
順位 チーム名 記録
1位氏名
個人記録

2位氏名
個人記録

3位氏名
個人記録

4位氏名
個人記録

5位氏名
個人記録

高橋 英雄 杉本 智哉 森岡 光夫 小清水 功 古北 隆久
6:03:22 6:18:10 6:20:05 6:38:43 6:44:31

鈴木 拓人 大隈 賢 松本 一広 長 秀憲 大貫 正照
6:23:17 6:25:33 6:29:36 6:45:44 7:05:56

青木 利明 斎藤 康洋 大沼 生 郷野 聡 川島 亨二
6:44:07 6:57:56 6:57:57 7:52:07 8:21:33

小原 将寿 小澤 和彦 横山 佳津雄 松田 竹善 真継 浩志
6:04:12 7:31:13 7:53:20 7:54:36 8:07:49

大越 一彦 高橋 純一 山村 浩太郎 田中 秀樹 早田 裕一
6:41:29 7:38:50 7:41:36 7:43:18 7:55:36
林 伸樹 竹田 賢治 原 公輔 中村 和弘 太田 哲也
6:50:47 6:55:19 7:35:08 8:16:18 8:56:16
穴原 健 福田 健 鈴木 将吾 熊谷 勝志 大野 隆紀
7:14:25 7:29:43 7:37:31 7:57:55 8:21:09

木曽 哲男 赤羽 海衆 柳瀬 茂雄 南原 誠 平 涼一
6:43:13 7:29:07 8:20:18 8:25:11 8:32:17

加山 幸治 高瀬 仁 木下 聡 蜂谷 幸治 舍川 聡
6:25:00 7:23:08 8:53:25 8:53:43 9:17:22
神谷 睦 稲見 憲司 井口 明 斉藤 哲夫 寺山 卓
7:14:37 7:58:01 8:25:27 8:41:28 8:41:39

加藤 晃司 乗松 良昌 岩田 茂雄 小杉 尊道 酒井 徹
7:35:24 7:36:26 8:01:57 9:19:37 9:31:21

山内 孝志 赤星 卓弥 前田 公介 細田 義之 立野 匠
7:13:52 7:42:30 7:50:29 9:11:43 10:29:31

星野 堅一 若林 和文 奥山 吉秋 後藤 真志 藤崎 義彦
7:54:23 8:18:19 9:05:03 9:22:06 9:30:06

志方 成一郎 浜田 健三 萩原 泰一 藤本 忠勝 小塚 哲也
7:26:43 8:32:55 9:47:16 9:59:28 11:47:23
折橋 雄 水飼 史朗 柳田 昇 松田 弘明 福島 瑞紀
8:40:05 8:51:30 9:45:47 9:57:00 11:27:56

宇都宮 興齊 飯田 誠 斉藤 智 小宅 理 加藤 明
7:33:54 9:01:25 9:56:00 10:58:12 11:20:39
榎 敏伸 勝田 誠 高橋 隆之 伊藤 勝美 冨田 正和
9:01:45 9:23:35 10:51:47 11:00:08 11:03:34
田村 卓 高畑 健一 阿部 孝 望月 里美 阿部 勇
9:51:49 10:30:14 10:33:55 10:33:55 10:33:55
藤原 毅 大谷 真一 小島 幹矢 粟野 剛 小山内 純樹
9:23:28 10:18:46 10:25:15 11:08:11 11:39:43

辰巳 順一 藤懸 快至 桑島 誠 塩田 耕治
10:48:33 10:57:09 11:28:08 11:31:19

藤原 伴和 田中 貴洋 山村 豊 井関 康弘
7:38:10 9:54:26 10:41:38 10:54:46

内藤 勝行 小嵐 正治
10:28:12 11:50:53

納谷 吉樹 斉藤 晃一 正木 幸一
10:05:35 10:34:33 11:46:26
藤田 勝 石川 平八 白井 孝法 藤 幹生
9:15:09 9:23:46 10:53:28 11:53:46

