
順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
1 4101 宮原 徹 ﾐﾔﾊﾗ　ﾄｵﾙ  2:22:43 チームスポルティバ 静岡県
2 4069 加藤　淳一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:30:10 ＭＯＮＴＵＲＡ 山梨県
3 4085 大沢　正和 ｵｵｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ  2:47:01 とりあえず山梨 山梨県
4 4048 寺尾　修 ﾃﾗｵ ｵｻﾑ  2:59:24 見次クラブ 静岡県
5 4015 佐々木　正志 ｻｻｷ ﾏｻｼ  3:06:43 東京陸協 東京都
6 4034 立田　章二 ﾀｯﾀ ﾌﾐﾂｸﾞ  3:08:28 ピザオブデス 山梨県
7 4083 小出　健一郎 ｺｲﾃﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  3:25:59 木月走友会 神奈川県
8 4036 長谷川　慎一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ  3:38:39 オオゼキ 埼玉県
9 4075 吉本　竹宏 ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ  3:44:50 東京都

10 4049 伊藤　雅基 ｲﾄｳ ﾏｻｷ  3:54:23 チームエルク 山梨県
11 4086 町　貴仁 ﾏﾁ ﾀｶﾋﾄ  4:00:11 山梨県
12 4047 鈴木　政継 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾂｸﾞ  4:02:14 神奈川県
13 4059 向井　宏之 ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ  4:05:10 静岡県
14 4082 小林　浩太朗 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ  4:06:09 神奈川県
15 4051 安齋　純司 ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ  4:15:58 東京都
16 1006 名取 将大 ﾅﾄﾘ　ﾏｻﾋﾛ  4:17:53 チームスポルティバ 神奈川県
17 4009 伊藤　篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ  4:24:02 チームキャメル 東京都
18 4019 河合　琢也 ｶﾜｲ ﾀｸﾔ  4:33:28 神奈川県
19 4028 奈良　英明 ﾅﾗ ﾋﾃﾞｱｷ  4:33:32 山梨県
20 4079 熊谷　卓眞 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ  4:44:57 くまのて 神奈川県
21 4010 井原　正博 ｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ  4:47:32 東京都
22 4064 逸見　健介 ﾍﾝﾐ ｹﾝｽｹ  4:54:34 千葉県
23 4026 花垣　修平 ﾊﾅｶﾞｷ ｼｭｳﾍｲ  4:56:55 山蛙 東京都
24 4024 関根　昭吾 ｾｷﾈ ｼｮｳｺﾞ  4:56:56 山蛙 東京都
25 4090 加藤　伊智郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ  4:57:26 秀和知財 東京都
26 4011 江上　達人 ｴｶﾞﾐ ﾀﾂﾋﾄ  4:57:28 東京都
27 4001 鎌田　久善 ｶﾏﾀ ﾋｻﾖｼ  4:57:32 えびトレ 神奈川県
28 4043 田中　幹春 ﾀﾅｶ ﾐｷﾊﾙ  4:57:37 フリーター 静岡県
29 4054 粕谷　弘幸 ｶｽﾔ ﾋﾛﾕｷ  5:00:20 神奈川県
30 4046 持丸　英範 ﾓﾁﾏﾙ ﾋﾃﾞﾉﾘ  5:03:15 神奈川県
31 4088 松岡　隼一 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝｲﾁ  5:05:41 神奈川県
32 4013 山崎　健二 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ  5:06:55 愛知県
33 4073 熊谷　英明 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ  5:07:36 神奈川県
34 4007 河野　祐介 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ  5:11:27 神奈川県
35 4084 中川　佑太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ  5:15:00 木月走友会 神奈川県
36 4055 清重　直隆 ｷﾖｼｹﾞ ﾅｵﾀｶ  5:16:25 神奈川県
37 4042 穴沢　祐也 ｱﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾔ  5:17:43 埼玉県
38 4057 音嶋　邦男 ｵﾄｼﾏ ｸﾆｵ  5:21:38 埼玉県
39 4076 谷津倉　勇太 ﾔﾂｸﾗ ﾕｳﾀ  5:24:17 東京都
40 4020 神津　輝夫 ｺｳﾂﾞ ﾃﾙｵ  5:28:52 ＲＢ 愛知県
41 4030 里見　滋 ｻﾄﾐ ｼｹﾞﾙ  5:29:26 愛知県
42 4070 林　友和 ﾊﾔｼ ﾄﾓｶｽﾞ  5:31:37 ソミックＲＣ 静岡県
43 4072 中村　和義 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ  5:35:16 神奈川県
44 4004 清水　友宏 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ  5:39:01 神奈川県
45 4060 仲澤　宏 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ  5:39:14 パルパル 山梨県
46 4035 武若　雅哉 ﾀｹﾜｶ ﾏｻﾔ  5:41:28 山梨県
47 4066 内田　政彦 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  5:43:11 山梨県
48 4003 鈴木　俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ  5:45:44 千葉県
49 4068 宮園　貴之 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾀｶﾕｷ  5:45:59 セブンドリーム 東京都
50 4074 山崎　彰浩 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ  5:48:16 千葉県
51 4017 武藤　篤史 ﾑﾄｳ ｱﾂｼ  5:50:17 えびトレ 東京都
52 4039 石崎　清和 ｲｼｻﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ  5:51:29 ｔｙｐｅ 埼玉県

