
種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 海津 淳 東京都 富士森走友会 1:13:54
2 加藤 淳司 神奈川県 富士森走友会 1:14:54
3 増岡 源起 甲府市 ＹＧＵ．Ａ．Ｃ 1:14:58
4 丹澤 俊 甲府市 甲府市役所 1:16:34
5 夏目 晋太郎 東京都 ＳＲＰ 1:16:56
6 山下 雅人 神奈川県 東京陸協 1:17:13
7 鎌田 裕樹 千葉県 千葉陸協 1:18:19
8 中澤 淳 南アルプス市 Ｍ．Ａ．Ｃ 1:19:27
9 三輪 博基 大月市 大月陸協 1:20:17
10 渋谷 学 長野県 下諏訪町建水会 1:20:29
11 ネイト 北都留郡 丹波中学校 1:22:31
12 鈴木 大夢 東京都 - 1:22:31
13 兼山 慎 東京都 国分寺走ろう会 1:22:54
14 太田 智也 東京都 ゆるキャン△ 1:23:17
15 北山 大輔 東京都 - 1:23:44
16 高橋 航平 東京都 富士森走友会 1:23:50
17 田邉 義方 都留市 - 1:26:30
18 羽田 隼人 富士吉田市 世志自動車 1:28:13
19 芝村 俊彦 神奈川県 - 1:29:31
20 神戸 政広 笛吹市 - 1:30:48
21 中島 裕訓 甲斐市 走Ｒｕｎ甲斐 1:31:15
22 田澤 翔 南アルプス市 丸茂登山部 1:32:18
23 野澤 弘樹 甲州市 - 1:33:37
24 山下 博司 中央市 アドベンチャー 1:36:04
25 河野 高士 東京都 - 1:36:11
26 中澤 拓也 千葉県 - 1:36:14
27 荻原 那和 山梨市 笛吹高校 1:36:21
28 リュー ダニエル 東京都 - 1:36:58
29 ガリドディアス 大樹 東京都 - 1:38:30
30 杉山 明久 静岡県 - 1:38:47
31 中村 亮太 静岡県 パチョレックス 1:39:01
32 石井 友博 静岡県 - 1:39:02
33 杉本 和寛 静岡県 - 1:39:30
34 下平 博盛 静岡県 - 1:39:47
35 高島 誠 神奈川県 - 1:39:50
36 橋本 龍門 東京都 ＪＲ東海 1:40:05
37 藤田 侑介 中巨摩郡 - 1:40:48
38 山崎 哲 東京都 - 1:40:53
39 部屋 公俊 東京都 - 1:41:10
40 榎原 龍一 神奈川県 - 1:41:20
41 黒田 亮 東京都 - 1:41:57
42 近山 陽介 南アルプス市 - 1:42:02
43 原 洋紀 長野県 - 1:42:04
44 井口 聡 甲府市 - 1:42:28
45 梶原 茂太 笛吹市 - 1:43:21
46 齋藤 直人 埼玉県 - 1:43:33
47 依田 広貴 神奈川県 ＪＲ東海 1:43:48
48 尾登 賢一 神奈川県 - 1:44:58
49 甘利 佑弥 甲州市 - 1:45:11
50 西島 槙哉 静岡県 - 1:45:50
51 駒場 三寛 甲府市 - 1:47:00
52 白須 達也 群馬県 - 1:47:45
53 水ノ上 達也 神奈川県 エア・ブラウン 1:47:56

ハーフ男子一般（高校生以上）の部



54 佐野 広幸 甲府市 - 1:48:07
55 網倉 土史暉 山梨市 - 1:48:44
56 菅沼 啓明 東京都 - 1:48:44
57 浅井 利行 埼玉県 - 1:49:15
58 田口 正隆 神奈川県 - 1:49:16
59 小原 卓二 東京都 - 1:50:02
60 酒井 雅士 甲府市 - 1:50:03
61 本多 政高 千葉県 ＴＸ 1:50:46
62 鎌田 英昭 神奈川県 - 1:51:27
63 佐野 隼人 甲府市 - 1:51:34
64 福本 純平 神奈川県 - 1:51:53
65 丸山 正仁 中巨摩郡 - 1:52:16
66 豊田 泰輔 東京都 天神走湯会 1:52:17
67 渡沼 純一 茨城県 安藤整形外科 1:52:22
68 宜保 翔伍 甲府市 - 1:52:59
69 漆館 宗太 東京都 ＰＢＺ梅島 1:53:02
70 森川 和彦 東京都 - 1:54:01
71 今村 直紀 都留市 - 1:54:05
72 沼田 勇作 神奈川県 - 1:54:44
73 金子 雄哉 東京都 - 1:56:45
74 佐野 誠 東京都 - 1:57:02
75 長田 輝基 笛吹市 - 1:57:06
76 岩久保 直幹 都留市 - 1:59:17
77 福田 真吾 都留市 - 1:59:49
78 加藤 誠也 千葉県 - 1:59:56
79 川口 陽平 甲府市 - 2:01:08
80 日原 玲 笛吹市 ＫＪＣ 2:01:21
81 松下 圭一 静岡県 - 2:02:40
82 伊藤 晋平 東京都 キミサン 2:03:34
83 梁田 真広 神奈川県 - 2:03:39
84 窪田 和人 神奈川県 - 2:04:06
85 辜 志文 甲府市 - 2:04:17
86 落合 純 東京都 高尾駅伝クラブ 2:04:18
87 金児 将宏 神奈川県 - 2:04:20
88 毛塚 貴洋 東京都 - 2:04:21
89 平島 耕太 東京都 元八王子東 2:05:36
90 堀之内 忠浩 都留市 - 2:05:55
91 渡辺 亮平 千葉県 - 2:06:06
92 溝上 孝博 都留市 - 2:06:32
93 石川 貢 神奈川県 - 2:07:12
94 齊藤 慎二 都留市 - 2:07:26
95 石川 資 山梨市 - 2:08:57
96 穴田 洋輔 都留市 - 2:09:02
97 山上 大貴 都留市 - 2:09:08
98 千葉 久統 都留市 - 2:09:14
99 栗田 圭祐 神奈川県 - 2:09:18
100 安永 啓一郎 愛知県 中馬塾 2:10:06
101 滝沢 優介 神奈川県 - 2:10:15
102 原嶋 功芝 東京都 - 2:10:46
103 石井 秀児 上野原市 ＪＲ東海 2:10:46
104 保谷 渓介 東京都 ももちっくりん 2:11:04
105 古田 幸大 都留市 ＹＪＣ 2:11:06
106 中澤 まさみ 笛吹市 - 2:12:11
107 小此木　歩 神奈川県 - 2:12:32
108 溝口 政隆 神奈川県 - 2:14:04
109 須田 匡紀 神奈川県 善吉醸し屋 2:14:51
110 秋山 和也 東京都 - 2:16:12



111 中澤 俊文 長野県 小諸ランナーズ 2:16:29
112 寺沢 彰太 神奈川県 - 2:16:56
113 松永 佳大 甲府市 甲府地方検察庁 2:19:39
114 佐々木 敬太 静岡県 - 2:20:16
115 根岸 秀幸 神奈川県 善吉醸し屋 2:23:07



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 大山 綾子 神奈川県 - 1:49:19
2 船越　千尋 東京都 - 1:49:27
3 秋本 久美 東京都 - 1:53:36
4 斉田 絵里子 東京都 - 1:55:11
5 中込 佑香 甲斐市 - 1:58:42
6 雨宮 沙矢 山梨市 - 2:01:19
7 小島 美香 都留市 - 2:05:04
8 松本 真弥 東京都 - 2:06:34
9 山野 由里菜 愛知県 - 2:08:08
10 雨宮 梨菜 山梨市 - 2:09:25
11 堀之内 夕貴 都留市 - 2:10:16
12 田巻 典子 笛吹市 - 2:10:40
13 金子 絵美 神奈川県 マカオのオカマ 2:13:27
14 榎戸 絢子 東京都 鳩の会 2:15:52
15 高橋 由香里 東京都 - 2:16:14
16 吉田 恵 東京都 - 2:17:43
17 竹内 沙織 神奈川県 - 2:18:22
18 根岸 有香 神奈川県 善吉醸し屋 2:18:45
19 荒川 千紘 神奈川県 - 2:19:58
20 酒井 綾子 千葉県 ＣＲＣ 2:22:11

ハーフ女子一般（高校生以上）の部



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 礒間 浩幸 東京都 八王子走ろう会 1:17:28
2 浜名 哲也 東京都 - 1:18:04
3 見原 哲哉 東京都 多摩湖ＲＣ 1:19:26
4 曽根 新 笛吹市 - 1:19:59
5 川尻 和治 神奈川県 - 1:20:42
6 船戸 勝 長野県 すわっＡＣ 1:21:24
7 山梨 紘一郎 長野県 - 1:22:21
8 八木 光洋 東京都 青梅むつみ会 1:24:51
9 池上 剛 長野県 チームＳＫＹ 1:25:29
10 大森 裕二 南都留郡 チームＩＮＴＩ 1:28:48
11 山根 幸三 東京都 - 1:29:01
12 山田 尚宏 神奈川県 Ｔ２６ラン部 1:29:22
13 石川 和典 東京都 快体健歩ＲＣ 1:29:56
14 坂本 大輔 神奈川県 - 1:30:22
15 神谷 睦 埼玉県 - 1:31:06
16 小長谷 友也 神奈川県 - 1:31:42
17 小泉　実 神奈川県 相模原市役所Ｈ 1:32:01
18 御園 和裕 上野原市 - 1:32:07
19 羽田 修 富士吉田市 向原染色 1:33:02
20 保谷 健一 東京都 ももちっくりん 1:33:21
21 小早川 英治 埼玉県 府中陸協 1:33:28
22 金山 拓郎 東京都 くまクラブ 1:33:44
23 木次 儀一 長野県 - 1:33:50
24 荻窪 恭明 東京都 - 1:34:11
25 利光 芳明 神奈川県 ＪＡＣ 1:34:21
26 斉藤 大将 東京都 ＮＴＴデータｉ 1:34:33
27 岩本 孝昌 東京都 - 1:34:55
28 尾崎 雄一 神奈川県 - 1:34:59
29 森本 賢二 静岡県 - 1:35:29
30 家頭 恒雄 東京都 - 1:35:39
31 鈴木 啓吾 静岡県 裾野走ろう会亀 1:36:18
32 天野 修平 埼玉県 - 1:36:28
33 登内 洋次郎 東京都 - 1:36:40
34 小川 朋康 神奈川県 うまビー会渋沢 1:37:02
35 富澤 豊 長野県 エース 1:37:22
36 椎名 克典 東京都 宅建新宿区支部 1:37:30
37 荒川 恭昌 東京都 - 1:37:32
38 柳 泰徳 東京都 - 1:37:39
39 梅林　繁 東京都 青梅三田走ろ会 1:37:42
40 市川 博明 東京都 - 1:38:12
41 小暮 慎太郎 東京都 - 1:38:35
42 岩井 友和 長野県 - 1:38:36
43 佐藤 達彦 神奈川県 - 1:38:37
44 浦中 鉄也 神奈川県 - 1:38:40
45 田中 蔦弥 静岡県 裾野走ろう会亀 1:39:16
46 田村 敏之 東京都 ＮＥＳＩＣ 1:39:19
47 藤井 有一 千葉県 宇部興産 1:39:32
48 神津 正明 神奈川県 ＪＲ東海 1:39:34
49 今井　学 千葉県 - 1:39:38
50 田口 光孝 大阪府 - 1:39:40
51 斯波 晃一 神奈川県 クロネコ 1:40:07
52 小林 茂雄 東京都 - 1:40:19
53 中澤 達也 埼玉県 新井塾 1:41:30

ハーフ男子40歳代～50歳代の部



54 青木　豪 神奈川県 鎌倉ＦＲＣ 1:41:44
55 荒井 良一 上野原市 リヴィエール 1:41:53
56 渡邉 大紀 東京都 - 1:41:59
57 柳岡 覚 埼玉県 - 1:42:12
58 吉留 宏樹 神奈川県 - 1:42:13
59 山脇 利之 東京都 ＮＡＣ 1:42:16
60 村松 暢 笛吹市 富士少額短期 1:42:23
61 福田　和秀 笛吹市 八代町楽走会 1:42:26
62 長尾 一樹 笛吹市 - 1:42:28
63 田畑 哲夫 神奈川県 - 1:42:32
64 小川 賢治 甲州市 - 1:43:06
65 青山 繁 東京都 アースくん 1:43:17
66 岡本 一樹 神奈川県 - 1:43:31
67 小川 泰作 埼玉県 - 1:43:34
68 石川 亨 甲府市 うさお 1:43:39
69 小林 信嗣 東京都 - 1:43:40
70 境 芳彦 東京都 - 1:43:45
71 成沢 朋広 千葉県 - 1:43:58
72 櫻田 勝己 千葉県 天神走湯会 1:44:07
73 佐野 俊輔 埼玉県 - 1:44:08
74 佐藤 力哉 神奈川県 コアラ一家 1:44:17
75 井上 大輔 神奈川県 - 1:44:24
76 庄子 太一 千葉県 ＪＲ東日本 1:44:32
77 岩岡 健太郎 長野県 - 1:44:47
78 辻 秀憲 東京都 ＮＲ多摩 1:44:50
79 高良 晃進 東京都 - 1:44:54
80 萩原 和也 上野原市 - 1:45:02
81 山口 忠久 神奈川県 スローペース 1:45:11
82 川島 直人 東京都 つつじが丘ＲＣ 1:45:23
83 影山　公徳 埼玉県 - 1:45:26
84 堀江 明弘 東京都 - 1:45:28
85 鹿野　雅人 笛吹市 - 1:45:29
86 菊池 祐太 東京都 ＲＡＰＩＯＮ 1:45:48
87 渡辺 潮 甲府市 ＤＡＣ 1:45:54
88 川上 竜次 神奈川県 - 1:45:57
89 渡邊 克利 千葉県 - 1:45:57
90 田辺 貴敏 神奈川県 ＲＣ七海 1:46:03
91 矢野 秀治 東京都 アミノ小金井 1:46:10
92 古川　忍 神奈川県 あだち整形外科 1:46:12
93 高橋 秀郎 神奈川県 - 1:46:37
94 佐藤 大悟 神奈川県 - 1:46:47
95 竹内 淳 東京都 - 1:46:48
96 町田 裕紀 神奈川県 まり～なのぱぱ 1:46:53
97 日吉 正巳 静岡県 チームわっくん 1:46:56
98 山岡 貴幸 東京都 中野走ろう会 1:46:57
99 伊藤 雅基 笛吹市 - 1:47:13
100 渡辺 正美 神奈川県 鶴亀クラブ 1:47:30
101 伊藤 和生 宮城県 大崎市民病院 1:47:32
102 渡邉 光裕 東京都 - 1:48:03
103 石田 昌之 神奈川県 日テレＪＣ 1:48:06
104 東田 健志 神奈川県 Ｔ２６ラン部 1:48:11
105 松田 慶太 中巨摩郡 - 1:48:23
106 木下 高明 東京都 - 1:48:41
107 安藤 昌彦 大阪府 マリーナ 1:48:47
108 宿谷 英一 東京都 - 1:48:47
109 新藤 竜弥 静岡県 - 1:48:50
110 杉野 貞夫 神奈川県 - 1:49:02