河内 英俊 池田 偉佐雄 伊藤 守 境 勉
7:55:07 8:58:25 9:39:48 9:49:49

石井 一嘉 宮川 慶
8:55:50 9:18:55

戸井 康之 萩原 弘文 塩塚 順一 林 祐介
9:01:12 9:05:12 10:53:27 11:48:54

ランフィールド

若き血ユナイテッド

19 千代田走友会 52:55:23

フル百回楽走会

快体健歩RC

甘党ランナーズ

操命会

日医ジョガーズ

埼玉朝霞走友会

17 江戸一ＲＣ 51:20:49

18 チーム★リスペクト 52:03:48

15 ゼオン鉄人会 48:42:18

16 松戸健走会 48:50:10

13 バンバンクラブ 44:09:57

14 鴻巣楽しく走る会 47:33:45

11 ごきげんネズミ隊 42:04:45

12 埼玉BG走友会 42:28:05

9 大江戸飛脚会 40:52:38

10 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 41:01:12

7 おごせ石川眼科 38:40:43

8 MY☆STAR hurricane 39:30:06

6 チーム凰 38:33:48

3 ★★ＲＪＫ★★ 36:53:40

4 ＭＭナイトラン 37:31:10

第21回奥武蔵ウルトラマラソン 団体戦記録

■男子の部

1 Ｍ＠平塚 32:04:51

2 奥武蔵道場 33:10:06

5 ＲＵＮ塾 37:40:49



金杉 達朗 山下 展幸 高岩 信一
9:22:11 11:15:37 11:52:15

中村 利峰 岩立 幸一 高山 克己 河原井 英雄
8:07:31 9:40:50 9:53:30 10:44:19

高田 憲之 三田 康弘
9:27:19 9:56:06

鈴木 信夫 我妻 國安
8:27:08 11:21:32

木内 武志 清宮 尚恭 吉田 豊己 対崎 幸一
8:48:42 9:48:30 9:56:33 11:00:23

小西 公明 相田 健寿 斎藤 信孝 内山 芳忠
10:20:59 10:40:48 11:23:59 11:23:59

荒木 常利 工藤 正明
8:55:45 9:44:43

長谷川 晃一 坪田 健二
9:52:14 10:49:58

順位 チーム名 記録
1位氏名
個人記録

2位氏名
個人記録

3位氏名
個人記録

4位氏名
個人記録

広瀬 真理子 加藤 佳代子 松井 一葉 酒井 香寿恵
8:09:32 8:18:24 8:19:02 8:23:08

高橋 裕子 和田 文子 杉山 由紀子 今田 和美
8:56:11 9:01:53 9:06:49 9:40:00

和地 朋子 藤原 定子 栗原 初江 久保 智子
8:26:30 8:44:06 8:57:07 10:46:07

長澤 富美江 田中 園子 井手 裕里子 濱 摩里子
8:56:21 9:35:29 9:44:53 9:55:30

森 恵美子 島村 りさ 真継 成子 小林 史恵
8:30:44 9:19:44 9:35:02 11:01:55

武田 典子 早川 佳珠子 杉山 幸子 佐藤 則子
9:36:09 9:38:29 10:39:00 11:03:05

原田 裕子 横山 牧子 林 純子 片岡 早苗
8:16:26 10:24:21 11:41:45 11:46:05

下田 千秋 筧 友子 野田 美樹 巽 美紀
10:09:04 10:57:21 10:58:04 11:13:57

長田 多美 神山 典子 柳生 智子 荻原 知佐子
9:36:15 10:53:59 11:26:07 11:37:50

福田 恵美子 弓削田 眞理子 石川 ゆかり
7:35:36 7:48:53 8:58:07

八幡 育代 間 むつみ 関 和美
10:45:45 10:55:32 11:21:13

谷本 文子 町田 紀子
8:52:13 11:27:28

北原 淳子 柴田 富久子 森岡 章子
9:54:09 10:55:38 11:34:12

千代田走友会

横浜鶴見RC

★★ＲＪＫ★★

ＳＷＡＣ

おごせ石川眼科

いのぶた会

横浜鶴見RC

8 チームmomo 43:18:26

9 バンバンクラブ 43:34:11

6 ごきげん乙女隊 40:56:43

7 大江戸飛脚会 42:08:37

彩湖ランニングクラブ

ニッポンランナ

新三郷楽走会

桐生走ろう会

ＭＯＴ走友会

4 ＲＵＮ塾 38:12:13

5 ウルトラ♥美女部 38:27:25

2 MY☆STAR breeze 36:44:53

3 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 36:53:50

■女子の部

1 Ｍ＠平塚女子部 33:10:06


