
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

2310 西村　広和 11:10:021 鴨川走友会ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 滋賀県

2001 辻　友寛 11:15:432 team Raid Lightﾂｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ 三重県

2106 伊藤　健太 12:45:083 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 三重県

2002 荒木　諒 12:48:314 中能登トレラン/モンタナｱﾗｷ ﾘｮｳ 石川県

2006 竹之内　正臣 12:52:435 シガウマラﾀｹﾉｳﾁ ﾏｻｵﾐ 滋賀県

2051 木村　元 13:25:486 大谷明の男祭りｷﾑﾗ ｹﾞﾝ 京都府

2248 高野　岳彦 13:30:237 ＴＥＣＮＩＣＡｺｳﾉ ﾀｹﾋｺ 新潟県

2062 石上　裕康 13:33:298 ラウンド５ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ 静岡県

2455 中野　賢一 13:33:529 山梨赤十字病院ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 山梨県

2254 庄司　周平 13:34:5610 ｼｮｳｼﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県

2004 野永　健宏 14:08:2111 Team Rushﾉﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 東京都

2180 吉倉　利英 14:15:1612 ﾖｼｸﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 東京都

2209 森田　大理 14:26:0213 津ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ 三重県

2363 吉村　憲彦 14:28:0314 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 大阪府

2504 David Duffy 14:30:3415 David Duffy アメリカ

2059 岡見　光 14:36:1316 大谷明の男祭りｵｶﾐ ｺｳ 京都府

2357 川澄　隆章 14:46:2417 ｶﾜｽﾐ ﾀｶｱｷ 新潟県

2216 榊原　由治 14:49:4018 シガウマラｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｼﾊﾙ 兵庫県

2403 武田　敦岐 14:54:3219 refaltﾀｹﾀﾞ ｱﾂｷ 長野県

2286 山田　篤佳 15:10:1220 Ｑランナーズﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾖｼ 高知県

2437 大西　隆司 15:16:1621 火曜日練習会。ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ 大阪府

2123 片山　真平 15:16:5822 走攻酒ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川県

2256 寺西　利之 15:29:2023 ﾃﾗﾆｼ ﾄｼﾕｷ 神奈川県

2328 荒谷　拓也 15:31:3524 野人クラブｱﾗﾔ ﾀｸﾔ 兵庫県

3072 澤田　由紀子 15:32:2525 信州トレマンｻﾜﾀﾞ ﾕｷｺ 長野県

2119 清田　広輝 15:36:3926 ｾｲﾀ ｺｳｷ 神奈川県

3071 山室　宏美 15:38:2727 コロンビアモントレイルﾔﾏﾑﾛ ﾋﾛﾐ 長野県

2319 西村　淳 15:39:2328 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 京都府

2263 天野　亜寅 15:40:3829 神奈川県庁ｱﾏﾉ ｱﾄﾗ 神奈川県

2241 渡辺　淳二 15:41:5030 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県

2493 塙　翔太 15:42:0531 ﾊﾅﾜ ｼｮｳﾀ 神奈川県

2360 竹内　勇季 15:42:5032 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 東京都

3001 今田　麻紀子 15:48:0233 火曜日練習会ｲﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 大阪府

2049 葉玉　旨紀 15:52:3934 ＳＲＣﾊﾀﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県

2220 鈴木　歩 15:55:5535 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 千葉県

3004 赤松　祥江 15:58:1436 ガンバフンバｱｶﾏﾂ ｻﾁｴ 大阪府

2011 棟　真太郎 16:01:3837 岩本町ＴＲＣﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都

2164 上田　勝弘 16:09:4338 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 奈良県

2008 横田　徳靖 16:21:3439 ﾖｺﾀ ﾄｸﾔｽ 東京都

2096 久保　勇輝 16:23:1340 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 東京都

2154 端　直彦 16:26:4441 はちのすﾊﾀ ﾅｵﾋｺ 京都府

2303 椿　喜行 16:28:3542 ﾂﾊﾞｷ ﾖｼﾕｷ 東京都

2262 酒井　隆 16:30:5243 ＮＣＲＣｻｶｲ ﾀｶｼ 神奈川県

2295 波部　和俊 16:31:1744 ﾊﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 京都府

2297 神部　直哉 16:37:5645 エルブレスｶﾝﾍﾞ ﾅｵﾔ 東京都

2430 小林　良平 16:43:4146 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 東京都

2505 Yu Cai 16:43:5947 Team TsaiguYu Cai 中国

3034 折戸　小百合 16:48:5048 ジュピターＲＣｵﾘﾄ ｻﾕﾘ 石川県

2198 三宅　文彦 16:49:0849 美酒ランﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ 東京都

