
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

1422 川崎　雄哉 12:53:361 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾔ 静岡県

1541 大槻　文悟 13:01:162 京都大学整形ｵｵﾂｷ ﾌﾞﾝｺﾞ 京都府

1002 丸山　智明 13:02:323 丸山ぶどう園ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 長野県

1591 岡田　裕也 13:17:034 安曇野無所属ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野県

1003 下家　悟 13:51:495 SPORTING CLUBｹﾞﾔ ｻﾄﾙ 福井県

1016 大塚　良軌 13:55:256 Runupｵｵﾂｶ ﾖｼｷ 愛知県

1644 佃　直樹 14:10:207 ﾁｷﾝﾊｰﾄﾂｸﾀﾞ ﾅｵｷ 長野県

1029 高木　聖也 14:25:288 ｾﾙｿｰｽﾀｶｷｾｲﾔ 東京都

1759 福田　恵里佳 14:38:039 ｶﾌｪｹﾙﾝﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ 山梨県

1323 竹内　隼 14:51:4810 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝ 長野県

1171 島木　穂 14:52:3011 ｼﾏｷ ﾐﾉﾙ 大阪府

1031 荻須　創太 15:09:1812 ｵｷﾞｽ ｿｳﾀ 京都府

1377 大野　祐一 15:10:0913 ちｰむぱぱｵｵﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都

1004 高野　岳彦 15:15:2614 COMPRESSPORTｺｳﾉ ﾀｹﾋｺ 新潟県

1238 中村　隼人 15:24:5915 ﾁｰﾑのじﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 神奈川県

1387 岩波　潤史 15:27:0716 京都100ﾏｲﾙｸﾗﾌﾞｲﾜﾅﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 滋賀県

1158 伊東　修平 15:28:5817 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞｲﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 埼玉県

1249 中野　賢一 15:37:2618 南都留郡陸協ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 山梨県

1202 依田　修治 15:40:4419 ﾖﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 長野県

1130 山岸　宏平 15:43:5320 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾍｲ 東京都

1350 田治米　伸康 15:47:3421 AstroRunnersﾀｼﾞﾒ ﾉﾌﾞﾔｽ 東京都

1633 久留島　義信 15:47:4722 ｸﾙｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都

1196 西城　克俊 15:51:3823 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ 神奈川県

1326 山影　智美 16:00:5124 もんてびあﾔﾏｶｹﾞ ﾄﾓﾐ 宮城県

1307 相田　健汰 16:09:4525 DRCｱｲﾀ ｹﾝﾀ 秋田県

1795 尾北　友貴子 16:25:3526 火曜日練習会ｵｷﾀ ﾕｷｺ 大阪府

1322 秋田　直洋 16:25:5627 ｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞｱｷﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

1673 奥野　博士 16:27:3828 信州ﾄﾚﾏﾝ家族ｵｸﾉ ﾋﾛｼ 長野県

1505 井出　富雄 16:30:5629 Team FunTrailsｲﾃﾞ ﾄﾐｵ 東京都

1321 井上　貴雄 16:40:1830 ﾉｰﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾉｰﾗｲﾌｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 神奈川県

1135 田原　正史 16:54:0831 ﾀﾊﾗ ﾏｻｼ 岐阜県

1266 小川　祐一 16:56:1732 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 神奈川県

1455 敦賀　隆史 17:01:1233 ﾂﾙｶﾞ ﾀｶｼ 茨城県

1020 横内　亮太郎 17:04:0934 神奈川大学ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨県

1215 鈴木　志郎 17:07:4035 ｽｽﾞｷ ｼﾛｳ 東京都

1201 西岡　賢一 17:11:2636 FLATﾆｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 東京都

1756 和田　みほ 17:11:5437 新潟ｽｶｲｸﾗﾌﾞﾜﾀﾞ ﾐﾎ 新潟県

1395 安田　善寿 17:13:0838 犬山ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 愛知県

1568 宮立　浩治 17:15:5639 与謝野町走友会ﾐﾔﾀﾞﾃ ｺｳｼﾞ 京都府

1666 高野　大輝 17:17:0140 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞﾀｶﾉ ﾀﾞｲｷ 東京都

1246 横山　晋哉 17:18:3241 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 長野県

1026 神澤　良輔 17:19:2742 ｶﾝｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都

1144 福森　慎一 17:23:2543 ﾌｸﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 神奈川県

1132 横田　和也 17:24:4544 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾔ 愛知県

1701 宮島　亜希子 17:27:3745 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷｺ 千葉県

