
順位 ゼッケン 名称 名称カナ チーム名 都道府県 フィニッシュ
1 51 新牛込 崇史 ｼﾝｳｼｺﾞﾒ ﾀｶｼ 滝ケ原自衛隊 静岡県 2:35:01
2 3071 近藤 敬仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾄ 静岡県 2:43:02
3 3062 平賀 太智 ﾋﾗｶﾞ ﾀｲﾁ Ｊａｙｂｉｒｄ 山梨県 2:46:03
4 53 小林 彰人 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾄ らーめん専門店小川 神奈川県 2:46:51
5 3069 市毛 富士雄 ｲﾁｹﾞ ﾌｼﾞｵ 亜細亜大学 東京都 2:50:29
6 52 工藤 祐輔 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ＭＯＮＴＵＲＡ 神奈川県 2:53:11
7 3070 立田 章二 ﾀｯﾀ ﾌﾐﾂｸﾞ ブーメラン 山梨県 3:14:46
8 3058 水越 哲也 ﾐｽﾞｺｼ ﾃﾂﾔ 埼玉県 3:30:16
9 3022 ウォルシュ エイデン ｳｫﾙｼｭ ｴｲﾃﾞﾝ ＰＨＵＺＡ 山梨県 3:44:29
10 3042 石上 晃 ｲｼｶﾞﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 3:45:28
11 3068 那須野 由幸 ﾅｽﾉ ﾖｼﾕｷ 群馬県 3:46:23
12 60 川崎 雄哉 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾔ 滝ケ原自衛隊 静岡県 4:08:59
13 3029 ⻄山 澄人 ﾆｼﾔﾏ ｽﾐﾄ エリクソン・ジャパン 神奈川県 4:11:10
14 3054 荒浪 佑紀 ｱﾗﾅﾐ ﾕｳｷ 浜松ホトニクス 静岡県 4:21:15
15 3026 鈴木 祐汰 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 埼玉県 4:26:16
16 3045 ⿊川 直弘 ｸﾛｶﾜ ﾅｵﾋﾛ 日本通運 東京都 4:28:50
17 3052 本間 大喜 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｷ 東京都 4:35:52
18 3010 天野 孝治 ｱﾏﾉ ｺｳｼﾞ 愛知県 4:50:29
19 3031 江上 達人 ｴｶﾞﾐ ﾀﾂﾋﾄ 東京都 4:52:33
20 3013 内藤 大地 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨県 4:58:07
21 3057 湯沢 英真 ﾕｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾏｻ 特性チーム ⻑野県 4:59:57
22 3050 ⿊川 真也 ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾔ 東京都 5:01:46
23 3032 福井 清道 ﾌｸｲ ｷﾖﾐﾁ オレンジトレイル 静岡県 5:02:04
24 3061 赤間 寛 ｱｶﾏ ﾋﾛｼ かはけるるか 神奈川県 5:06:42
25 3017 野坂 星司 ﾉｻｶ ｾｲｼﾞ 東京都 5:08:38
26 3039 岩井 宏通 ｲﾜｲ ﾋﾛﾐﾁ コマケア 神奈川県 5:13:07
27 3037 渡邊 俊輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ビチオカダマン 山梨県 5:14:23
28 3040 ⼾次 裕也 ﾍﾞｯｷ ﾋﾛﾔ 神奈川県 5:15:30
29 3028 尾澤 正和 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 湯村山 山梨県 5:16:42
30 3048 中本 光 ﾅｶﾓﾄ ﾋｶﾙ 神奈川県 5:20:06
31 3006 川合 英充 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞﾐﾂ 静岡県 5:22:57
32 3021 久島 一真 ｸｼﾏ ｶｽﾞﾏ 静岡県 5:24:22
33 3019 ⻘木 洋輔 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 東京都 5:30:20
34 3041 並木 紀之 ﾅﾐｷ ﾉﾘﾕｷ 静岡県 5:34:32

第11回道志村トレイルレース（2019年5月12日（土）開催）
ハーフコース（21.3㎞）

出走者：210名/完走者：142名/完走率：67.6％

ハーフ男子３９歳以下



35 3007 ⻄井 亮介 ﾆｼｲ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 5:34:43
36 3023 小澤 賢人 ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾄ 愛知県 5:36:17
37 3033 井澤 貴志 ｲｻﾞﾜ ﾀｶｼ ニッキー 東京都 5:37:27
38 3036 佐野 広幸 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 山梨県 5:37:39
39 3009 武下 毅 ﾀｹｼﾀ ﾂﾖｼ 東京都 5:37:40
40 3024 若尾 光生 ﾜｶｵ ﾐﾂｵ 飯富病院 山梨県 5:43:54
41 3018 上野 一平 ｳﾜﾉ ｲｯﾍﾟｲ 静岡県 5:50:31
42 3011 粟倉 誠一 ｱﾜｸﾗ ｾｲｲﾁ Ｒｕｎｆｅｓｔａ 神奈川県 5:54:38
43 3044 大庭 直彌 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 神奈川県 5:57:25
44 3002 加藤 大夢 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾑ 東京都 5:58:31
45 3065 東山 隆史 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶｼ 山梨県 5:59:28