111 池谷 正則 東京都 多摩走友会 1:49:06
112 沼田 勇二 千葉県 - 1:49:10
113 塩入 久芳 甲府市 甲府地方検察庁 1:49:14
114 岡本 嘉弘 愛知県 - 1:49:34
115 川勝 隆 東京都 甲府クラブ 1:49:53
116 鬼頭 裕介 甲府市 - 1:50:05
117 原崎 崇 神奈川県 ラン＆リンク 1:50:25
118 雨宮 孝 甲府市 - 1:50:26
119 梶浦 嘉夫 東京都 - 1:50:39
120 江幡 克也 神奈川県 - 1:50:40
121 紀州谷　充 東京都 ひつじ会 1:50:56
122 柳生 将之 長野県 イーエーシー 1:51:04
123 加藤　賢明 南都留郡 チーム忍野 1:51:09
124 安藤 裕治 千葉県 - 1:51:14
125 中村 一也 笛吹市 - 1:51:39
126 小椋 昌徳 神奈川県 - 1:51:47
127 藤田 淳 東京都 神鋼環境ソリュ 1:51:58
128 吉崎 文人 静岡県 - 1:52:04
129 坂本 明 東京都 - 1:52:26
130 加藤 正樹 南都留郡 - 1:52:28
131 田口 健一 神奈川県 鶴虎会 1:52:47
132 小笠原　一雅 大月市 - 1:52:50
133 渡辺 勝 富士吉田市 - 1:52:53
134 佐藤 純男 東京都 - 1:52:54
135 高橋 豊 東京都 富士見楽走会 1:53:18
136 三井 好則 甲府市 - 1:53:19
137 上山 昇司 東京都 パイウォーター 1:53:57
138 加本 歩 神奈川県 αシステムズ 1:53:58
139 沖 晃充 甲斐市 - 1:54:09
140 佐々木 稔 神奈川県 - 1:54:12
141 野口 孝正 神奈川県 - 1:54:20
142 布施 友明 東京都 たけぞうクラブ 1:54:25
143 篠原　泰治 東京都 福生ランナーズ 1:54:26
144 上田 丘 神奈川県 - 1:54:30
145 西 基樹 神奈川県 - 1:54:33
146 小尾 智巳 北杜市 レッツトライ 1:54:52
147 木下 務 埼玉県 - 1:54:54
148 遊佐 和治 神奈川県 - 1:54:55
149 齋地 義孝 神奈川県 やまなし大使 1:55:00
150 蓮見 淳 東京都 - 1:55:12
151 小林 一重 東京都 - 1:55:25
152 中田 哲雄 神奈川県 - 1:55:25
153 川之辺 和宣 埼玉県 前澤化成工業 1:55:32
154 土田 信夫 埼玉県 - 1:55:46
155 増田 嘉哉 東京都 - 1:55:48
156 岩野 毅 東京都 - 1:55:49
157 小島 徹 神奈川県 あるちゃんず 1:55:52
158 富田 真之 東京都 - 1:56:16
159 小林 康太 神奈川県 - 1:56:16
160 丸山　昌二 静岡県 - 1:56:17
161 相馬 剛 甲州市 甲州市 1:56:33
162 川崎 光 甲府市 ホリタン 1:56:35
163 田村 貞治 甲府市 タムちゃんズ 1:56:36
164 川辺 文久 東京都 - 1:56:40
165 猪村 猛人 甲府市 - 1:56:49
166 河野 稔 東京都 ＴＤＳＬ 1:56:57
167 荒井 信貴 東京都 - 1:56:58



168 桂山 康弘 東京都 ブーメラン１８ 1:57:54
169 三村 和彦 長野県 辻の湯会 1:57:56
170 矢野間 喜幸 甲府市 - 1:57:58
171 中込 秀明 甲府市 - 1:58:02
172 梶田 耕司 東京都 こうはんＲＣ 1:58:05
173 三枝 和彦 東京都 - 1:58:35
174 竹若 雅文 静岡県 - 1:58:37
175 遠藤 大介 甲府市 - 1:58:47
176 田中 洋行 神奈川県 ランニングデポ 1:58:50
177 町田 和広 甲州市 甲州市 1:58:53
178 中戸川 公昭 神奈川県 いづみ会 1:58:55
179 田中 利幸 埼玉県 - 1:58:56
180 鈴木 健一 神奈川県 おりえんて 1:59:13
181 水野 善弘 東京都 みずほ 1:59:25
182 薬師神 学 神奈川県 - 1:59:49
183 南舘 康寛 神奈川県 海老名走遊会 1:59:51
184 直江 俊弐 東京都 ＴＴＲＣ 1:59:58
185 鈴木 崇弘 栃木県 - 2:00:18
186 岡部　邦夫 東京都 - 2:00:37
187 山形 成生 滋賀県 甲府峡東ＫＳ 2:01:21
188 村越 彰 東京都 リスタート 2:01:32
189 澤井 由式 神奈川県 - 2:01:42
190 池田 隆弘 愛知県 - 2:01:52
191 押久保 晃雄 神奈川県 - 2:02:19
192 大脇 寛成 長野県 - 2:02:25
193 梅原 太郎 静岡県 伊豆市役所 2:02:33
194 土肥 伸光 埼玉県 日高市 2:02:39
195 仲田 寿彦 静岡県 村上開明堂 2:02:52
196 山本 聡一 神奈川県 - 2:03:02
197 金澤 禎幸 東京都 - 2:03:03
198 北口 敬三郎 東京都 - 2:03:07
199 髙木　良彰 長野県 - 2:03:17
200 上條 明宏 上野原市 - 2:03:28
201 小島 慶士 三重県 - 2:03:29
202 藤澤 大 神奈川県 チーム１人 2:03:36
203 青木 孝吉 東京都 - 2:03:39
204 鈴木 康志 神奈川県 - 2:03:51
205 井上 貴宏 静岡県 - 2:04:16
206 中村 安夫 神奈川県 - 2:04:26
207 宮木 昌広 千葉県 酒ＲＵＮ会 2:05:18
208 長沼 昌貴 山梨市 - 2:05:18
209 原田 幾 北杜市 - 2:05:22
210 田中 勝彦 甲府市 サンムーン 2:05:24
211 須田 浩隆 静岡県 - 2:05:32
212 和知 茂樹 笛吹市 オンリーワン 2:05:37
213 佐野 治輝 神奈川県 ＪＫＣ 2:05:49
214 木村 孝幸 東京都 - 2:06:19
215 臼井 保 茨城県 ひかり 2:06:30
216 松山 雅知 笛吹市 - 2:06:38
217 今城 善康 神奈川県 - 2:06:45
218 森 眞彦 埼玉県 飯能精明走友会 2:07:35
219 佐々木 秀行 三重県 四消競走部 2:07:38
220 阿部 信英 東京都 - 2:07:46
221 高木 一彦 長野県 長野信用金庫 2:07:54
222 伊藤 功宏 東京都 - 2:08:12
223 粕谷 一正 長野県 - 2:08:16
224 荒川 久典 神奈川県 - 2:08:26



225 松木 康治 埼玉県 - 2:08:43
226 柳沢 直樹 神奈川県 - 2:08:59
227 中石 斉孝 東京都 - 2:09:11
228 石井 正人 東京都 - 2:09:40
229 高橋 護人 東京都 - 2:09:57
230 有元 圭介 甲斐市 山梨大学 2:10:04
231 玉水 一成 東京都 チームぬるま湯 2:10:39
232 小宮山 広樹 埼玉県 - 2:10:50
233 多田 規之 東京都 ヤマト運輸 2:11:00
234 滝島 輝男 甲州市 - 2:11:48
235 永井 誠 愛知県 ランナンデス 2:11:53
236 角田 安弘 神奈川県 善吉醸し屋 2:12:13
237 橋爪 俊明 長野県 - 2:12:49
238 輿石 春生 笛吹市 - 2:13:30
239 塚越 勇企 東京都 手羽先 2:13:34
240 加藤 博亮 神奈川県 - 2:13:55
241 根岸 智明 東京都 - 2:13:56
242 堀野 育男 都留市 - 2:14:01
243 丸山 明伸 甲府市 - 2:14:02
244 成田　知哉 神奈川県 - 2:14:07
245 落合 雄介 東京都 - 2:14:33
246 池田 伸一 千葉県 市川市立八幡小 2:14:49
247 丸山　貴司 東京都 - 2:15:46
248 芦沢 真弘 東京都 - 2:15:52
249 森 進司 東京都 - 2:16:00
250 弦間 一彦 埼玉県 かっぱ会 2:16:10
251 奈良 裕之 神奈川県 - 2:16:30
252 和智 修 上野原市 タジマ 2:16:33
253 山田 尚樹 東京都 - 2:17:05
254 長田 知明 長野県 鬼畜サンタ 2:17:32
255 中川 万規人 千葉県 酒ＲＵＮ会 2:17:38
256 岩井 孝一 東京都 - 2:17:43
257 多田 健洋 千葉県 ほうとう小作 2:18:41
258 佐藤 寧 東京都 ＴＴＲＣ 2:18:57
259 長谷川 哲也 静岡県 静岡銀行 2:19:12
260 糸賀　郷美 東京都 - 2:19:17
261 長田 充 山梨市 - 2:19:20
262 中島 賢治 東京都 ＣＰＫ 2:20:04
263 鈴木 浩行 甲斐市 - 2:20:15
264 島村 昌志 埼玉県 - 2:20:17
265 五味 一司 長野県 - 2:20:46
266 原 保広 神奈川県 - 2:21:04
267 盛満 一太 東京都 - 2:21:08
268 山崎 誠 神奈川県 いづみ会 2:21:14
269 唐戸 智雄 東京都 グルメランの会 2:22:11
270 古屋 宏幸 笛吹市 幸会原町みゆき 2:22:59
271 太幡 紀明 埼玉県 秩父市 2:24:10
272 野坂 靖 南アルプス市 日建リース工業 2:24:30
273 今泉 潔 千葉県 - 2:25:15
274 長田 清英 東京都 - 2:26:31



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 佐野 元明 東京都 青梅市陸協 1:26:47
2 桧山 和成 茨城県 つくば陸協 1:34:29
3 佐竹 誠二郎 徳島県 ウェル亀徳島 1:36:26
4 鈴木 教義 東京都 中野走ろう会 1:38:29
5 久野　篤 東京都 セタクンＲ１ 1:40:45
6 谷 博道 東京都 碑文谷ジョガー 1:42:44
7 曽根 金富 静岡県 - 1:43:34
8 下山 一幸 神奈川県 スローペース 1:43:49
9 坂本　次夫 神奈川県 相模原弥栄RC 1:44:24
10 丹澤 寛 甲府市 - 1:46:07
11 西里 昌恭 京都府 - 1:46:12
12 大平 実 神奈川県 相模原弥栄ＲＣ 1:47:04
13 水上 光一 神奈川県 - 1:47:22
14 森脇　弘暢 東京都 日の出走友会 1:47:29
15 千葉 松夫 東京都 町田いだ天 1:47:43
16 武藤　忠 東京都 オリンパスＯＢ 1:48:12
17 後藤　次雄 群馬県 - 1:48:18
18 安藤　弘喜 東京都 多摩走友会 1:48:21
19 桜山 勝史 愛知県 - 1:48:59
20 永井 正 長野県 ちいむもみじ 1:49:09
21 松澤 義彦 長野県 - 1:49:37
22 渡辺 謙一郎 神奈川県 ウエルシア 1:49:43
23 長谷川 秀一 東京都 慈秀病院 1:50:51
24 本田 和彦 神奈川県 ブーメラン１８ 1:54:20
25 清水　久利 東京都 - 1:54:20
26 市川　博 東京都 アーリーバード 1:54:33
27 難波　久志 東京都 つつじRC 1:55:08
28 堀井　健司 東京都 - 1:55:10
29 井原 正芳 神奈川県 メタコイ 1:55:29
30 木村 洋 東京都 横河陸上部 1:56:05
31 河野 昭三 甲府市 - 1:56:19
32 山保　廣之 神奈川県 - 1:56:46
33 伊藤 要三 神奈川県 やまとけんぽ 1:56:47
34 早川 恒一郎 埼玉県 甲福会 1:57:16
35 松田　清 埼玉県 - 1:57:27
36 西澤 良司 神奈川県 ＦＣバルサ 1:57:39
37 守屋 惠造 神奈川県 - 1:58:01
38 遠藤 勝郎 静岡県 - 1:58:08
39 浜崎　勇 東京都 - 1:58:33
40 渡邉 孝文 神奈川県 合気道養昭館 1:58:42
41 浜中 圭二 東京都 吉祥寺ナスジム 1:59:08
42 木下　善則 東京都 八王子富士森走 1:59:11
43 曽田　英一 東京都 - 1:59:12
44 谷本 秀樹 東京都 セントラルＲＣ 1:59:20
45 清野 裕章 静岡県 村民ランナー 1:59:50
46 北沢 喜一 長野県 ＴＥＡＭ－Ｅ 2:00:02
47 相原 光雄 神奈川県 秦野山岳会 2:00:11
48 小山 勇治 東京都 - 2:01:09
49 堀内 克弘 南都留郡 富士五湖マスタ 2:01:39
50 益子 高明 東京都 サドヤ 2:01:45
51 横関 秀俊 東京都 - 2:01:48
52 引田 一夫 神奈川県 - 2:01:53
53 大島 昇 埼玉県 ＯＥＣＣ 2:02:00
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54 山角 完 笛吹市 - 2:02:50
55 秋和 健 東京都 - 2:03:38
56 市川 雅之 神奈川県 ８０ジェーシー 2:04:29
57 波多野 穣 都留市 ＪＲ東海 2:04:31
58 中村 治之 神奈川県 - 2:05:20
59 原嶋 弘 東京都 青梅三田走ろう会 2:06:00
60 金井 良夫 千葉県 - 2:06:06
61 三留 伸之 神奈川県 - 2:06:14
62 宮本 茂 東京都 サラダバーズ 2:06:24
63 浅野 克彦 東京都 - 2:06:26
64 吉見　恭則 東京都 - 2:06:38
65 佐藤　栄次 長野県 - 2:06:53
66 中尾 晴彦 南都留郡 走る羊 2:06:57
67 榊原　敬三 愛知県 - 2:07:23
68 髙久 正義 東京都 くにたちJC 2:08:40
69 清水　光雄 東京都 - 2:10:30
70 嶋田 裕史 千葉県 チーム東へ西へ 2:10:33
71 宮川　功平 神奈川県 はつらつくらぶ 2:10:34
72 牧内 幸雄 長野県 - 2:11:18
73 岸波 健助 東京都 つつじヶ丘ＬＣ 2:11:32
74 三田 章裕 静岡県 - 2:12:11
75 上條 正房 神奈川県 メタコイクラブ 2:12:35
76 飯田 宏二 東京都 - 2:12:42
77 滝沢　裕一郎 笛吹市 - 2:13:06
78 若月 孝臣 山梨市 カザマＣ 2:13:10
79 福田 孝敏 東京都 - 2:13:42
80 高橋 邦彦 岐阜県 溝口ＲＣ 2:14:16
81 渡邊 好造 東京都 埼玉大学 2:14:29
82 原田 信治 埼玉県 - 2:14:33
83 諏訪部　雅之 東京都 千住走友会　 2:14:46
84 野田 眞 埼玉県 - 2:15:06
85 小岩　久夫 京都府 - 2:16:05
86 土屋 幸雄 長野県 アイエムジー 2:16:38
87 金原　清昭 愛知県 ダディ 2:16:42
88 小宮山 稔 東京都 清瀬 2:17:20
89 飯窪　一德 甲斐市 イイクボ自動車 2:18:01
90 桃井 弘 東京都 - 2:18:51
91 荒瀬 秀夫 東京都 テルモ 2:19:51
92 田中 一則 東京都 - 2:19:59
93 丸山　一男 神奈川県 山一ランナーズ 2:20:40
94 金原　俊雄 長野県 銀河 2:21:23
95 早川　勉 東京都 多摩走友会 2:23:07