1743 木村　亜弥 17:37:2646 ｷﾑﾗ ｱﾔ 愛知県

1104 増田　啓介 17:39:2147 ﾊｾﾂﾈﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 静岡県

1212 山本　祐輔 17:41:0548 NSTﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼玉県

1582 松浦　弘幸 17:43:1949 MTCﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

1123 渡辺　和彦 17:46:3650 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 奈良県
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1084 松木　浩明 17:51:0251 多摩川ｻﾌﾞｽﾘｰﾏﾂｷ ﾋﾛｱｷ 東京都

1116 間野　裕仁 17:53:1952 ﾓｰﾙﾄﾞ･ﾏｲｽﾀｰ株式会社ﾏﾉ ﾔｽﾋﾄ 愛知県

1252 青山　純也 17:57:4253 ｱｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 長野県

1380 栗田　大輝 17:59:0454 ﾁｰﾑ100練ｸﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 群馬県

1779 井上　千賀子 17:59:4855 ｲﾉｳｴ ﾁｶｺ 神奈川県

1571 福田　大季 17:59:5756 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都

1506 阿久津　知宏 18:00:2057 ｱｸﾂ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県

1275 二階堂　聡 18:00:5758 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｻﾄｼ 神奈川県

1674 斉木　直樹 18:01:2059 ｻｲｷ ﾅｵｷ 新潟県

1179 吉野　央展 18:03:0660 ﾖｼﾉ ﾋｻﾉﾌﾞ 東京都

1714 鍋藤　亜希子 18:04:0261 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞﾅﾍﾞﾄｳ ｱｷｺ 愛知県

1096 川崎　幸一 18:06:5762 ｶﾜｻｷ ｺｳｲﾁ 神奈川県

1178 堀　剛也 18:10:4863 IG大和ﾎﾘ ﾀｹﾔ 神奈川県

1100 峻一　小宮山 18:12:5364 ﾗﾝｵｱﾀﾞｲｼｭﾝｲﾁ ｺﾐﾔﾏ 静岡県

1156 田中　進 18:13:2565 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ 東京都

1702 畝本　綾 18:14:4566 ｳﾈﾓﾄ ｱﾔ 京都府

1199 井手　一幸 18:15:2267 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都

1250 椙山　直樹 18:16:1768 ﾊﾟﾝﾀﾞﾌｧﾐﾘｰｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 愛知県

1564 汐月　健太郎 18:18:2769 ｼｵﾂｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

1013 阿部　拓也 18:20:5570 Hatosuzuｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県

1799 中村　麻季子 18:21:2071 Tｰfarmﾅｶﾑﾗ ﾏｷｺ 愛知県

1750 田中　友花里 18:27:5572 ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 千葉県

1543 堀越　由忠 18:28:2673 彩湖ﾗﾌｧｰﾙﾎﾘｺｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 埼玉県

1019 吉川　裕樹 18:28:3074 YAMAPﾖｼｶﾜ ﾋﾛｷ 福岡県

1030 藤井　将大 18:28:5975 Teenx2AGERSﾌｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都

1443 村松　秀規 18:31:3276 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ 石川県

1051 河内　和観 18:44:4377 ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県

1516 内藤　伸貴 18:46:5978 仙台市消防局ﾅｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾀｶ 宮城県

1519 其阿弥　駿 18:51:2679 ｺﾞｱﾐ ｼｭﾝ 滋賀県

1835 小早瀬　幸枝 18:57:0080 ｺﾊﾔｾ ﾕｷｴ 神奈川県

1351 中島　大輔 19:01:0581 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

1227 三橋　康司 19:02:0682 MM night Runﾐﾂﾊｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県

1098 楊　振宇 19:03:1183 TCMCﾖｳ ｼﾝｳ 東京都

1662 西村　淳 19:05:1084 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 京都府

1216 土井　篤 19:07:4085 ﾄﾞｲ ｱﾂｼ 東京都

1703 早野　早苗 19:10:1986 ﾊﾔﾉ ｻﾅｴ 大阪府

1257 松永　賢一 19:11:4087 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都

1514 内堀　篤 19:25:2988 ｳﾁﾎﾞﾘ ｱﾂｼ 宮城県

1025 若井　陽介 19:26:0089 ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ東京･丸の内ﾜｶｲ ﾖｳｽｹ 神奈川県

1169 泉　亮介 19:26:2590 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 東京都

1675 高島　繁和 19:29:1491 長野市消防局ﾀｶｼﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 長野県

