
順位 No. 氏　名 性別 居住地 記録

1 109 廣澤 志保 女 神奈川県 18:04

2 9 池田 秀次 男 神奈川県 未来の瞳 18:30

3 12 稲垣 吉正 男 東京都 ソニック 18:56

4 68 渋谷 一秀 男 東京都 19:41

5 33 小澤 晶 男 埼玉県 さいたま走友会 19:43

6 82 高木 文明 男 東京都 しばしん 19:44

7 41 川杉 恒夫 男 東京都 ３ＵＰ． 20:34

8 24 大澤 実 男 群馬県 荒砥走友会 20:42

9 106 林原 誠 男 大阪府 20:55

10 38 神谷 理紗 女 東京都 21:04

10 120 皆木 康英 男 埼玉県 Ｒ２５４ 21:04

12 14 今井 康之 男 千葉県 六華ランナーズ 21:58

13 137 渡辺 剛玄 男 千葉県 22:01

14 114 堀 真二 男 東京都 22:16

15 43 寒川 陽子 女 京都府 22:22

16 126 本井 利生 男 東京都 22:27

17 40 川上 真也 男 千葉県 22:39

17 119 松本 和行 男 東京都 22:39

19 85 高橋 政則 男 千葉県 22:54

20 17 上間 理 男 大阪府 23:40

21 44 菅野 圭一 男 神奈川県 23:41

22 15 岩田 壽 男 埼玉県 熊熱 23:43

22 56 斉藤 諭 男 埼玉県 23:43

22 133 吉澤 圓 男 栃木県 23:43

25 92 寺山 卓 男 埼玉県 23:52

25 111 藤原 定子 女 東京都 23:52

27 57 斉藤 哲夫 男 埼玉県 24:15

28 7 飯田 雅浩 男 茨城県 つくばランラボ 24:17

29 16 岩本 久 男 東京都 大成横浜走友会 24:27

30 71 下平 貴史 男 神奈川県 ナイスおっさん 24:28

31 107 半谷 謙寿 男 東京都 ハリアーズ 24:42

32 63 佐野 潤二 男 埼玉県 24:43

33 97 中嶋 達哉 男 茨城県 ウエシマ 24:43

34 18 浮須 健司 男 千葉県 CR.ｍ 24:46

35 21 榎本 勝則 男 千葉県 浦安ランナーズ 24:54

35 102 西村 倫治 男 千葉県 浦安ランナーズ 24:54

35 130 山口 加代子 女 神奈川県 横浜好走会 24:54

38 65 篠山 和子 女 東京都 24:57

38 66 篠山 慎二 男 東京都 24:57

40 23 及川 光紀 男 千葉県 24:59

41 77 鈴木 敬二 男 神奈川県 25:07

42 134 若林 隆史 男 千葉県 ランジョグ 25:14
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43 32 荻巣 隆史 男 愛知県 25:16