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 廣瀬 光子 東京都 東京WINGS 1:27:07
2 水藤 孝子 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 1:30:03
3 荻原 真紀 山梨市 - 1:37:13
4 井口 えい子 埼玉県 - 1:39:25
5 半田 裕美 東京都 - 1:40:42
6 大須賀 由利子 神奈川県 - 1:43:20
7 鎭目 由美子 笛吹市 甲斐路フルーツ 1:44:19
8 高橋 広美 神奈川県 - 1:51:47
9 酒井 奈緒 東京都 ＴＢＲＣ 1:51:56
10 高田 和子 東京都 - 1:53:36
11 西 千保美 神奈川県 - 1:54:33
12 中村 裕子 東京都 - 1:54:39
13 小松　久美 大月市 - 1:54:49
14 小林 薫 埼玉県 ＴＴＲＣ 1:55:43
15 雨宮 千夏 甲府市 - 1:56:04
16 深澤 晴美 笛吹市 - 1:56:31
17 岡部　美穂 東京都 - 1:57:20
18 竹井 基子 神奈川県 ＵＧＯ 1:57:23
19 蛭間 奈津子 東京都 - 1:58:10
20 玉井 雪乃 東京都 ＴＢＲＣ 1:58:12
21 藤田 理恵 東京都 マカオのオカマ 1:58:29
22 高木 奈美 静岡県 - 1:58:35
23 桶川 友里恵 埼玉県 Ａｒａｉ塾 1:58:38
24 済賀 純子 東京都 - 1:59:54
25 高野 美里 東京都 沖電気工業 2:00:11
26 佐野 ともみ 西八代郡 サノコウムショ 2:00:37
27 勝俣 利恵子 静岡県 - 2:01:44
28 桐山 みなみ 神奈川県 - 2:02:08
29 萩原 香奈恵 甲斐市 竜王走ろう会 2:02:19
30 藤森 洋子 長野県 諏訪赤十字病院 2:02:28
31 堀 しのぶ 東京都 - 2:02:46
32 布施 みどり 東京都 たけぞうクラブ 2:03:58
33 芝 喜久美 埼玉県 チーム走魂 2:04:04
34 藤本 恵 東京都 多摩走友会 2:04:15
35 加藤 葉子 神奈川県 - 2:04:23
36 石井 淳子 神奈川県 ジェトランズ 2:05:59
37 小川 佳枝 東京都 井草マラソン部 2:06:14
38 田島 和美 千葉県 - 2:06:21
39 田沼 きよみ 神奈川県 Ｔ２６ 2:06:39
40 青木 信子 南都留郡 - 2:06:41
41 斎川 美沙 東京都 - 2:07:56
42 大野 淳子 静岡県 ガレラン 2:08:05
43 原田 尚子 東京都 たじまうし 2:08:07
44 花田 美香 神奈川県 - 2:08:57
45 舟竹 以久代 東京都 - 2:09:41
46 増島 薫 東京都 チーム石谷 2:10:16
47 竹若 恭子 静岡県 - 2:10:20
48 坂下 留美 長野県 - 2:10:57
49 阿部 麻紀子 埼玉県 - 2:11:03
50 吉田 なおみ 神奈川県 - 2:11:56
51 後藤 美智子 神奈川県 - 2:13:05
52 木崎 睦美 東京都 - 2:14:10
53 宮木 美由紀 千葉県 酒ＲＵＮ会 2:14:36

ハーフ女子40歳以上の部



54 諏訪部　高江 東京都 千住走友会 2:14:46
55 山本　こずえ 長野県 - 2:15:17
56 清水　園江 神奈川県 - 2:16:52
57 土肥 愛子 埼玉県 日高市 2:18:05
58 白須 みゆき 笛吹市 - 2:18:40
59 肥爪 利恵子 神奈川県 - 2:18:42
60 桑原 繭美 東京都 マカオのオカマ 2:19:02
61 池田 あゆみ 長野県 - 2:20:05
62 古川 真弓 神奈川県 - 2:21:39
63 山副 津多子 長野県 - 2:21:54



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 牛山 純一 長野県 信州最速PJT 0:30:13
2 巣山 慶太 愛知県 チーム忍野 0:32:29
3 外山 高広 東京都 富士森走友会 0:34:14
4 下山 法久 笛吹市 オオキ 0:35:17
5 吉海 健太 静岡県 - 0:35:18
6 志村 仁夢 甲斐市 チーム野党 0:35:28
7 鶴田 修平 甲州市 - 0:35:31
8 雨宮 聖 笛吹市 チーム野党 0:35:43
9 川松 将和 愛知県 会社員 0:35:58
10 長谷川 賢人 笛吹市 日川陸上ОＢ 0:37:11
11 日野 龍二 長野県 - 0:37:18
12 高橋 豊 神奈川県 - 0:37:30
13 照井 誠一 神奈川県 いまいちズ 0:37:55
14 堀内　寿葵斗 笛吹市 一宮中サッカー部 0:37:58
15 本田 純一 大月市 - 0:38:03
16 石原 遼一 笛吹市 - 0:38:22
17 中澤　佑太 笛吹市 - 0:38:27
18 小山 温史 東京都 トータス 0:38:42
19 柴 勇一郎 長野県 - 0:39:13
20 中山　実典 笛吹市 一宮中サッカー部 0:40:05
21 長谷川 慧人 笛吹市 一宮中サッカー 0:40:20
22 大久保 勇紀 東京都 - 0:40:27
23 小山 貴史 神奈川県 - 0:40:33
24 滑川 多人 東京都 東京ウィングス 0:41:32
25 中澤 孝太郎 笛吹市 ももちっくりん 0:41:37
26 常田 洋介 笛吹市 甲府東高校 0:41:40
27 吉田 雅俊 埼玉県 - 0:41:44
28 藤森 俊祐 南都留郡 - 0:42:09
29 日原 侑和 埼玉県 - 0:42:14
30 渡邉 匠 甲斐市 大和工機 0:42:33
31 中澤　怜音 笛吹市 一宮中サッカー部 0:42:36
32 大木 大輔 神奈川県 ち～むごえもん 0:42:58
33 深山 大士 笛吹市 - 0:43:49
34 原田 悠馬 東京都 ウィニング 0:44:04
35 込山 琢馬 静岡県 - 0:44:08
36 馬渕 凛士 笛吹市 一宮中 0:44:23
37 梶 佑輝 静岡県 - 0:44:32
38 廣瀬　凜 笛吹市 一宮中学校 0:44:46
39 高橋 恭平 神奈川県 - 0:44:54
40 佐野　裕樹 笛吹市 - 0:45:07
41 浜野 耕一 神奈川県 ＰＢＺ川崎支部 0:45:08
42 岡村 敦史 甲府市 - 0:45:23
43 長谷山 勇気 東京都 ＩＲＩＥ 0:45:50
44 奥脇 大晴 笛吹市 一宮中学校 0:46:11
45 越智 健士郎 東京都 - 0:46:20
46 三品 輝 東京都 - 0:46:31
47 中田 喬章 山梨市 - 0:47:24
48 三枝 健一 笛吹市 - 0:47:33
49 住野 正幸 都留市 - 0:47:34
50 西川　裕真 笛吹市 一宮中サッカー 0:47:48
51 前田 陽佑 神奈川県 川崎山岳温泉部 0:47:52
52 金子 健太郎 長野県 - 0:47:54
53 中澤 修司 笛吹市 ももちっくりん 0:47:59

10km男子一般（中学生以上）の部



54 加藤 隆 長野県 Ｆｌａｔ－Ｋ 0:48:00
55 益田 健太郎 神奈川県 ＳＳＤ 0:48:14
56 深澤 竣 中央市 - 0:48:21
57 青山 耕典 山梨市 一宮陸上ｽﾎﾟ少 0:48:31
58 本池 亮太 東京都 - 0:48:38
59 杉原　賢治 笛吹市 サンニチＲＣ 0:48:39
60 金子 健太郎 東京都 - 0:48:47
61 土橋 秀史 東京都 - 0:49:10
62 清水 裕次 大月市 - 0:49:13
63 矢崎 航平 東京都 - 0:49:28
64 中野 悟史 神奈川県 川崎山岳温泉部 0:49:29
65 中山 恵一 甲州市 - 0:49:40
66 荻原 克和 甲州市 - 0:49:46
67 河原 達也 神奈川県 - 0:49:49
68 風間　亮佑 甲府市 - 0:49:50
69 鈴木 智士 甲府市 Ｂｉｊｏｕｘ 0:50:21
70 長田　純一 南アルプス市 サンニチＲＣ 0:50:21
71 島村 佳寛 笛吹市 - 0:50:22
72 早川 夏稀 笛吹市 一宮中サッカー部 0:50:36
73 山崎 凌一 都留市 - 0:50:39
74 筒井　優 笛吹市 - 0:50:42
75 澤村 尚典 神奈川県 - 0:50:47
76 日向 佑介 東京都 ＪＯＡＫ 0:50:52
77 陸 賢 千葉県 ゆるらん 0:51:03
78 渡辺 大輔 東京都 - 0:51:08
79 三富　直樹 甲府市 サンニチＲＣ 0:51:25
80 佐野　国正 甲府市 - 0:51:48
81 高野 孝祐 笛吹市 - 0:51:50
82 相川 功次 甲州市 - 0:51:51
83 丸山 裕司 神奈川県 - 0:52:03
84 宮浦 峻平 神奈川県 - 0:52:20
85 八木 忠昭 千葉県 - 0:52:21
86 冨澤 篤史 東京都 - 0:52:26
87 矢野 竜一 東京都 - 0:52:30
88 長谷川 孝也 東京都 - 0:52:39
89 上川 周平 笛吹市 - 0:52:44
90 佐藤　瑛斗 笛吹市 一宮中サッカー 0:52:47
91 高野 誠 甲府市 - 0:52:57
92 鈴木 高徳 笛吹市 石和中学校 0:53:04
93 田渕 裕章 都留市 - 0:53:16
94 倉澤 優司 静岡県 ＪＲＣ 0:53:17
95 飯田 祥吾 長野県 - 0:53:51
96 仁野 慎也 神奈川県 ＪＲ東海 0:53:59
97 石川 和仁 東京都 養老乃瀧酒友会 0:54:06
98 都留 亮 甲府市 - 0:54:12
99 大久保 勇紀 東京都 五乃神学園 0:54:20
100 谷元 博樹 神奈川県 みなと赤十字 0:54:22
101 實山 裕 群馬県 富士製薬工業 0:54:44
102 小河 広弥 笛吹市 - 0:54:45
103 内田 龍太郎 甲州市 ユウアイ電子 0:54:53
104 桝田 哲太郎 都留市 - 0:54:58
105 木内 貴章 東京都 - 0:55:00
106 吉田 謙介 新潟県 - 0:55:18
107 渡辺 大輔 東京都 - 0:55:28
108 古屋 裕至 笛吹市 サンニチＲＣ 0:55:37
109 深澤 健 甲府市 - 0:55:38
110 由比藤 峻佑 都留市 - 0:55:51



111 中島 浩史 甲府市 - 0:56:02
112 粟津原 英己 東京都 - 0:56:33
113 石原 裕貴 中央市 - 0:56:33
114 北原 宇宙 長野県 テルメリゾート 0:56:39
115 渡邊 貴司 笛吹市 - 0:56:42
116 中村 ゆうき 甲州市 - 0:56:50
117 鈴木 英二 東京都 - 0:56:57
118 畑野 健太郎 上野原市 チームけやき 0:57:03
119 山田 翔一 笛吹市 - 0:57:20
120 加藤 弘光 都留市 - 0:57:27
121 古屋 勇太 笛吹市 - 0:57:37
122 花木 大樹 甲府市 - 0:57:51
123 神谷 零央 埼玉県 - 0:57:54
124 稲森 直哉 東京都 日建連 0:58:03
125 樽澤 智 長野県 - 0:58:08
126 畑野 正幸 上野原市 チームけやき 0:58:17
127 相澤 友宏 中央市 あさりのよいち 0:58:19
128 沢井 寿雄 静岡県 ＪＲＣ 0:58:21
129 大竹 啓介 都留市 - 0:58:22
130 原田 直輝 甲府市 - 0:58:23
131 小嶋 佑 神奈川県 - 0:58:24
132 橘田 翔磨 東京都 ゼンショー 0:58:34
133 坂井 貴幸 笛吹市 - 0:58:40
134 長坂 拓哉 上野原市 新参さぶふぉー 0:58:43
135 小河原 謙哉 甲府市 - 0:58:48
136 伊藤 雅章 静岡県 ＪＲＣ 0:58:56
137 石川 雄心 東京都 - 0:58:59
138 草間 友臣 長野県 - 0:59:00
139 益子 匡史 栃木県 日本郵便 0:59:41
140 黒部 恭史 長野県 - 0:59:44
141 西浦　耕介 東京都 アミーゴス 0:59:51
142 外崎 浩之 神奈川県 溜池ＧＲ 1:00:05
143 羽場 久晃 長野県 - 1:00:13
144 金澤 翔 東京都 - 1:00:38
145 小林 篤史 埼玉県 - 1:00:43
146 登内 瑛 長野県 - 1:01:07
147 津島 洋平 東京都 あきる野市 1:01:16
148 古屋 敬祐 笛吹市 サンニチＲＣ 1:01:26
149 木下 裕貴 千葉県 アモロン 1:01:35
150 西村 竜 神奈川県 - 1:01:49
151 若杉 遼 甲府市 - 1:01:50
152 野間 悠太 都留市 - 1:01:50
153 近藤 敏泰 長野県 諏訪湖畔病院 1:01:58
154 雨宮 佳輝 山梨市 山梨厚生病院 1:02:16
155 村田 直也 都留市 溜池ＧＲ 1:02:27
156 小倉 大輝 東京都 ピーチボーイズ 1:02:31
157 内田 拓 甲州市 - 1:02:54
158 辻村 薫 神奈川県 ぽん太さん一家 1:03:19
159 近藤 秀樹 神奈川県 - 1:03:22
160 嶋田 雄介 東京都 チームじろう 1:03:26
161 浅野 兼人 千葉県 - 1:03:30
162 永留 功一 都留市 - 1:03:48
163 斉藤 凪 埼玉県 - 1:03:49
164 畠山 和也 埼玉県 - 1:04:05
165 小笠原 裕馬 千葉県 ＳＯＮ・千葉 1:04:32
166 山口 太輔 神奈川県 ジャー 1:04:36
167 竹内 祥晴 東京都 新幹線 1:04:38