2348 渡辺　寿彦 16:49:3350 名古屋市役所ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾋｺ 岐阜県
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3107 齊藤　香織 16:50:1851 ランニング逗子ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 神奈川県

2112 藤井　雅敏 16:50:3752 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄｼ 神奈川県

2408 塚田　晃二 16:53:1253 信州トレマンﾂｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 長野県

2152 岩熊　徹 16:55:1254 ｲﾜｸﾏ ﾄｵﾙ 大阪府

2486 木村　晃太朗 16:58:1255 パタゴニア京都ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 京都府

2484 中川　裕司 16:58:1256 ＭＡＧＭＡ／ＳＴＹＹﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 大阪府

2495 中島　啓 16:58:5957 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 神奈川県

2471 山本　和也 17:05:1858 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 愛知県

2093 佐藤　貴紀 17:07:4859 愛知会ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 愛知県

2213 高山　和彦 17:10:0960 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 群馬県

2243 谷口　雅男 17:14:1561 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｵ 奈良県

2255 山田　秀一 17:17:4562 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県

2151 中山　立 17:19:0463 ＡＶＡＮＴﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾙ 神奈川県

2092 西田　正二郎 17:28:5364 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 東京都

2398 岡田　耕作 17:31:3365 杉っ子トレランｵｶﾀﾞ ｺｳｻｸ 新潟県

2296 北川　祐作 17:31:3866 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ 東京都

2389 植田　雅巳 17:35:4067 流山市消防本部ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐ 千葉県

2371 加藤　基行 17:36:3268 ｶﾄｳ ﾓﾄﾕｷ 埼玉県

2178 加藤　君典 17:40:5669 柿ガール＆柿ボーイｶﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 新潟県

2510 Jonathan Miller 17:40:5870 Jonathan Miller アメリカ

2172 本間　慎吾 17:42:2971 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ 新潟県

3095 鈴木　栞奈 17:43:0072 MONTURAｽｽﾞｷ ｶﾝﾅ 静岡県

2308 中尾　勝洋 17:43:1473 ﾅｶｵ ｶﾂﾋﾛ 京都府

2159 関野　涼平 17:43:5574 関野一族ｾｷﾉ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県

3111 西内　宮佳江 17:45:1475 ﾆｼｳﾁ ﾐｶｴ 東京都

2200 木野本　和馬 17:49:0876 ｷﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 愛知県

2183 川畑　浩大 17:50:1277 ファントレイルズｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 東京都

2130 西　裕隆 17:53:0578 シガウマラﾆｼ ﾋﾛﾀｶ 滋賀県

2034 内糸　大樹 17:53:0579 シガウマラｳﾁｲﾄ ﾋﾛｷ 滋賀県

2076 深澤　学 17:53:5180 ﾌｶｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 静岡県

2239 伊東　公洋 17:53:5181 ｲﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 静岡県

2081 中澤　紘樹 17:55:4882 ＩＲＯ＋ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 新潟県

2390 谷元　通隆 18:02:1583 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾁﾀｶ 神奈川県

2090 井上　裕也 18:05:1184 ザ・スペースｲﾉｳｴ ﾋﾛﾔ 神奈川県

2190 森部　豪 18:07:4685 ＴｅａｍＭＲＢﾓﾘﾍﾞ ｺﾞｳ 兵庫県

3066 小林　真弓 18:09:2186 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 新潟県

2009 下村　大志 18:09:4187 ＯＲＣｼﾓﾑﾗ ﾀﾞｲｼ 神奈川県

2488 藤田　慎吾 18:12:1788 パタゴニアﾌｼﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 大阪府

2079 角　裕一 18:12:5389 ＦＡＪｽﾐ ﾕｳｲﾁ 千葉県

2247 山崎　亨 18:13:0390 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ 東京都

2105 新　健治 18:13:3791 東京陸協ｱﾀﾗｼ ｹﾝｼﾞ 東京都

3059 三村　希実 18:19:1192 ﾐﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 兵庫県

2228 鈴木　正樹 18:21:3893 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 東京都

2057 根津　貴央 18:21:5994 トレイル鳥羽ﾈﾂﾞ ﾀｶﾋｻ 東京都

2362 小林　克次 18:22:1795 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂｼﾞ 東京都

3032 福嶋　美奈子 18:25:0096 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅｺ 東京都

