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ナンバー 氏名 フリガナ 性別 記録

1 鶴谷  雄一 ツルヤ ユウイチ 男性 7:28:34

2 小泉  直幸 コイズミ ナオユキ 男性 6:26:09

3 荘司  昌胤 ショウジ マサツグ 男性 8:09:02

4 江尻  邦雄 エジリ クニオ 男性 8:36:47

5 田中  健司 タナカ ケンジ 男性 5:40:59

6 渡辺  浩子 ワタナベ ヒロコ 女性 6:32:38

7 永野  和宏 ナガノ カズヒロ 男性 7:48:34

8 江尻  正徳 エジリ マサノリ 男性 5:59:55

9 石原  亘 イシハラ ワタル 男性 9:40:17

10 丸井  智和 マルイ トモカズ 男性 5:44:46

11 鷲見  涼 スミ リョウ 男性 DNS

12 佐々木  与志亜 ササキ ヨシア 男性 5:32:14

13 長田  顕泰 オサダ アキヒロ 男性 6:57:43

14 橋本  浩一 ハシモト コウイチ 男性 5:43:09

15 齋藤  善輝 サイトウ ヨシテル 男性 6:19:38

16 野本  聡 ノモト サトシ 男性 6:05:51

17 梨本  英克 ナシモト ヒデカツ 男性 5:03:31

18 江波戸  康志 エバト ヤスシ 男性 5:40:01

19 藤原  一清 フジワラ カズキヨ 男性 5:46:11

20 塩田  真也 シオダ マサヤ 男性 6:14:07

21 小野澤  洋二 オノザワ ヨウジ 男性 6:55:40

22 秀崎  俊白 ヒデサキ トシシロ 男性 7:54:00

23 飯島  伊織 イイジマ イオリ 男性 6:47:31

24 柳瀬  真宏 ヤナセ マサヒロ 男性 DNF

25 大野  陽子 オオノ ヨウコ 女性 6:14:44

26 高橋  博幸 タカハシ ヒロユキ 男性 DNS

27 緑川  茂 ミドリカワ シゲル 男性 7:53:10

28 庄司  浩 ショウジ ヒロシ 男性 7:58:17

29 丸山  智之 マルヤマ トモユキ 男性 6:21:46

30 大庭  英明 オオバ ヒデアキ 男性 DNS

31 安藤  皓樹 アンドウ コウキ 男性 5:14:24

32 久我  充昭 クガ ミツアキ 男性 8:25:56

33 佐々木　佳彦 ササキ ヨシヒコ 男性 6:36:44

34 青木　昭二 アオキ ショウジ 男性 5:40:54

35 鈴木　正則 スズキ マサノリ 男性 8:35:18

36 北田　秀夫 キタダ ヒデオ 男性 6:23:52
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37 菅  公 スゲ タダシ 男性 6:23:50

