
順位 種目 レースナン バー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 記録

1 ハーフコース男子39歳以下 1103 加藤　淳一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ モンテイン  2:37:23

2 ハーフコース男子39歳以下 1070 小峰　篤 ｺﾐﾈ ｱﾂｼ 孝新丸  2:42:32

3 ハーフコース男子39歳以下 1002 高瀬　裕之 ﾀｶｾ ﾋﾛﾕｷ 滝ヶ原自衛隊  2:45:58

4 ハーフコース男子39歳以下 1001 井川　朋幸 ｲｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 滝ヶ原自衛隊  3:01:51

5 ハーフコース男子39歳以下 1111 青木　浩二 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ アジェクト  3:03:58

6 ハーフコース男子39歳以下 1128 橋爪　弘樹 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｷ Ｍｒ大菩薩  3:15:24

7 ハーフコース男子39歳以下 1108 長塚　健一 ﾅｶﾞﾂｶ ｹﾝｲﾁ 明走会ＴＲ部  3:15:42

8 ハーフコース男子39歳以下 1034 上杉　博一 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 大島小教員  3:21:14

9 ハーフコース男子39歳以下 1048 根岸　純 ﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝ ＤＲＥＡＭ  3:23:02

10 ハーフコース男子39歳以下 1010 太平　正宏 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾋﾛ  3:25:42

11 ハーフコース男子39歳以下 1087 宮下　陽平 ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 富士五湖消防  3:26:21

12 ハーフコース男子39歳以下 1049 小柳津　圭介 ｵﾔｲﾂﾞ ｹｲｽｹ  3:35:24

13 ハーフコース男子39歳以下 1022 宮下　城治 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 牧野フライス  3:47:37

14 ハーフコース男子39歳以下 1088 草留　泰明 ｸｻﾄﾞﾒ ﾔｽｱｷ  4:06:53

15 ハーフコース男子39歳以下 1024 中野　克彦 ﾅｶﾉ ｶﾂﾋｺ ＡＢＩ  4:08:28

16 ハーフコース男子39歳以下 1129 矢谷　淳 ﾔﾀﾆ ｼﾞｭﾝ  4:11:57

17 ハーフコース男子39歳以下 1094 山形　哲行 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾕｷ  4:14:00

18 ハーフコース男子39歳以下 1134 田邊　俊一 ﾀﾅべ ｼｭﾝｲﾁ  4:14:53

19 ハーフコース男子39歳以下 1116 古橋　和明 ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞｱｷ  4:14:55

20 ハーフコース男子39歳以下 1132 野島　久遠 ﾉｼﾞﾏ ﾋｻﾄ  4:15:29

21 ハーフコース男子39歳以下 1026 川口　憲一郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ  4:18:54

22 ハーフコース男子39歳以下 1115 矢代　昭弘 ﾔｼﾛ ｱｷﾋﾛ  4:21:54

23 ハーフコース男子39歳以下 1131 塚本　働 ﾂｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ  4:23:02

24 ハーフコース男子39歳以下 1015 勝呂　征史 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ ＲＳＲＣ  4:26:24

25 ハーフコース男子39歳以下 1050 多久和　練 ﾀｸﾜ ﾚﾝ 篠崎キリスト教  4:31:44

26 ハーフコース男子39歳以下 1060 杉本　崇光 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ  4:36:15

27 ハーフコース男子39歳以下 1089 佐伯　忠相 ｻｴｷ ﾀﾀﾞｽｹ ネイチャーシー  4:41:31

28 ハーフコース男子39歳以下 1130 芦澤　良太 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ＧＯＧＯＥＧＧ  4:43:15

29 ハーフコース男子39歳以下 1104 世川　徹 ｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ  4:43:18

30 ハーフコース男子39歳以下 1092 高橋　秀幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ  4:46:59

31 ハーフコース男子39歳以下 1102 杉山　洋平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ  4:48:00

32 ハーフコース男子39歳以下 1097 福田　英和 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ノン・ストレス  4:51:57

33 ハーフコース男子39歳以下 1125 伊藤　直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ いっとん  4:52:54

34 ハーフコース男子39歳以下 1037 名取　純平 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  4:58:14

35 ハーフコース男子39歳以下 1091 岡村　真人 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾄ  5:01:01