1283 市原　通人 19:30:2692 Team T+ACｲﾁﾊﾗ ﾐﾁﾋﾄ 兵庫県

1430 中村　秀一 19:31:2293 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 新潟県

1601 山上　直秀 19:32:0194 ｶﾞﾝﾊﾞﾌﾝﾊﾞﾔﾏｳｴ ﾅｵﾋﾃﾞ 大阪府

1209 鈴木　正樹 19:33:1895 ﾏｲｽﾀｰｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 東京都

1567 井上　泰明 19:33:2696 松戸21RCｲﾉｳｴ ﾔｽｱｷ 千葉県

1379 長崎　玄吾 19:34:3397 ﾅｶﾞｻｷ ｹﾞﾝｺﾞ 神奈川県

1010 塚本　賀則 19:35:3198 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県

1024 栗城　翔太 19:35:3999 ｸﾘｷ ｼｮｳﾀ 東京都

1670 内田　育海 19:35:47100 ｳﾁﾀﾞ ｲｸﾐ 長野県
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1333 齊藤　洋平 19:35:53101 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 福岡県

1153 森　智 19:36:20102 もり動物ｸﾘﾆｯｸﾓﾘ ｻﾄｼ 愛知県

1382 福井　義和 19:44:55103 暴れﾗﾝの会ﾌｸｲ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

1640 棚原　大翼 19:45:28104 ﾀﾅﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県

1168 佐藤　大紀 19:46:46105 ｺﾞｰｱｯﾌﾟ!ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 東京都

1574 渡辺　英之 19:47:47106 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県

1528 野上　祐典 19:48:00107 ﾉｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ 愛知県

1444 青木　香興 19:48:28108 秦野市役所ｱｵｷ ﾀｶﾌｻ 神奈川県

1545 後藤　逸斗 19:49:05109 LDA-RCｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 東京都

1550 川村　孝志 19:50:21110 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都

1429 大塚　祐司 19:50:35111 ｿﾄｱｿｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ 奈良県

1629 吉岡　恒兵 19:53:22112 OMG!!ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ 滋賀県

1754 小西　裕子 19:53:32113 ｺﾆｼ ﾋﾛｺ 大阪府

1138 米倉　達也 19:53:54114 花巻市立南城小学校ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾔ 岩手県

1279 高橋　渉 19:54:28115 新潟ｽｶｲｸﾗﾌﾞﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 新潟県

1073 黒川　甲斐 19:54:46116 ｸﾛｶﾜ ｶｲ 大阪府

1356 長瀬　雅洋 19:56:44117 NFTﾅｶﾞｾ ﾏｻﾋﾛ 千葉県

1428 本間　寛 19:56:51118 千代田ｽｷｰｸﾗﾌﾞﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 広島県

1408 櫻井　豊 19:59:18119 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ 埼玉県

1801 佐藤　真琴 20:03:35120 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 大阪府

1237 塩生　憲秀 20:05:05121 ﾁｰﾑあかべこｼｵﾆｭｳ ｹﾝｼｭｳ 兵庫県

1612 大久保　庄吾 20:05:11122 ﾗﾐﾘｰﾄｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県

1741 野田　胡桃 20:05:34123 ﾉﾀﾞ ｸﾙﾐ 静岡県

1372 大坂　好和 20:07:32124 TEAM OSADAｵｵｻｶ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

1231 高田　裕弘 20:07:33125 ﾀｶﾀ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県

1431 古藤　昭男 20:08:14126 豊和住建ｺﾄﾞｳ ｱｷｵ 愛知県

1256 柴田　和則 20:08:25127 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県

1600 大脇　則行 20:08:38128 菰野の人ｵｵﾜｷ ﾉﾘﾕｷ 三重県

1630 上仲　永純 20:08:49129 ｳｴﾅｶ ﾋｻｽﾞﾐ 兵庫県

1765 菅田　悦子 20:09:24130 ｽｶﾞﾀ ｴﾂｺ 神奈川県

1649 廣　健太郎 20:12:01131 佐賀陸協ﾋﾛ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

1711 上野　朋子 20:13:29132 ｳｴﾉ ﾄﾓｺ 長野県

1654 余郷　広 20:13:36133 ﾖｺﾞｳ ﾋﾛｼ 栃木県

1205 今西　史典 20:14:56134 ｲﾏﾆｼ ﾌﾐﾉﾘ 東京都

1053 福島　良彦 20:16:12135 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋｺ 東京都

