
女子
順位

1 153 林 伸樹 ハヤシ ノブキ 男 東京都 チーム凰 23:35:10
2 98 上土井 守 ジョウドイ マモル 男 神奈川県 team-G 24:31:23
3 206 渡邊 宏悦 ワタナベ コウエツ 男 秋田県 24:44:51
4 17 稲垣 吉正 イナガキ ヨシマサ 男 東京都 ソニック 24:52:47
5 1 162 廣澤 志保 ヒロサワ シホ 女 神奈川県 25:25:36
6 33 大野 拓平 オオノ タクヘイ 男 東京都 26:43:14
7 209 渡辺 正樹 ワタナベ マサキ 男 鹿児島県 27:17:57
8 23 梅澤 功 ウメザワ イサオ 男 埼玉県 チーム凰 27:33:49
9 27 大内 健 オオウチ ケン 男 東京都 27:41:58
10 166 藤原 淳一 フジワラ ジュンイチ 男 秋田県 R－Jun。 27:52:34
11 87 佐藤 良一 サトウ リョウイチ 男 神奈川県 チーム凰 27:56:15
12 177 三谷 享 ミタニ アキラ 男 青森県 日本原燃陸上部 28:50:26
13 2 42 柿崎 美惠子 カキザキ ミエコ 女 千葉県 29:01:52
13 51 河口 健 カワグチ タケシ 男 大阪府 29:01:52
15 97 渋谷 一秀 シブヤ カズヒデ 男 東京都 しぶ～いマロン 29:13:13
16 64 久保田 圭二 クボタ ケイジ 男 東京都 29:18:38
17 3 112 高橋 裕子 タカハシ ユウコ 女 東京都 29:36:13
17 154 林部 規男 ハヤシベ ノリオ 男 東京都 29:36:13
19 86 佐藤 浩行 サトウ ヒロユキ 男 宮城県 ＴＥＡＭ　ＳＥＡ 29:56:20
20 204 渡辺 哲 ワタナベ アキラ 男 福島県 30:04:06
21 207 渡辺 大貴 ワタナベ ダイキ 男 広島県 高知MMC 30:45:22
22 79 齋藤 和義 サイトウ カズヨシ 男 東京都 30:49:52
23 74 小林 達雄 コバヤシ タツオ 男 東京都 31:28:38
24 31 大塚 宗廣 オオツカ ムネヒロ 男 茨城県 水戸石川走友会 31:28:57
25 4 49 加村 雅柄 カムラマサエ 女 東京都 いのぶた会 31:37:18
25 158 樋上 幸宏 ヒガミ ユキヒロ 男 東京都 石神井サンデーズ 31:37:18
25 174 三井田 明隆 ミイダアキタカ 男 埼玉県 31:37:18
28 38 荻巣 隆史 オギス タカシ 男 愛知県 チーム・オギ 31:40:58
29 186 森山 美典 モリヤマ ヨシノリ 男 山形県 蔵増走遊会 31:49:49
30 67 桑田 尚之 クワタ ナオユキ 男 東京都 えびラン 31:49:56
31 160 平田 尚史 ヒラタ ナオジ 男 東京都 31:50:04
32 5 150 長谷川 聖子 ハセガワ セイコ 女 青森県 日医ジョガーズ 31:55:45
33 192 山岸 洋一 ヤマギシ ヨウイチ 男 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 32:15:41
34 76 小宮山 茂 コミヤマシゲル 男 埼玉県 埼玉大井RC 32:16:51
35 149 長谷川 敬祐 ハセガワ ケイスケ 男 宮城県 32:19:39
36 9 天谷 征 アマガイ セイ 男 神奈川県 禿往還 32:27:12
37 191 山影 智美 ヤマカゲ トモミ 男 岩手県 しゃてんず 32:40:38
38 14 伊藤 則雄 イトウ ノリオ 男 東京都 いのぶた会 32:50:10
39 18 井上 實 イノウエミノル 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 32:55:24