44 79 関口 幸広 男 神奈川県 多摩川クラブ 25:17

44 99 中西 めぐみ 女 東京都 25:17

46 6 安藤 亮 男 東京都 サムライ魂 25:56

46 113 古間木 伸嘉 男 埼玉県 サムライ魂 25:56

48 124 牟田口 元 男 埼玉県 26:04

49 4 阿部 正芳 男 宮城県 26:11

49 19 宇佐美 展子 女 三重県 26:11

51 94 外崎 則夫 男 埼玉県 ゼロベースRC 26:21

52 103 芳賀 広志 男 神奈川県 26:21

53 2 浅井 肇 男 神奈川県 26:24

53 91 鶴田 園子 女 群馬県 そらたんず 26:24

55 76 鈴木 乙郎 男 東京都 ヤマト運輸 26:36

56 62 佐藤 健 男 東京都 ＶＦマラソン倶楽部 26:40

56 70 清水 由紀夫 男 新潟県 宴会隊 26:40

58 73 白井 英統 男 東京都 26:50

58 117 牧野 克彦 男 東京都 26:50

60 53 小林 妙子 女 神奈川県 26:53

60 72 首藤 ゆかり 女 福島県 unza unza 26:53

62 29 大場 満寿夫 男 東京都 ミッキー 26:57

63 1 安喜 健太郎 男 東京都 ダメ人間予備軍 27:08

64 25 大島 俊孝 男 岐阜県 27:11

65 27 大塚 由美子 女 千葉県 27:12

65 129 籔本 嘉和 男 千葉県 27:12

67 90 玉井 章夫 男 神奈川県 27:13

68 13 稲田 光弘 男 東京都 エニタイム大好きっ子クラブ 27:16

69 122 宮崎 裕子 女 東京都 27:17

70 136 涌井 元博 男 新潟県 27:18

71 46 倉阪 秀史 男 千葉県 伊賀忍者ＲＣ 27:32

72 45 久我 充昭 男 東京都 27:34

73 98 仲田 孔之 男 埼玉県 27:36

74 101 西田 正幸 男 埼玉県 27:37

75 116 本田 学 男 東京都 西６走り隊 27:45

76 36 鏡畑 良弘 男 東京都 湘南ゆるゆるアウトドア部 28:50

76 108 廣木 千恵 女 埼玉県 チームあんこ 28:50

78 69 清水 誠 男 埼玉県 ヘルシーラン 28:52

3 芦田 美紀 女 兵庫県 チームバナナ DNF

8 池田 謙介 男 東京都 えすぷ DNF

10 石田 学 男 東京都 DNF

11 伊藤 誠 男 栃木県 ヘルメッツＲＣ DNF

20 江尻 邦雄 男 千葉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ DNF

31 小川 幹夫 男 東京都 千両ランニング倶楽部 DNF

35 落田 徹 男 東京都 OAG税理士法人東京ウエスト DNF

39 仮屋崎 麻希子 女 千葉県 浦安ランナーズ DNF

47 栗原 宏夫 男 東京都 SNR DNF



48 黒澤 大輔 男 宮城県 歩いてもいいですか？ DNF

49 桑原 芳徳 男 神奈川県 東京速度男子 DNF

51 小菅 三恵子 女 千葉県 市川MC DNF

52 五島 和彦 男 神奈川県 セサミ大船 DNF

54 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC DNF

55 古山 敏之 男 兵庫県 チームバナナ DNF

59 坂梨 誠 男 神奈川県 DNF

75 末吉 英範 男 東京都 DNF

80 関根 隆 男 千葉県 DNF

81 関山 秀雄 男 神奈川県 T&R.AC DNF
84 高橋 菊正 男 東京都 DNF
96 永嶋 泉 男 東京都 DNF
100 西田 清枝 女 埼玉県 yosarima05 DNF
105 浜中 敬子 女 千葉県 DNF
112 船渡川 誠 男 千葉県 フル百回楽走会 DNF
115 本田 大助 男 埼玉県 DNF
118 増山 定 男 宮城県 柳瀬さんに付いていきます！ DNF
121 三原 智 男 茨城県 THRC/KEK走務部 DNF
123 向 英樹 男 兵庫県 関西ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ大好きな仲間たち DNF
127 矢崎 義光 男 東京都 すなだ会 DNF
128 簗瀬 渉 男 東京都 Mash-R DNF
131 山ノ井 茂雄 男 埼玉県 DNF
135 若森 友見 男 神奈川県 DNF
138 和知 義夫 男 東京都 三鷹ドンファンクラブ DNF
5 荒井 邦忠 男 東京都 DNS
22 遠藤 則世 男 東京都 わらじの仲間 DNS
26 大塚 弘 男 埼玉県 DNS
28 大西 智之 男 東京都 大東京レーシング DNS
30 大森 整 男 茨城県 DNS
34 落合 香奈子 女 栃木県 DNS
37 金子 翔 男 神奈川県 DNS
42 川田 俊彦 男 埼玉県 DNS
50 石澤 毅士 男 埼玉県 DNS
58 坂井 優里 女 北海道 六華ＲＣ DNS
60 桜井 健司 男 千葉県 オレンジスマイルいちかわ DNS
61 櫻井 幸子 女 神奈川県 DNS
64 三遊亭 楽松 男 東京都 DNS
67 芝野 達哉 男 栃木県 芝野スポーツ歩走塾 DNS
74 白石 やよい 女 神奈川県 DNS
78 関 正博 男 神奈川県 MY☆STAR DNS
83 高野 雄市 男 東京都 ＴＦＪトレイル DNS
86 高橋 ゆり 女 埼玉県 DNS
87 滝澤 美香 女 東京都 DNS
88 田中 健吾 男 京都府 DNS
89 谷口 聡 男 岐阜県 DNS
93 戸恒 亮一 男 千葉県 ドリトレ DNS
95 冨岡 弘行 男 神奈川県 DNS
104 馬場 美穂子 女 千葉県 DNS
110 藤原 亜由子 女 東京都 TBA DNS
125 村本 修 男 神奈川県 新ゆり走遊会 DNS
132 吉川 慶一 男 福島県 DNS