順位 ゼッケン 名称 名称カナ チーム名 都道府県 フィニッシュ
1 3119 草薙 眞一郎 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＠平塚 神奈川県 2:53:11
2 3117 宮下 城治 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 牧野フライス 山梨県 2:54:23
3 3106 鈴木 政継 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾂｸﾞ 神奈川県 3:50:48
4 3141 塩澤 章吾 ｼｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 東京都 3:57:15
5 3122 町 貴仁 ﾏﾁ ﾀｶﾋﾄ 静岡県 4:29:20
6 3112 綾部 淳 ｱﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 北高森参軍 神奈川県 4:31:05
7 3105 遠藤 充 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ 神奈川県 4:33:32
8 3111 風間 洋一 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁ 東京都 4:39:22
9 3121 阿久澤 隆 ｱｸｻﾞﾜ ﾀｶｼ ＥＬＤＯＲＥＳＯ 東京都 4:43:45
10 3109 流田 寛史 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 4:52:54
11 3124 湯浅 悟 ﾕｱｻ ｻﾄﾙ さくらランニング 神奈川県 4:55:06
12 3146 山口 三貴男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷｵ 東京都 4:55:45
13 3118 清重 直隆 ｷﾖｼｹﾞ ﾅｵﾀｶ 山びこヤッホー 神奈川県 4:59:51
14 3107 福田 和弘 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ゼロベースＲＣ 山梨県 5:11:49
15 3148 義本 仁 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 5:12:11
16 3133 澤村 昌邦 ｻﾜﾑﾗ ﾏｻｸﾆ 群馬県 5:14:08
17 3129 岡本 善道 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾐﾁ 静岡県 5:23:05
18 3116 岩立 忠 ｲﾜﾀﾃ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 5:23:11
19 3134 大野 一彦 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 5:27:34
20 3123 那須 康弘 ﾅｽ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 5:32:31
21 3125 上野 雅史 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 栃木県 5:34:23
22 3140 堀内 英樹 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 5:35:17
23 3130 生田 大晴 ｲｸﾀ ﾀﾞｲﾊﾙ 愛知県 5:40:05
24 3114 白男川 歩 ｼﾗｵｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 埼玉県 5:40:41
25 3126 勝呂 征史 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ チーム忍野 山梨県 5:40:48
26 3131 川村 豊伸 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾖﾉﾌﾞ おやじ屋 静岡県 5:51:15
27 3104 佐藤 俊博 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 東入間医駅伝部 埼玉県 5:53:10

ハーフ男子40歳代



28 3128 和泉 亘保 ｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾔｽ 静岡県 5:54:35

順位 ゼッケン 名称 名称カナ チーム名 都道府県 フィニッシュ
1 3218 大越 一彦 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾋｺ ＭＩＯ 埼玉県 3:18:47
2 3227 剱持 泰生 ｹﾝﾓﾁ ﾔｽｵ カナガワＲＣ 埼玉県 3:33:40
3 3236 熊川 泰成 ｸﾏｶﾜ ﾔｽﾅﾘ 平塚市役所 神奈川県 3:56:56
4 3234 船藤 了 ﾌﾅﾄｳ ﾘｮｳ 東京都 4:04:48
5 3245 細井 浩之 ﾎｿｲ ﾋﾛﾕｷ 東京陸協 東京都 4:10:52
6 3205 春日 尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ ＡＶＡＮＴ 東京都 4:21:30
7 3230 籾山 広行 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ペガサス 愛知県 4:28:53
8 3254 新明 豊 ｼﾝﾐｮｳ ﾕﾀｶ （社福）中都 東京都 4:28:59
9 3214 白鳥 慶一 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ アラジンＴＲ部 静岡県 4:32:39
10 3247 相澤 卓哉 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 神奈川走ろう会 神奈川県 4:33:30
11 3213 白土 秀樹 ｼﾗﾄ ﾋﾃﾞｷ 越生七福神 埼玉県 4:35:55
12 3246 土田 謙一 ﾂﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 大亜真空 千葉県 5:00:28
13 3258 八馬 弘邦 ﾊﾁｳﾏ ﾋﾛｸﾆ ＫＥＬＫ 神奈川県 5:05:37
14 3220 ⼾張 雅実 ﾄﾊﾞﾘ ﾏｻﾐ 神奈川県 5:07:06
15 3250 石井 忠幸 ｲｼｲ ﾀﾀﾞﾕｷ 千葉県 5:10:20
16 3244 小林 仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 藤枝市役所 静岡県 5:12:07
17 3209 岡田 泰典 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ＲＯＵＮＤ５ 静岡県 5:13:39
18 3208 永井 亨 ﾅｶﾞｲ ﾄｵﾙ 埼玉県 5:16:39
19 3257 土井 公平 ﾄﾞｲ ｺｳﾍｲ 神奈川県 5:23:08
20 3243 鈴木 慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ ＴＢＲＣ 千葉県 5:29:11
21 3256 中⻄ 武司 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ 千葉県 5:32:12
22 3259 林 卓哉 ﾊﾔｼ ﾀｸﾔ オンザトレイル 東京都 5:34:20
23 3215 横井 猛 ﾖｺｲ ﾀｹｼ 湘南４０ＲＥＤ 神奈川県 5:36:40
24 3225 村上 寿哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾔ 東京都 5:39:37
25 3224 森本 賢二 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 静岡県 5:46:47
26 3202 久保田 悦央 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ 千葉県 5:46:59
27 3210 水野 勝弘 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ ⻑野県 5:47:06
28 3240 片山 浩 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ 山梨県 5:47:51
29 3238 平塚 博章 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛｱｷ 東京都 5:49:48
30 3231 橋本 隆 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 5:50:57
31 3235 渡辺 新一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ テンプウ 神奈川県 5:52:20
32 3223 木幡 幸光 ｺﾊﾀ ｺｳﾐﾂ 神奈川県 5:54:29
33 3204 山本 俊明 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ 秀空クラブ 山梨県 5:54:32
34 3255 堀内 孝広 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 5:54:53
35 3249 安川 直之 ﾔｽｶﾜ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 5:56:59
36 3216 松井 秀道 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾐﾁ 静岡県 5:57:25