36 ハーフコース男子39歳以下 1085 大石　昌弘 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ （株）クリアテック  5:06:39

37 ハーフコース男子39歳以下 1012 八田　純也 ﾊｯﾀ ｼﾞｭﾝﾔ  5:10:18

38 ハーフコース男子39歳以下 1113 久宝　裕樹 ｷｭｳﾎｳ ﾋﾛｷ  5:13:50

39 ハーフコース男子39歳以下 1045 熊沢　勇介 ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 藤沢市民病院  5:18:27

40 ハーフコース男子39歳以下 1078 近藤　義泰 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ ヤマハ発動機  5:19:28

41 ハーフコース男子39歳以下 1124 斉藤　泰一 ｻｲﾄｳ ﾀｲｲﾁ  5:20:49

42 ハーフコース男子39歳以下 1027 伊東　正則 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ エスロク  5:20:51

43 ハーフコース男子39歳以下 1011 松本　豊 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ  5:23:00

44 ハーフコース男子39歳以下 1121 田中　誠一郎 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ  5:24:17

45 ハーフコース男子39歳以下 1003 尾澤　正和 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ チョコボ  5:24:27

46 ハーフコース男子39歳以下 1100 本多　孝行 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ  5:24:33

ハーフコース男子39歳以下　： 出走103名　完走68名（66.0％）

第3回道志村トレイルレース：ハーフコース（20.2km)大会結果
出走者257名　完走者169名　完走率65.8％



47 ハーフコース男子39歳以下 1035 竹内　信雅 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ  5:25:18

48 ハーフコース男子39歳以下 1068 岩尾　剣 ｲﾜｵ ｹﾝ  5:29:01

49 ハーフコース男子39歳以下 1069 松倉　圭太 ﾏﾂｸﾗ ｹｲﾀ 藤沢市民病院  5:32:34

50 ハーフコース男子39歳以下 1008 見学　和徳 ｹﾝｶﾞｸ ｶｽﾞﾉﾘ  5:34:51

51 ハーフコース男子39歳以下 1127 山下　幸佑 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ  5:37:54

52 ハーフコース男子39歳以下 1083 川本　啓 ｶﾜﾓﾄ ｹｲ イハラ同栄ＲＣ  5:39:38

53 ハーフコース男子39歳以下 1042 清水　一広 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＲＵＮ☆ＴＭ  5:40:08

54 ハーフコース男子39歳以下 1079 平尾　聡 ﾋﾗｵ ｻﾄｼ  5:40:32

55 ハーフコース男子39歳以下 1114 柴田　宜記 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ だだだ団  5:41:17

56 ハーフコース男子39歳以下 1047 橋本　雄太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 藤沢市民病院  5:43:25

57 ハーフコース男子39歳以下 1076 横井　隆之 ﾖｺｲ ﾀｶﾕｷ  5:45:07

58 ハーフコース男子39歳以下 1123 広田　裕二 ﾋﾛﾀ ﾕｳｼﾞ  5:46:29

59 ハーフコース男子39歳以下 1014 山内　佑輔 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ 学校法人明治大  5:48:27

60 ハーフコース男子39歳以下 1071 藤田　のぼる ﾌｼﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ  5:49:07

61 ハーフコース男子39歳以下 1082 原田　昌輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ  5:50:21

62 ハーフコース男子39歳以下 1059 有馬　圭亮 ｱﾘﾏ ｹｲｽｹ  5:51:44

63 ハーフコース男子39歳以下 1084 依田　聡 ﾖﾀﾞ ｻﾄｼ （株）クリアテック  5:52:00

64 ハーフコース男子39歳以下 1028 青木　啓太 ｱｵｷ ｹｲﾀ エスロク  5:53:00

65 ハーフコース男子39歳以下 1095 高畑　信吾 ﾀｶﾊﾀ ｼﾝｺﾞ ランオアダイ  5:54:35

66 ハーフコース男子39歳以下 1105 佐々木　正典 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾘ  5:55:14

67 ハーフコース男子39歳以下 1077 扇谷　俊一 ｵｵｷﾞﾔ ｼｭﾝｲﾁ ＡＣＲＯＮＥＴ  5:55:44

68 ハーフコース男子39歳以下 1120 尾花　純一郎 ｵﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  5:58:38