2064 関　岳 18:28:0997 チーム八合目ｾｷ ﾀｹｼ 神奈川県

3002 惠中　彩恵 18:28:5498 sotoasoｴﾅｶ ｻｴ 大阪府

2250 明日　和也 18:32:2499 ｱｹﾋﾞ ｶｽﾞﾔ 埼玉県

2489 岡田　洋平 18:34:21100 ｵｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 神奈川県
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2098 早田　敏 18:34:24101 チームＳＯＴＡﾊﾔﾀ ｻﾄｼ 東京都

2054 阿部　真宇 18:36:02102 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥取県

2037 柳　有一 18:38:33103 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｲﾁ 埼玉県

3015 岡本　唯 18:39:01104 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 神奈川県

2028 杉下　博俊 18:39:10105 むりはしないｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛﾄｼ 三重県

2392 武田　和徳 18:41:00106 信州トレマンﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県

2075 倉田　駿介 18:41:28107 水曜伊吹ＴＲＣｸﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県

2077 長田　充博 18:43:29108 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府

3014 乙部　晴佳 18:46:21109 ｵﾄﾍﾞ ﾊﾙｶ 東京都

2142 近藤　展弘 18:49:14110 サイドカーｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

2168 佐藤　文雄 18:49:31111 羽村三慶病院ｻﾄｳ ﾌﾐｵ 東京都

2143 寺川　智洋 18:50:15112 ﾃﾗｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県

2370 河本　真生 18:51:42113 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 大阪府

2249 肘井　直人 18:53:15114 ドコモﾋｼﾞｲ ﾅｵﾄ 東京都

2027 田水　港一 18:53:15115 チームＺＥＲＯﾀﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県

2018 蒲谷　俊一 18:54:11116 ｶﾏﾀﾆ ｼｭﾝｲﾁ 大阪府

2416 杉原　秀保 18:57:30117 ニッセイ情報テクノロジーｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 東京都

2108 土居　誠 19:02:41118 ウルプロﾄﾞｲ ﾏｺﾄ 神奈川県

2219 高澤　京介 19:04:51119 チームつるかめﾀｶｻﾜ ｷｮｳｽｹ 新潟県

3112 太宰　初夏 19:06:05120 パタゴニアﾀﾞｻﾞｲ ｳｲｶ 神奈川県

2391 山中　達也 19:10:43121 キヤノンＲＣﾔﾏﾅｶ ﾀﾂﾔ 神奈川県

3016 石黒　美由紀 19:11:34122 ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾕｷ 東京都

2013 喜多川　洋 19:19:30123 Ｆｒｅｅｍａｘｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 大阪府

3029 成久　加奈 19:19:35124 愛知県庁クラブﾅﾘﾋｻ ｶﾅ 愛知県

2040 越田　嘉尚 19:20:12125 富山県立病院ｺｼﾀﾞ ﾖｼﾅｵ 石川県

2337 照井　信広 19:22:17126 ﾃﾙｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岩手県

2393 岡田　数彦 19:23:53127 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 新潟県

2157 長倉　寿典 19:27:10128 ﾅｶﾞｸﾗ ﾄｼﾉﾘ 愛知県

2182 相澤　祐毅 19:29:18129 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都

3013 川端　有紀 19:31:05130 チーム金港堂ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷ 石川県

2401 小林　孝幸 19:31:08131 からだサポート 整身プラスｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 長野県

2342 鈴木　啓市 19:31:49132 ザ・スペースｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ 神奈川県

3076 芳賀　直美 19:34:34133 ﾊｶﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県

2290 中島　光 19:34:42134 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 新潟県

2071 佐々木　竜太 19:35:47135 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ 埼玉県

2512 Gerbrand Vroegop 19:36:10136 Gerbrand Vroegop オランダ

2335 東嶋　正和 19:36:24137 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 熊本県

2041 土田　孝弘 19:37:38138 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都

2498 荘司　隼也 19:38:25139 トレイルフェストＲＣｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 京都府

2078 谷本　喬光 19:38:55140 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 兵庫県

2191 亀井　宏 19:39:41141 ｶﾒｲ ﾋﾛｼ 福岡県

3106 神里　茉衣 19:40:07142 ｶﾐｻﾞﾄ ﾏｲ 兵庫県

2188 田中　俊暉 19:40:18143 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 神奈川県

2033 岩崎　正明 19:40:31144 海響アスリートｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 福岡県

2173 松下　享平 19:40:37145 ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 愛知県

2307 辰尾　信浩 19:40:45146 ﾀﾂｵ ﾉﾌﾞﾋﾛ 京都府

2083 今井　洋 19:41:07147 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 東京都

2089 林　寿郎 19:41:40148 ﾊﾔｼ ﾋｻｵ 富山県

2279 岡崎　喜和 19:42:31149 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

2330 中村　亘志 19:44:57150 深北大学ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 大阪府
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2244 永田　裕三 19:45:30151 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県