168 大庭 秋彦 神奈川県 - 1:04:39
169 木村 茂 神奈川県 - 1:04:41
170 澤田 智志 甲府市 - 1:04:52
171 作本 良太 東京都 エア・ブラウン 1:05:34
172 櫻田　真司 笛吹市 - 1:05:38
173 島田 和貴 笛吹市 - 1:05:45
174 御山 弘済 笛吹市 - 1:05:47
175 天野 和彦 笛吹市 見滝原市 1:05:47
176 西浦　泰介 東京都 アミーゴス 1:05:56
177 三ヶ田 純平 東京都 たまらん、 1:05:57
178 望月 公一郎 甲斐市 - 1:06:34
179 久保川 治彦 笛吹市 - 1:06:43
180 茶谷 貴志 甲府市 - 1:08:18
181 長坂 和樹 笛吹市 若彦の郷 1:09:34
182 舘山 洋平 東京都 - 1:09:55
183 落合 俊幸 神奈川県 - 1:10:35
184 米澤 昌洋 東京都 溜池ＧＲ 1:10:36
185 森田 明 甲府市 - 1:10:39
186 市川 嘉一 都留市 - 1:11:21
187 久保田 悠一 笛吹市 山梨県 1:13:03
188 ＰＨＡＭ　ＶＡＮ ＮＧＨＩＡ 甲州市 ユウアイ電子 1:13:07
189 大森　詳也 南都留郡 - 1:13:07
190 丸山 祐樹 甲府市 - 1:13:30
191 藤井 大也 都留市 - 1:14:05
192 雨宮 佳輝 山梨市 株式会社　有電 1:15:03
193 小薗江 淳 東京都 - 1:17:15
194 片山 賢太郎 都留市 - 1:17:34
195 望月 健司 甲斐市 - 1:18:01
196 三好 裕樹 甲府市 ノビドラ 1:18:23
197 牛田 紘太 神奈川県 フリー 1:18:30
198 古川 貴之 埼玉県 - 1:18:38
199 雨宮 祥吾 笛吹市 クララドールズ 1:20:42
200 林 琢 笛吹市 - 1:20:52
201 落合 海音 東京都 アキレス 1:20:55
202 杉田 遼 笛吹市 - 1:22:01
203 小林 良平 笛吹市 - 1:22:02
204 小宮山 航 笛吹市 - 1:22:02
205 渡邉 賢太 甲府市 - 1:22:35
206 山田 裕一郎 都留市 - 1:22:53
207 吉田 直広 千葉県 - 1:31:54
208 水上 峻 笛吹市 - 1:33:25
209 土屋 修人 笛吹市 - 1:33:26
210 髙橋 悠起 東京都 - 1:37:03



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 橘田 美来 笛吹市 笛吹高校 0:42:37
2 沼中 彩里 笛吹市 一宮中サッカー部 0:42:51
3 橋本 萌 神奈川県 - 0:44:58
4 下井 萌 長野県 フラットケイ 0:50:15
5 柳澤　くりこ 神奈川県 - 0:52:43
6 小松原 沙織 長野県 Ｆｌａｔ－Ｋ 0:53:41
7 熊谷 美幸 長野県 チームリッキー 0:54:11
8 川瀬 はるな 東京都 - 0:54:54
9 三井 朋子 南アルプス市 - 0:55:45
10 篠原 佳子 神奈川県 - 0:56:04
11 小林 澄夏 東京都 - 0:57:00
12 髙橋 明子 甲府市 - 0:57:02
13 日向 章子 東京都 ブーメラン１８ 0:57:13
14 森澤 あゆみ 中央市 あさりのよいち 0:57:17
15 清水 真菜 神奈川県 まなまきクラブ 0:57:22
16 柴田 怜子 甲府市 - 0:57:53
17 小此木　裕子 神奈川県 - 0:59:18
18 坂本 久美子 神奈川県 ランニングデポ 0:59:28
19 新免 沙耶佳 東京都 - 0:59:38
20 上原 夕子 静岡県 - 0:59:51
21 中島 和 東京都 - 0:59:56
22 三浦 文美 長野県 - 1:00:15
23 木下 治子 神奈川県 - 1:00:32
24 小澤 いち歩 笛吹市 - 1:00:39
25 上園 雅子 埼玉県 - 1:00:56
26 浜元 舞子 東京都 - 1:01:14
27 近藤 由佳 長野県 諏訪湖畔病院 1:01:59
28 酒井 奈美 東京都 - 1:02:00
29 金山 美恵子 東京都 くまクラブ 1:02:09
30 内藤 洋子 笛吹市 - 1:02:22
31 矢上 日子 東京都 - 1:02:24
32 辻村 彩 神奈川県 ぽん太さん一家 1:02:53
33 滝沢 千恵 東京都 - 1:02:59
34 堀内 智 笛吹市 - 1:03:06
35 花木 睦子 東京都 トータス 1:03:10
36 辻原 みなみ 東京都 - 1:03:19
37 初海 友香子 笛吹市 - 1:03:24
38 小林 ゆかり 中央市 - 1:03:24
39 神宮寺 智美 甲府市 - 1:03:25
40 井上 美智留 東京都 - 1:03:35
41 井上 美佳 長野県 - 1:03:45
42 中村 千司穗 笛吹市 - 1:03:49
43 中島 美智子 東京都 - 1:03:55
44 宇津木 恵美 神奈川県 無所属 1:04:06
45 佐々木 史織 東京都 - 1:04:14
46 西 那津美 甲府市 - 1:04:16
47 村上 裕美 千葉県 - 1:04:26
48 懸本 歩 甲府市 - 1:04:37
49 日原 智子 埼玉県 - 1:04:40
50 上猶 しのぶ 神奈川県 中栄信用金庫 1:04:41
51 岩間 菜都美 埼玉県 - 1:05:52
52 坂本 輝星 埼玉県 ＮＢＳ 1:06:28
53 竹内 茜 長野県 ゴリラ２号 1:06:40

10km女子一般（中学生以上）の部



54 大塚 恵子 東京都 - 1:07:09
55 本井 葉月 東京都 - 1:07:11
56 三枝 身和 甲府市 - 1:08:06
57 長谷山 奈美子 東京都 ＩＲＩＥ 1:08:17
58 藤井 茜 東京都 日本酒会 1:08:22
59 大谷 秋文乃 長野県 めるてぃんぐ 1:08:39
60 原田 成美 甲府市 - 1:09:07
61 若杉 日和 笛吹市 - 1:09:43
62 荒木 彩 甲府市 - 1:09:52
63 舘山 亜衣 東京都 - 1:09:55
64 赤羽 美咲 長野県 - 1:10:14
65 松山 絵理菜 東京都 - 1:10:36
66 山田 梢 北杜市 - 1:10:40
67 井上 樹里 千葉県 - 1:10:53
68 前田 郁 笛吹市 - 1:11:23
69 熊倉 瑛子 都留市 - 1:11:24
70 牧野 亜由美 神奈川県 相模湖ランナズ 1:12:08
71 牧野 奈都美 神奈川県 相模湖ランナー 1:12:08
72 宮内 理紗 神奈川県 チーム登山部 1:12:22
73 雨宮 綾香 甲府市 - 1:12:25
74 依田 理沙 山梨市 - 1:13:31
75 久保田 千恵 神奈川県 ａｍｅｍａ 1:13:42
76 椎名 恵 東京都 - 1:13:50
77 伊奈 瞳 神奈川県 - 1:14:15
78 越尾 波奈子 神奈川県 - 1:14:28
79 梅本 真樹 笛吹市 チームうめもと 1:14:51
80 古川 寛子 埼玉県 - 1:14:57
81 瀧澤 弥生 神奈川県 - 1:15:27
82 櫻原 里穂 甲府市 - 1:15:47
83 細谷 幸代 東京都 ＳＳＤ 1:16:40
84 牛田 実夏 富士吉田市 - 1:18:30
85 古川 直子 都留市 - 1:21:27
86 古明地 真紀 甲州市 - 1:21:42
87 野崎 美晴 東京都 - 1:21:44
88 久保田 美菜 笛吹市 - 1:22:01
89 千葉 千聡 南アルプス市 - 1:22:01
90 伊藤 一恵 笛吹市 - 1:33:24



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 中部 大也 韮崎市 市立塩川病院 0:34:37
2 内堀 昭 甲府市 - 0:35:38
3 川村 孝司 東京都 日本郵政東京 0:35:49
4 河野 光一 甲府市 住吉体協 0:35:59
5 郷田 友樹 都留市 富士アクア 0:36:48
6 横山 重政 神奈川県 弥栄ＲＣ 0:38:04
7 秋山　友樹 甲府市 - 0:38:10
8 津川 隆史 神奈川県 チームしぼく 0:38:38
9 松本 英彦 東京都 - 0:38:46
10 望月 周作 都留市 - 0:38:46
11 日原 眞弘 東京都 - 0:38:50
12 井上 隆央 上野原市 ちーむごえもん 0:39:11
13 落合 誠 神奈川県 神奈中秦野ＲＣ 0:39:21
14 飯島 直之 神奈川県 ランニングデポ 0:39:25
15 長谷川 茂人 笛吹市 山梨県庁 0:39:46
16 松岡 理 大月市 大月走友会 0:40:43
17 守屋　恭三郎 富士吉田市 牧野フライスＧ 0:40:55
18 天野 孝士 大月市 チーム笹子 0:41:10
19 済賀 和之 東京都 ｅＡ東京 0:41:26
20 藤重 浩 甲府市 パナソニック 0:41:53
21 黒田 努 神奈川県 あさお 0:42:09
22 窪田 明彦 笛吹市 サイヤ人 0:42:09
23 島田　稔 千葉県 東京箱根ＲＣ 0:42:16
24 笠原　進 神奈川県 ゆがわらＲＲＣ 0:42:29
25 石原 光也 南アルプス市 白根走ろう会 0:42:32
26 柿沼 真一 東京都 - 0:42:41
27 関本 巌 東京都 - 0:42:46
28 河野 豊史 笛吹市 一宮中学校 0:42:50
29 福田 和弘 大月市 ゼロベースＲＣ 0:43:03
30 福島 徹也 長野県 Ｆｌａｔ－Ｋ 0:43:03
31 青柳 司 甲府市 - 0:43:04
32 深津　忠治 神奈川県 チームふかつ 0:43:10
33 織部　武夫 東京都 ８プロ 0:43:17
34 若尾 優一 笛吹市 - 0:43:31
35 金子 邦夫 都留市 - 0:43:38
36 守屋　和洋 上野原市 - 0:43:39
37 長田 進 静岡県 - 0:43:44
38 駒田 秀樹 甲州市 - 0:44:06
39 貴家 雄一 東京都 - 0:44:21
40 今井 隆幸 笛吹市 - 0:44:26
41 野口　英二 甲府市 サンニチＲＣ 0:44:38
42 小泉 正和 神奈川県 チームKR 0:44:53
43 中島 興晴 神奈川県 ＪＡＨ 0:44:58
44 中島 賢 東京都 - 0:45:01
45 小松　浩文 大月市 - 0:45:02
46 藤巻 輝之 笛吹市 東電山梨 0:45:03
47 杉田 隆則 東京都 青梅市役所 0:45:04
48 杉田　秋仁 山梨市 ＪＡフルーツ 0:45:10
49 小俣　保広 笛吹市 - 0:45:19
50 守屋 哲司 上野原市 八王子走ろう会 0:45:20
51 藤巻 和夫 甲府市 - 0:45:35
52 正木 智也 東京都 - 0:45:38
53 元吉 洋一 神奈川県 - 0:45:39
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54 依田 久幸 甲州市 - 0:45:48
55 秋沢 貴雄 埼玉県 埼玉ふじみ野市 0:45:49
56 吉田 雅之 東京都 SMC(株) 0:45:52
57 熊谷 孝幸 長野県 チームリッキー 0:45:53
58 中澤 功一 神奈川県 ランニングデポ 0:45:58
59 奥脇 力 富士吉田市 - 0:46:03
60 上町 靖彦 東京都 ｄｎｐｉｓ 0:46:05
61 赤岡 広 北杜市 赤岡モータース 0:46:22
62 枝根 功 東京都 - 0:46:32
63 小林 秀平 東京都 - 0:46:33
64 佐藤 晃 山梨市 富士植木 0:46:33
65 村上 貴視 東京都 多摩信用金庫 0:46:34
66 奥村 泰之 東京都 - 0:46:38
67 戸澤 賢 神奈川県 - 0:46:39
68 斎藤 雄二 神奈川県 中木ランナーズ 0:46:54
69 河上　洋 神奈川県 ポチと走ろう 0:46:58
70 西島 恒明 神奈川県 ゆがわらんらん 0:47:03
71 たかの ともひろ 笛吹市 - 0:47:34
72 天野 英二郎 東京都 - 0:47:36
73 小澤 庸二郎 東京都 - 0:47:37
74 夏見 佳孝 神奈川県 - 0:47:44
75 福江 和則 東京都 - 0:47:45
76 青山 将英 山梨市 一宮陸上スポ少 0:47:47
77 加藤 孝 富士吉田市 青虎会ＲＣ 0:47:54
78 松浦 正敏 神奈川県 - 0:47:57
79 古川 泰弘 笛吹市 - 0:47:59
80 島村 和臣 笛吹市 - 0:48:02
81 林 正永 静岡県 ワイズＡＣ 0:48:03
82 山田 正良 千葉県 - 0:48:06
83 久保 悟 神奈川県 - 0:48:06
84 曽根 賢一 富士吉田市 - 0:48:18
85 村木 隆浩 東京都 - 0:48:18
86 手塚 剛史 甲州市 - 0:48:18
87 中村 弘和 甲州市 - 0:48:23
88 越智 克爾 東京都 ＹＡＧＩ＿ＲＴ 0:48:38
89 若杉 和也 笛吹市 - 0:48:39
90 廣瀬 準司 山梨市 - 0:48:40
91 村沢　彰彦 甲府市 - 0:48:49
92 金山　享司 神奈川県 - 0:48:49
93 滑川 統也 東京都 東京ウィングス 0:48:49
94 亀野 秀治 神奈川県 チームＫＲ 0:48:51
95 安田 明広 東京都 - 0:48:56
96 菊池 直樹 静岡県 - 0:48:57
97 中嶋 辰博 甲斐市 - 0:48:59
98 白井 聡 東京都 青梅三田 0:49:09
99 小泉 英敏 南都留郡 - 0:49:11
100 永渕 恒幸 神奈川県 狂臨研 0:49:18
101 佐野 勝一 笛吹市 降矢技研 0:49:20
102 久保　晃 東京都 走るにゃん 0:49:22
103 山越 元洋 笛吹市 - 0:49:32
104 北澤 優 長野県 諏訪湖畔病院 0:49:34
105 矢尾板 貴 東京都 - 0:49:39
106 進藤 博昭 東京都 - 0:49:39
107 三品 正巳 東京都 - 0:49:42
108 河野　英幸 甲府市 - 0:49:44
109 原 寿史 東京都 大正製薬 0:49:55
110 望月 巧之 山梨市 ケアフィット 0:49:55