1390 比護　正史 20:16:58136 ﾋｺﾞ ﾏｻｼ 愛知県

1370 森本　圭 20:18:26137 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲ 神奈川県

1421 須賀　謙介 20:19:52138 第四岩淵小学校ｽｶﾞ ｹﾝｽｹ 東京都

1459 國吉　勲 20:20:13139 ｸﾆﾖｼ ｲｻｵ 千葉県

1708 鈴木　彩子 20:20:50140 RWSｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 大阪府

1471 小関　秀 20:21:04141 ｺｾｷ ﾄｵﾙ 千葉県

1012 西岡　修平 20:21:08142 ﾏｲﾙｽﾄｰﾝﾆｼｵｶ ｼｭｳﾍｲ 大阪府

1036 武村　貴之 20:21:24143 なしﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 奈良県

1554 博田　亮 20:21:56144 ﾊｶﾀ ﾘｮｳ 神奈川県

1420 田中　弘文 20:22:53145 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県

1037 高橋　龍宇 20:26:40146 日本環境設計ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ 東京都

1285 加藤　友紀 20:27:31147 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 山梨県

1269 林　優太 20:27:41148 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 東京都

1405 小澤　正則 20:27:52149 木曜日の羽島ｺｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 岐阜県

1120 夏川　正輝 20:28:09150 ﾅﾂｶﾜ ﾏｻｷ 神奈川県

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

1635 吉武　竜一 20:28:13151 ﾖｼﾀｹ ﾘｭｳｲﾁ 愛知県

1500 田中　勇希 20:28:17152 NTTﾄﾞｺﾓﾀﾅｶ ﾕｳｷ 東京都

1115 小紫　悠太 20:31:33153 ｺﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ 静岡県

1074 重野　明義 20:31:47154 ｼｹﾞﾉ ｱｷﾖｼ 東京都

1623 齋藤　由紀夫 20:32:49155 ﾀﾞﾂｼﾕｻｲﾄｳ ﾕｷｵ 東京都

1341 田所　光彦 20:33:19156 もくもくTRCﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾂﾋｺ 東京都

1070 杉山　飛馬 20:33:53157 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｭｳﾏ 北海道

1739 毛利　さつき 20:34:00158 中馬塾ﾓｳﾘ ｻﾂｷ 愛知県

1785 佐藤　康子 20:35:25159 ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞｻﾄｳ ﾔｽｺ 千葉県

1625 木田　直希 20:35:37160 ｷﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県

1022 青野　広志 20:35:50161 ｱｵﾉ ﾋﾛｼ 広島県

1260 向　正道 20:35:58162 ﾑｶｲ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県

1822 井手　裕里子 20:36:08163 ｲﾃﾞ ﾕﾘｺ 埼玉県

1587 月岡　真二 20:36:39164 TTTﾂｷｵｶ ｼﾝｼﾞ 新潟県

1570 竹田　啓太 20:38:05165 ﾀｹﾀﾞ ｹｲﾀ 新潟県

1078 阿部　元紀 20:40:06166 PEAKSｱﾍﾞ ﾓﾄﾉﾘ 東京都

1271 石井　薫 20:40:25167 TTRCｲｼｲ ｶｵﾙ 東京都

1062 滝谷　雅司 20:44:55168 ﾀｷﾀﾆ ﾏｻｼ 大阪府

1021 加藤　翼 20:45:57169 ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱｶﾄｳ ﾀｽｸ 宮城県

1349 大波　裕一郎 20:45:57170 ｵｵﾅﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮城県

1753 黒崎　知美 20:46:45171 ｸﾛｻｷ ﾄﾓﾐ 神奈川県

1368 池上　智浩 20:48:05172 熊猫ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京都

1200 向山　健太 20:48:31173 ﾑｺｳﾔﾏ ｹﾝﾀ 東京都

1164 河田　裕也 20:48:40174 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 東京都

1486 野澤　良久 20:50:49175 ﾁｵﾋﾞﾀﾄﾞﾘﾝｸﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 茨城県

1344 松田　直行 20:50:51176 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 大阪府

1734 武　聖子 20:55:19177 ﾀｹ ｾｲｺ 神奈川県

1184 村本　宗将 20:55:26178 石川陸協ﾑﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ 石川県

1101 山田　啓次 20:57:08179 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 奈良県

1606 秋楽　伸也 20:57:42180 ｱｷﾗ ｼﾝﾔ 東京都

1147 菅野　誠仁 20:58:05181 RESPECTｽｶﾞﾉ ﾏｻﾋﾄ 北海道

1825 山本　愛 20:58:55182 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県

1663 大塚　靖宏 20:59:02183 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 茨城県

1338 熊田　慶司 20:59:13184 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞ/BEACH葉山ｸﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都