2181 出沼　慶勝 19:46:08152 あるけみーｲﾃﾞﾇﾏ ﾖｼｶﾂ 東京都

2055 河合　康太朗 19:47:38153 ｶﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ 東京都

2007 横山　智久 19:49:08154 颯走塾ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ 東京都

2351 市原　貴生 19:50:01155 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶｵ 大阪府

2477 吉田　龍介 19:50:29156 ㈱アルテリア、日本登攀クラブﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京都

2170 原田　丈継 19:50:38157 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ 京都府

3003 鹿島田　真理子 19:52:54158 ｶｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 東京都

2149 中野　康介 19:55:03159 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 東京都

2156 三本松　憲生 19:55:35160 ランフィールドｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾉﾘｵ 東京都

2283 齊藤　智之 19:57:26161 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 大阪府

2314 佐藤　壯明 19:57:37162 ｻﾄｳ ﾀｹｱｷ 大阪府

2270 森副　高行 19:58:23163 ﾓﾘｿﾞｴ ﾀｶﾕｷ 京都府

3074 中川　梓 19:59:14164 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｽﾞｻ 三重県

2397 村松　功一 20:03:20165 Team RSBﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ 長野県

2097 山本　浩 20:04:17166 ＲＲＴﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都

2019 遠藤　直樹 20:04:45167 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 東京都

2422 渡辺　聡 20:06:02168 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 新潟県

2031 森田　充洋 20:07:37169 ﾓﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ 東京都

2155 渋谷　洋文 20:07:45170 ＴＥＡＭ－Ｓｼﾌﾞﾔ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県

2280 藤田　直毅 20:08:20171 ＣＲＴＲＣﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 茨城県

2478 田崎　雄一 20:09:12172 ランスタトレラン部ﾀｻｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県

2207 鈴木　洋平 20:09:21173 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 東京都

3103 萬代　和美 20:09:38174 火曜日練習会ﾏﾝﾀﾞｲ ｶｽﾞﾐ 大阪府

2185 高橋　英司 20:11:31175 ＮＥＪＩﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ 宮城県

2238 松尾　良次 20:12:08176 ﾏﾂｵ ﾖｼﾂｸﾞ 東京都

2480 嶋田　哲也 20:14:33177 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都

2045 荒木　耕太 20:15:32178 ｱﾗｷ ｺｳﾀ 奈良県

3069 内藤　映里子 20:19:39179 ﾅｲﾄｳ ｴﾘｺ 東京都

2253 鈴木　晃一 20:20:02180 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京都

2267 金井　悠二 20:21:06181 ＺＥＬＫＯＶＡｶﾅｲ ﾕｳｼﾞ 東京都

2281 川目　裕也 20:22:38182 ファントレｶﾜﾒ ﾕｳﾔ 東京都

2137 三代川　晃久 20:22:44183 ﾐﾖｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 神奈川県

2411 篠原　尚哉 20:25:12184 honomaraｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾔ 東京都

3045 岩根　一子 20:25:20185 ｲﾜﾈ ｶｽﾞｺ 兵庫県

2428 服部　実 20:26:54186 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾉﾙ 神奈川県

2085 高村　俊介 20:27:15187 べるっぽくらぶﾀｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県

2494 松井　頌太 20:29:25188 ＧＦＲ！ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 愛知県

2440 水野　恵造 20:30:17189 ﾐｽﾞﾉ ｹｲｿﾞｳ 静岡県

3031 浅井　美奈子 20:31:22190 ｱｻｲ ﾐﾅｺ 東京都

2412 平田　恵介 20:32:13191 ﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ 東京都

3047 鷲山　智子 20:32:51192 水曜練習会ﾜｼﾔﾏ ｻﾄｺ 静岡県

3043 小柳　輝枝 20:34:21193 ｺﾔﾅｷﾞ ﾃﾙｴ 千葉県

2394 丸山　達也 20:34:51194 西野谷ユナイテッドﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 新潟県

2275 湯村　孝行 20:35:27195 ﾕﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 宮城県

3086 中井　真紀子 20:36:47196 火曜日練習会。ﾅｶｲ ﾏｷｺ 奈良県

2236 市原　通人 20:38:05197 チームＴ＋ＡＣｲﾁﾊﾗ ﾐﾁﾋﾄ 兵庫県

2044 児島　泰洋 20:38:58198 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

3087 島田　陽子 20:40:23199 ＴＢＲＣｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都