111 山下　秀樹 甲州市 - 0:49:58
112 嶺山 登 東京都 - 0:50:04
113 溝口 孝夫 埼玉県 酔走楽 0:50:15
114 永井 則彦 神奈川県 をばら 0:50:35
115 桜井 誠一 長野県 富士製薬工業 0:50:42
116 桜田 潤 東京都 サノフィ 0:50:50
117 渡部 剛 東京都 ＳＥＣ走友会 0:50:57
118 金井 宏明 甲府市 - 0:50:59
119 滝坂 信吾 東京都 - 0:51:19
120 清水　健吾 甲府市 サンニチＲＣ 0:51:23
121 小岩 宏道 静岡県 - 0:51:23
122 深澤 一紀 甲府市 - 0:51:26
123 藤村 佳明 神奈川県 - 0:51:27
124 野渡 茂樹 神奈川県 - 0:51:31
125 町田 亮二 東京都 - 0:51:31
126 宮川　慎二 静岡県 - 0:51:38
127 角田 要 甲府市 ＣＨＩＲＯ 0:51:49
128 菅本 比呂志 神奈川県 デュポン 0:51:54
129 長崎 一也 埼玉県 - 0:52:00
130 小林 雅也 東京都 新小岩倶楽部 0:52:10
131 本多 透 神奈川県 チームＫＲ 0:52:11
132 内山 孝幸 長野県 ウィ好きー 0:52:11
133 渡辺 実 笛吹市 - 0:52:16
134 山下 博之 神奈川県 - 0:52:20
135 野口 敏雄 東京都 檜原村役場 0:52:26
136 内田 伸一 甲州市 - 0:52:30
137 小川 俊明 神奈川県 ＳＲＴ 0:52:32
138 奥木　好昭 東京都 - 0:52:33
139 仲村 学 東京都 リスタート 0:52:33
140 正井　浩樹 東京都 - 0:52:36
141 榑松 英樹 静岡県 - 0:52:37
142 水野 輝嗣 長野県 - 0:52:45
143 杉山 和正 静岡県 ＹＩＳ 0:52:52
144 三枝　正敏 笛吹市 - 0:52:59
145 高田 シンジ 神奈川県 - 0:53:08
146 雨宮 広和 笛吹市 - 0:53:14
147 日野 達夫 神奈川県 ひよどりＲＣ 0:53:17
148 仲田 博幸 茨城県 ＨＧＮＥ 0:53:19
149 市川 浩二 山梨市 - 0:53:21
150 辻村 直行 神奈川県 ぽん太さん一家 0:53:23
151 山本　拓生 神奈川県 - 0:53:25
152 所谷 茂 神奈川県 相模湖ＲＣ 0:53:27
153 神崎 芳樹 栃木県 - 0:53:29
154 金子 正美 東京都 - 0:53:33
155 山根 康弘 東京都 - 0:53:35
156 吉村　清志 笛吹市 - 0:53:43
157 田山　優 東京都 - 0:53:46
158 中川 和幸 笛吹市 - 0:53:48
159 内田 裕之 甲州市 ユウアイ電子 0:53:53
160 吉野 満 東京都 - 0:53:58
161 広井 和彦 富士吉田市 ＦＪＣ 0:54:01
162 斉藤 和憲 東京都 - 0:54:01
163 熊田 雄一 甲府市 - 0:54:02
164 蜂谷 一久 静岡県 - 0:54:06
165 根岸　修 韮崎市 サンニチＲＣ 0:54:07
166 青木 誠 神奈川県 - 0:54:08
167 下田 学 東京都 - 0:54:08



168 程原 渉 都留市 山梨信用金庫 0:54:11
169 長尾 雅則 甲府市 クリスタル 0:54:12
170 角 利計 東京都 - 0:54:14
171 小林 正明 東京都 ニレコ 0:54:14
172 長沼 龍一 笛吹市 - 0:54:17
173 小林 信二 上野原市 - 0:54:19
174 望月 政幸 南アルプス市 - 0:54:20
175 小柴 清歳 東京都 - 0:54:21
176 杉山 崇丸 神奈川県 ゆがわランラン 0:54:23
177 樋田 正美 中巨摩郡 山梨走友会 0:54:25
178 小島 淳 東京都 - 0:54:25
179 長田 幸治 静岡県 - 0:54:28
180 葛山 貴生 東京都 - 0:54:28
181 小林 大輔 長野県 - 0:54:31
182 金山　天一 長野県 ＩＳＣ高森 0:54:38
183 粂川 浩二 神奈川県 東海旅客鉄道 0:54:43
184 桜井 利之 埼玉県 富士製薬工業 0:54:50
185 大野 勇一 静岡県 ガレラン 0:54:52
186 丸谷 竜也 千葉県 - 0:54:54
187 武藤 正一 笛吹市 サプライズ 0:54:59
188 角田　啓二 笛吹市 火金テニス 0:55:02
189 伊藤 穣 東京都 チームびょんた 0:55:16
190 中村 進 山梨市 日本酒嗜み会 0:55:23
191 古屋 真伯 笛吹市 サンニチＲＣ 0:55:27
192 畑野 衛 上野原市 チームけやき 0:55:37
193 西沢 啓雄 神奈川県 - 0:55:40
194 長坂 光泰 上野原市 新参さぶふぉー 0:55:40
195 小林　達也 千葉県 千城酔走会 0:55:46
196 高橋 慶一 千葉県 - 0:55:47
197 山崎 良仁 上野原市 新参さぶふぉ～ 0:55:52
198 稲田　吉保 静岡県 - 0:55:57
199 萱野 洋 千葉県 ロフト 0:56:08
200 小松 勝 埼玉県 - 0:56:13
201 佐藤 智也 甲府市 柏レイソルズ 0:56:25
202 馬場 典恒 神奈川県 ちーむ　あずさ 0:56:29
203 古家 友喜 上野原市 樫川AC 0:56:39
204 沖濱 隆志 東京都 カメノコ走友会 0:56:46
205 秋葉 克実 甲府市 潤工社 0:56:47
206 柳楽 達彦 東京都 - 0:56:49
207 二木　一郎 埼玉県 チーム超走 0:56:51
208 宮下 義直 東京都 ＥＥＳ 0:57:06
209 佐野 芳仁 笛吹市 テンヨ武田 0:57:14
210 内藤 謙二 北杜市 ＴＥＬ 0:57:14
211 小野沢 和馬 東京都 高尾駅伝クラブ 0:57:16
212 新井 宏之 東京都 インフィニティ 0:57:21
213 柴田 和則 甲府市 - 0:57:29
214 山口 正仁 甲府市 - 0:57:33
215 小林 弘一 東京都 - 0:57:38
216 小室 輝久 東京都 - 0:57:41
217 井上 淳 神奈川県 - 0:57:41
218 原　宏一 甲府市 - 0:57:47
219 遠山 幸央 東京都 メガロス八王子 0:57:54
220 内藤　浩一 笛吹市 - 0:58:00
221 岡野 敦 神奈川県 - 0:58:00
222 澤村 泰成 神奈川県 - 0:58:04
223 藤沢　慶太 東京都 SJC 0:58:07
224 市川　健一 東京都 アーリーバード 0:58:08



225 益田 右吾 兵庫県 - 0:58:11
226 栗田 竜太郎 甲府市 - 0:58:11
227 角田 健 東京都 - 0:58:13
228 野田 敬太郎 東京都 - 0:58:14
229 小俣 謙 笛吹市 - 0:58:14
230 志村 康治 愛知県 - 0:58:18
231 平山 一馬 神奈川県 ゴジラ対ゴモラ 0:58:24
232 米倉 修 千葉県 - 0:58:26
233 戸澤　幸夫 東京都 高尾駅伝クラブ 0:58:29
234 池田 安宏 長野県 - 0:58:33
235 荘野 謹弥 東京都 - 0:58:54
236 石原 貴司 中央市 - 0:58:57
237 今井 宏 東京都 - 0:58:58
238 岡 宏樹 山梨市 - 0:59:08
239 毛利 光宏 東京都 ち～む　あずさ 0:59:09
240 藤原 務 東京都 - 0:59:09
241 竹中 徳博 東京都 ＬＡＴＯＵＲ 0:59:11
242 神前　佳直 神奈川県 - 0:59:21
243 木本 誠司 東京都 - 0:59:27
244 岩島 祥史 東京都 杉並労山 0:59:29
245 宇田川 雅裕 千葉県 - 0:59:47
246 福谷 佳之 神奈川県 ＥＥＳ 0:59:52
247 生松 秀之 東京都 - 0:59:59
248 鍋田 隆行 東京都 マラソントリオ 1:00:13
249 峯尾 幸信 茨城県 - 1:00:18
250 片野 政克 甲府市 - 1:00:27
251 神坐 修 笛吹市 - 1:00:34
252 矢崎 俊和 甲州市 - 1:00:37
253 武内 博 東京都 日本旅行 1:00:45
254 佐藤 順信 神奈川県 川崎化成 1:00:47
255 新井場　幸七 東京都 ヘイルメリー 1:00:51
256 渡辺　隆 東京都 - 1:00:53
257 釜崎 耕司 石川県 - 1:00:54
258 山口 昌人 神奈川県 東海旅客鉄道 1:00:58
259 田村 健一 上野原市 - 1:00:58
260 小林 哲 大月市 - 1:01:00
261 小野寺　正樹 神奈川県 川井走遊会 1:01:09
262 木村 滋 千葉県 千城会酒乱部 1:01:10
263 栗田 慎一 栃木県 - 1:01:10
264 矢沢 英明 長野県 - 1:01:11
265 高月 康裕 東京都 - 1:01:15
266 小野 一也 甲斐市 - 1:01:18
267 松埜 周一郎 東京都 - 1:01:21
268 饗庭 雅之 東京都 Ｔ２６ラン部 1:01:22
269 山下 浩樹 笛吹市 Ｙｓ 1:01:25
270 長田 清明 甲府市 - 1:01:32
271 中西 和幸 埼玉県 田辺法律事務所 1:01:56
272 吉田 淳二 神奈川県 ＭＡＴＡＮＫＩ 1:02:01
273 小森 保 神奈川県 両向走友会 1:02:10
274 鈴木 浩実 静岡県 - 1:02:35
275 福本 健二 神奈川県 中央労働金庫 1:02:37
276 久保 順一 神奈川県 - 1:02:43
277 清水 政俊 大月市 - 1:02:48
278 吉田 明義 静岡県 ＴＢＪＣ 1:02:49
279 青柳 貴士 神奈川県 神奈中泰野RC 1:02:50
280 那須野 清 新潟県 - 1:02:52
281 長岡 秀哉 神奈川県 - 1:03:03



282 竹部 祐二 東京都 - 1:03:05
283 船木 範和 東京都 - 1:03:08
284 岩間 一訓 神奈川県 - 1:03:11
285 下畝 和大 神奈川県 - 1:03:15
286 井潟 正彦 東京都 - 1:03:21
287 高良 敏明 甲府市 - 1:03:27
288 千引 信弥 甲府市 - 1:03:48
289 木場田 覚 東京都 - 1:03:54
290 田沼 潔 神奈川県 Ｔ２６ 1:03:56
291 内藤 博夫 甲府市 - 1:04:00
292 田中 聡行 長野県 諏訪湖畔病院 1:04:02
293 水谷 和彦 笛吹市 笛吹市役所 1:04:31
294 栗原 弘行 神奈川県 中栄信用金庫 1:04:41
295 金子 智一 甲府市 - 1:04:46
296 小澤 豊晴 笛吹市 - 1:04:52
297 杉野 元彦 都留市 - 1:04:56
298 立川　満雄 東京都 おざわ歯科クリ 1:05:02
299 溝口 偉志男 神奈川県 相模湖ＲＣ 1:05:06
300 南 聖市 埼玉県 - 1:05:22
301 国政 利行 神奈川県 - 1:05:23
302 小林 浩司 甲府市 博走会 1:06:01
303 太田 篤史 群馬県 富士製薬工業 1:06:14
304 星野 賢一 中央市 - 1:06:23
305 伊井 誠一 東京都 雨ねこ。 1:06:30
306 友次 隆将 長野県 - 1:06:44
307 中沢 幸介 甲府市 - 1:06:46
308 佐野 邦彦 福島県 福島 1:06:52
309 永山 貴一 東京都 - 1:06:56
310 白石 三男 静岡県 - 1:07:27
311 石川　厚則 神奈川県 神奈中秦野ＲＣ 1:07:28
312 川口　尊明 千葉県 - 1:07:43
313 大森 悟 神奈川県 みどりの治療室 1:07:47
314 佐久間 和宏 千葉県 - 1:08:04
315 里本 好示 滋賀県 東海旅客鉄道 1:08:18
316 安井 伸介 東京都 富士製薬工業 1:08:20
317 平井　優 甲府市 ざお吉クラブ 1:08:20
318 渡辺 泰行 東京都 - 1:08:36
319 鬼崎 正則 長野県 - 1:08:38
320 佐藤 哲也 甲州市 山梨大学 1:08:42
321 吉永 泰弘 神奈川県 ＥＥＳ 1:08:47
322 赤池 弘充 静岡県 - 1:09:22
323 猪瀬　雄一 東京都 ちゃちゃ姫 1:09:51
324 伊勢　明 神奈川県 横浜市水道局 1:09:55
325 鈴木 功 神奈川県 川井走遊会 1:09:57
326 野口　哲也 神奈川県 - 1:09:58
327 大川 正勝 甲府市 - 1:10:17
328 小谷 秀実 埼玉県 - 1:10:29
329 熊沢 裕二郎 神奈川県 - 1:10:30
330 大柳　敏男 埼玉県 村松フルート 1:10:33
331 金井 一茂 新潟県 - 1:10:40
332 吉田 仁士 神奈川県 ヘイルメリー 1:10:58
333 市橋 章宏 東京都 - 1:11:05
334 木村 滝盛 東京都 - 1:11:06
335 丹沢 康祐 甲府市 密林探検隊 1:12:04
336 山際 仁 東京都 - 1:12:09
337 金子 守 東京都 - 1:12:17
338 名取 俊一 千葉県 - 1:12:29