40 173 松本 透 マツモト トオル 男 埼玉県 32:55:53
41 66 熊沢 智久 クマザワ トモヒサ 男 秋田県 動楽らんなあず 33:12:20
41 169 真苧坪 克彦 マウツボ カツヒコ 男 青森県 青森Ｍｔ８４０ 33:12:20
43 163 福嶋 宏 フクシマ ヒロシ 男 北海道 くまもり協会 33:39:16
44 190 柳澤 道朗 ヤナギサワ ミチロウ 男 青森県 33:44:55
45 83 笹岡 誠 ササオカ マコト 男 千葉県 キヤノンサイクリングクラブ 34:01:00
46 47 加藤 弘一 カトウ コウイチ 男 栃木県 34:01:08
47 156 原田 敏峰 ハラダ トシミネ 男 神奈川県 34:01:15
48 6 68 計良 千里 ケイラ チサト 女 北海道 34:11:59
48 69 計良 光昭 ケイラ ミツアキ 男 北海道 34:11:59
50 104 関 祐一 セキ ユウイチ 男 東京都 34:16:28
51 72 五島 和彦 ゴトウ カズヒコ 男 神奈川県 セサミ大船 34:20:41
52 88 佐藤 一彦 サトウカズヒコ 男 宮城県 チームあさとあゆ 34:24:45
53 7 167 藤原 定子 フジワラサダコ 女 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 34:33:26
54 99 神保 昌幸 ジンボ マサユキ 男 青森県 アステラス ＲＣ 34:36:18
55 35 岡本 裕之 オカモト ヒロユキ 男 埼玉県 34:43:03
56 89 澤口 龍彦 サワグチ タツヒコ 男 秋田県 あ！シロート秋田 34:43:35
57 8 58 木村 泰子 キムラ ヤスコ 女 東京都 タリルノ会 34:47:25
58 10 新井 雄一 アライ ユウイチ 男 埼玉県 わっしょい隊 35:13:34
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58 9 13 石塚 知美 イシヅカ トモミ 女 埼玉県 彩湖ランニングクラブ 35:13:34
60 101 鈴木 敬二 スズキ ケイジ 男 神奈川県 相模原走ろう会 35:19:07
61 157 原田 議之 ハラダ ヨシユキ 男 東京都 35:34:55
62 56 北川 文雄 キタガワ フミオ 男 千葉県 35:35:28
63 26 遠藤 文彦 エンドウ フミヒコ 男 福岡県 35:36:51
64 3 相田 健寿 アイダ ケンジ 男 埼玉県 いのぶた会 35:38:59
65 10 201 米澤 佳愛 ヨネザワ ヨシエ 女 広島県 35:46:16
65 57 吉川 昌宏 キッカワ マサヒロ 男 東京都 35:46:16
67 22 碓井 保邦 ウスイ ヤスクニ 男 東京都 35:52:36
68 146 芳賀 達也 ハガ タツヤ 男 東京都 多摩川こんちわ!ランラーズ 36:05:19
69 123 田村 彰啓 タムラ アキヒロ 男 千葉県 FKサンデーフィールズRFC 36:05:32
70 116 武井 孝雄 タケイ タカオ 男 茨城県 36:05:45
71 4 秋山 英敏 アキヤマ ヒデトシ 男 山梨県 36:06:34
72 6 阿部 孝心 アベ コウシン 男 青森県 36:08:09
72 84 佐々木 昭弘 ササキアキヒロ 男 青森県 36:08:09
74 184 森田 浩 モリタ ヒロシ 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 36:09:40
75 39 澳 優 オキマサル 男 埼玉県 (株)南航 36:10:39