第6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：平成26年5月11日（日）

出走者数：242名/完走者数163名/完走率67％

ハーフコース男子39歳以下
出走者数：73名/完走者数54名/完走率74％



53 4081 佐合　勇紀 ｻｺﾞｳ ﾕｳｷ  5:53:38 愛知県
54 4056 細野　雅人 ﾎｿﾉ ﾏｻﾄ  5:56:46 愛知県

順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
1 4176 中野　照巳 ﾅｶﾉ ﾃﾙﾐ  3:05:00 大藤五幸ホーム 静岡県
2 4157 西村　武宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ  3:40:12 神奈川県
3 4111 諸岡　正史 ﾓﾛｵｶ ﾏｻｼ  3:46:24 愛知県
4 4162 櫻井　国雄 ｻｸﾗｲ ｸﾆｵ  3:46:28 ＭＯＮＴＵＲＡ 茨城県
5 4120 岡田　恒夫 ｵｶﾀﾞ ﾂﾈｵ  3:54:01 土浦協同病院 茨城県
6 4161 木村　保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ  4:00:19 田原車体 愛知県
7 4185 川島　一浩 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  4:05:12 神奈川県
8 4189 水越　一樹 ﾐｽﾞｺｼ  4:06:19 山梨県
9 4102 松井 裕二 ﾏﾂｲ　ﾕｳｼﾞ  4:18:18 チームスポルティバ 静岡県

