
順位 No. 氏　名 性別 居住地 所属 記録
1 6 池田 秀次 男 神奈川県 未来の瞳 16:57
2 10 今井 康之 男 千葉県 六華ランナーズ 19:52
3 16 遠藤 美樹 女 千葉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 20:20
3 30 小山 武志 男 東京都 クレイジー★R 20:20
3 38 鈴木 宏 男 東京都 二子玉川走友会 20:20
3 53 冨手 裕子 女 岩手県 花巻走友会 20:20
7 40 住岡 昌俊 男 埼玉県 とおりゃんせ 21:15
8 35 佐藤 浩行 男 宮城県 TEAM SEA 21:17
9 14 漆山 淳 男 埼玉県 21:24
10 19 小河 哲 男 東京都 21:32
10 48 立花 利之 男 東京都 としびっち 21:32
10 60 濱田 耕司 男 東京都 バンバンクラブ 21:32
10 64 藤原 定子 女 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 21:32
14 46 高橋 政則 男 千葉県 21:52
15 34 佐藤 利夫 男 神奈川県 22:00
16 56 中屋敷 晃通 男 東京都 22:09
17 20 小澤 晶 男 埼玉県 さいたま走友会 22:23
18 62 藤川 愛 女 東京都 愛の山 22:40
18 69 皆木 康英 男 埼玉県 Ｒ２５４ 22:40
20 74 若林 隆史 男 千葉県 ランジョグ 22:56
21 49 寺田 智哉 男 千葉県 ＲＲＴ 23:12
22 75 和田 達也 男 東京都 チームどすこい 23:17
23 37 杉山 修 男 東京都 23:42
24 3 芦田 美紀 女 兵庫県 23:54
24 31 古山 敏之 男 兵庫県 23:54
26 4 荒川 聡仁 男 神奈川県 24:27
26 17 大西 智之 男 東京都 大東京レーシング 24:27
28 36 清水 由紀夫 男 新潟県 宴会隊 24:38
29 61 引間 寿夫 男 千葉県 24:45
30 18 大場 満寿夫 男 東京都 みっきぃ 25:13
31 33 笹岡 誠 男 千葉県 25:48
31 51 等々力 悦子 女 東京都 チームカイロス 25:48
33 52 外崎 則夫 男 埼玉県 ゼロベースRC 26:00
34 43 高木 文明 男 東京都 しばしん 26:29
35 44 高橋 菊正 男 東京都 26:38
36 11 上坂 雅之 男 大阪府 淀川ランナーズ 26:49
37 73 山口 裕之 男 東京都 26:51
38 21 鏡畑 良弘 男 東京都 湘南ゆるゆるアウトドア部 27:03
38 70 宮崎 裕子 女 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 27:03
40 7 石井 浩史 男 東京都 27:35
41 58 芳賀 広志 男 神奈川県 27:36
42 29 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC 27:49
43 24 久保 政治 男 埼玉県 ウルトラプロジェクト 28:20
44 8 石田 貴幸 男 大阪府 28:35
45 2 浅野 弘万 男 千葉県 28:57
45 12 宇佐美 展子 女 三重県 28:57
45 26 倉阪 秀史 男 千葉県 伊賀忍者ＲＣ 28:57
45 39 鈴木 文男 男 新潟県 チームぶんちん 28:57
45 66 星 麻樹 女 東京都 弘前公園RC 28:57
50 63 藤田 和憲 男 千葉県 関トラ 29:00
51 42 芹沢 完二 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 29:05
52 1 赤羽 恵太 男 東京都 サムライ魂 29:15
52 5 安藤 亮 男 東京都 29:15
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52 65 古間木 伸嘉 男 埼玉県 29:15
55 67 本田 学 男 東京都 ウルプロ 30:13
55 76 渡辺 ゆか 女 京都府 30:13
57 27 黒澤 大輔 男 宮城県 歩いてもいいですか 30:15

9 石野 久実 女 神奈川県 DNF
13 宇野 英隆 男 長野県 DNF
22 片山 正人 男 千葉県 DNF
23 北川 文雄 男 埼玉県 DNF
28 小島 俊明 男 神奈川県 DNF
32 齊藤 祐一 男 富山県 DNF
41 関口 幸広 男 神奈川県 多摩川クラブ DNF
45 高橋 祥子 女 東京都 DNF
54 猶原 信幸 男 東京都 DNF
55 永嶋 泉 男 東京都 DNF
57 西田 正幸 男 埼玉県 ラフラフ DNF
71 向 英樹 男 兵庫県 DNF
72 森田 康之 男 東京都 DNF
77 大窪由樹 男 東京都 DNF
15 海老澤 孝樹 男 東京都 DNS
25 熊井 清晃 男 栃木県 DNS
47 高畠 幸司 男 富山県 ファンランエアーズ DNS
50 田頭 朗央 男 石川県 DNS
59 橋本 貴全 男 愛知県 DNS
68 松尾 潤 男 神奈川県 DNS