339 武藤　哲治 富士吉田市 - 1:12:49
340 田村 彰浩 神奈川県 - 1:12:56
341 伊藤　真之 東京都 商工サービス 1:13:00
342 佐藤 均 千葉県 - 1:13:06
343 田上 博章 東京都 - 1:13:07
344 早川　雅紀 山梨市 - 1:13:08
345 木村　剛 東京都 三省堂ＪＣ 1:13:43
346 中野 一治 神奈川県 ＴＥＡＭＤＡＡ 1:13:52
347 川野 健介 神奈川県 - 1:14:04
348 藤田 博久 東京都 - 1:14:11
349 赤池 幸仁 中央市 - 1:14:36
350 梅澤 太郎 神奈川県 - 1:14:53
351 瀧澤 賢吾 神奈川県 - 1:15:27
352 持田 信春 都留市 - 1:15:44
353 佐沢 英紀 千葉県 ちぃ～むあずさ 1:16:02
354 荒川　友博 東京都 ファンランＡＣ 1:16:08
355 勝山 智康 甲府市 - 1:16:21
356 大熊 政広 埼玉県 ファンランＡＣ 1:16:28
357 宮川 修 東京都 ファンランＡＣ 1:16:29
358 山田 桂吾 東京都 ＳＳＤ 1:16:40
359 関根 裕二 甲府市 シモン応援団 1:17:08
360 佐々木 裕彦 埼玉県 - 1:17:15
361 宮下 英臣 長野県 テルメリゾート 1:18:24
362 湯山 信次 静岡県 - 1:19:08
363 吉野 光浩 神奈川県 秦野郵便局 1:19:18
364 坂本 竪視 南都留郡 ユアラスポーツ 1:20:29
365 松木 慎吾 東京都 - 1:20:51
366 原田 裕章 笛吹市 - 1:24:35
367 北村 進 長野県 富士製薬工業 1:27:10



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 仙石 光男 東京都 植草水産クラブ 0:39:12
2 堀内 康夫 静岡県 - 0:43:08
3 山田 哲夫 東京都 多摩走友会 0:44:09
4 吉岡 義幸 東京都 箱根ヶ崎走爺 0:44:13
5 伊藤 留 神奈川県 相模原走ろう会 0:45:18
6 益田　幸夫 大月市 大月走友会 0:45:28
7 三井 謙一郎 東京都 - 0:46:37
8 小泉 明 大月市 - 0:46:43
9 堀川　廣政 東京都 ＪＴＥＫＴ 0:46:50
10 井上　育雄 東京都 Ｍ・アカデミー 0:47:28
11 中村 保雄 富士吉田市 向原楽走会 0:47:57
12 古川 雅美 埼玉県 - 0:48:29
13 宮入　賢 甲州市 - 0:48:35
14 後藤 三男 南都留郡 コアスポーツ 0:48:41
15 渡辺 真佐男 東京都 大英ＲＣ 0:49:31
16 山本 昌利 千葉県 Ｅ＆Ｍ 0:49:38
17 市川 学 大月市 - 0:50:09
18 菅野　篤介 神奈川県 - 0:50:10
19 平原　芳彦 東京都 - 0:50:26
20 阿相　敏明 神奈川県 - 0:50:48
21 清水 勝 東京都 八王子走ろう 0:50:54
22 宮﨑　一光 神奈川県 - 0:51:05
23 村田　克美 神奈川県 - 0:51:08
24 中村 正 甲斐市 ドラゴンＡ．Ｃ 0:51:19
25 谷田 雅史 大阪府 鶴見ランナーズ 0:51:48
26 鈴木 幸善 静岡県 柿田川湧水走会 0:51:50
27 篠原　久 東京都 - 0:51:52
28 小田島　敏 東京都 青梅むつみ会 0:52:01
29 木下　幸治 神奈川県 - 0:52:03
30 下田 治彦 東京都 青梅むつみ会 0:52:04
31 浅利　博忠 岩手県 酔走楽ラン 0:52:13
32 樋口　正和 東京都 - 0:52:14
33 山﨑　成 静岡県 横浜商大ＯＢ 0:52:23
34 木立 剛 東京都 富士見公園 0:52:24
35 原　広司 東京都 瑞穂AC 0:52:24
36 山本 利幸 福井県 福井県山岳連盟 0:52:28
37 小見山 満 静岡県 ごてんば 0:52:29
38 野寺 博文 神奈川県 矢部ランナーズ 0:52:47
39 降矢 俊彦 上野原市 - 0:52:49
40 飯塚 雅夫 神奈川県 依知南小学校 0:53:01
41 大濱　喜紀 神奈川県 相模ＡＢＣＺ 0:53:02
42 土屋　寛 長野県 - 0:53:04
43 辻 博之 千葉県 ＮＡＣＲＣ 0:53:18
44 海野 秀夫 東京都 - 0:53:34
45 荒井 一弥 神奈川県 - 0:53:40
46 高橋 豊昭 東京都 イーアス高尾 0:53:45
47 細田 兵之助 埼玉県 ワイエコ 0:53:46
48 中澤 弘雄 富士吉田市 - 0:53:53
49 坂井　忠平 東京都 - 0:53:56
50 澁谷 典泰 東京都 - 0:54:00
51 木村 昌司 千葉県 ちぃ～むあずさ 0:54:09
52 石川 久武 東京都 セサミJS 0:54:23
53 望月 光 甲府市 - 0:54:33
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54 大村 忠義 静岡県 - 0:54:33
55 吉澤 知万男 長野県 チームＹ澤 0:54:42
56 菅野　正稔 東京都 - 0:54:42
57 濱田 辰男 福井県 じょんのび 0:54:43
58 丸田 茂 長野県 - 0:54:44
59 木田 和郎 神奈川県 パラゴー 0:54:47
60 西部 圭策 東京都 多摩走友会 0:55:07
61 佐藤 春視 東京都 ほのぼのＲＵＮ 0:55:13
62 小川 久也 茨城県 うら～わレッズ 0:55:20
63 長尾 悦治 静岡県 走遊会 0:55:28
64 和田　一雄 神奈川県 半原細野走愉快 0:55:33
65 根本 正義 神奈川県 ＮＡＳ高尾 0:55:36
66 須玉　憲定 南アルプス市 甲信食糧 0:55:40
67 松村　敏夫 静岡県 - 0:55:41
68 小野　清 東京都 - 0:55:48
69 佐藤　深山 東京都 - 0:55:48
70 志邨　末男 静岡県 - 0:55:53
71 野々下 信也 神奈川県 - 0:55:55
72 中野 力蔵 神奈川県 ＴｅａｍＤＡＡ 0:55:57
73 松本　和正 神奈川県 ＮＯＮＡＣ 0:55:58
74 馬場 宏一 神奈川県 相模原二本松 0:55:58
75 津島 英寿 東京都 三丁目ＲＣ 0:56:06
76 高橋 恒久 東京都 昼休走会 0:56:21
77 倉持 ジョンロバートカー 神奈川県 ＪＪランナーズ 0:56:26
78 保坂 俊昭 千葉県 - 0:56:30
79 五十嵐　孝雄 神奈川県 - 0:56:33
80 名越　次郎 神奈川県 - 0:56:34
81 野田 眞俊 千葉県 - 0:56:35
82 北村 勉 東京都 柚木どんぐり会 0:56:42
83 守屋 和利 東京都 富士森走友会 0:56:43
84 米山 淳一 神奈川県 ブーメラン１８ 0:56:47
85 山内　良夫 神奈川県 - 0:56:50
86 柘植　晴文 東京都 - 0:56:51
87 井上　知由喜 千葉県 - 0:56:57
88 猪股 拓美 埼玉県 越谷ホッピーズ 0:56:57
89 新明　清 神奈川県 - 0:57:02
90 出羽 敏之 東京都 - 0:57:10
91 井上　貴生 甲府市 - 0:57:11
92 森 競 神奈川県 横浜東戸塚 0:57:14
93 吉田 明雄 神奈川県 フルハーフＲＣ 0:57:26
94 梶原　伸二 埼玉県 かじランニング 0:57:26
95 清水 實 神奈川県 弥栄ＲＣ 0:57:31
96 桑原　義貴 愛知県 愛教大クラブ名 0:57:35
97 井上 英二 東京都 楽しく走ろう会 0:57:41
98 依田 資 山梨市 金川の森走遊会 0:57:51
99 中村 眞治 東京都 - 0:57:53
100 当麻 留治 東京都 ヤングマン 0:57:55
101 加納 正信 東京都 ストーンキッズ 0:57:59
102 村山 清 東京都 フルハーフＲＣ 0:58:04
103 福本 忠一郎 東京都 パナウルＲＣ 0:58:10
104 髙橋　文男 東京都 青梅三田走ろ会 0:58:15
105 後藤 聡 神奈川県 - 0:58:15
106 大日向 正健 東京都 ＳＭＣＭＹＲＣ 0:58:16
107 木下 理 神奈川県 チームＫＲ 0:58:32
108 藤嶋 久征 東京都 多摩走友会 0:58:33
109 田邉　敏夫 東京都 - 0:58:38
110 古屋 正治 東京都 青梅市柚木町 0:58:39



111 石塚　淳 東京都 - 0:58:42
112 坂本 昌司 埼玉県 - 0:58:47
113 小瀧　輝征 神奈川県 - 0:58:47
114 高橋 寅男 東京都 とらおっこ 0:58:52
115 山下 和美 千葉県 - 0:58:57
116 小林 巻雄 長野県 - 0:59:04
117 鈴木 和彦 神奈川県 秦野市 0:59:10
118 丸山 忠雄 東京都 - 0:59:10
119 三浦 正仁 東京都 府中田園クラブ 0:59:19
120 杉本　良一 神奈川県 カソウケン 0:59:19
121 立木 高宏 神奈川県 ブーメラン１８ 0:59:30
122 濱野　光夫 東京都 - 0:59:36
123 内田　靖夫 神奈川県 月例川崎 0:59:36
124 幡野　利優 神奈川県 - 0:59:39
125 木暮 達彦 東京都 多摩走友会 0:59:40
126 中道 好信 東京都 ＫＪＣ 0:59:41
127 安藤 秀希 上野原市 - 0:59:46
128 高見 和幸 神奈川県 チームタカミ 0:59:47
129 秦 伸一郎 上野原市 - 0:59:48
130 橋本　英一 東京都 - 0:59:56
131 小林　慶祐 東京都 - 1:00:06
132 黒沢　敬 埼玉県 - 1:00:08
133 堀内　賢司 笛吹市 かっぱ会ＫＡＰ 1:00:24
134 深沢　正 山梨市 - 1:00:41
135 唐澤　賢一 東京都 - 1:00:49
136 曽根田　隆男 東京都 常盤台走友会 1:00:53
137 小林 孝 東京都 - 1:00:56
138 三上　実 埼玉県 - 1:01:13
139 斎藤 寛 東京都 ８０ｊｃ 1:01:14
140 門脇 英二 神奈川県 - 1:01:20
141 坪内 宏 神奈川県 ブーメラン１８ 1:01:23
142 大西　清 東京都 - 1:01:24
143 伊藤　有二郎 東京都 多摩走交会 1:01:27
144 岩﨑　安広 静岡県 - 1:01:30
145 磯田　美智雄 東京都 八王子走ろう会 1:01:31
146 小泉 親種 神奈川県 - 1:01:38
147 深山　哲 笛吹市 - 1:01:42
148 大竹 仁 埼玉県 チームＡＴＣ 1:01:43
149 笹沼　克己 福井県 FBEC 1:01:47
150 高橋 元 埼玉県 - 1:01:58
151 中里　和生 埼玉県 - 1:01:59
152 久下　博 東京都 タカシマヤ 1:02:03
153 小澤 節 千葉県 - 1:02:06
154 林 淑夫 東京都 ＮＳＴ 1:02:16
155 田村 伸一 東京都 - 1:02:29
156 井岡　文夫 東京都 イオカーズ 1:02:30
157 保井 洋 神奈川県 そこそこの会 1:02:34
158 島崎 友四郎 埼玉県 - 1:02:42
159 広瀬 耕一 甲府市 甲府ジョグ 1:02:42
160 鈴木 義彦 東京都 - 1:02:57
161 国分 千弘 東京都 昭島つつじＲＣ 1:03:02
162 瀬貫 重人 東京都 - 1:03:04
163 石山 彰 静岡県 - 1:03:04
164 斉藤　芳男 東京都 - 1:03:07
165 川口　泰明 千葉県 - 1:03:12
166 小森 康行 東京都 酔走楽ＲＵＮ 1:03:14
167 加藤 功 甲府市 ＮＴＴ走る甲斐 1:03:17