2095 堀　慎太郎 20:41:35200 ﾎﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 兵庫県

Timing & Result By 計測工房 



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

2382 内田　傑之 20:42:48201 すみランｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都

2116 広瀬　知也 20:43:04202 5931ﾋﾛｾ ﾄﾓﾔ 神奈川県

3052 前田　幸誉 20:43:47203 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁﾖ 千葉県

2187 宮下　茂樹 20:45:02204 ﾐﾔｼﾀ ｼｹﾞｷ 大阪府

2136 永田　俊一 20:45:54205 ながた脳外科ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ 鹿児島県

3007 能代　真希 20:47:04206 ＮＴＴアカシアﾉｼﾛ ﾏｷ 北海道

2338 相馬　大輔 20:49:31207 短パン学園陸上部ｿｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県

3041 山本　純子 20:49:40208 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 静岡県

3114 北村　洋子 20:50:39209 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 大阪府

2015 片柳　恵太 20:50:49210 ＤＡＣｶﾀﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 埼玉県

2417 佐々木　和久 20:51:08211 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県

2144 福光　正年 20:54:53212 福光ガラスﾌｸﾐﾂ ﾏｻﾄｼ 富山県

2439 川西　哲也 20:54:54213 ｶﾜﾆｼ ﾃﾂﾔ 富山県

2315 田邉　朋久 20:55:00214 ﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 熊本県

3088 石澤　佳子 20:55:17215 ｲｼｻﾞﾜ ﾖｼｺ 新潟県

2094 玉川　正和 20:56:33216 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都

2340 中村　渓介 20:57:20217 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 東京都

2327 平野　大輔 20:58:07218 とれもちﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 東京都

2163 鈴木　勇人 20:58:19219 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 神奈川県

2225 浪江　裕司 20:58:49220 微炭酸ﾅﾐｴ ﾕｳｼﾞ 埼玉県

2204 野水　聡 20:59:44221 ﾉﾐｽﾞ ｻﾄｼ 新潟県

2501 Tommy Ha 21:01:46222 Tommy Ha アメリカ

2223 田中　一嘉 21:02:21223 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ 山梨県

2352 吉野　信治 21:02:25224 ＯＬＰ兵庫ﾖｼﾉ ｼﾝｼﾞ 兵庫県

2321 辻井　亨 21:02:45225 チーム　ジェイﾂｼﾞｲ ｱｷﾗ 大阪府

2021 中野　貴史 21:03:07226 ルイージﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大阪府

2294 宮本　倫志 21:04:35227 チーム金港堂ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾄｼ 石川県

2503 Matthew Score 21:05:39228 Matthew Score アメリカ

2502 Kim Man Li 21:08:11229 Kim Man Li イギリス

3100 久保田　裕美 21:08:23230 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ 兵庫県

3058 渡邊　ゆきえ 21:08:37231 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ 神奈川県

2234 樋口　賢一 21:09:05232 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 東京都

2082 橋村　匡哉 21:09:30233 八柱パパ会ﾊｼﾑﾗ ﾏｻﾔ 千葉県

3030 森　法子 21:09:35234 ホノマラﾓﾘ ﾉﾘｺ 東京都

2042 梅田　知伸 21:09:55235 微炭酸ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓﾉﾌﾞ 東京都

2359 江場田　邦淳 21:10:18236 ｴﾊﾞﾀ ｸﾆｱｷ 愛知県

2035 永田　征吾 21:10:25237 ﾅｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 茨城県

2441 高橋　悠一 21:10:37238 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 山形県

2473 小林　信治 21:10:51239 ＮＡＯｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 長野県

2339 鈴木　智弥 21:10:59240 ＡＢ岳走会ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県

2402 小林　秀樹 21:12:16241 モルｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 長野県

2445 中谷　伸彦 21:12:20242 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県

3060 鈴木　文 21:12:46243 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 神奈川県

2377 北川　浩之 21:12:59244 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県

2150 一番ヶ瀬　次郎 21:13:16245 ｲﾁﾊﾞｶﾞｾ ｼﾞﾛｳ 東京都

2229 田代　あきよし 21:13:21246 ＲＯＵＮＤ５ﾀｼﾛ ｱｷﾖｼ 静岡県

2278 三角　剛 21:13:33247 ﾐｽﾐ ｺﾞｳ 神奈川県

2217 高田　朋幸 21:13:49248 石岡ＴＲＣﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 千葉県

2399 高島　哲也 21:14:52249 信州トレマンﾀｶｼﾏ ﾃﾂﾔ 長野県

2366 鈴木　慎太郎 21:16:21250 ＴＢＲＣｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県

