山県 59分46秒59 



(7) 男子 2.5km総合順位

  43 位 626 松下 靖 マツシタ ヤスシ 愛知県 1時間00分17秒17 

  44 位 605 荒木 翔 アラキ ショウ 大阪府 1時間01分56秒64 

  45 位 646 山中 祐次 ヤマナカ ユウジ 沖縄県 1時間02分44秒75 

  46 位 660 三枝 巧 サエグサ タクミ 千葉県 1時間03分09秒15 

  47 位 661 高田 幸男 タカダ ユキオ 大阪府 1時間04分53秒22 

  48 位 436 河田 寛人 カワダ ヒロト 東京都 1時間07分06秒02 

  49 位 627 石井 拓 イシイ タク 和歌山県 1時間07分40秒52 

  50 位 642 松村 佳昭 マツムラ ヨシアキ 東京都 1時間10分00秒57 

  51 位 658 杉山 義樹 スギヤマ ヨシキ 静岡県 1時間11分53秒84 

  52 位 645 甲斐 清章 カイ キヨアキ 宮崎県 1時間11分57秒40 

  53 位 620 木村 俊威 キムラ トシタケ 東京都 1時間17分05秒45 

  54 位 659 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 1時間17分22秒27 

  55 位 655 西村 直正 ニシムラ ナオマサ 福岡県 1時間19分30秒74 

  56 位 611 葛原 慎 クズハラ シン 兵庫県 1時間19分52秒45 

  57 位 616 川手 聡 カワテ サトシ 静岡県 1時間21分39秒72 

  58 位 615 一瀬 康平 イチノセ コウヘイ 福岡県 1時間24分05秒23 

 OPN  664 田渕  晋 47分21秒16 

 OPN  630 原嶋 亮至 ハラシマ リョウジ 東京都 1時間05分55秒46 

 DNF  648 都築 秀明 ツヅキ ヒデアキ 東京都 途中棄権 

 DNF  663 山本小次郎 途中棄権 

 DNS  625 井筒 隆文 イヅツ タカフミ 埼玉県 棄権 

 DNS  656 西村 正士 ニシムラ マサシ 愛知県 棄権 

 DNS  662 平岩 和宏 ヒライワ カズヒロ 神奈川県 棄権 



(8) 女子 2.5km総合順位

   1 位 714 桑田 由紀子 クワタ ユキコ 兵庫県 43分44秒36 

   2 位 723 山口 美果 ヤマグチ ミカ 兵庫県 44分55秒84 

   3 位 716 貞宗 志穂 サダムネ シホ 東京都 45分08秒11 

   4 位 713 森 麻祐子 モリ マユコ 新潟県 46分35秒19 

   5 位 722 山下 りこ ヤマシタ リコ 大阪府 48分12秒97 

   6 位 702 片桐 由佳理 カタギリ ユカリ 石川県 48分47秒90 

   7 位 701 坂口 亜梨沙 サカグチ アリサ 京都府 48分52秒85 

   8 位 720 白浜 洋子 シラハマ ヨウコ 大阪府 49分05秒93 

   9 位 715 石上 英美 イシガミ エミ 大阪府 49分45秒15 

  10 位 711 山崎 富士子 ヤマサキ フジコ 神奈川県 52分10秒84 

  11 位 703 門 志穂美 カド シホミ 神奈川県 52分20秒34 

  12 位 727 谷澤政枝 タニザワマサエ 京都府 52分27秒46 

  13 位 733 仲川 みどり ナカガワ ミドリ 東京都 55分05秒83 

  14 位 707 森山 加奈子 モリヤマ カナコ 東京都 55分45秒75 

  15 位 718 杉本 泰代 スギモト ヤスヨ 兵庫県 56分18秒04 

  16 位 724 河井 美奈子 カワイ ミナコ 東京都 56分22秒59 

  17 位 706 中尾 知子 ナカオ トモコ 京都府 56分29秒59 

  18 位 725 高森 理絵 タカモリ リエ 福岡県 57分38秒40 

  19 位 744 新井 美幸 アライ ミユキ 埼玉県 57分39秒89 

  20 位 719 渡辺 清香 ワタナベ キヨカ 東京都 57分44秒06 

  21 位 708 進藤 美寿々 シンドウ ミスズ 神奈川県 58分06秒51 

  22 位 704 佐藤 里香 サトウ リカ 兵庫県 58分40秒43 

  23 位 730 矢島 和江 ヤジマ カズエ 埼玉県 59分21秒92 

  24 位 710 広田 美幸 ヒロタ ミユキ 東京都 59分31秒94 

  25 位 737 白川 順子 シラカワ ジュンコ 宮崎県 59分44秒75 

  26 位 717 室伏 芙美恵 ムロフシ フミエ 茨城県 1時間00分00秒71 

  27 位 734 杉山 京子 スギヤマ キョウコ 東京都 1時間00分50秒39 

  28 位 736 真渋 涼子 マシブ リョウコ 東京都 1時間02分42秒84 

  29 位 738 落合 京子 オチアイ キョウコ 千葉県 1時間02分47秒26 

  30 位 735 井本 豊子 イモト トヨコ 東京都 1時間02分52秒62 

  31 位 740 中原 順子 ナカハラ ジュンコ 奈良県 1時間03分03秒38 

  32 位 732 豊岡 れい子 トヨオカ レイコ 東京都 1時間03分47秒81 

  33 位 726 増田 有紀 マスダ ユキ 埼玉県 1時間04分02秒13 

