
1位氏名 2位氏名 3位氏名 4位氏名 5位氏名
記録 記録 記録 記録 記録

高橋 英雄 小島 弘道 森岡 光夫 荒井 大樹 小清水 功
5:39:25 5:41:17 5:52:54 5:57:47 6:00:22

鈴木 拓人 平山 淳一 池上 貴良 大隈 賢 星 正幸
5:53:15 5:55:22 5:56:14 5:59:12 5:59:58

坂本 貴亮 菅 大治郎 大沼 生 青木 利明 郷野 聡
5:46:59 5:49:41 6:06:29 6:21:17 6:37:32

小磯 秀治 土谷 和貴 田辺 克彦 尾崎 芳史 内田 英俊
5:44:52 6:09:38 6:19:57 6:25:12 7:12:39

大越 一彦 早田 裕一 高橋 純一 海野 貴之 土橋 浩
6:02:05 6:15:08 6:23:48 6:59:17 7:11:10

立川 幸太 大島 康寿 佐藤 明徳 片岡 一也 慶野 泰志
5:31:07 6:17:55 6:57:24 7:06:19 7:18:21

藤原 伴和 比佐 学 荒谷 大輔 住岡 昌俊 井関 康弘
6:12:55 6:13:22 7:01:57 7:38:42 8:19:34

赤川 竜一 穴原 健 安藤 茂樹 福田 健 石川 克也
5:52:50 6:39:06 7:49:20 7:54:01 7:58:33

乗松 良昌 加藤 晃司 松下 英樹 岩田 茂雄 松本 広毅
6:34:04 7:05:10 7:24:44 7:38:07 7:42:14

木曽 哲男 関 正博 佐藤 弘 柳瀬 茂雄 佐藤 俊行
6:24:43 7:22:05 7:25:15 7:32:14 7:41:05

古怒田 修 伊藤 友久 星 貴城 大場 康晴 宮前 祐介
6:20:09 6:33:26 6:42:31 8:21:55 8:41:26
矢嶋 信 稲見 憲司 井口 明 和田 亮 嶋津 和行
5:38:33 7:07:36 7:31:38 7:55:09 8:33:52

宍戸 公司 村上 忍 榎 敏伸 渡邉 恭司 小池 和彦
7:17:33 7:29:01 7:30:26 7:46:56 7:55:52

川杉 恒夫 鈴木 均 松岡 亮 正木 晃 足立 守
7:07:42 7:21:47 7:27:14 8:02:11 8:12:58

武田 一則 三宅 千秋 三島 康生 木村 秀明 阿部 弘彰
7:13:29 7:35:54 7:50:57 7:51:32 8:19:48

岩立 幸一 池田 雅基 笠原 春吉 森泉 正寿 野沢 真
6:55:32 7:56:50 8:00:06 8:01:06 8:19:10

樋口 裕介 若林 和文 奥山 吉秋 星野 堅一 池内 正雄
7:03:47 7:22:09 7:39:13 8:17:55 8:53:55

蜂谷 幸治 高瀬 仁 渡辺 拓司 舍川 聡 小田 満
7:25:56 7:45:10 7:50:25 8:02:16 8:17:11

山内 孝志 赤星 卓弥 前田 公介 荒井 修 立野 匠
6:36:47 7:33:55 7:34:46 8:57:37 9:07:57
中村 強 野口 健史 山口 茂人 木下 安司 角田 和哉
6:38:56 7:31:03 7:51:52 8:38:17 10:28:53
折橋 雄 水飼 史朗 田中 秀 松田 弘明 柳田 昇
7:25:01 8:13:09 8:37:31 8:54:49 9:44:39
宮本 護 阿部 勇 熊川 宜之 阿部 孝 戸田 賢
6:28:15 8:22:34 9:11:12 9:37:02 9:50:27
桑原 勝 青木 良繁 小澤 尚司 平野 純 金 然正
7:45:49 8:14:48 9:00:18 9:00:18 9:32:11

島田 勝明 和田 暁 徳丸 龍之介 金杉 達朗 佐藤 光治
8:26:11 8:48:37 8:53:47 9:18:39 9:31:01

杭谷 哲也 菊間 克実 嶋田 真弘 横田 健 小塚 哲也
7:39:02 9:10:40 9:11:41 9:20:48 10:20:27

田辺 修三 高橋 健 伊藤 篤史 根本 和弘 杉田 裕
8:12:41 8:59:29 9:26:51 9:34:58 9:46:00
石川 涼 斎藤 信孝 相田 健寿 岩切 満 内山 芳忠
7:36:10 9:45:30 9:53:06 9:56:02 10:15:15

納谷 吉樹 増間 碌郎 但木 誠 大塚 高之 森下 歩
8:52:57 9:50:20 9:51:25 9:52:10 9:58:16

長澤 隆行 嶋村 修 太田 智弘 伴場 正憲 萩原 伸彦
8:54:28 9:41:03 10:09:30 10:09:30 10:14:17
飯田 誠 野口 英樹 小宅 理 加藤 明 斉藤 智
7:39:47 9:21:34 10:11:43 10:39:00 11:19:41