Timing & Result By 計測工房 



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

2383 永田　恭司 21:16:41251 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府

2302 石井　博也 21:16:55252 ｲｼｲ ﾋﾛﾔ 千葉県

2024 入山　育司 21:18:09253 ｲﾘﾔﾏ ﾔｽｼ 東京都

2140 半田　理 21:18:10254 ＰＩＬＯＴﾊﾝﾀﾞ ｵｻﾑ 千葉県

2139 伊藤　真平 21:18:45255 スキンズｲﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 千葉県

2117 木戸　謙介 21:18:54256 ｷﾄﾞ ｹﾝｽｹ 神奈川県

2268 津田　雅史 21:19:05257 ﾂﾀﾞ ﾏｻｼ 東京都

2475 笛田　憲司 21:19:25258 アトミクラブﾌｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都

3089 栗原　麻由美 21:20:04259 アートヌポーツｸﾘﾊﾗ ﾏﾕﾐ 香川県

2438 栗原　浩一 21:20:08260 アートヌポーツｸﾘﾊﾗ ｺｳｲﾁ 香川県

3065 石川　弘子 21:20:32261 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｺ 大阪府

3033 大佐　彩子 21:21:51262 ｵｵｻ ｱﾔｺ 京都府

3104 河野　彩子 21:22:09263 厚木大学ｶﾜﾉ ｱﾔｺ 神奈川県

2103 丸島　康義 21:22:24264 ばんばんくらぶﾏﾙｼﾏ ﾔｽﾖｼ 東京都

2251 山崎　直人 21:22:35265 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ 茨城県

2446 古志　智也 21:22:46266 よよらんｺｼ ﾄﾓﾔ 東京都

2415 守野　哲也 21:22:59267 ＳＤＭﾓﾘﾉ ﾃﾂﾔ 静岡県

2237 中上　俊介 21:23:21268 ＭＲＣﾅｶｶﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 東京都

2407 田尻　秀一 21:23:30269 信州トレマンﾀｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野県

2063 西野　隆博 21:23:55270 京都陸協ﾆｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 京都府

2135 小林　秀妃 21:24:43271 ＴＢＲＣｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 東京都

2333 澤田　賢二 21:24:54272 むすび食堂ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 京都府

3026 岩内　美佐子 21:25:25273 チームヘロモンｲﾜｳﾁ ﾐｻｺ 新潟県

2161 藤田　智之 21:25:38274 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県

2320 新井　直 21:25:46275 ｱﾗｲ ｽﾅｵ 東京都

2060 菊地　弘幸 21:25:52276 ＪＡＣとえだ豆ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県

2030 上西　裕 21:25:53277 ＪＡＣとえだ豆ｳｴﾆｼ ﾋﾛｼ 茨城県

3061 中西　めぐみ 21:26:05278 ＴＤＢﾅｶﾆｼ ﾒｸﾞﾐ 千葉県

2146 安藤　政秀 21:26:30279 ＭＤＫ４７ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 奈良県

2158 西浜　聡一 21:26:39280 ＲＵＮ　ＴＭﾆｼﾊﾏ ｿｳｲﾁ 神奈川県

2404 豊田　利彦 21:26:50281 綿半ホームエイドﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野県

2017 松森　正彦 21:27:02282 ﾏﾂﾓﾘ ﾏｻﾋｺ 神奈川県

3085 田中　弘美 21:27:09283 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 千葉県

2426 広瀬　英治 21:27:30284 ﾋﾛｾ ｴｲｼﾞ 富山県

2511 Ruairidh Squair 21:27:39285 Ruairidh Squair イギリス

2472 新間　健 21:27:54286 ｼﾝﾏ ﾀｹｼ 大阪府

3037 伊藤　蘭 21:28:13287 ｲﾄｳ ﾗﾝ 大阪府

3064 鈴木　彩子 21:28:13288 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 大阪府

2065 千野　俊樹 21:28:24289 ﾁﾉ ﾄｼｷ 東京都

2496 藤嶋　裕太 21:29:10290 パタゴニア丸の内ストアﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 神奈川県

2492 伊藤　博志 21:29:11291 パタゴニアｲﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都

3067 尾前　真紀 21:29:39292 ウルプロｵｻﾞｷ ﾏｷ 千葉県

3056 芦田　瑞恵 21:30:12293 ｱｼﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 茨城県

2346 飛林　耕平 21:30:20294 ﾄﾋﾞﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 北海道

2453 山本　繁 21:30:29295 神戸Ｐｒｕｎ倶楽部ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 兵庫県