1018 坂井　達郎 20:59:27185 もくもくTRCｻｶｲ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県

1770 沼澤　陽子 20:59:46186 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾖｳｺ 神奈川県

1705 徳永　明佐美 21:00:11187 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｻﾐ 新潟県

1006 能島　大典 21:00:45188 ﾉｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

1293 小林　裕三郎 21:01:22189 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 京都府

1297 若生　宏 21:01:40190 杉原ﾏｳﾝﾃﾆｱﾘﾝｸﾞﾜｺｳ ﾋﾛｼ 東京都

1181 鳴坂　竜一 21:01:47191 杉原ﾏｳﾝﾃﾆｱﾘﾝｸﾞﾅﾙｻｶ ﾘｭｳｲﾁ 東京都

1173 廣瀬　健太郎 21:01:50192 ﾋﾛｾ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都

1140 入谷　淳 21:04:16193 ｲﾘﾀﾆ ｱﾂｼ 東京都

1639 松本　信寿 21:04:39194 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ 富山県

1529 瀬尾　英臣 21:04:53195 ｾｵ ﾋﾃﾞｵﾐ 岐阜県

1828 大澤　貴子 21:05:32196 ｵｵｻﾜ ﾀｶｺ 神奈川県

1192 五十嵐　裕介 21:05:50197 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ 神奈川県

1608 泉　元根 21:06:07198 ﾙﾅｰｸｽｲｽﾞﾐ ﾓﾄﾈ 埼玉県

1363 田中　健彦 21:06:18199 海上保安庁ﾀﾅｶ ﾀｹﾋｺ 千葉県

1679 新津　寿直 21:07:05200 古里ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾆｲﾂ ﾄｼﾅｵ 長野県

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

1223 濱田　将史 21:07:15201 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県

1357 竹山　基博 21:07:24202 ﾀｹﾔﾏ ﾓﾄﾋﾛ 東京都

1542 二宮　幸士 21:07:56203 ﾆﾉﾐﾔ ｺｳｼ 三重県

1786 本橋　宏美 21:09:12204 ﾓﾄﾊｼ ﾋﾛﾐ 神奈川県

1575 蓑輪　行輝 21:09:23205 ﾐﾉﾜ ﾕｷﾃﾙ 埼玉県

1638 岩崎　靖之 21:10:17206 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾕｷ 神奈川県

1337 市川　陽介 21:10:38207 羅針盤ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 岡山県

1442 橋立　理 21:10:55208 上越市ﾊｼﾀﾞﾃ ｵｻﾑ 新潟県

1631 白尾　嘉道 21:11:15209 ｼﾗｵ ﾖｼﾐﾁ 兵庫県

1300 藤光　敏孝 21:14:01210 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄｼﾀｶ 兵庫県

1389 関　岳 21:14:46211 ﾁｰﾑ八合目ｾｷ ﾀｹｼ 神奈川県

1678 熊川　秀幸 21:14:54212 ｸﾏｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県

1193 小池　誠浩 21:14:56213 ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県

1715 木村　加奈子 21:16:04214 GO縁の会ｷﾑﾗ ｶﾅｺ 大阪府

1059 安芸　博仁 21:16:18215 ｱｷ ﾋﾛﾋﾄ 兵庫県

1504 中村　和広 21:16:30216 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県

1358 杉下　博俊 21:16:35217 むりはしないｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛﾄｼ 三重県

1194 植田　雅巳 21:16:40218 ｾｸｼｰｺﾏﾝﾄﾞｰ部ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐ 千葉県

1122 藤山　勇二 21:16:52219 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

1517 上野　孝治 21:17:00220 ｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸｽ静岡ｳｴﾉ ｺｳｼﾞ 静岡県

1710 永廣　知子 21:17:07221 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾄﾓｺ 大阪府

1262 須永　高生 21:17:17222 ｽﾅｶﾞ ﾀｶｵ 東京都

1417 掛水　志郎 21:17:47223 ｶｹﾐｽﾞ ｼﾛｳ 東京都

1316 金子　裕也 21:18:14224 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞｶﾈｺ ﾕｳﾔ 東京都

1460 藤田　貴也 21:18:30225 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾔ 群馬県

