
順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ
1 1003 加藤　淳一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:33:21 山梨県 ＭＯＮＴＵＲＡ
2 1011 深澤　昌彦 ﾌｶｻﾜ ﾏｻﾋｺ  2:43:15 山梨県 山梨リハ病院
3 1134 加藤　晶文 ｶﾄｳ ｱｷﾌﾐ  2:53:26
4 1058 寺尾　修 ﾃﾗｵ ｵｻﾑ  2:55:24 静岡県 見次クラブ
5 1136 下川　雄一 ｼﾓｶﾜ ﾕｳｲﾁ  3:01:05
6 1103 宮下　城治 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ  3:11:06 山梨県 雪枝組
7 1135 石崎　翼 ｲｼｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ  3:14:00
8 1008 八巻　博文 ﾔﾏｷ ﾋﾛﾌﾐ  3:18:25 山梨県 一飛・咲羽パパ
9 1019 太平　正宏 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾋﾛ  3:22:42 静岡県

10 1083 加瀬　亮 ｶｾ ｱｷﾗ  3:24:44 神奈川県
11 1119 園田　義人 ｿﾉﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ  3:26:34 神奈川県 石井スポーツ
12 1027 益本　光章 ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂｱｷ  3:27:34 千葉県 浅草高校
13 1086 宮下　陽平 ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ  3:28:39 山梨県 富士五湖消防
14 1133 宮澤　大吾 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ  3:36:59
15 1132 高橋　基紀 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷ  3:37:34
16 1012 田邊　俊一 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ  3:50:00 神奈川県 ＴＢＲＣ
17 1038 安井　源太 ﾔｽｲ ｹﾞﾝﾀ  3:54:46 東京都
18 1020 川口　憲一郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ  3:57:19 静岡県
19 1127 野島　久遠 ﾉｼﾞﾏ ﾋｻﾄ  4:00:00 静岡県
20 1114 望月　将児郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｼﾞﾛｳ  4:00:07 静岡県 アラジン
21 1047 勝間田　弘志 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ  4:01:52 静岡県 ねごと
22 1024 半田　一司 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾄｼ  4:05:26 東京都
23 1069 松丸　剛 ﾏﾂﾏﾙ ﾂﾖｼ  4:05:30 東京都 チームほ～り～
24 1073 山中　英治 ﾔﾏﾅｶ ｴｲｼﾞ  4:09:18 愛知県 ＮＩＴＴＯ
25 1072 大學　紀二 ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾉﾘﾂｸﾞ  4:09:43 愛知県
26 1021 勝呂　征史 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ  4:11:17 山梨県 チームおしの
27 1031 上野　雅和 ｳｴﾉ ﾏｻｶｽﾞ  4:12:33 神奈川県 ザ・スペース
28 1078 草留　泰明 ｸｻﾄﾞﾒ ﾔｽｱｷ  4:13:07 鹿児島県
29 1055 町　貴仁 ﾏﾁ ﾀｶﾋﾄ  4:19:07 山梨県
30 1091 藤崎　博佳 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛﾖｼ  4:22:46 東京都
31 1088 大石　昌弘 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ  4:26:30 静岡県 （株）クリアテック
32 1120 安藤　元晴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾊﾙ  4:30:24 神奈川県 石井スポーツ
33 1036 荒岡　正和 ｱﾗｵｶ ﾏｻｶｽﾞ  4:33:38 東京都 ＯＲＴ葛飾
34 1061 大矢　祐喜 ｵｵﾔ ﾕｳｷ  4:37:23 神奈川県
35 1129 大関　肇 ｵｵｾﾞｷ ﾊｼﾞﾒ  4:40:29 茨城県
36 1112 福田　真人 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ  4:40:43 神奈川県
37 1017 平川　耕大 ﾋﾗｶﾜ ｺｳﾀ  4:41:37 神奈川県 ＫｓｏｔａｉＱ
38 1041 市川　勇樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ  4:41:39 長野県 あさまＤＲＣ
39 1075 坂本　優 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ  4:42:43 愛知県
40 1121 須沢　大輔 ｽｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ  4:42:48 神奈川県 石井スポーツ
41 1033 笹原　慎也 ｻｻﾊﾗ ｼﾝﾔ  4:44:16 静岡県 矢崎総業（株）
42 1059 宮地　清孝 ﾐﾔﾁ ｷﾖﾀｶ  4:44:17 神奈川県
43 1122 深田　亮二 ﾌｶﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ  4:45:39 愛知県 からあげ夫婦
44 1116 津金　英樹 ﾂｶﾞﾈ ﾋﾃﾞｷ  4:47:09 山梨県
45 1130 一木　徳幸 ｲﾂｷ  4:50:16 静岡県
46 1107 三上　倫生 ﾐｶﾐ ﾄﾓｷ  4:52:15 東京都