38 菅  平 スゲ タイラ 男性 6:25:04

39 古市  由美子 フルイチ ユミコ 女性 6:48:32

40 岡田  一敏 オカダ カズトシ 男性 4:38:12

41 佐藤　千枝美 サトウ チエミ 女性 8:14:03

42 田中　拓雄 タナカ　タクオ 男性 7:01:07

43 茶谷　和彦 チャタニ　カズヒコ 男性 DNS

44 海原　睦 カイハラ　ムツミ 男性 6:50:43

45 田村　宗太郎 タムラ　ソウタロウ 男性 9:07:39

46 松井　孝之 マツイ　タカユキ 男性 8:31:28

47 小島　俊明 コジマ　トシアキ 男性 8:05:09

48 多田　達誠 タダ　タツセイ 男性 7:04:54

49 首藤　健志 シュドウ　タカシ 男性 DNS

50 石上　塁 イシガミ　ルイ 男性 7:44:54

51 鳴海　涼 ナルミ　リョウ 男性 6:28:28

52 竹渕　勝美 タケブチ　カツミ 男性 6:49:05

53 細川　正三郎 ホソカワ　ショウザブロウ 男性 8:18:29

54 鈴木　章浩 スズキ　アキヒロ 男性 DNS

55 宮内　健治 ミヤウチ　ケンジ 男性 8:18:35

56 江藤　安彦 エトウ　ヤスヒコ 男性 8:26:05

57 山口　純 ヤマグチ　ジュン 男性 DNS

58 高野　尚史 タカノ　ナオフミ 男性 5:46:47

59 石田　良治 イシダ　リョウジ 男性 7:01:07

60 神尾　和彦 ジンオ　カズヒコ 男性 7:29:05

61 椎名　淳 シイナ　ジュン 男性 7:06:34

62 秋田　洋明 アキタ　ヒロアキ 男性 5:04:00

63 煤田　英樹 ススダ　ヒデキ 男性 8:51:41

64 秋元　教寛 アキモト　ノリヒロ 男性 7:41:51

65 岡林　和志 オカバヤシ　カズシ 男性 6:13:53

66 今井　英樹 イマイ　ヒデキ 男性 5:23:17

67 伊藤　佳 イトウ　ケイ 男性 7:01:12

68 関野　暢宏 セキノ　ノブヒロ 男性 7:11:14

69 金谷　峯光 カネタニ　ミネヤス 男性 7:31:35

70 鈴木　正宏 スズキ　マサヒロ 男性 6:59:13

71 河面　伸幸 カワモ　ノブユキ 男性 6:59:13

72 橋本　賢一郎 ハシモト ケンイチロウ 男性 8:46:12

73 山本　郁夫 ヤマモト　イクオ 男性 8:08:37

74 笠原　敏恵 カサハラ　トシエ 女性 5:55:04

75 望月　賢一 モチヅキ　ケンイチ 男性 5:49:44

76 嶋崎　由恵 シマザキ ヨシエ 女性 5:15:41



77 土屋　憲司 ツチヤ　ケンジ 男性 DNS

78 林　安司 ハヤシ ヤスジ 男性 6:46:51

79 黒木　雅典 クロキ　マサノリ 男性 7:00:52

80 伊藤　夢乃 イトウ　ユメノ 女性 6:25:07

81 高澤　由美 タカザワ　ユミ 女性 7:00:20

82 森岡　佳子 モリオカ　ケイコ 女性 7:41:50

83 田辺　健太郎 タナベ　ケンタロウ 男性 8:00:08

84 鈴木　正信 スズキ　マサノブ 男性 5:52:00

85 中野　智也 ナカノ　トモヤ 男性 5:22:55

86 米倉　由美 ヨネクラ　ユミ 女性 5:43:29

87 佐々木　敬紘 ササキ　タカヒロ 男性 8:13:22

88 前川　奈奈 マエカワ　ナナ 女性 6:36:57

89 鴫原　恵美 シギハラ　エミ 女性 6:36:57

90 小島　幹矢 コジマ　ミキヤ 男性 6:59:29

91 千艘　智充 センソウ　トシミツ 男性 8:04:13

92 本村　光代 モトムラ　ミツヨ 女性 8:59:02

93 本村　泰代 モトムラ　ヤスヨ 女性 8:00:50

94 下間　敬之 シモマ　タカユキ 男性 7:55:20

95 内山　純一 ウチヤマ　ジュンイチ 男性 6:08:13

96 中川　聡 ナカガワ　サトシ 男性 4:55:13

97 佐藤　秀之 サトウ　ヒデユキ 男性 9:32:53

98 青山　敦司 アオヤマ　アツシ 男性 7:06:36

99 本橋　真也子 モトハシ　マヤコ 女性 7:31:12

100 荘司　有夏 ショウジ　ユカ 女性 8:08:58

101 佐藤　健 サトウ　タケル 男性 DNS

102 廣瀬　透 ヒロセ　トオル 男性 9:40:18

103 西谷　敏郎 ニシタニ トシロウ 男性 7:06:38

104 三谷　陽 ミタニ　アキラ 男性 DNS

105 直井　勝己 ナオイ　カツミ 男性 8:07:44

106 STEIN　DARREL STEIN　DARREL 男性 7:25:32

107 山路　雄太 ヤマジ　ユウタ 男性 7:54:41

108 重城　のり子 ジュウジョウ　ノリコ 女性 8:41:16

109 大高　拓也 オオタカ　タクヤ 男性 4:41:35

110 白井　太 シライ　フトシ 男性 8:12:10