1150 高階　清彰 21:18:50226 ﾀｶｼﾅ ｷﾖｱｷ 東京都

1726 村田　玲 21:19:05227 ﾑﾗﾀ ﾚｲ 新潟県

1128 松本　博 21:19:21228 東京地下鉄ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県

1218 梅岡　勇人 21:22:34229 ｳﾒｵｶ ﾊﾔﾄ 神奈川県

1015 杉山　昌輝 21:23:16230 ﾙﾅｰｸｽｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 埼玉県

1664 吉成　祐二 21:23:16231 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

1281 浦田　光章 21:23:28232 ｳﾗﾀ ﾐﾂｱｷ 愛知県

1047 太田　宏臣 21:24:29233 ｵｵﾀ ﾋﾛﾄﾐ 愛媛県

1586 深田　一彦 21:24:41234 ちゃんぷ｡練ﾌｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県

1627 山内　尚裕 21:24:53235 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県

1749 李　紅梅 21:25:54236 TTRﾘ ｺｳﾊﾞｲ 神奈川県

1744 降旗　里香 21:26:04237 ﾌﾘﾊﾀ ﾘｶ 神奈川県

1154 三輪　佳紀 21:26:09238 ﾐﾜ ﾖｼｷ 神奈川県

1050 正木　健介 21:26:14239 ﾏｻｷ ｹﾝｽｹ 東京都

1437 南　真人 21:26:21240 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都

1295 富山　佳昭 21:26:25241 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼｱｷ 神奈川県

1331 高橋　博之 21:26:39242 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 山形県

1117 高橋　秀章 21:27:01243 welv六甲道ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県

1365 伊藤　博 21:27:09244 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県

1286 森岡　洋 21:27:14245 茨城ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 静岡県

1596 鈴木　勇人 21:27:38246 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 石川県

1656 藤尾　勝俊 21:27:53247 ぷじょﾗﾝﾌｼﾞｵ ｶﾂﾄｼ 大阪府

1396 土肥　靖弘 21:29:22248 神奈川登ろう会ﾄﾞﾋ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県

1352 中村　佳明 21:30:05249 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ 大阪府

1089 高橋　直幹 21:30:11250 鎌楽会ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 神奈川県

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

1626 番匠　基之 21:30:32251 鶴川寝てよう会ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾓﾄﾕｷ 東京都

1824 幸福　明子 21:31:23252 ｺｳﾌｸ ｱｷｺ 東京都

1314 大倉　寛之 21:31:52253 ﾋﾞｯｸﾞﾛｯｸｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞｵｵｸﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

1248 安達　博之 21:32:39254 D.R.ACｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都

1225 竹越　康宏 21:32:47255 ﾀｹｺｼ ﾔｽﾋﾛ 新潟県

1537 島田　泰 21:33:07256 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞｼﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 東京都

1724 山本　あゆか 21:33:37257 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕｶ 静岡県

1508 山口　順也 21:33:49258 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県

1254 須藤　秀樹 21:34:06259 ｽﾄﾗｲﾄﾞﾗﾎﾞ横浜店ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県

1086 大林　正和 21:34:10260 中東遠総合医療ｾﾝﾀｰｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県

1532 池ヶ谷　巧 21:34:17261 ﾄﾖﾀ車体ｲｹｶﾞﾔ ﾀｸﾐ 愛知県

1353 辻　康一 21:34:33262 CR2中日本ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 京都府

1481 伊藤　司 21:34:38263 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 新潟県

1113 小林　悟嗣 21:34:42264 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 神奈川県

1317 藤田　敏之 21:34:46265 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 東京都

1581 浜村　竜史 21:34:46266 ﾊﾏﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 東京都

1292 池田　俊介 21:34:55267 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 静岡県

1251 田中　秀幸 21:36:20268 ｸﾗﾌﾞちゃんぷ｡練ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県

1794 平岩　優子 21:36:54269 ﾋﾗｲﾜ ﾕｳｺ 静岡県

1298 石島　圭 21:37:13270 ｲｼｼﾞﾏ ｹｲ 東京都

1634 真貝　雄一郎 21:37:28271 ｼﾝｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都

1800 後藤田　知子 21:37:40272 ちゃんぷ｡練ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都

1294 岡野　高一 21:37:51273 ﾘﾒﾝﾊﾞｰ折れ部ｵｶﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川県

1375 馬渡　範久 21:38:19274 ひとなりﾏﾜﾀﾘ ﾉﾘﾋｻ 大分県

1112 加藤　実 21:39:03275 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 東京都

1203 齋藤　正寛 21:39:47276 MOT山ﾗｰ部ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 宮城県