順位 種目 レースナン バー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 記録

1 ハーフコース男子40歳代 1279 桜井　史 ｻｸﾗｲ ﾌﾋﾄ 御殿場ＦＴＣ  2:51:19

2 ハーフコース男子40歳代 1215 籾山　広行 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ＰＥＧＡＳＵＳ  3:19:27

3 ハーフコース男子40歳代 1271 大越　一彦 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾋｺ  3:26:48

4 ハーフコース男子40歳代 1259 高橋　春彦 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 北杜  3:39:36

5 ハーフコース男子40歳代 1255 府川　全禎 ﾌｶﾜ ﾏｻﾖｼ  3:47:23

6 ハーフコース男子40歳代 1260 野村　照雄 ﾉﾑﾗ ﾃﾙｵ ＴＴＣ  3:58:24

7 ハーフコース男子40歳代 1274 宮田　辰猪 ﾐﾔﾀ ﾀﾂｲ 葛西ランナーズ  4:04:27

8 ハーフコース男子40歳代 1248 白鳥　慶一 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ アラジン  4:05:27

9 ハーフコース男子40歳代 1254 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 富団付ＲＣ  4:06:51

10 ハーフコース男子40歳代 1224 飯村　浩司 ｲｲﾑﾗ ﾋﾛｼ 春の日倶楽部  4:07:31

11 ハーフコース男子40歳代 1226 山本　稔 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ 沼津ＴＣ  4:07:32

12 ハーフコース男子40歳代 1201 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ  4:11:42

13 ハーフコース男子40歳代 1210 萩谷　知 ﾊｷﾞﾔ ｻﾄﾙ  4:18:22

14 ハーフコース男子40歳代 1258 内田　祐弘 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｺｳ 葛西ランナーズ  4:19:16

15 ハーフコース男子40歳代 1227 福島　由紀夫 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ 福島クリニック  4:19:29

16 ハーフコース男子40歳代 1207 金指　正太郎 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ  4:20:01

17 ハーフコース男子40歳代 1234 平井　幸司 ﾋﾗｲ ｺｳｼﾞ オッティモ  4:20:10

18 ハーフコース男子40歳代 1209 野村　雄一郎 ﾉﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ オッティモ  4:20:41

19 ハーフコース男子40歳代 1270 松倉　隆義 ﾏﾂｸﾗ ﾀｶﾖｼ 葛西ランナーズ  4:28:49

20 ハーフコース男子40歳代 1276 村井　康秀 ﾑﾗｲ ﾔｽﾋﾃﾞ ★おうめＬＬ  4:37:00

21 ハーフコース男子40歳代 1263 豊谷　健 ﾄﾖﾀﾆ ｹﾝ  4:55:15

22 ハーフコース男子40歳代 1256 板垣　尚仁 ｲﾀｶﾞｷ ﾅｵﾋﾄ 葛西ランナーズ  4:57:55

23 ハーフコース男子40歳代 1240 山下　昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 谷口ＲＣ  5:00:24

24 ハーフコース男子40歳代 1275 野島　孝行 ﾉｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ  5:00:44

25 ハーフコース男子40歳代 1229 三島　裕之 ﾐｼﾏ ﾋﾛﾕｷ  5:03:15

26 ハーフコース男子40歳代 1252 神田　裕 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ  5:18:38

27 ハーフコース男子40歳代 1216 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ  5:18:43

ハーフコース男子40歳代　： 出走65名　完走45名（69.2％）



28 ハーフコース男子40歳代 1212 北山　浩士 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ 虎ノ門ハグズ  5:18:45

29 ハーフコース男子40歳代 1244 広瀬　景悟 ﾋﾛｾ ｹｲｺﾞ  5:18:47

30 ハーフコース男子40歳代 1265 中村　和好 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ こぶし  5:19:13

31 ハーフコース男子40歳代 1221 島　栄一 ｼﾏ ｴｲｲﾁ ふくろうの森  5:20:53

32 ハーフコース男子40歳代 1246 中川　裕之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ チームかめや  5:29:07

33 ハーフコース男子40歳代 1202 三井　克司 ﾐﾂｲ ｶﾂｼﾞ  5:34:05

34 ハーフコース男子40歳代 1228 新井　理弘 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ  5:40:07