111 若林　隆史 ワカバヤシ タカシ 男性 DNS

112 馬原　政一 マハラ　セイイチ 男性 6:39:42

113 藤井　正之 フジイ マサユキ 男性 7:52:43

114 武山　仁 タケヤマ　ヒトシ 男性 6:32:18

115 高比良　剛 タカヒラ　タケシ 男性 7:15:03

116 渡辺　貴志 ワタナベ　タカシ 男性 6:04:37



117 河野　涼 カワノ　リョウ 男性 7:13:15

118 地曳　建太 ジビキ　ケンタ 男性 5:10:53

119 鈴木　聖一 スズキ　セイイチ 男性 7:25:05

120 武山　正人 タケヤマ　マサト 男性 8:11:05

121 稲葉　清 イナバ　キヨシ 男性 7:43:18

122 菅原　洋行 スガワラ　ヒロユキ 男性 6:28:49

123 加藤　民幸 カトウ　タミユキ 男性 8:33:47

124 田中　京子 タナカ　キョウコ 女性 7:17:29

125 石川　量也 イシカワ　カズヤ 男性 7:49:11

126 高野　健二 タカノ　ケンジ 男性 7:16:25

127 佐々木　和俊 ササキ　カズトシ 男性 9:24:28

128 大西　浩司 オオニシ　コウジ 男性 6:13:17

129 相原　正芳 アイハラ　マサヨシ 男性 8:40:13

130 小野　克人 オノ　カツヒト 男性 DNF

131 中村　和正 ナカムラ　カズマサ 男性 7:45:03

132 栁井　明良 ヤナイ　アキヨシ 男性 6:08:03

133 柴崎　達也 シバサキ　タツヤ 男性 6:52:01

134 石津　勝隆 イシヅ　マサタカ 男性 5:47:58

135 松沢　啓 マツザワ　ヒロシ 男性 7:22:22

136 川名　美幸 カワナ　ミユキ 女性 7:01:51

137 若鍋　健太 ワカナベ　ケンタ 男性 5:14:24

138 笠原　花織 カサハラ　カオリ 女性 8:00:49

139 佐藤　正俊 サトウ　マサトシ 男性 DNF

140 瀬戸　等 セト　ヒトシ 男性 7:39:51

141 久木山　美幸 クキヤマ　ミユキ 女性 7:39:51

142 石塚　文彦 イシヅカ　フミヒコ 男性 7:14:24

143 FAVARO　MARCO ファヴァロ マルコ 男性 7:05:07

144 今井　久雄 イマイ　ヒサオ 男性 DNS

145 下田　健吾 シモダ　ケンゴ 男性 6:02:26

146 藤原　正信 フジワラ マサノブ 男性 7:13:24

147 浅野　弘万 アサノ　ヒロカズ 男性 7:29:54

148 吉田　靖男 ヨシダ　ヤスオ 男性 4:39:46

149 成清　優太郎 ナリキヨ ユウタロウ 男性 8:53:11

150 洞庭　唯史 ドウニワ　タダシ 男性 5:28:03

151 高橋　智美 タカハシ　トモミ 女性 8:35:45

152 中山　園子 ナカヤマ　ソノコ 女性 7:15:49

153 太田　蒔子 オオタ　マキコ 女性 8:20:31

154 高野　高 タカノ　タカシ 男性 8:49:54

155 中村　修 ナカムラ　オサム 男性 5:32:04

156 引地　正樹 ヒキチ マサキ 男性 7:00:19



157 小野澤 領子 オノザワ エリコ 女性 6:55:40

158 栗原 直大 クリハラ ナオヒロ 男性 8:04:59

159 高橋 進 タカハシ ススム 男性 6:09:35

160 中村 久美子 ナカムラ クミコ 女性 7:22:21

161 手嶋 英一 テシマ ヒデカズ 男性 8:09:29

162 植松 孝行 ウエマツ タカユキ 男性 7:12:46

163 土井 あづさ ドイ アヅサ 女性 7:40:26

164 洲永 康弘 スナガ ヤスヒロ 男性 DNS

165 山下 美和 ヤマシタ ミワ 女性 6:37:48

166 宍倉 康浩 シシクラ ヤスヒロ 男性 DNS

167 渡部 瑞穂 ワタナベ ミズホ 女性 6:54:19

168 鈴木 孝明 スズキ タカアキ 男性 7:29:10

169 奥 裕一 オク ユウイチ 男性 6:40:59

170 高島 勝秀 タカシマ カツヒデ 男性 8:33:04

171 浜田 淳一 ハマダ ジュンイチ 男性 8:46:17

172 谷口 和久 タニグチ カズヒサ 男性 5:03:05

173 三浦 咲紀 ミウラ サキ 女性 7:09:34

174 関口 裕之 セキグチ ヒロユキ 男性 7:26:55

175 空岡 英樹 ソラオカ ヒデキ 男性 7:44:42

176 松岡 友紀 マツオカ ユキ 女性 DNS

177 平松 友季 ヒラマツ ユウキ 女性 5:58:01

178 永田 裕三 ナガタ ユウゾウ 男性 6:08:25

179 新藤 義武 シンドウ ヨシタケ 男性 5:54:11

180 齋木 進 サイキ ススム 男性 5:48:07