第4回道志村トレイルレースハーフコース(20.2km)大会結果（開催日2012年5月13日（日））
出走者数：288名　完走者数：211　完走率：73.3％

ハーフコース男子39歳以下
出走者数：112名　　完走者数：89名　　完走率：79.5％



47 1113 寺田　芳之 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ  4:52:18 静岡県
48 1110 平林　衛 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ  4:53:34 東京都
49 1026 太田　武夫 ｵｵﾀ ﾀｹｵ  4:54:04 神奈川県
50 1099 那須野　公輔 ﾅｽﾉ ｺｳｽｹ  4:54:21 静岡県 焼津トレイル
51 1062 佐藤　弘人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ  4:54:57 東京都
52 1126 副島　章宏 ｿｴｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ  4:54:59 東京都 ほ～り～
53 1102 佐野　拓郎 ｻﾉ ﾀｸﾛｳ  4:57:30 山梨県 南部町
54 1018 滝澤　有三 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ  5:01:41 神奈川県 あさまＤＲＣ
55 1051 佐藤　怜 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  5:04:23 静岡県
56 1056 川本　啓 ｶﾜﾓﾄ ｹｲ  5:04:40 静岡県 イハラ同栄ＲＣ
57 1082 田邉　光昭 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ  5:10:04 東京都 ａｄｉｄａｓ
58 1013 仲澤　宏 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ  5:11:52 山梨県 ＦＣカリカリ
59 1048 山本　逸和 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ  5:12:23 神奈川県 （株）マック
60 1087 依田　聡 ﾖﾀﾞ ｻﾄｼ  5:12:34 静岡県 （株）クリアテック
61 1076 中島　健一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ  5:15:57 東京都
62 1029 矢野　岳水 ﾔﾉ ﾀｹﾐ  5:16:04 千葉県
63 1039 菊池　克 ｷｸﾁ ﾏｻﾙ  5:16:08 神奈川県 内装は菊池工業
64 1097 長崎　玄吾 ﾅｶﾞｻｷ ｹﾞﾝｺﾞ  5:20:49 東京都
65 1016 竹田　潔 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｼ  5:23:49 東京都 禁ラー党
66 1037 小澤　宏樹 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ  5:24:12 神奈川県
67 1028 前田　健二 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  5:24:27 静岡県 ＹＡＭＡＨＡ
68 1111 高畑　航太 ﾀｶﾊﾀ ｺｳﾀ  5:24:28 東京都
69 1014 野口　幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  5:25:31 静岡県 神戸っこう
70 1034 伊藤　雅基 ｲﾄｳ ﾏｻｷ  5:26:57 山梨県
71 1071 堀越　貴夫 ﾎﾘｺｼ ﾀｶｵ  5:28:57 東京都 こしお走友会
72 1035 前島　秀俊 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ  5:31:29 静岡県
73 1124 田村　亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ  5:34:16 東京都 南原内科Ｃ
74 1100 藤田　学 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ  5:35:52 神奈川県
75 1096 柴田　磨 ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ  5:40:44 静岡県
76 1050 牛木　圭介 ｳｼｷ ｹｲｽｹ  5:40:52 静岡県 クミカ
77 1108 藤田　慎二 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ  5:41:00 埼玉県
78 1049 小松　昇平 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾍｲ  5:44:44 神奈川県 タカタケミカル
79 1063 郷間　一貴 ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞﾀｶ  5:47:17 東京都
80 1089 入原　宏造 ｲﾘﾊﾗ ｺｳｿﾞｳ  5:48:35 山梨県 ゆっくりはしろ
81 1004 津留　孝洋 ﾂﾙ ﾀｶﾋﾛ  5:49:38 神奈川県 さっちゃんず
82 1065 小川　卓哉 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ  5:50:32 神奈川県
83 1052 米田　貴志 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｶｼ  5:54:18 京都府
84 1053 坂東　直也 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ  5:55:35 千葉県
85 1067 藤樫　亮二 ﾌｼﾞｶｼ ﾘｮｳｼﾞ  5:57:20 神奈川県 矢切幼稚園
86 1046 渡邊　裕三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ  5:57:27 山梨県 コアスポーツ
87 1040 横谷　徹 ﾖｺﾀﾆ ﾄｵﾙ  5:57:53 神奈川県
88 1095 南　慶太 ﾐﾅﾐ ｹｲﾀ  5:58:19 愛知県 コスメック
89 1101 藤田　健 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ  5:58:20 東京都