35 ハーフコース男子40歳代 1211 山本　史紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾉﾘ  5:40:11

36 ハーフコース男子40歳代 1225 横田　隆一郎 ﾖｺﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ  5:46:31

37 ハーフコース男子40歳代 1245 伊藤　裕治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ  5:46:55

38 ハーフコース男子40歳代 1208 廣瀬　朗人 ﾋﾛｾ ｱｷﾋﾄ  5:47:05

39 ハーフコース男子40歳代 1232 斉藤　仁司 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ マラ部  5:47:33

40 ハーフコース男子40歳代 1233 鏑木　利明 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾄｼｱｷ  5:50:57

41 ハーフコース男子40歳代 1204 野口　広之 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ  5:51:25

42 ハーフコース男子40歳代 1218 水口　正巳 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾐ  5:51:55

43 ハーフコース男子40歳代 1253 上妻　真 ｱｶﾞﾂﾏ ﾏｺﾄ チームよしを  5:55:12

44 ハーフコース男子40歳代 1269 箕田　誠 ﾐﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ ＲｙｏＣｌｕｂ  5:55:48

45 ハーフコース男子40歳代 1222 安藤　俊明 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ みらい保険  5:59:24

順位 種目 レースナン バー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 記録

1 ハーフコース男子50歳以上 1314 古田　秀之 ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ キヤノン  3:12:05

2 ハーフコース男子50歳以上 1340 千葉　俊雄 ﾁﾊﾞ ﾄｼｵ  3:28:14

3 ハーフコース男子50歳以上 1322 池田　光政 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ クミ化御前崎  3:51:44

4 ハーフコース男子50歳以上 1330 望月　功久 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾋｻ 由比石油  4:05:58

5 ハーフコース男子50歳以上 1342 藤井　健司 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 横河電機  4:20:37

6 ハーフコース男子50歳以上 1307 佐々木　勝彦 ｻｻｷ ｶﾂﾋｺ  4:31:26

7 ハーフコース男子50歳以上 1332 羽生田　公明 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｷﾐｱｷ ＭＳＣ  4:32:08

8 ハーフコース男子50歳以上 1302 水嶋　弘 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ  4:33:10

9 ハーフコース男子50歳以上 1329 向原　明彦 ﾑｶｲﾊﾗ ｱｷﾋｺ マラソン完走Ｃ  4:43:30

10 ハーフコース男子50歳以上 1312 佐藤　司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 走るハーレ乗り  4:50:18

11 ハーフコース男子50歳以上 1313 五十畑　修 ｲｿﾊﾀ ｵｻﾑ 練馬光が丘ＯＳ  4:51:55

12 ハーフコース男子50歳以上 1338 山本　茂 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 土地家屋調査士  4:58:57

13 ハーフコース男子50歳以上 1305 植松　信吉 ｳｴﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ  5:06:38

14 ハーフコース男子50歳以上 1309 保福　正明 ﾎﾌｸ ﾏｻｱｷ 日野走友会  5:07:46

15 ハーフコース男子50歳以上 1336 弓削　貞義 ﾕｹﾞ ｻﾀﾞﾖｼ  5:12:49

16 ハーフコース男子50歳以上 1339 桜井　俊哉 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾔ  5:18:28

17 ハーフコース男子50歳以上 1328 片山　正人 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾄ  5:18:39

18 ハーフコース男子50歳以上 1317 志村　博之 ｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ  5:26:08

19 ハーフコース男子50歳以上 1320 鶴田　武 ﾂﾙﾀ ﾀｹｼ  5:38:18

20 ハーフコース男子50歳以上 1304 鈴木　弘之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 花屋洋品店  5:40:00

21 ハーフコース男子50歳以上 1345 梅澤　公尋 ｳﾒｻﾞﾜ ｷﾐﾋﾛ  5:43:38

22 ハーフコース男子50歳以上 1337 後藤　匡 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ  5:45:46

23 ハーフコース男子50歳以上 1331 加藤　賢一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ ちーむごえもん  5:51:49

24 ハーフコース男子50歳以上 1306 原　龍一 ﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ チーム忍野  5:55:00