1507 大石　広裕 21:39:52277 ｵｵｲｼ ｺｵﾕｳ 岩手県

1095 小村　定 21:39:54278 ｺﾑﾗ ｻﾀﾞﾑ 静岡県

1704 奥田　香織 21:39:54279 勇研株式会社ｵｸﾀﾞ ｶｵﾘ 新潟県

1777 羽鳥　由美 21:39:55280 ﾊﾄﾘ ﾕﾐ 東京都

1302 小泉　友重 21:39:56281 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 青森県

1796 和田　美佳 21:40:03282 ﾜﾀﾞ ﾐｶ 神奈川県

1230 森田　卓良 21:40:09283 走らんかいﾓﾘﾀ ﾀｸﾗ 愛知県

1814 阿部　千恵 21:40:14284 ｱﾍﾞ ﾁｴ 岩手県

1080 坪井　誠 21:40:32285 ﾁｰﾑとのてんめいﾂﾎﾞｲ ﾏｺﾄ 茨城県

1761 藤森　亜希子 21:40:51286 MoriMoriﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷｺ 千葉県

1274 福田　哲也 21:41:11287 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都

1737 相松　静菜 21:41:26288 甘党ｱｲﾏﾂ ｼｽﾞﾅ 三重県

1014 中村　悠 21:41:35289 株式会社ｴｲｱﾝﾄﾞｴﾌﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 宮城県

1767 一柳　美ゆき 21:41:49290 ﾗﾝﾆｺ部ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾐﾕｷ 愛知県

1367 酒井　星 21:41:50291 ﾗﾝﾆｺ部ｻｶｲ ﾎｼ 神奈川県

1198 堀金　伸一郎 21:41:56292 ﾎﾘｶﾈ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県

1658 奈良　純平 21:42:10293 ﾅﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 香川県

1585 入山　育司 21:42:18294 ｲﾘﾔﾏ ﾔｽｼ 東京都

1011 小林　千晃 21:42:39295 ﾇﾒﾗﾙｽﾞｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 東京都

1229 浦田　忠興 21:42:51296 ｳﾗﾀ ﾀﾀﾞｵｷ 大阪府

1510 鱸　孝之 21:42:59297 尾張旭RCｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 愛知県

1228 星山　浩伸 21:43:00298 ﾎｼﾔﾏ ﾎｼﾝ 東京都

1342 越野　太郎 21:43:07299 愛知陸上競技協会ｺｼﾉ ﾀﾛｳ 愛知県

1033 下元　一平 21:43:10300 ｼﾓﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 兵庫県
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1793 佐藤　歩 21:43:26301 ﾏｳｽｵﾝﾄﾚｲﾙｻﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県

1614 山口　佳孝 21:43:27302 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 大阪府

1407 河野　直人 21:43:47303 ｺｳﾉ ﾅｵﾄ 東京都

1768 永木　明日美 21:44:12304 ﾅｶﾞｷ ｱｽﾐ 東京都

1364 鈴木　芳人 21:44:16305 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 静岡県

1114 山田　広 21:44:28306 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都

1598 津田　卓 21:44:33307 那須測量株式会社ﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 栃木県

1830 山下　奈美 21:44:36308 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾐ 兵庫県

1028 瀬戸　勝弘 21:44:46309 ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ日本支社ｾﾄ ｶﾂﾋﾛ 京都府

1593 植平　晋 21:44:53310 滋賀陸協ｳｴﾋﾗ ｽｽﾑ 滋賀県

1546 野澤　大樹 21:45:31311 ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 東京都

1469 柴田　誠二 21:45:56312 ｼﾊﾞﾀ ｾｲｼﾞ 千葉県

1583 橘　逸成 21:46:09313 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾔﾅﾘ 神奈川県

1466 新美　祥太 21:46:49314 ﾆｲﾐ ｼｮｳﾀ 愛知県

1384 瀬口　晶 21:46:51315 ｾｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知県

1106 七里　亮介 21:47:18316 ｼﾁﾘ ﾘｮｳｽｹ 東京都

1488 金村　隼介 21:47:42317 ﾙﾅｰｸｽｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県

1410 飯島　宏一郎 21:47:48318 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県

1520 水野　恵造 21:47:52319 ﾐｽﾞﾉ ｹｲｿﾞｳ 静岡県

1783 川崎　恵子 21:47:58320 野草の会ｶﾜｻｷ ｹｲｺ 神奈川県

1386 中村　隆志 21:47:59321 TRACK TOKYOﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県