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ
1 1265 中野　照巳 ﾅｶﾉ ﾃﾙﾐ  3:12:24 静岡県 大藤五幸ホーム
2 1202 大越　一彦 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾋｺ  3:12:29 埼玉県
3 1233 戸田　裕一 ﾄﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  3:14:14 神奈川県 ジョイファスト
4 1285 横山　浩 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ  3:27:37 富山県
5 1228 籾山　広行 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  3:28:02 愛知県 ペガサス

ハーフコース男子40歳代
出走者数：93名　　完走者数：71名　　完走率：76.3％



6 1281 大原　秀記 ｵｵﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ  3:28:42 静岡県 アラジンＴＲ
7 1209 阿部　忠雄 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｵ  3:29:47 神奈川県 ＡＫＢおじさん
8 1226 中野　克彦 ﾅｶﾉ ｶﾂﾋｺ  3:36:18 神奈川県 ★★ＡＢＩ★★
9 1229 青柳　史成 ｱｵﾔｷﾞ ﾌﾐｱｷ  3:39:46 埼玉県 刀水アスリート

10 1223 堀田　明則 ﾎｯﾀ ｱｷﾉﾘ  3:43:22 愛知県 堤クラブ
11 1222 坂口　順也 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ  3:51:28 山梨県
12 1253 熊倉　真吾 ｸﾏｸﾗ ｼﾝｺﾞ  3:54:57 東京都
13 1251 白鳥　慶一 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ  3:57:00 静岡県 アラジンＴＲ部
14 1239 野村　照雄 ﾉﾑﾗ ﾃﾙｵ  4:01:50 東京都 東京陸協
15 1283 古屋　直樹 ﾌﾙﾔ ﾅｵｷ  4:03:32 神奈川県 ｍｓｃ
16 1205 金指　正太郎 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ  4:04:06 静岡県
17 1211 畑　誠 ﾊﾀ ﾏｺﾄ  4:09:43 静岡県 あさまＤＲＣ
18 1218 福島　由紀夫 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ  4:12:07 茨城県 福島クリニック
19 1236 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ  4:20:47 東京都 ＤＩＶＡ
20 1262 増澤　真吾 ﾏｽｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ  4:22:49 神奈川県 日産
21 1213 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ  4:25:28 神奈川県
22 1215 清水　正和 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｶｽﾞ  4:25:34 長野県 あさまＤＲＣ
23 1252 児玉　学 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ  4:30:37 静岡県 ぴょん吉倶楽部
24 1271 天谷　努 ｱﾏﾔ ﾂﾄﾑ  4:30:55 神奈川県
25 1201 東　宏二朗 ﾋｶﾞｼ ｺｳｼﾞﾛｳ  4:41:26 静岡県 TEAM SPORTIVA B
26 1256 山口　幸治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  4:44:14 神奈川県 ＢＲＪ関東
27 1290 小林　聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ  4:44:16 神奈川県 エナジー
28 1286 藤田　ひろし ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ  4:44:55 東京都 親父のせなか
29 1232 北　徹也 ｷﾀ ﾃﾂﾔ  4:52:23 神奈川県 ＳＨＭＣ
30 1240 小野澤　洋二 ｵﾉｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ  4:54:50 東京都
31 1278 雨宮　孝 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ  4:55:45 山梨県 たかちぃ
32 1260 松木　宏 ﾏﾂｷ ﾋﾛｼ  4:59:20 埼玉県 東松山スポ少
33 1245 金子　晴一 ｶﾈｺ ｾｲｲﾁ  5:05:00 静岡県 ボデイーメンテ
34 1214 百瀬　元 ﾓﾓｾ ﾊｼﾞﾒ  5:07:34 神奈川県
35 1235 浜中　雄二 ﾊﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ  5:11:42 神奈川県 幸スポランセミ
36 1224 津波古　年生 ﾂﾊｺ ﾄｼｵ  5:11:58 埼玉県 埼玉大井ＲＣ
37 1217 山本　俊明 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ  5:12:19 山梨県 雨宮調剤薬局
38 1276 難波　宏吉 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾖｼ  5:12:23 神奈川県
39 1250 新井　耕 ｱﾗｲ ｺｳ  5:12:27 神奈川県
40 1272 加々美　裕人 ｶｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ  5:18:22 神奈川県
41 1204 北山　浩士 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ  5:19:07 東京都 虎ノ門ハグズ
42 1219 藤田　昇 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ  5:21:51 神奈川県 タカタケミカル
43 1288 川本　弘 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ  5:22:01 東京都
44 1212 牛田　光彦 ｳｼﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ  5:25:15 神奈川県 キヤノンＳ＆Ｓ
45 1270 安井　寛幸 ﾔｽｲ ﾋﾛﾕｷ  5:28:01 神奈川県 どんぐり
46 1284 斎藤　和吉 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ  5:29:00 東京都 山走会
47 1275 篠原　慈明 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼｱｷ  5:29:04 神奈川県
48 1225 吉津　祥二 ﾖｼﾂﾞ ｼｮｳｼﾞ  5:30:56 静岡県
49 1242 中埜　茂 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾙ  5:32:56 山梨県
50 1227 竹嶋　康史 ﾀｹｼﾏ ﾔｽｼ  5:33:51 千葉県
51 1261 依田　雅裕 ﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  5:36:01 静岡県
52 1257 多田　聡 ﾀﾀﾞ ｻﾄﾙ  5:38:50 千葉県 ノネナールズ
53 1282 福留　直嗣 ﾌｸﾄﾒ ﾅｵﾂｸﾞ  5:39:09 神奈川県
54 1230 黒瀬　智宏 ｸﾛｾ ﾄﾓﾋﾛ  5:40:25 福井県
55 1255 木下　和彦 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾋｺ  5:41:45 山梨県
56 1259 三島　裕之 ﾐｼﾏ ﾋﾛﾕｷ  5:43:44 東京都