10 4119 宮本　康二 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ  4:29:01 かもいち 東京都
11 4188 大澤　雄一郎 ｵｵｻﾜ  4:35:14 神奈川県
12 4107 山本　吉弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ  4:42:58 静岡県
13 4137 佐々木　光宏 ｻｻｷ ﾐﾂﾋﾛ  4:44:05 チーム　ＲＬＣ 静岡県
14 4169 太田　博之 ｵｵﾀ ﾋﾛﾕｷ  4:44:39 フジヤマＴＲＣ 静岡県
15 4115 米田　稔 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ  4:45:29 愛知県
16 4138 藤井　浩一 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ  4:49:36 うるとらそうる 東京都
17 4182 箱田　有亮 ﾊｺﾀﾞ ﾕｳｽｹ  4:49:38 日医ジョガーズ 東京都
18 4148 難波　宏吉 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾖｼ  4:49:51 神奈川県
19 4151 細谷　佳邦 ﾎｿﾔ ﾖｼｸﾆ  4:50:17 チームリバティ 静岡県
20 4132 小林　正宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ  4:52:17 千葉県
21 4144 岡田　桂一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ  4:53:31 埼玉県
22 4180 樋口　明 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ  4:54:26 神奈川県
23 4123 戸田　信之 ﾄﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  5:01:19 山梨県
24 4186 高野　淳一郎 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  5:02:42 富士吉田陸協 山梨県
25 4156 篠原　慈明 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼｱｷ  5:03:01 神奈川県
26 4136 原　洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ  5:03:09 ヤマハ発ＲＣ 静岡県
27 4171 阿部　大祐 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ  5:05:04 神奈川県
28 4181 飯田　健一郎 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  5:06:17 ｋｅｎｍｉｅ 埼玉県
29 4114 湯山　秀則 ﾕﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ  5:09:54 夢宙 東京都
30 4116 河内　真希 ｶﾜｳﾁ ﾏｷ  5:15:23 いそや友の会 神奈川県
31 4124 鈴木　基一 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｲﾁ  5:19:53 東京都
32 4133 榑松　英樹 ｸﾚﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ  5:21:18 静岡県
33 4159 中野　康介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ  5:21:55 東京都
34 4152 中山　綱一郎 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ  5:21:56 神奈川県
35 4128 吉田　正幸 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  5:26:52 ヴィッシュ 東京都
36 4190 増田　博信 ﾏｽﾀﾞ  5:38:24 山梨県
37 4106 南波　快彰 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼｱｷ  5:39:02 埼玉県
38 4118 岡野　将也 ｵｶﾉ ﾏｻﾔ  5:39:06 神奈川県
39 4127 高野　洋之 ﾀｶﾉ ﾖｳｼﾞ  5:39:25 ＯＳ８６ 東京都
40 4168 野村　健一郎 ﾉﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ  5:42:53 石岡ＴＲＣ 神奈川県
41 4149 林　秀明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ  5:43:43 山梨県
42 4173 堀　清志 ﾎﾘ ｷﾖｼ  5:43:48 ★夢宙ＡＣ★ 東京都
43 4166 佐々木　信二 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ  5:44:56 東京都
44 4153 河東　治 ｶﾄｳ ｵｻﾑ  5:48:17 山梨県
45 4175 布上　滋大 ﾇﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾋﾛ  5:49:23 神奈川県
46 4140 高野　通宏 ﾀｶﾉ ﾐﾁﾋﾛ  5:49:29 神奈川県
47 4103 笹田　浩司 ｻｻﾀﾞ ｺｳｼﾞ  5:49:49 山梨県
48 4117 二見　靖男 ﾌﾀﾐ ﾔｽｵ  5:51:05 東京都
49 4154 木之瀬　充男 ｷﾉｾ ﾐﾂｵ  5:53:10 ＮＳＷ 山梨県
50 4112 小林　健宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ  5:53:42 愛知県
51 4150 郷間　一貴 ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞﾀｶ  5:54:09 東京都
52 4131 今井　圭介 ｲﾏｲ ｹｲｽｹ  5:56:11 山梨県
53 4110 竹田　潔 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｼ  5:56:41 ＴＥＡＭ７５ 東京都

ハーフコース男子40歳代
出走者数：78名/完走者数54名/完走率69％



54 4129 小野寺　雄一郎 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ  5:56:54 東京都

順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
1 4208 籾山　広行 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  3:24:55 ポジティ部 愛知県
2 4235 森谷　聡 ﾓﾘﾀﾆ ｻﾄﾙ  3:47:31 静岡県
3 4205 池田　光政 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ  3:49:03 クミカ御前崎 静岡県
4 4212 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ  3:49:24 ＡＶＡＮＴ 東京都
5 4209 白鳥　慶一 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ  3:53:49 アラジンＴＲ部 静岡県
6 4204 新井　実 ｱﾗｲ ﾐﾉﾙ  5:11:14 ＴＢＲＣ 東京都
7 4220 山口　富士男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｼﾞｵ  5:14:19 田名北小学校 神奈川県
8 4207 山本　俊明 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ  5:15:22 秀ちゃんクラブ 山梨県
9 4232 山本　茂 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ  5:15:48 愛知県

10 4210 植松　信吉 ｳｴﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ  5:22:03 静岡県
11 4217 鷲尾　雅彦 ﾜｼｵ ﾏｻﾋｺ  5:22:59 東京都
12 4203 佐々木　次男 ｻｻｷ ﾂｷﾞｵ  5:30:18 横須賀しらとり 神奈川県
13 4236 渡辺　勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ  5:30:32 甲斐走 山梨県
14 4221 鶴田　武 ﾂﾙﾀ ﾀｹｼ  5:42:55 都留陸協 山梨県
15 4213 南原　好和 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ  5:43:44 南原クリニック 東京都
16 4202 田中　明 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ  5:44:57 神奈川県
17 4234 吉田　文平 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ  5:46:23 神奈川県
18 4218 櫻井　敦 ｻｸﾗｲ ｱﾂｼ  5:47:20 静岡県
19 4206 木村　孝浩 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  5:50:45 神奈川県
20 4229 久保木　光信 ｸﾎﾞｷ ｺｳｼﾝ  5:56:05 東京都
21 4201 馬場　満 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾂﾙ  5:56:41 埼玉県
22 4215 坂井　隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ  5:56:41 神奈川県