25 ハーフコース男子50歳以上 1327 古家　智喜 ﾌﾙﾔ ﾄﾓｷ ちーむごえもん  5:58:59

順位 種目 レースナン バー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 記録

1 ハーフコース女子44歳以下 1445 藤島　由佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｶ ピヨトレ隊  4:21:56

2 ハーフコース女子44歳以下 1431 難波　夏季 ﾅﾝﾊﾞ ﾅﾂｷ 青山学院大理工  4:45:08

3 ハーフコース女子44歳以下 1438 柏倉　雅子 ｶｼｸﾗ ﾏｻｺ ピヨトレ隊  4:50:56

4 ハーフコース女子44歳以下 1414 長澤　富美江 ﾅｶﾞｻﾜ ﾌﾐｴ  4:58:51

ハーフコース男子50歳以上　： 出走37名　完走25名（67.6％）

ハーフコース女子44歳以下　： 出走42名　完走26名（61.9％）



5 ハーフコース女子44歳以下 1446 鈴木　綾子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ  5:01:30

6 ハーフコース女子44歳以下 1444 村上　友紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷ  5:01:40

7 ハーフコース女子44歳以下 1405 土屋　京子 ﾂﾁﾔ ｷｮｳｺ 樂走組  5:03:29

8 ハーフコース女子44歳以下 1417 土屋　典子 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｺ  5:07:51

9 ハーフコース女子44歳以下 1429 礒村　智恵子 ｲｿﾑﾗ ﾁｴｺ  5:10:46

10 ハーフコース女子44歳以下 1432 難波　秋音 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾈ 学習院大学哲学  5:17:55

11 ハーフコース女子44歳以下 1404 松本　彩子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｺ  5:23:00

12 ハーフコース女子44歳以下 1436 鈴木　美幸 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ  5:24:05

13 ハーフコース女子44歳以下 1413 小林　恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ ひのはる  5:24:26

14 ハーフコース女子44歳以下 1430 佐藤　千史 ｻﾄｳ ﾁﾌﾐ 山王石油  5:32:00

15 ハーフコース女子44歳以下 1416 冨島　ゆきこ ﾄﾐｼﾏ ﾕｷｺ ＲＵＮ＊ＴＭ  5:32:40

16 ハーフコース女子44歳以下 1449 坂本　宏美 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ チームこたろう  5:32:43

17 ハーフコース女子44歳以下 1448 河野　昌子 ｺｳﾉ ﾏｻｺ 加波一族  5:41:07

18 ハーフコース女子44歳以下 1451 平口　夕夏 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾕｶ オニック  5:47:06

19 ハーフコース女子44歳以下 1447 海野　友希 ｳﾝﾉ ﾕｷ  5:49:01

20 ハーフコース女子44歳以下 1415 内村　奈緒 ｳﾁﾑﾗ ﾅｵ Ｇｏｃｕｕ  5:51:42

21 ハーフコース女子44歳以下 1418 山本　雪子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ  5:53:19

22 ハーフコース女子44歳以下 1409 橋本　尚子 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｺ ＳＣカバタ  5:53:20

23 ハーフコース女子44歳以下 1440 林　悠子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ  5:55:29

24 ハーフコース女子44歳以下 1442 小池　幸子 ｺｲｹ ｻﾁｺ ウルトラゾンビ  5:55:41

25 ハーフコース女子44歳以下 1402 渡部　由希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ  5:55:49

26 ハーフコース女子44歳以下 1434 宮崎　千枝子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｴｺ  5:58:43

順位 種目 レースナン バー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 記録

1 ハーフコース女子45歳以上 1508 山口　美津子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 横浜鶴見ＲＣ  3:56:25

2 ハーフコース女子45歳以上 1501 八木　美佐子 ﾔｷﾞ ﾐｻｺ 明走会ＴＲＣ  5:25:11

3 ハーフコース女子45歳以上 1510 関　美穂 ｾｷ ﾐﾎ  5:33:27

4 ハーフコース女子45歳以上 1506 沖山　久美子 ｵｷﾔﾏ ｸﾐｺ  5:45:44

5 ハーフコース女子45歳以上 1505 山口　晶子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ ＡＬＬＥＮ  5:55:52

ハーフコース女子45歳以上　： 出走10名　完走5名（50.0％）