76 37 小川 昭二 オガワシュウジ 男 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 36:20:28
77 199 芳村 徹 ヨシムラテツ 男 大阪府 れこんきすた 36:41:41
77 11 200 芳村 裕子 ヨシムラユウコ 女 大阪府 れこんきすた 36:41:41
79 12 205 渡辺 桂 ワタナベ カツラ 女 埼玉県 チームリスペクト 36:41:52
80 168 堀池 計年 ホリイケ カズトシ 男 埼玉県 36:46:54
81 15 伊東 正人 イトウ マサト 男 埼玉県 今夜は栗ごはん 36:53:00
81 203 和田 亮 ワダ リョウ 男 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 36:53:00
83 134 中島 好徳 ナカシマ ヨシノリ 男 東京都 36:54:59
84 90 三條 正人 サンジョウ マサト 男 東京都 36:58:38
85 24 江口 文明 エグチ フミアキ 男 北海道 37:00:23
86 103 瀬川 宏 セガワ ヒロシ 男 東京都 37:04:22
87 73 五島 政博 ゴトウ マサヒロ 男 宮城県 宮城UMC仙台明走会 37:12:32
88 30 大竹 祐人 オオタケ ユウト 男 東京都 千代田走友会 37:22:45
89 121 田原 悌 タハラ ダイ 男 青森県 弘前公園RC 37:28:20
90 100 末松 利一 スエマツ トシカズ 男 福井県 37:28:47
91 53 川竹 正浩 カワタケ マサヒロ 男 高知県 37:34:07
92 32 大野 聡 オオノ サトル 男 埼玉県 37:38:20
93 13 1 工藤 真実 クドウマミ 女 千葉県 37:41:09
93 13 178 宮崎 裕子 ミヤザキ ユウコ 女 東京都 37:41:09
95 80 斎藤 広幸 サイトウ ヒロユキ 男 新潟県 37:42:53
96 15 155 原田 佳代子 ハラダ カヨコ 女 東京都 37:46:16
97 126 出口 進 デグチ ススム 男 秋田県 宮城UMC 37:46:57
97 16 179 武藤 明美 ムトウアケミ 女 秋田県 あ！シロート秋田 37:46:57
99 43 柿崎 友一 カキザキ ユウイチ 男 千葉県 37:47:29
100 17 137 中野渡 早苗 ナカノワタリ サナエ 女 徳島県 チーム徳島人 37:52:06
100 17 172 松島 美紀 マツシマ ミキ 女 徳島県 チーム徳島人 37:52:06
102 19 21 宇佐美 展子 ウサミ ノブコ 女 三重県 37:52:21
103 52 川嶋 景介 カワシマ ケイスケ 男 青森県 37:54:00
104 20 125 土屋 幸子 ツチヤサチコ 女 東京都 いのぶた会 38:09:31
105 175 三上 学 ミカミ マナブ 男 東京都 38:12:02
106 165 藤本 敏浩 フジモト トシヒロ 男 神奈川県 らんこよ 38:12:20
107 136 中野 陽介 ナカノ ヨウスケ 男 東京都 Admiral 38:15:12
108 182 室谷 智 ムロヤ サトシ 男 青森県 38:18:47
109 135 中野 康之 ナカノ ヤスユキ 男 青森県 チームはしもと 38:21:58
110 185 森保 和敏 モリヤス カズトシ 男 大阪府 ワラーチ倶楽部 38:24:26
111 130 外崎 則夫 トノサキ ノリオ 男 埼玉県 38:27:59
112 16 伊藤 宜紀 イトウ ヨシノリ 男 岩手県 38:29:38
112 71 小瀬川 正尚 コセガワ マサナオ 男 岩手県 ＦＤＨ 38:29:38
114 50 河合 洋介 カワイ ヨウスケ 男 東京都 楓恋洞 38:39:11