57 1295 吉羽　達也 ﾖｼﾊﾞ ﾀﾂﾔ  5:43:58 千葉県
58 1216 望月　毅 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾖｼ  5:44:35 静岡県
59 1294 高島　修 ﾀｶｼﾏ ｵｻﾑ  5:45:21 千葉県 ＡＲＵＮ習志野
60 1244 安蒜　明宏 ｱﾝﾋﾞﾙ ｱｷﾋﾛ  5:45:43 神奈川県 ＰＡＰＡＳ
61 1301 横田　隆一郎 ﾖｺﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ  5:45:43 神奈川県
62 1274 長田　健太郎 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ  5:50:30 千葉県
63 1302 越野　達也 ｺｼﾉ ﾀﾂﾔ  5:51:10 神奈川県
64 1258 清水　隆 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ  5:51:12 静岡県
65 1220 柳澤　義浩 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼﾋﾛ  5:54:48 千葉県 浅草高校
66 1273 山田　康彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ  5:55:01 東京都
67 1299 藤田　修 ﾌｼﾞﾀ ｵｻﾑ  5:55:07 神奈川県
68 1210 冨澤　章文 ﾄﾐｻﾞﾜ ｱｷﾌﾞﾐ  5:55:26 東京都 ハイパーアドベ
69 1269 小俣　直由樹 ｵﾏﾀ ﾅｵﾕｷ  5:57:21 埼玉県
70 1231 熊澤　和重 ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ  5:58:29 神奈川県
71 1241 斉藤　孝一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  5:59:42 山梨県

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ
1 1441 河西　強 ｶｻｲ ﾂﾖｼ  3:14:06 山梨県
2 1407 池田　光政 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ  3:42:06 静岡県 クミ化御前崎
3 1422 山本　富士雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞｵ  3:58:47 山梨県 ヤマフジ・ＣＣ
4 1420 大橋　俊夫 ｵｵﾊｼ ﾄｼｵ  4:05:08 埼玉県 信州トレマン
5 1410 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ  4:06:25 山梨県 富団付ＲＣ
6 1411 名島　則和 ﾅｼﾞﾏ ﾉﾘｶｽﾞ  4:31:25 山梨県 八王子若駒山岳
7 1417 羽生田　公明 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｷﾐｱｷ  4:36:31 神奈川県 ＭＳＣ
8 1445 藤内　勉 ﾄｳﾅｲ ﾂﾄﾑ  4:46:34 静岡県
9 1409 佐藤　司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ  4:47:28 山梨県 チームサンデー