ハーフ男子50歳代

ハーフ男子60歳以上



順位 ゼッケン 名称 名称カナ チーム名 都道府県 フィニッシュ
1 3324 古田 秀之 ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ キヤノンＲＣ 神奈川県 3:50:43
2 3318 佐久間 隆 ｻｸﾏ ﾀｶｼ ＴＲドラゴン 山梨県 4:09:25
3 3321 中嶋 敦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 神奈川県 4:18:31
4 3323 ⿊木 幸二 ｸﾛｷ ｺｳｼﾞ 横浜金沢走友会 神奈川県 4:36:40
5 3311 池田 光政 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ クミカ御前崎 静岡県 4:44:14
6 3320 都築 晋平 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ ニッポンランナ 千葉県 4:47:54
7 3322 岡田 久幸 ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 静岡県 5:09:55
8 3308 大野 寿昭 ｵｵﾉ ﾄｼｱｷ 定年後の山とランニング 静岡県 5:10:23
9 3303 丸島 康義 ﾏﾙｼﾏ ﾔｽﾖｼ 山たのクラブ 東京都 5:12:54
10 3305 若尾 喜一 ﾜｶｵ ﾖｼｲﾁ 千葉県 5:16:33
11 3317 藤田 耕市 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ 走って飲もう！ 神奈川県 5:40:15
12 3301 山下 和大 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ランナーズハイ 東京都 5:54:33
13 3319 渡辺 伸一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:58:46

順位 ゼッケン 名称 名称カナ チーム名 都道府県 フィニッシュ
1 4015 市村 浩美 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 神奈川県 3:55:23
2 4012 清宮 由香里 ｾｲﾐﾔ ﾕｶﾘ 山梨県 4:16:12
3 4004 岩堀 純子 ｲﾜﾎﾘ ｼﾞｭﾝｺ 静岡県 5:19:45
4 4011 片山 凪 ｶﾀﾔﾏ ﾅｷﾞ 北海道 5:27:32
5 4003 三井 遥香 ﾐﾂｲ ﾐﾂｲ 走る女 東京都 5:50:23
6 4014 土井 悠子 ﾄﾞｲ ﾕｳｺ 軍団アオキ 神奈川県 5:59:21

順位 ゼッケン 名称 名称カナ チーム名 都道府県 フィニッシュ
1 4120 柴入 喜久乃 ｼﾊﾞｲﾘ ｷｸﾉ ＩＲＪ 神奈川県 4:46:51
2 4105 小俣 由佳 ｵﾏﾀ ﾕｶ 仏果スカイＣ 東京都 4:46:53
3 4119 坂元 由貴子 ｻｶﾓﾄ ﾕｷｺ 北岳肩の小屋 神奈川県 4:50:37
4 4121 須田 秀美 ｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 河口湖夜ラン部 山梨県 5:10:24
5 4115 清水 陽子 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 5:13:09
6 4104 今井 直美 ｲﾏｲ ﾅｵﾐ 東京都 5:21:34
7 4122 山田 幸子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ 新潟県 5:31:17
8 4108 ⻘木 信子 ｱｵｷ ﾉﾌﾞｺ 山梨県 5:37:38
9 4124 高橋 幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ アラジンＴＲ部 静岡県 5:38:52
10 4110 土屋 利奈 ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 神奈川県 5:43:27
11 4111 千葉 幸子 ﾁﾊﾞ ｻﾁｺ 東京都 5:43:28
12 4114 恩田 富士子 ｵﾝﾀﾞ ﾌｼﾞｺ 厚木荻野走友会 神奈川県 5:50:30
13 4112 荒木 永美子 ｱﾗｷ ｴﾐｺ 神奈川県 5:52:42
14 4102 山本 栄子 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｺ 秀空クラブ 山梨県 5:54:32

ハーフ女子３９歳以下

ハーフ女子40歳以上