115 21 5 芦田 美紀 アシダ ミキ 女 兵庫県 38:43:01
115 77 古山 敏之 コヤマ トシユキ 男 兵庫県 38:43:01
117 176 溝江 剛 ミゾエ ゴウ 男 青森県 38:44:25

2 三遊亭 楽松 サンユウテイ ラクマツ 男 東京都 DNF
7 阿部 典子 アベ ノリコ 女 岩手県 DNF
8 阿部 弘彰 アベ ヒロアキ 男 神奈川県 横浜都筑ＡＣ DNF

19 岩﨑 充弘 イワザキミツヒロ 男 静岡県 日本山岳会・静岡支部 DNF



20 上田 三喜男 ウエダ ミキオ 男 千葉県 松戸健走会 DNF
25 遠藤 則世 エンドウ ノリヨ 男 東京都 DNF
28 太田 和直 オオタ カズナオ 男 埼玉県 DNF
29 太田 昌宏 オオタ マサヒロ 男 岡山県 ULTRA  SOUL DNF
34 大森 晋輔 オオモリ シンスケ 男 神奈川県 DNF
36 小河 哲 オガワ サトシ 男 東京都 DNF
40 乙供 信博 オットモ  ノブヒロ 男 青森県 Mt840 DNF
41 貝塚 満明 カイヅカ ミツアキ 男 青森県 弘前公園RC DNF
45 笠島 一正 カサジマ カズマサ 男 青森県 チームＴＤＢ DNF
46 風間 哲也 カザマ テツヤ 男 東京都 黄金旅程 DNF
48 加藤 則康 カトウ ノリヤス 男 東京都 DNF
55 北川 孝悦 キタガワ コウエツ 男 青森県 安藤肉体改造研究所 DNF
59 工藤 光一 クドウ コウイチ 男 北海道 DNF
60 工藤 誠治 クドウ セイジ 男 青森県 弘前公園ＲＣ DNF
61 工藤 直樹 クドウ ナオキ 男 青森県 ハニーグッド DNF
62 工藤 亮 クドウ マコト 男 埼玉県 DNF
63 工藤 宗光 クドウ ムネミツ 男 青森県 DNF
65 久保田 秀勝 クボタ ヒデカツ 男 青森県 DNF
70 越川 志津 コシカワ シヅ 女 岩手県 DNF
75 小林 史恵 コバヤシ フミエ 女 東京都 DNF
78 今 正寛 コン マサヒロ 男 青森県 DNF
82 坂本 隆 サカモト タカシ 男 青森県 DNF
85 佐戸 和美 サド カズミ 女 東京都 チームことり DNF
91 三宮 正裕 サンノミヤ マサヒロ 男 茨城県 つくばランニングラボ DNF
92 任 于祥 ジェン ユシアン 男 中華民国 DNF
93 重田 一人 シゲタ カズト 男 茨城県 つくばラン DNF
94 実川 政美 ジツカワ マサミ 男 東京都 DNF
95 篠山 和子 シノヤマ カズコ 女 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF
96 篠山 慎二 シノヤマ シンジ 男 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF

102 鈴木 利明 スズキ トシアキ 男 神奈川県 DNF
106 高木 更宗 タカギ ノブヒロ 男 青森県 ハニーグッド DNF
107 髙澤 賢一 タカザワ ケンイチ 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF
108 高野 弘之 タカノ ヒロユキ 男 青森県 DNF
109 高橋 朗 タカハシ アキラ 男 神奈川県 DNF
110 高橋 菊正 タカハシ キクマサ 男 東京都 DNF
111 高橋 実 タカハシ ミノル 男 埼玉県 DNF
113 高畠 幸司 タカバタケ コウジ 男 富山県 ファンランエアーズ DNF
114 瀧田 文子 タキタ アヤコ 女 千葉県 いのぶた会 DNF
115 田口 進 タグチススム 男 秋田県 笑顔でゴール？ DNF
117 武田 賢二朗 タケダケンジロウ 男 青森県 チームラビット DNF
118 竹中 由延 タケナカ ヨシノブ 男 東京都 いのぶた会 DNF