10 1427 熱海　英治 ｱﾂﾐ ｴｲｼﾞ  4:57:41 東京都 ★抜き足差し足
11 1404 島　栄一 ｼﾏ ｴｲｲﾁ  5:04:35 神奈川県 ふくろうの森
12 1430 菊池　雄平 ｷｸﾁ ﾕｳﾍｲ  5:07:51 東京都
13 1443 内御堂　敬一 ｳﾁﾐﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ  5:12:43 東京都 Ｎｏｌｉｍｉｔ
14 1416 佐々木　勝彦 ｻｻｷ ｶﾂﾋｺ  5:19:29 静岡県
15 1421 加藤　賢一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ  5:20:03 山梨県 ち～むごえもん
16 1437 四元　正弘 ﾖﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  5:21:03 東京都
17 1426 永田　俊浩 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ  5:24:26 静岡県 イハラＲＣ
18 1431 渡邉　克己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ  5:25:05 静岡県 チームぴれきち
19 1449 梅澤　公尋 ｳﾒｻﾞﾜ ｷﾐﾋﾛ  5:27:01 神奈川県
20 1425 植松　信吉 ｳｴﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ  5:27:47 静岡県
21 1440 岡本　康夫 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｵ  5:29:01 静岡県
22 1446 中村　昌史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ  5:29:07 沖縄県 走えーゴンゴン
23 1401 小林　秀彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾋｺ  5:34:03 新潟県 小国町商工会
24 1444 南原　好和 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ  5:34:09 東京都 南原クリニック
25 1438 石原　淳一 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:36:07 神奈川県 ニューオート
26 1424 佐藤　右一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ  5:38:23 東京都 武蔵野東幼稚園
27 1408 鷲尾　雅彦 ﾜｼｵ ﾏｻﾋｺ  5:38:41 東京都
28 1413 鶴田　武 ﾂﾙﾀ ﾀｹｼ  5:43:42 山梨県 都留陸協
29 1418 小西　肇 ｺﾆｼ ﾊｼﾞﾒ  5:54:47 東京都 ＰＡＰＡＳ

ハーフコース男子50歳以上
出走者数：42名　　完走者数：29名　　完走率：69.0％



順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ
1 1531 深田　緑 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ  4:03:28 愛知県 からあげ夫婦
2 1512 加藤　倫子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ  4:32:44 山梨県
3 1523 加藤　綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ  4:46:11 東京都
4 1525 水上　美咲 ﾐｽﾞｶﾐ ﾐｻｷ  4:55:47 神奈川県 ラン友
5 1508 竹嶋　千津子 ﾀｹｼﾏ ﾁﾂﾞｺ  5:05:41 千葉県
6 1532 土屋　典子 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｺ  5:07:49 神奈川県
7 1510 高田　瞳 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾄﾐ  5:19:38 神奈川県 チーム説教部屋
8 1530 渡邉　倫子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ  5:25:33 静岡県
9 1519 梶原　未和子 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐﾜｺ  5:29:01 東京都 アディダス

10 1506 渡部　由希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ  5:29:14 東京都
11 1509 マツイ　裕美 ﾏﾂｲ ﾕﾐ  5:35:58 山梨県 三井住友海上
12 1518 板橋　美紀 ｲﾀﾊﾞｼ ﾐｷ  5:44:02 茨城県 石岡トレラン
13 1517 林　悠子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ  5:49:39 東京都 軍団アオキ
14 1511 水谷　八重子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｴｺ  5:51:21 山梨県
15 1521 鍋島　雅美 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏｻﾐ  5:54:46 千葉県 スマイル☆ラン
16 1514 岩佐　陽子 ｲﾜｻ ﾖｳｺ  5:57:48 神奈川県 タンポポＡｒｔ
17 1529 横山　玲子 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲｺ  5:58:58 神奈川県 あずこたまる

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ
1 1611 北山　公子 ｷﾀﾔﾏ ｷﾐｺ  3:58:08 千葉県
2 1604 沖山　久美子 ｵｷﾔﾏ ｸﾐｺ  5:04:27 東京都
3 1610 加々美　百子 ｶｶﾞﾐ ﾓﾓｺ  5:11:34 神奈川県
4 1603 深沢　美和子 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐﾜｺ  5:23:12 東京都
5 1605 宮間　多恵子 ﾐﾔﾏ ﾀｴｺ  5:50:28 東京都 ＯＮＥ

ハーフコース女子45歳以上
出走者数：12名　　完走者数：5名　　完走率：41.7％

ハーフコース女子44歳以下
出走者数：29名　　完走者数：17名　　完走率：58.6％