順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
1 3022 福田　恵里佳 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ  3:40:35 足和田トレイル 山梨県
2 5024 松原　衣里 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾘ  3:49:06 ＮＥＣ府中 東京都
3 5056 町田　はるか ﾏﾁﾀﾞ　ﾊﾙｶ  4:05:30
4 5055 有野　由香 ｱﾘﾉ ﾕｶ  4:18:13 朝ランくらぶ 山梨県
5 5017 浅原　かおり ｱｻﾊﾗ ｶｵﾘ  4:25:00 静岡県
6 5046 鷲巣　妃美子 ﾜｼｽﾞ ｷﾐｺ  4:33:36 静岡県
7 5037 平野　弘美 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾐ  4:39:02 ポニー＆ラブ 静岡県
8 5023 神谷　南 ｶﾐﾔ ﾐﾅﾐ  4:50:19 チームリバティ 静岡県
9 5032 片瀬　昌子 ｶﾀｾ ﾏｻｺ  4:58:09 ＡＲＣ 東京都

10 5003 岡本　由美 ｵｶﾓﾄ ﾕﾐ  4:58:43 チガジョグ 神奈川県
11 5033 中島　綾 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔ  5:03:11 石岡ＴＲＣ 茨城県
12 5004 内田　佳奈 ｳﾁﾀﾞ ｶﾅ  5:15:36 らんしす 三重県
13 5014 徳永　みどり ﾄｸﾅｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ  5:21:17 千葉県
14 5041 和田　和代 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖ  5:21:19 静岡県
15 5012 鈴木　亜美 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾞﾐ  5:21:24 東京都
16 5051 飯田　美絵 ｲｲﾀﾞ ﾐｴ  5:23:13 ｋｅｎｍｉｅ 埼玉県
17 5001 廣瀬　亮子 ﾋﾛｾ ﾘｮｳｺ  5:27:10 好走楽部 千葉県
18 5010 南　真琴 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ  5:27:49 東京都
19 5043 佐藤　真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ  5:31:31 東京都
20 5052 加藤　千賀子 ｶﾄｳ ﾁｶｺ  5:38:06 東京都
21 5020 鈴木　綾子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ  5:39:03 ウルトラゾンビ 東京都
22 5007 林　悠子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ  5:45:14 軍団アオキ 埼玉県
23 5027 武井　良江 ﾀｹｲ ﾖｼｴ  5:45:58 東京都
24 5002 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ  5:46:33 千葉県
25 5034 新戸　美紀 ｼﾝﾄﾞ ﾐｷ  5:47:35 神奈川県
26 5008 中村　恭子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ  5:49:22 東京都
27 5053 寺岡　芳美 ﾃﾗｵｶ ﾖｼﾐ  5:51:37 神奈川県
28 5038 石川　久美子 ｲｼｶﾜ ｸﾐｺ  5:59:25 ＴＢＲＣ 東京都

ハーフコース男子50歳以上
出走者数：31名/完走者数22名/完走率71％

ハーフコース女子44歳以下
出走者数：52名/完走者数28名/完走率54％



順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
1 5104 岡田　昌子 ｵｶﾀﾞ ｱｷｺ  4:37:21 克仁会 茨城県
2 5102 杉田　美穂子 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎｺ  5:34:19 神奈川県
3 5101 高橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ  5:40:11 アラジンＴＲ部 静岡県
4 5105 光瀬　美樹 ﾐﾂｾ ﾐｷ  5:42:56 神奈川県
5 5110 神野　恵美子 ｺｳﾉ ｴﾐｺ  5:57:04 東京都

ハーフコース女子45歳以上
出走者数：8名/完走者数5名/完走率63％