1775 池田　理絵 21:48:00322 ｲｹﾀﾞ ﾘｴ 東京都

1611 佐藤　徳憲 21:48:01323 Rumilitoｻﾄｳ ﾄｸﾉﾘ 埼玉県

1742 林田　友紀 21:48:02324 ﾄﾗｯｸﾄｰｷｮｰﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｷ 東京都

1495 古山　宏 21:48:14325 ﾌﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 愛知県

1530 井上　昌信 21:48:18326 ちｰむとりけもｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県

1423 中里　健二 21:48:32327 ﾅｶｻﾞﾄ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

1067 兼松　明弘 21:48:33328 ｶﾈﾏﾂ ｱｷﾋﾛ 兵庫県

1046 原　耕資 21:48:41329 あみた部ﾊﾗ ｺｳｽｹ 東京都

1206 清水　千春 21:48:55330 ﾑﾛﾔｽﾎﾟｰﾂｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 鹿児島県

1833 木村　真希子 21:48:55331 ｷﾑﾗ ﾏｷｺ 新潟県

1603 山田　道男 21:49:04332 TEAM OSADAﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁｵ 神奈川県

1190 西山　正彦 21:49:14333 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 愛知県

1580 猪瀬　俊介 21:49:27334 ｲﾉｾ ｼｭﾝｽｹ 東京都

1748 菅原　君子 21:49:33335 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾐｺ 宮城県

1448 鳥海　政樹 21:49:35336 ｵﾌｨｼｬﾙ汁男ﾃﾞｨｽﾞﾑﾄﾘｳﾐ ﾏｻｷ 千葉県

1713 西村　有加 21:49:38337 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ 大阪府

1642 白石　直樹 21:49:41338 ｼﾛｲｼ ﾅｵｷ 宮城県

1802 阿久津　玲子 21:49:43339 ｱｸﾂ ﾚｲｺ 群馬県

1462 井上　哲 21:50:09340 ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ 新潟県

1308 小澤　明男 21:50:14341 RAJｵｻﾞﾜ ｱｷｵ 静岡県

1259 齋藤　雄介 21:50:23342 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 宮城県

1681 鎌田　幸一 21:50:35343 ﾈｲﾃｨﾌﾞｶﾏﾀ ｺｳｲﾁ 東京都

1789 重田　典子 21:50:48344 ｼｹﾞﾀ ﾉﾘｺ 大阪府

1720 尾前　真紀 21:51:29345 ｳﾙﾌﾟﾛｵｻﾞｷ ﾏｷ 千葉県

1707 玉置　人美 21:51:33346 ﾀﾏｷ ﾋﾄﾐ 大阪府

1017 木村　哲也 21:51:36347 GARMINｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 千葉県

1521 野口　善二 21:51:50348 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｼﾞ 愛知県

1671 丸山　達也 21:52:07349 西野谷ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 新潟県

1722 栗原　麻由美 21:52:13350 ｸﾘﾊﾗ ﾏﾕﾐ 香川県
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1334 小栗　徳則 21:53:56351 もくもくTRCｵｸﾞﾘ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県

1155 清水　祐司 21:54:02352 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 長野県

1839 片柳　雅子 21:55:11353 鴨川走友会ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾏｻｺ 埼玉県

1717 安藤　厚子 21:55:18354 二子玉川走友会ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ 東京都

1359 神原　康二 21:55:18355 二子玉川走友会ｶﾝﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 東京都

1559 鷲山　裕一 21:55:24356 水曜練習会ﾜｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 静岡県

1470 木下　正大 21:55:33357 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｵ 兵庫県

1572 伊藤　哲矢 21:55:44358 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 新潟県

1048 國本　真司 21:55:56359 ｸﾆﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京都

1747 佐々木　朝子 21:55:58360 ｻｻｷ ｱｻｺ 新潟県

1774 田平　礼子 21:56:04361 RWSﾀﾋﾗ ﾚｲｺ 奈良県

1837 長谷川　志乃 21:56:36362 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾉ 埼玉県

1092 小川　恒星 21:56:47363 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 東京都

1329 関　正明 21:57:18364 ｾｷ ﾏｻｱｷ 新潟県

1812 松岡　光代 21:59:04365 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾖ 長野県

1069 塩見　明 21:59:07366 ﾇﾒﾗﾙｽﾞｼｵﾐ ｱｷﾗ 東京都

1097 松本　大佑 21:59:18367 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県
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