168 川口 宏幸 埼玉県 - 1:03:18
169 渡辺　功 東京都 - 1:03:24
170 荒井 伸幸 東京都 - 1:03:30
171 清水　誠 神奈川県 - 1:03:37
172 斎藤 義弘 東京都 - 1:03:37
173 小林　秀男 南都留郡 - 1:03:40
174 榎本 哲也 東京都 常盤台走友会 1:03:41
175 川野 靖夫 神奈川県 - 1:03:42
176 峯尾　明彦 東京都 八王子エアロ会 1:03:48
177 伊藤　二郎 東京都 - 1:03:52
178 三好 直樹 奈良県 のびドラ 1:04:05
179 玉置 幸夫 東京都 モニっちゃ！ 1:04:07
180 時乗 洋昭 神奈川県 - 1:04:32
181 高取　敏政 東京都 - 1:04:33
182 若生 和吉 神奈川県 - 1:04:42
183 杉本 泰廣 上野原市 - 1:04:52
184 岸 真弘 東京都 - 1:04:56
185 海沼　宏行 東京都 カメの会 1:04:57
186 山本 貴 静岡県 チームザイン 1:05:10
187 渡辺　正和 南巨摩郡 - 1:05:19
188 山口　敬三 埼玉県 - 1:05:20
189 渡辺　寛 東京都 日比谷クラブ 1:05:32
190 川口 浩司 神奈川県 - 1:05:52
191 丸山　一生 埼玉県 - 1:06:10
192 酒井 光弘 都留市 大原会 1:06:15
193 松井 範幸 神奈川県 - 1:06:18
194 遠藤　一成 東京都 - 1:06:21
195 山田　卓司 東京都 - 1:06:23
196 佐々木 博 千葉県 - 1:06:25
197 廣瀬 修 甲府市 ファシリティー 1:06:25
198 中條 康元 東京都 くるみクラブ 1:06:28
199 湯浅　厚男 千葉県 チームアモロン 1:06:32
200 柴原 啓 神奈川県 - 1:06:36
201 濱 隆 東京都 - 1:06:37
202 中里　邦男 神奈川県 - 1:06:39
203 松永 豊 東京都 まぐろ人仲間 1:06:40
204 三上 雄司 東京都 昭島つつじRC 1:06:42
205 大谷　一義 長野県 - 1:06:57
206 髙﨑 保郎 神奈川県 - 1:07:12
207 塩沢　貞芳 南巨摩郡 - 1:07:14
208 佐藤　道夫 神奈川県 ガンバＧＧ 1:07:18
209 川井　輝夫 東京都 - 1:07:21
210 柿沼 実 神奈川県 中山ランナーズ 1:07:25
211 青木　進 神奈川県 - 1:07:28
212 荻原 寛 富士吉田市 コアスポーツ 1:07:28
213 中山 悟 神奈川県 - 1:07:34
214 丸岡　靖幸 東京都 - 1:07:35
215 黒田　百樹 東京都 - 1:07:38
216 山本　明三 神奈川県 マラソン研究会 1:07:43
217 勅使ケ原 重芳 東京都 高尾駅伝クラブ 1:07:58
218 加藤 和美 神奈川県 - 1:08:01
219 谷合 進 東京都 - 1:08:04
220 佐藤 辰徳 千葉県 - 1:08:25
221 中山　慎一郎 神奈川県 - 1:08:25
222 安江　宏治 東京都 八王子ランナー 1:08:34
223 長谷川 保信 埼玉県 浦和駄馬の会 1:08:43
224 澤田 均 東京都 - 1:08:44



225 蛭田 金也 東京都 - 1:09:11
226 丸山　嶺男 笛吹市 - 1:09:41
227 小池 剛 神奈川県 水酔クラブ 1:09:44
228 町田 春夫 長野県 - 1:09:50
229 坂本　信之 大月市 - 1:09:54
230 深澤 義幸 東京都 青梅むつみ会 1:09:57
231 宮田　賀主 神奈川県 厚木走友会 1:10:01
232 安藤　誠治 神奈川県 - 1:10:04
233 飛田 賢司 埼玉県 - 1:10:07
234 瀬戸　俊昭 静岡県 ごてんばRC 1:10:14
235 後藤 由人 笛吹市 - 1:10:15
236 市橋　勝 東京都 - 1:10:21
237 堀内 真一 東京都 - 1:10:22
238 横山　四郎 東京都 昭島つつじRC 1:10:27
239 成田　聰 神奈川県 相模原弥栄ＲＣ 1:10:35
240 松川　康男 東京都 青梅河辺６ 1:10:50
241 橋本　昌士 神奈川県 - 1:11:14
242 鈴木 正章 静岡県 行政書士会 1:11:19
243 前田 良二 笛吹市 - 1:11:22
244 若松　志朗 東京都 若松会本部 1:11:25
245 菅原 英昭 東京都 まぐろ人仲間 1:11:29
246 木村 憲二 埼玉県 - 1:11:41
247 安部　孝規 神奈川県 - 1:12:10
248 岩下　賢治 東京都 ８０ＪＣ 1:12:15
249 岩間 一也 神奈川県 幸福会 1:12:16
250 宮下 広幸 富士吉田市 キャッツ 1:12:16
251 丸山 昭彦 千葉県 - 1:12:27
252 小野 佐一 東京都 碑文谷ジョガー 1:13:04
253 布川 雅伸 東京都 - 1:13:10
254 鎌田　光蔵 神奈川県 - 1:13:10
255 園田 敏光 千葉県 園田敏光 1:13:15
256 佐藤 隆史 神奈川県 - 1:13:19
257 本間　喜久正 静岡県 - 1:13:22
258 福田 正樹 千葉県 ペンギンスタズ 1:13:33
259 瀬尾 洋一 神奈川県 - 1:13:48
260 伊藤　良勝 千葉県 - 1:13:48
261 保泉 勇 東京都 - 1:14:06
262 大川原　松五 千葉県 - 1:14:07
263 戸塚 光男 神奈川県 共同薬品独走会 1:14:09
264 佐藤　孝治 千葉県 チームアモロン 1:14:16
265 佐藤 康夫 東京都 - 1:14:21
266 佐藤　孝男 東京都 青梅むつみ会 1:14:24
267 田頭 章 神奈川県 相模原走ろう会 1:14:33
268 山田　敦信 甲府市 - 1:15:23
269 佐藤　俊幸 埼玉県 笑顔でゴール！！ 1:15:46
270 古屋　士朗 甲州市 塩山とぶじゃん 1:16:05
271 金澤　政史 千葉県 ＮＨＫ走愉会 1:16:06
272 金野 充男 千葉県 平成記憶会 1:16:31
273 宮永　宗昭 大月市 - 1:16:33
274 脇田　慎哉 神奈川県 - 1:17:03
275 阿部 紀昭 東京都 - 1:17:14
276 今井 和之 東京都 - 1:17:14
277 坂井　聖 東京都 - 1:17:48
278 井上 英明 東京都 柚木どんぐり会 1:18:02
279 柴田　末吉 神奈川県 - 1:18:14
280 清宮　隆治 埼玉県 日比谷クラブ 1:18:15
281 玉田　勝隆 東京都 碑文谷ジョガー 1:18:25



282 松原　守次 神奈川県 - 1:18:32
283 渡辺　数雄 南都留郡 - 1:18:39
284 金井　弘 山梨市 走らん会 1:19:01
285 小笠原　博 佐賀県 - 1:19:14
286 渡辺　正美 神奈川県 ＴＢＪＣ 1:19:58
287 中村 義郎 埼玉県 戸塚スポセン 1:20:02
288 田倉　芳文 千葉県 - 1:20:55
289 高津 孔 千葉県 四街道走友会 1:21:34
290 梅本 政史 笛吹市 チームうめもと 1:22:35
291 関根 直樹 埼玉県 - 1:23:39
292 雨宮　良徳 笛吹市 - 1:23:55
293 平山　成太郎 東京都 パン太郎 1:24:14
294 久保田 元久 東京都 - 1:25:22
295 粟津原 昇 埼玉県 - 1:26:12
296 二村 剛 千葉県 四街走友会 1:26:43
297 神田　健一 長野県 - 1:26:47
298 岩野　与一 東京都 - 1:26:48
299 甲斐 義幸 千葉県 チーム車座 1:26:55
300 野村　慶一 東京都 - 1:28:18
301 稲見　賢 神奈川県 - 1:29:08
302 畔上　主則 東京都 - 1:32:41
303 長野　靖男 神奈川県 完走ＤＥ歓走 1:33:19
304 大庭 洋四郎 神奈川県 相模原弥栄ＲＣ 1:35:01
305 荻野　昭夫 埼玉県 秩父消防署ＯＢ 1:37:57
306 町田 刀水 東京都 - 1:41:35
307 小林　一二三 笛吹市 - 1:43:00



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 川西 美穂 東京都 - 0:38:45
2 佐々木 寿子 東京都 東京WINGS 0:38:58
3 藤森 美子 長野県 チーム８９ 0:42:23
4 竹内　亜希子 東京都 青梅若草ＲＲＣ 0:43:50
5 笠原　知子 神奈川県 ゆがわらＲＲＣ 0:46:22
6 藤澤 鮎子 神奈川県 - 0:46:26
7 桑原 八重 東京都 - 0:47:48
8 加崎 規志子 東京都 - 0:48:23
9 武市　直美 東京都 - 0:48:48
10 久保　敬子 東京都 走るにゃん 0:49:23
11 岩野 恵子 東京都 - 0:49:59
12 村田　博美 神奈川県 - 0:50:05
13 小早川 幸子 埼玉県 - 0:50:12
14 広瀬　節子 甲州市 - 0:50:29
15 蜂谷 史 静岡県 - 0:50:30
16 飯塚 日登美 神奈川県 - 0:50:31
17 山田 景子 東京都 - 0:50:44
18 川口 雅子 神奈川県 ゆがわらＲＵＮ 0:50:44
19 内山　恵子 東京都 - 0:50:55
20 光澤 晴子 長野県 - 0:51:15
21 白須 明子 富士吉田市 熊穴ＲＣ 0:51:19
22 生松 ゆかり 東京都 南蛮連合 0:51:37
23 萩原 初美 長野県 テルメ 0:51:52
24 前原 直美 埼玉県 - 0:51:57
25 前田 景子 東京都 - 0:52:11
26 守屋 英子 東京都 - 0:52:23
27 徳永 みどり 千葉県 - 0:52:29
28 福江 恵子 東京都 - 0:52:56
29 大森 利江 甲州市 - 0:52:57
30 八木 典子 東京都 青梅むつみ会 0:53:05
31 稲毛 桂子 千葉県 SMC 0:53:07
32 中島 まゆみ 東京都 富士森ランナー 0:53:51
33 平野 亜希子 神奈川県 - 0:53:57
34 船木 佐智子 東京都 - 0:54:14
35 小暮 典子 東京都 - 0:54:26
36 西島　美子 神奈川県 - 0:54:37
37 木下 康子 東京都 多摩走友会 0:54:41
38 内藤 裕美 笛吹市 - 0:54:42
39 吉田 綾乃 東京都 富士森ランナー 0:54:47
40 望月 由妃子 南都留郡 - 0:54:53
41 樋口 あゆみ 長野県 - 0:55:03
42 金子 珠美 東京都 - 0:55:10
43 今井　美帆 千葉県 - 0:55:18
44 野村　友子 東京都 - 0:55:29
45 原島　敬子 東京都 - 0:55:29
46 大嶋 澄子 東京都 ピングー 0:55:42
47 久保田 かおる 埼玉県 コバトン 0:55:42
48 篠原 博美 神奈川県 - 0:55:47
49 荒田 真理子 東京都 - 0:55:49
50 真鍋　由美子 東京都 - 0:55:50
51 稲田　広美 静岡県 - 0:55:56
52 野瀬　利枝 東京都 ８プロ 0:55:57
53 稲村 いづみ 長野県 諏訪湖畔病院 0:56:00

10km女子40歳以上の部



54 山本 悦子 千葉県 Ｅ＆Ｍ 0:56:06
55 曽根　絵里 神奈川県 - 0:56:10
56 伊澤　千代美 長野県 - 0:56:16
57 高橋 憲子 千葉県 - 0:56:27
58 宮野 菜穂子 東京都 多摩走友会 0:56:32
59 奥村 恵美子 東京都 - 0:56:54
60 佐野 恭子 笛吹市 - 0:57:14
61 奥秋 玲奈 山梨市 - 0:57:16
62 坂 裕子 神奈川県 - 0:57:22
63 三浦 美華 神奈川県 ランデポ 0:57:22
64 下田 三枝子 東京都 青梅むつみ会 0:57:35
65 髙橋 真喜子 神奈川県 - 0:57:51
66 金光 都 埼玉県 - 0:57:55
67 菊住 泰子 東京都 - 0:57:57
68 関本 千恵子 東京都 - 0:57:58
69 河上　まゆみ 神奈川県 ポチと走ろう 0:58:16
70 天川　あかね 東京都 - 0:58:17
71 金子 佳美 埼玉県 - 0:58:27
72 遠藤 昭子 東京都 常盤台走友会 0:58:27
73 佐藤 友美 静岡県 - 0:58:31
74 花房 みどり 東京都 - 0:58:32
75 金井 ルリ子 笛吹市 - 0:58:37
76 下小鶴 伸江 千葉県 - 0:58:40
77 田子 牧子 長野県 テルメリゾート 0:58:41
78 山口 千佳子 神奈川県 スローペース 0:58:45
79 伊藤 昭子 東京都 チームびょんた 0:58:47
80 田口 洋美 山梨市 - 0:58:48
81 保谷 さとみ 東京都 ももちっくりん 0:58:49
82 赤池 好子 静岡県 富士宮走ろう会 0:58:51
83 渡辺　英子 富士吉田市 - 0:58:52
84 柿澤　まゆみ 東京都 - 0:58:52
85 井澤 佳代子 東京都 - 0:58:54
86 渋谷 充恵 東京都 - 0:58:55
87 坂本　千恵美 山梨市 - 0:58:56
88 荒井 敦子 東京都 シンデレラン 0:58:58
89 小長光 万代 埼玉県 - 0:58:59
90 板東 友美 東京都 - 0:58:59
91 田辺 典子 東京都 - 0:59:06
92 冨野　和子 神奈川県 新ゆり走遊会 0:59:15
93 落合 恭子 東京都 - 0:59:21
94 梅宮 真由美 甲府市 - 0:59:23
95 菅原 幸美 東京都 まぐろ人仲間 0:59:25
96 湯浅　京子 千葉県 チームアモロン 0:59:31
97 市川 由紀子 大月市 - 0:59:32
98 井上 悦子 東京都 - 0:59:38
99 秋田　修子 東京都 - 0:59:40
100 小山田 美奈子 東京都 グルメランの会 0:59:58
101 萩原 優子 上野原市 - 1:00:01
102 生川 広美 神奈川県 まなまきクラブ 1:00:09
103 岡野 綾 神奈川県 - 1:00:10
104 松本 文子 甲府市 - 1:00:14
105 川崎 綾子 甲府市 ホリタン 1:00:17
106 椎名 久美子 東京都 - 1:00:33
107 山田 愛 神奈川県 - 1:00:35
108 原 妙子 東京都 神宮ＡＣ 1:00:38
109 田尻 靖子 神奈川県 - 1:00:40
110 金子 初枝 東京都 - 1:00:45