2111 大内　峰文 21:30:45296 ｵｵｳﾁ ﾐﾈﾌﾐ 石川県

2449 吉田　孝弘 21:30:51297 グリッパーズﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県

2025 古波蔵　洋平 21:30:56298 ｺﾊｸﾗ ﾖｳﾍｲ 東京都

2323 吉川　俊之 21:30:59299 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾕｷ 東京都

2334 北村　龍一 21:31:03300 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 東京都

Timing & Result By 計測工房 



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

2461 坪谷　哲志 21:31:11301 チーム加茂ﾂﾎﾞﾔ ﾀｶｼ 新潟県

2271 滝谷　雅司 21:31:47302 ﾀｷﾀﾆ ﾏｻｼ 大阪府

2091 奥平　太一 21:32:33303 金秀ＡＣｵｸﾀﾞｲﾗ ﾀｲﾁ 沖縄県

2099 大村　聡一 21:32:47304 ｵｵﾑﾗ ｿｳｲﾁ 大阪府

2022 横山　英樹 21:33:09305 望星薬局ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県

2325 内山　透 21:33:36306 ＴＥＡＭＭｳﾁﾔﾏ ﾄｵﾙ 新潟県

2413 大平　直明 21:33:38307 BDｵｵﾀﾞｲﾗ ﾅｵｱｷ 新潟県

2215 梶原　孝文 21:34:09308 ｶｼﾞﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 広島県

2222 神山　鉄二郎 21:34:17309 ｺｳﾔﾏ ﾃﾂｼﾞﾛｳ 東京都

2176 渡邉　淳 21:34:21310 ＭＡＴＡＧＩﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 北海道

2233 深堀　俊輔 21:34:48311 ナイスおっさんﾌｶﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ 千葉県

2431 藤井　誠 21:35:04312 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 愛知県

3115 倉橋　美也子 21:35:19313 ｸﾗﾊｼ ﾐﾔｺ 神奈川県

2174 高司　智貴 21:35:28314 ﾀｶｼﾞ ﾄﾓｷ 千葉県

2419 田辺　雅樹 21:35:34315 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 東京都

2444 澤田　吉伸 21:35:39316 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 富山県

3077 小宮山　博子 21:36:17317 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｺ 東京都

2306 若狭　瑞樹 21:36:39318 ﾜｶｻ ﾐｽﾞｷ 愛知県

2353 古川　研二 21:36:57319 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ 東京都

2010 松野　元昭 21:37:07320 ﾏﾂﾉ ﾓﾄｱｷ 東京都

2167 安倍　越英 21:37:30321 信州トレマンｱﾍﾞ ｴﾂﾋﾃﾞ 長野県

2358 武内　和久 21:37:41322 横浜消防ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県

2020 村上　義人 21:39:04323 ｍｍｒｃﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾄ 東京都

2341 小林　雅裕 21:39:17324 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 東京都

2421 高橋　聡 21:39:18325 ランニング逗子ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 神奈川県

3021 鈴木　美幸 21:39:32326 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 東京都

2487 斎藤　勇一 21:40:00327 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 茨城県

3046 松原　久美 21:40:19328 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋｻﾐ 兵庫県

2067 清水　千春 21:40:28329 ムロヤスポーツｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 鹿児島県

2068 舟山　幸秀 21:40:38330 ＦＣＧﾌﾅﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ 宮城県

2309 田辺　史雄 21:41:17331 ﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｵ 東京都

2276 山田　晋也 21:41:29332 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 北海道

2386 松浦　久志 21:41:56333 ﾏﾂｳﾗ ﾋｻｼ 千葉県

2396 大森　整 21:42:09334 ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ 長野県

3090 中村　香子 21:42:15335 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 愛媛県

3038 石塚　由起子 21:42:31336 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ 埼玉県

2452 村井　俊雄 21:43:06337 ﾑﾗｲ ﾄｼｵ 神奈川県

3036 中尾　嘉弥 21:43:17338 モンクルﾅｶｵ ｶﾔ 京都府

2122 林　裕悟 21:43:27339 スタサポﾊﾔｼ ﾕｳｺﾞ 大阪府

3084 河内　留美子 21:43:37340 ｶﾜﾁ ﾙﾐｺ 新潟県

2080 谷島　学 21:43:52341 ﾀﾆｼﾏ ｻﾄﾙ 神奈川県

2109 穐村　健一 21:44:10342 ｱｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 福井県