119 田中 和夫 タナカ カズオ 男 群馬県 ホシノＲＣ DNF
120 田辺 絹子 タナベ キヌコ 女 東京都 JV-club DNF
122 玉木 俊也 タマキ シュンヤ 男 東京都 DNF
124 津川 永士 ツガワ ヒサシ 男 東京都 DNF
127 天間 美香 テンマ ミカ 女 東京都 DNF
128 土岐 学 トキ マナブ 男 青森県 DNF
131 中木 幸一 ナカキ コウイチ 男 千葉県 DNF
132 長島 晃 ナガシマ アキラ 男 神奈川県 玄八朗の父 DNF
133 永嶋 泉 ナガシマ イズミ 男 東京都 DNF
138 中村 浩美 ナカムラ ヒロミ 女 東京都 DNF
139 中村 佳保 ナカムラヨシヤス 男 埼玉県 草加走ろう会 DNF
140 鍋田 信吾 ナベタ シンゴ 男 秋田県 DNF
141 西 浩一 ニシ コウイチ 男 徳島県 DNF
143 野上 修二 ノガミシュウジ 男 茨城県 西原遠足RC DNF
144 野崎 進一 ノザキシンイチ 男 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF
148 橋本 裕美 ハシモト ヒロミ 女 青森県 ハニーグッド DNF
151 花岡 奈巳子 ハナオカ ナミコ 女 東京都 DNF
159 樋口 照彦 ヒグチ テルヒコ 男 埼玉県 DNF
161 広沢 明雄 ヒロサワ アキオ 男 神奈川県 ナイアガラMC DNF
164 伏見 秀人 フシミ ヒデト 男 青森県 弘前公園RC DNF
170 前田 善次 マエダ ヨシツグ 男 茨城県 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF
171 町田 正 マチダ タダシ 男 千葉県 DNF



180 村井 繁 ムライシゲル 男 秋田県 自神クラブ DNF
181 村山 雅経 ムラヤマ マサノリ 男 東京都 DNF
183 森 秀樹 モリ ヒデキ 男 北海道 ＵＲＣ DNF
187 矢口 由紀子 ヤグチ ユキコ 女 神奈川県 DNF
188 安田 純 ヤスダ ジュン 男 埼玉県 東京韋駄天AC DNF
189 安田 隆治 ヤスタ リュウジ 男 青森県 DNF
193 山崎 修 ヤマザキ オサム 男 埼玉県 見沼ドロドロ隊 DNF
194 山崎 實 ヤマザキミノル 男 青森県 つむぎちゃんくらぶ DNF
197 吉田 則明 ヨシダ ノリアキ 男 東京都 DNF
198 吉田 秀雄 ヨシダ ヒデオ 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF
202 若林 久孝 ワカバヤシ ヒサタカ 男 神奈川県 DNF
208 渡邊 範之 ワタナベ ノリユキ 男 埼玉県 DNF
11 有川 知秀 アリカワ トモヒデ 男 埼玉県 DNS
12 石嶋 勝比古 イシジマ カツヒコ 男 秋田県 DNS
44 葛西 朋志郎 カサイ トモシロウ 男 青森県 DNS
54 川畑 耕司 カワバタ コウジ 男 千葉県 DNS
81 堺 隆一 サカイ リュウイチ 男 東京都 チーム凰 DNS

105 泰羅 雅登 タイラ マサト 男 東京都 光の国６０’ DNS
129 徳野 利幸 トクノ トシユキ 男 愛媛県 東京ハセツネクラブ DNS
142 西山 晴也 ニシヤマ ハルヤ 男 山口県 下関工業高等学校電子科 DNS
145 野本 夏彦 ノモト ナツヒコ 男 東京都 チーム車座 DNS
147 橋本 和夫 ハシモト カズオ 男 埼玉県 DNS
152 林 尚哉 ハヤシ ナオヤ 男 秋田県 DNS
195 横山 達哉 ヨコヤマ タツヤ 男 福島県 郡山サイクルフレンズ DNS
196 吉岡 敦 ヨシオカ アツシ 男 愛知県 ＫＴＣランナーズ DNS