29 あたし部 49:08:48

30 松戸健走会 49:11:45

27 いのぶた会 47:26:03

28 快体健歩ＲＣ 48:25:08

25 鴻巣楽しく走る会 45:42:38

26 苦愛オクム 45:59:59

23 ラン友 43:33:24

24 ＭＯＴ走友会 44:58:15

21 ゼオン鉄人会 42:55:09

22 チーム★リスペクト 43:29:30

19 埼玉ＢＧ走友会 39:51:02

20 ポポロＡＣ 41:09:01

17 バンバンクラブ 39:16:59

18 大江戸飛脚会 39:20:58

15 横浜都筑ＡＣ 38:51:40

16 草加走ろう会 39:12:44

13 江戸一ＲＣ 37:59:48

14 ３ｕｐ． 38:11:52

11 海老川の力 36:39:27

12 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 36:46:48

9 ごきげんネズミ隊 36:24:19

10 MY☆STAR hurricane 36:25:22

7 操命会(仮） 35:26:30

8 おごせ石川眼科 36:13:50

5 ＲＵＮ塾 32:51:28

6 葛生Ａウルトラ 33:11:06

奥武蔵道場 29:44:01

3 ★★ＲＪＫ★★ 30:41:58

4 ホワイトヒルズ 31:52:18

■男子の部

第23回奥武蔵ウルトラマラソン　団体記録

順位 チーム名 チーム記録

1 Ｍ＠平塚 29:11:45

2



中村 利峰 河原井 英雄 真栄城 隆 及川 久男 吉田 宏
7:13:16 9:45:27 9:49:59 11:38:16 11:40:20
藤原 毅 伊沢 久雄 粟野 剛 親松 豊 若林 昌二
8:23:58 9:26:26 9:58:03 11:00:43 11:29:47

田島 行雄 藤懸 快至 島田 八十三 桑島 誠 大川 裕
9:27:27 10:06:35 10:19:43 10:26:23 10:46:23
梅澤 功 竹田 賢治 太田 哲也 林 伸樹
6:19:57 6:32:20 7:34:50 7:46:52  

大本 浩嗣 上田 忠 関口 章一 石黒 智
8:48:16 9:29:57 9:31:27 10:00:39  

高橋 一成 福原 善行 掛水 義博
9:37:10 9:48:11 9:55:03   

荒木 常利 綿田 康嗣
8:44:44 9:38:17    

1位氏名 2位氏名 3位氏名 4位氏名
記録 記録 記録 記録

高橋 えりか 酒井 香寿恵 野間 陽子 広瀬 真理子
7:09:00 7:23:12 7:50:08 8:10:59

弓削田 眞理子 佐藤 恵里 福田 恵美子 石川 ゆかり
7:10:38 7:52:51 7:54:01 7:54:53

杉原 美穂 高槻 淳子 今田 和美 高橋 裕子
7:26:15 8:03:28 8:04:35 8:17:32

小野 浩美 狩野 緑 岩下 梢 当間 典子
8:04:57 8:14:26 8:31:37 8:52:10

和地 朋子 栗原 初江 藤原 定子 島村 智子
7:57:32 8:16:47 8:37:19 8:52:04

奥山 恵美 勝浦 みどり 横山 牧子 林 純子
7:37:00 7:46:49 9:11:20 11:26:34

丸山 直美 荻原 久美子 市村 千鶴 吉沢 美紀
7:38:52 8:48:00 10:07:35 10:10:31

谷本 文子 水沼 亜樹 関森 智子 町田 紀子
8:54:44 9:49:53 10:07:20 10:36:35

高桑 りずみ 柴田 富久子 森岡 章子 大日方 忍
9:52:40 9:57:36 10:44:05 11:22:06

宮内 和江 鈴木 淑子 大野 康子 矢吹 貞子
10:09:05 11:10:48 11:15:28 11:16:39

村上 直子 秋山 みどり 廣木 千恵
8:42:39 10:32:30 11:10:15  
尾崎 遥 堤 久美子
10:30:15 10:44:01   

腹ペコ 30:25:24

ＲＵＮＳ 21:14:16

9 千代田走友会 41:56:27

10 バンバンクラブ 43:52:00

7 Ｈｕｎｔ 36:44:58

8 ★★ＲＪＫ★★ 39:28:32

5 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 33:43:42

6 大江戸飛脚会 36:01:43

3 MY☆STAR breeze 31:51:50

4 花よりエイド 33:43:10

1 Ｍ＠平塚女子部 30:33:19

2 おごせ石川眼科 30:52:23

横浜鶴見ＲＣ 18:23:01

順位 チーム名 チーム記録

しろくま一族 37:50:19

どＭ倶楽部 29:20:24

33 フル百会楽走会 51:06:31

チーム凰 28:13:59

31 新三郷楽走会 50:07:18

32 千代田走友会 50:18:57

■女子の部