2274 山崎　広和 21:44:18343 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木県

3097 阿久津　玲子 21:44:39344 ｱｸﾂ ﾚｲｺ 群馬県

2214 岡　康治 21:45:02345 あゆ美＆美子ｵｶ ﾔｽﾊﾙ 東京都

2479 峠ヶ　孝高 21:45:23346 ﾄｳｹﾞ ﾖｼﾀｶ 北海道

2305 平田　正樹 21:45:39347 ﾋﾗﾀ ﾏｻｷ 兵庫県

2186 中室　正晴 21:46:01348 森村アスリートﾅｶﾑﾛ ﾏｻﾊﾙ 千葉県

2066 森下　政明 21:46:06349 まさおﾓﾘｼﾀ ﾏｻｱｷ 東京都

2387 小川　恒星 21:46:06350 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 東京都
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

2264 田中　秀幸 21:46:18351 クラブちゃんぷﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県

2289 吉森　史 21:46:22352 ﾖｼﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 鹿児島県

2265 丹治　貞志 21:46:29353 ﾀﾝｼﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 宮城県

2138 浅海　路史 21:46:44354 ＫＰＭＧｱｻﾐ ﾐﾁﾌﾐ 埼玉県

2084 金丸　宏之 21:46:59355 ｶﾈﾏﾙ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

2395 野口　治夫 21:47:08356 きたながのＲＣﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｵ 長野県

2069 石本　佳久 21:47:16357 ｲｼﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 東京都

2189 井上　大 21:47:32358 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 東京都

3020 小崎　朋子 21:47:37359 ｺｻﾞｷ ﾄﾓｺ 東京都

2497 小峯　秀行 21:48:00360 ノマディクスｺﾐﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県

2355 安積　功高 21:48:30361 ｱﾂﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 神奈川県

2385 高橋　拓也 21:48:54362 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 静岡県

2252 村井　浩展 21:49:00363 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 香川県

2272 曽根　克 21:49:06364 チガジョグｿﾈ ｶﾂｼ 神奈川県

2014 木佐貫　誠 21:49:07365 チガジョグｷｻﾇｷ ﾏｺﾄ 神奈川県

2485 高原　秀昌 21:49:24366 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県

2073 佐藤　崇樹 21:49:42367 ｻﾄｳ ｿｳｷ 東京都

3017 柳澤　るみ 21:49:53368 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾐ 東京都

3044 佐藤　優子 21:49:57369 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 東京都

2273 三瓶　宏明 21:50:00370 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋﾛｱｷ 茨城県

2153 佐伯　誠治 21:50:18371 ｻｴｷ ｾｲｼﾞ 東京都

2481 奥園　洋喜 21:50:22372 ｵｸｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 千葉県

2400 武井　英志 21:50:51373 信州トレイルマウンテンﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県

2148 一野　弘人 21:51:26374 ｲﾁﾉ ﾋﾛﾄ 愛知県

2235 菊地　謙介 21:51:44375 小鳥パンクスｷｸﾁ ｹﾝｽｹ 東京都

3083 牛屋　明紗枝 21:51:49376 ｳｼﾔ ﾐｻｴ 大阪府

3042 冨野　俊子 21:52:08377 ﾄﾐﾉ ﾄｼｺ 神奈川県

2023 新倉　晋 21:52:19378 日本たばこ産業株式会社ﾆｲｸﾗ ｽｽﾑ 東京都

2110 中村　伸一 21:52:34379 多摩川クラブﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 神奈川県

2194 木内　紀仁 21:52:43380 ｷｳﾁ ﾉﾘﾋﾄ 大阪府

2287 角田　逸郎 21:53:47381 ニッポンランナｽﾐﾀ ｲﾂﾛｳ 千葉県

2070 若土　元気 21:53:56382 ﾜｶﾂﾁ ﾓﾄｷ 千葉県

2469 中神　力嗣 21:54:32383 七時雨ＴＲＣﾅｶｶﾞﾐ ﾘｷｼﾞ 岩手県

2129 諸井　健一 21:54:44384 ﾓﾛｲ ｹﾝｲﾁ 千葉県

3027 長井　真理子 21:55:08385 ﾅｶﾞｲ ﾏﾘｺ 新潟県

2347 石黒　英之 21:56:08386 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 兵庫県

2046 越膳　英喜 21:57:46387 ｴﾂｾﾞﾝ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県

2259 芥川　洋輔 21:58:02388 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 神奈川県

3022 小池　雅子 21:58:06389 ｺｲｹ ﾏｻｺ 東京都

3028 小林　香織 21:58:52390 寛政大学ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 東京都

2114 瀧澤　大三郎 21:58:53391 状状ネットﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都

2336 長井　英貴 21:59:11392 和歌山鉄人会ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 和歌山県
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