181 山田 照夫 ヤマダ テルオ 男性 6:24:40

182 木住野　善男 キシノ　ヨシオ 男性 4:27:26

183 左藤　深雪 サトウ　ミユキ 女性 9:29:31

184 細川　賢太郎 ホソカワ　ケンタロウ 男性 6:16:44

185 大塚　信司 オオツカ　シンジ 男性 6:05:00

186 中澤　宏行 ナカザワ　ヒロユキ 男性 6:49:53

187 佐藤　美希 サトウ　ミキ 女性 8:51:09

188 鈴木　雅士 スズキ　マサシ 男性 8:51:09

189 堰　圭介 セキ　ケイスケ 男性 8:54:08

190 小川　雅康 オガワ　マサヤス 男性 7:39:18

191 松本　和大 マツモト　カズヒロ 男性 7:30:20

192 吉野　優也 ヨシノ　ユウヤ 男性 7:03:15

193 山口　裕之 ヤマグチ　ヒロユキ 男性 DNS

194 髙橋　利見 タカハシ　トシミ 男性 8:14:46

195 高松　陽司 タカマツ　ヨウジ 男性 6:55:56

196 宮本　護 ミヤモト　マモル 男性 4:54:04



197 秋津　正博 アキツ　マサヒロ 男性 6:14:13

198 佐久間　健志 サクマ　タケシ 男性 9:34:38

199 井上　将規 イノウエ　マサノリ 男性 5:55:16

200 池上　幸司 イケガミ　コウジ 男性 7:06:38

201 増田　浩一 マスダ コウイチ 男性 6:48:12

202 中野　功 ナカノ　イサオ 男性 8:26:18

203 小久保　早紀 コクボ　サキ 女性 5:42:31

204 三次　利明 ミツギ　トシアキ 男性 8:26:15

205 吉田　泰則 ヨシダ　ヤスノリ 男性 7:50:40

206 石丸　重孝 イシマル　シゲタカ 男性 6:47:31

207 古澤　広則 フルサワ　ヒロノリ 男性 DNF

208 森川　直樹 モリカワ　ナオキ 男性 6:15:30

209 渡辺　正美 ワタナベ　マサミ 男性 9:32:11

210 吉田　智則 ヨシダ　トモノリ 男性 7:50:40

211 吉川　貢司 キッカワ　コウジ 男性 7:09:56

212 岩城　秀世 イワキ　ヒデヨ 男性 5:33:09

213 妹尾　元気 セノオ　ゲンキ 男性 5:29:08

214 堀江　庸子 ホリエ　ヨウコ 女性 DNF

215 安保　龍太 アンポ　リュウタ 男性 9:10:08

216 杉田　由衣子 スギタ　ユイコ 女性 7:22:26

217 武田　晃英 タケダ　アキヒデ 男性 6:43:09

218 小林　大介 コバヤシ　ダイスケ 男性 DNS

219 原口　真帆子 ハラグチ　マホコ 女性 8:07:23

220 徳永　勝 トクナガ　マサル 男性 7:17:49

221 増田　辰也 マスダ　タツヤ 男性 5:17:48

222 鏑木　洋司 カブラキ　ヨウジ 男性 6:27:09

223 岡田　隆一 オカダ　リュウイチ 男性 6:59:13

224 北田　正美 キタダ　マサミ 女性 8:03:06

225 石川　真広 イシカワ　マサヒロ 男性 6:20:28

226 松岡　泰宏 マツオカ　ヤスヒロ 男性 4:54:04

227 村吉　大吾 ムラヨシ　ダイゴ 男性 7:03:15

228 土屋　勝 ツチヤ　マサル 男性 9:25:16

229 佐久間　隆 サクマ　タカシ 男性 6:24:42

230 山田　稔成 ヤマダ　トシナリ 男性 9:25:10

231 山田　八千代 ヤマダ　ヤチヨ 女性 9:25:17

232 久保田　時子 クボタ　トキコ 女性 9:25:17

233 久保田　征広 クボタ　ユキヒロ 男性 9:25:19

234 大内　喜徳 オオウチ　ヨシノリ 男性 6:32:07

235 今村　佳津江 イマムラ　カツエ 女性 7:11:06

236 池内　祐介 イケウチ　ユウスケ 男性 4:56:28



237 鈴木　貴志 スズキ　タカシ 男性 DNF

238 白井　勝 シライ　マサル 男性 5:55:37

239 中島　誠次 ナカジマ　セイジ 男性 9:01:09

240 天池　正登 アマイケ　マサト 男性 7:41:22

241 櫛田　一樹 クシダ　カズキ 男性 5:51:58

242 正山　孝子 ショウヤマ　タカコ 女性 7:28:29

243 加藤　洋 カトウ　ヒロシ 男性 DNS

244 今泉　慎太郎 イマイズミ　シンタロウ 男性 7:28:59

245 風間　祐二 カザマ　ユウジ 男性 6:04:30

246 花本 真介 ハナモト シンスケ 男性 9:01:07

247 渡辺 陽介 ワタナベ ヨウスケ 男性 8:39:52

248 逸見 孝子 ヘンミ タカコ 女性 5:52:03

1001 関 和文 男性 6:18:43

1002 卯田 絵美里 女性 6:18:56
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