  34 位 743 高松 美恵子 タカマツ ミエコ 鳥取県 1時間04分45秒62 

  35 位 728 森山 千鶴 モリヤマ チヅル 東京都 1時間05分53秒71 

  36 位 731 齋藤 郁代 サイトウ イクヨ 埼玉県 1時間06分44秒89 

  37 位 721 山本 キンバリー ヤマモト キンバリー 神奈川県 1時間06分51秒12 

  38 位 705 西川 恵璃 ニシカワ エリ 兵庫県 1時間08分08秒85 

  39 位 712 岡田 真理 オカダ マリ 神奈川県 1時間09分53秒50 

  40 位 739 濱中 浩子 ハマナカ ヒロコ 東京都 1時間12分00秒10 

  41 位 729 永井 志保 ナガイ シホ 岡山県 1時間12分47秒39 

  42 位 741 坂本 光子 サカモト ミツコ 埼玉県 1時間14分49秒81 



(8) 女子 2.5km総合順位

  43 位 709 今井 美里 イマイ ミサト 北海道 1時間50分16秒74 

 DNS  742 寺井 登美江 テライ トミエ 福岡県 棄権 



(9) 500m×4ﾘﾚｰ総合順位

   1 位 鳥貴族天王寺北口店 中島 脩 大野 博章 熊野 景太 安川 知宏

07:47.87 08:29.50 08:15.08

902 35分18秒54 00:10:46.09 00:18:33.96 00:27:03.46 00:35:18.54

   2 位 貴田裕美チーム 有澤 知輝 桑田 由紀子 吉田 智江 貴田 裕美

08:30.06 10:37.77 06:25.75

904 35分41秒70 00:10:08.12 00:18:38.18 00:29:15.95 00:35:41.70

   3 位 神奈総OWS部 長幡 陽太 門 志穂美 片桐 由佳理 大屋 柾道

10:06.21 09:13.10 06:56.16

901 35分42秒99 00:09:27.52 00:19:33.73 00:28:46.83 00:35:42.99

   4 位 松下彩花チーム 松下晃太朗 武藤 良則 阿久津広海 松下 彩花

10:11.87 10:53.31 07:01.51

914 36分46秒73 00:08:40.04 00:18:51.91 00:29:45.22 00:36:46.73

   5 位 Fastlane 山口 美果 Baaklini Eichelberger Stimson

09:56.20 08:58.31 08:54.20

905 37分11秒02 00:09:22.31 00:19:18.51 00:28:16.82 00:37:11.02

   6 位 さんぴんクラブ 高倉 和恵 松村 千花 松井 佳菜絵 長門 祐太

09:57.04 10:11.01 08:48.85

903 37分57秒90 00:09:01.00 00:18:58.04 00:29:09.05 00:37:57.90

   7 位 加齢なる40代 田村 亮 津田 典子 牛木 太郎 長谷川 和彦

10:55.83 12:13.56 09:32.20

908 43分31秒17 00:10:49.58 00:21:45.41 00:33:58.97 00:43:31.17

   8 位 トビウオライダーズ 座間 聖徳 江村 彩 籾山 綾子 江村 豊和

10:22.19 12:37.03 09:08.73

906 43分50秒21 00:11:42.26 00:22:04.45 00:34:41.48 00:43:50.21

   9 位 ざ・みゆきちゃん 小山 泰司 平山 真二 塩澤 久美江 新井 美幸

10:04.74 11:18.90 10:41.39

911 43分51秒56 00:11:46.53 00:21:51.27 00:33:10.17 00:43:51.56

  10 位 大崎楽泳会 大野 南奈子 河井 美奈子 伊藤 滋伸 小池 健司

11:13.48 11:19.66 10:49.06

910 44分45秒03 00:11:22.83 00:22:36.31 00:33:55.97 00:44:45.03

  11 位 美らオーシャンズ2019 森田 直美 豊留 満 岩永 直子 片岡 早苗

14:01.84 11:30.36 09:43.63

912 46分17秒91 00:11:02.08 00:25:03.92 00:36:34.28 00:46:17.91

  12 位 チーム京子様 室伏 芙美恵 杉山 京子 井本 豊子 峯岸 希美

12:27.00 13:58.81 09:51.26

909 47分33秒51 00:11:16.44 00:23:43.44 00:37:42.25 00:47:33.51

  13 位 チームわいわい 大槻 陽恵 大槻 歩海 大山 朋美 狩俣 幸子

12:10.03 15:27.44 13:56.22

907 51分44秒73 00:10:11.04 00:22:21.07 00:37:48.51 00:51:44.73

OPN 森山幸美ﾁｰﾑ 田渕  晋 丸田 純也 山本小次郎 森山 幸美

12:00.78 09:56.23 06:53.54

913 38分03秒59 00:09:13.04 00:21:13.82 00:31:10.05 00:38:03.59