111 河井 佳 甲府市 - 1:00:54
112 山田 尚子 千葉県 - 1:01:06
113 林原 雅美 神奈川県 - 1:01:07
114 菅井 由紀 東京都 チームどすこい 1:01:10
115 谷田 佳子 大阪府 鶴見ランナーズ 1:01:11
116 長田　明子 神奈川県 - 1:01:18
117 木本 めぐみ 東京都 - 1:01:21
118 長岡 千草 埼玉県 - 1:01:21
119 岩﨑 弘子 東京都 - 1:01:22
120 飯田 玲子 笛吹市 - 1:01:22
121 金光 妙 埼玉県 - 1:01:22
122 谷 朋子 東京都 - 1:01:23
123 上野山 理恵 神奈川県 中木ランナーズ 1:01:24
124 山下 珠眞子 笛吹市 Ｙｓ 1:01:31
125 滝嶌　真由美 甲州市 - 1:01:31
126 吉森 弘子 東京都 富士見楽走会 1:01:32
127 秋庭 英子 東京都 多摩走友会 1:01:33
128 三井 洋子 東京都 - 1:01:42
129 辻村 美穂 神奈川県 ぽん太さん一家 1:01:44
130 福本 聖美 東京都 パナウルＲＣ 1:01:49
131 溝呂木 郁 東京都 - 1:01:49
132 齊藤 良江 東京都 小金井公園ＲＣ 1:01:50
133 森 美奈子 東京都 - 1:01:53
134 菊池 裕美 静岡県 - 1:02:12
135 神田 真知子 神奈川県 チーム石谷 1:02:14
136 林 和枝 東京都 - 1:02:16
137 齋藤 麻由実 東京都 - 1:02:24
138 大野 光子 東京都 - 1:02:24
139 瀬川　逸子 東京都 - 1:02:26
140 片山 涼子 東京都 - 1:02:32
141 菊地 里美 東京都 - 1:02:38
142 小俣 順子 上野原市 - 1:03:01
143 坂本 律子 東京都 - 1:03:02
144 青沼　酉子 東京都 ＴＢＪＣ 1:03:04
145 石川　ふみ 東京都 - 1:03:11
146 越智 優子 東京都 - 1:03:14
147 服巻 さつ子 埼玉県 - 1:03:19
148 吉留 真理 神奈川県 - 1:03:24
149 杉田 佳子 神奈川県 - 1:03:25
150 中村 希美 埼玉県 - 1:03:28
151 石川 ゆう子 千葉県 沼南走友会 1:03:31
152 富岡 智奈美 静岡県 - 1:03:34
153 関根 身知子 埼玉県 - 1:03:36
154 初海 裕子 笛吹市 - 1:03:37
155 池田 ゆか 神奈川県 - 1:03:38
156 菅野 栄子 静岡県 - 1:03:41
157 長南 紀子 東京都 バクチク連合 1:03:43
158 岡田 真理 南都留郡 - 1:03:47
159 小宮山 敬子 東京都 - 1:03:57
160 園部 美香 東京都 - 1:03:58
161 春日 由紀 東京都 - 1:04:07
162 西村 美加 神奈川県 - 1:04:10
163 田中 扶佐恵 東京都 ポレポレ 1:04:13
164 高橋 博美 東京都 ＮＡＳ高尾 1:04:22
165 鈴木 恵美子 東京都 - 1:04:32
166 江藤 富枝 埼玉県 チームすい酔 1:04:35
167 登内 さゆみ 長野県 - 1:04:38



168 田中 由美 東京都 ＢＫＢ 1:04:45
169 金子 恭子 甲府市 - 1:04:46
170 小谷津 香代子 神奈川県 中野ランナーズ 1:04:47
171 古屋 香里 甲州市 - 1:04:54
172 高橋 智子 東京都 とらおっこ 1:04:57
173 亀井 智子 東京都 ストーンキッズ 1:04:57
174 渡辺 由起子 東京都 - 1:04:59
175 矢島　良子 東京都 - 1:05:00
176 内藤 陽子 神奈川県 ゆがわらＲＲＣ 1:05:02
177 山田 由理 神奈川県 ゆがわらＲＲＣ 1:05:02
178 長岡 郁子 神奈川県 - 1:05:08
179 加藤 さか江 静岡県 - 1:05:14
180 田辺 美佐子 神奈川県 ＴｅａｍＤＡＡ 1:05:15
181 南 道代 東京都 タートルズ 1:05:15
182 小笠原 路子 千葉県 ＳＯＮ・千葉 1:05:24
183 松本　千春 神奈川県 ＮＯＮＡＣ 1:05:30
184 小俣 桂子 笛吹市 - 1:05:31
185 曽根 かよ子 静岡県 - 1:05:33
186 中村　和美 東京都 - 1:05:37
187 平田 己千代 東京都 - 1:05:45
188 乙黒　利美 韮崎市 - 1:05:49
189 山田　洋子 東京都 - 1:05:52
190 藤村 康子 東京都 - 1:06:09
191 新藤 聖子 静岡県 - 1:06:10
192 堀 美由紀 東京都 - 1:06:20
193 星野 美代子 中央市 - 1:06:23
194 佐々木 朋子 千葉県 - 1:06:25
195 佐桑 恵子 岡山県 - 1:06:29
196 後藤 明子 南都留郡 コアスポーツ 1:06:31
197 影山　和子 埼玉県 - 1:06:35
198 友次 浩子 長野県 - 1:06:44
199 石川 訓子 神奈川県 福島 1:06:52
200 箱崎　国江 東京都 チームジロー 1:06:54
201 関山 幸子 都留市 - 1:07:00
202 小野 恭子 笛吹市 - 1:07:05
203 新島 惠子 神奈川県 コアラン 1:07:24
204 尾髙　奈美 神奈川県 - 1:07:26
205 加本 有希 神奈川県 - 1:07:27
206 荻原 郁子 富士吉田市 コアスポーツ 1:07:28
207 遠藤 のり子 静岡県 - 1:07:28
208 山口 朋子 千葉県 - 1:07:48
209 宮内 晴美 東京都 富士森ランナー 1:07:50
210 三好 るり子 奈良県 のびドラ 1:07:51
211 日下部　祥子 甲州市 - 1:07:53
212 中里　美枝子 神奈川県 - 1:07:54
213 青砥　美智子 東京都 マーメイドSC 1:07:58
214 嶋田 惠子 東京都 浅川スポーツ 1:07:59
215 角 里美 東京都 - 1:08:01
216 井上　わかな 長野県 - 1:08:10
217 松下 制子 長野県 - 1:08:11
218 川村 泰子 埼玉県 横綱倶楽部 1:08:24
219 鈴木 真由美 東京都 Ｔ２６ラン部 1:08:28
220 篠田 深才 神奈川県 Ｔ２６ラン部 1:08:28
221 下畝 裕子 神奈川県 - 1:08:33
222 谷地　せつ子 甲州市 - 1:08:38
223 加藤 裕子 東京都 高電社 1:08:43
224 青木　陽子 神奈川県 鎌倉ＦＲＣ 1:08:56



225 藤原 香織 東京都 チーム石谷 1:08:56
226 村上　智美 東京都 - 1:08:58
227 澤村 広美 神奈川県 - 1:09:06
228 小室 百合 東京都 - 1:09:10
229 荒井  利美 富士吉田市 荒井米穀店 1:09:20
230 成田　ひろみ 神奈川県 - 1:09:22
231 萱野 幸子 千葉県 ロフト 1:09:22
232 小谷 裕子 埼玉県 - 1:09:26
233 植木 久美江 東京都 - 1:09:27
234 大森 えりか 南都留郡 チームＩＮＴＩ 1:09:46
235 大塚 美知江 東京都 ちゃちゃ姫 1:09:51
236 小林 久美 東京都 - 1:10:07
237 八木下　芳枝 東京都 - 1:10:11
238 吉田 久美子 東京都 - 1:10:11
239 小林 雅子 東京都 ロンドＲＣ 1:10:16
240 吉村 泉 笛吹市 - 1:10:20
241 小泉 恵子 大月市 - 1:10:24
242 丸山 雅代 東京都 - 1:10:30
243 石川 茂子 東京都 - 1:10:31
244 田部 真佐子 神奈川県 - 1:10:36
245 相川 涼子 東京都 - 1:10:47
246 熊谷　峰子 埼玉県 - 1:10:56
247 稲積 豊子 東京都 どすこい 1:10:58
248 大久保 光子 東京都 徳間書店 1:11:04
249 田中 知里 静岡県 - 1:11:08
250 高梨　公江 東京都 - 1:11:46
251 井上　利枝 千葉県 - 1:11:51
252 山田 和美 東京都 - 1:12:07
253 柘植　薫 東京都 - 1:12:07
254 牧野 昭子 神奈川県 相模湖ランナー 1:12:08
255 永尾　由美 東京都 チームジロー 1:12:10
256 二木　典子 埼玉県 チームさくら 1:12:14
257 稲見 千賀子 神奈川県 - 1:12:22
258 丸山 美恵子 千葉県 - 1:12:26
259 白勢 美樹子 東京都 - 1:12:36
260 髙橋 すみ江 東京都 - 1:12:47
261 丸谷 理香 千葉県 - 1:12:50
262 中沢 美子 長野県 - 1:13:09
263 池田 恵美 甲州市 - 1:13:22
264 小林 紀美子 東京都 - 1:13:27
265 山梨 明子 長野県 - 1:14:18
266 小松 照代 静岡県 - 1:14:37
267 松埜 紀子 東京都 - 1:14:42
268 渡邉 恵子 神奈川県 オーシャンズ 1:14:51
269 村田 保子 東京都 - 1:15:05
270 村嶋 あさ子 東京都 アルク 1:15:15
271 室伏 愛江 甲府市 - 1:15:21
272 福澤 みどり 長野県 - 1:15:22
273 平形 聡子 神奈川県 - 1:15:27
274 上條 明子 東京都 - 1:15:28
275 橋本　由美 千葉県 - 1:15:32
276 和泉 恵子 笛吹市 - 1:15:33
277 高橋 真由美 東京都 - 1:15:54
278 嶋田 恵美子 東京都 - 1:16:33
279 西尾 美和 東京都 ドルフィンズ 1:16:35
280 荒井 すみ枝 東京都 - 1:16:39
281 小薗江 和 東京都 - 1:17:15



282 井上 祥子 東京都 - 1:17:15
283 大柳　由美 埼玉県 - 1:17:39
284 飯田 加津子 東京都 - 1:18:10
285 小島 美保 神奈川県 Ｔ２６ 1:18:26
286 小林 雅代 東京都 - 1:18:47
287 札川 喜美香 神奈川県 - 1:19:00
288 清原 敦子 神奈川県 - 1:19:59
289 山﨑 美智子 神奈川県 - 1:20:28
290 中村 さおり 山梨市 - 1:20:48
291 松木 早苗 東京都 - 1:20:50
292 大森 千鶴子 神奈川県 みどりの治療室 1:21:00
293 斉藤　曜子 神奈川県 スイソウカイ 1:21:58
294 西山　信子 三重県 - 1:22:04
295 藤原 淳子 東京都 - 1:23:08
296 松澤 裕子 長野県 - 1:23:38
297 吉田 由布子 神奈川県 - 1:23:51
298 町田 佳子 神奈川県 - 1:23:57
299 松下 文子 神奈川県 - 1:24:05
300 山内　瑩子 東京都 - 1:24:31
301 保坂　紀子 山梨市 - 1:24:36
302 神田 由起子 神奈川県 ﾁｰﾑ石谷 1:29:29
303 後藤 浩恵 東京都 - 1:30:07
304 恩田 信子 東京都 八王子走ろう会 1:33:09
305 丹羽　真理子 東京都 みたかトータス 1:40:11



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 内堀 勇 甲府市 城南中学校 0:16:00
2 須崎 康聖 甲府市 - 0:16:56
3 内堀 柊 甲府市 城南中学校 0:16:59
4 荻原 悠生 笛吹市 一宮中学校 0:17:08
5 古屋 匠己 笛吹市 一宮中学校 0:17:17
6 橘田 一生 甲府市 オンリーワン 0:17:40
7 須崎 稜介 甲府市 - 0:17:50
8 渡辺　空羅 笛吹市 一宮中学校 0:18:02
9 岩田 隼弥 甲府市 北西中 0:18:02
10 保坂 雄太 笛吹市 一宮中学校 0:18:03
11 佐野　元輝 東京都 青梅第１中学校 0:18:04
12 石橋　健 笛吹市 一宮中学校 0:18:07
13 岩田 侑弥 甲府市 北西中 0:18:10
14 田中 伶央 笛吹市 石和中学校 0:18:18
15 島村　巴琉 笛吹市 一宮中学校 0:18:47
16 深山 陽亮 笛吹市 一宮中学校 0:18:51
17 石原 颯太 笛吹市 石和中学校 0:18:57
18 冨永 大輔 長野県 山辺中学校 0:19:00
19 松本　陽路 笛吹市 一宮中サッカー 0:19:10
20 早川 隆輝 笛吹市 一宮中 0:19:16
21 雨宮 和輝 笛吹市 一宮中学校 0:19:19
22 大久保 仁稀 甲府市 城南中 0:19:56
23 奈良 真弥 笛吹市 一宮中学校 0:20:09
24 若杉 悠生 笛吹市 - 0:20:12
25 笠井　力矢 笛吹市 - 0:20:56
26 杉山 友哉 笛吹市 浅川中 0:21:08
27 小澤 和斗 笛吹市 オンリーワン 0:21:33
28 米倉　祐真 笛吹市 一宮中サッカー 0:22:27
29 渡邊 隆人 笛吹市 一宮中学校 0:22:52
30 荒内　大空 笛吹市 一中サッカー部 0:23:11
31 石山 晶汰朗 笛吹市 一宮中バスケ部 0:23:12
32 髙橋 直央 笛吹市 一宮中学校 0:23:12
33 望月 柚弥 笛吹市 一宮中学校 0:23:17
34 木村 海渡 笛吹市 オンリーワン 0:24:33
35 今井 優介 東京都 - 0:24:40
36 小山　怜音 笛吹市 苗吹市立一宮中 0:24:59
37 徳益 ソウユウ 笛吹市 一宮中学校 0:25:24
38 上野　竜雅 笛吹市 一宮中学校 0:25:29
39 須貝 凌伍 神奈川県 - 0:27:31

5km男子中学生の部



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 萩原 衣咲 上野原市 上野原西中 0:20:53
2 小林 里桜 笛吹市 石和中学校 0:20:56
3 北村 奏良 笛吹市 石和中学校 0:21:52
4 田口 結羽 笛吹市 一宮中学校 0:22:16
5 代永 楽彩 山梨市 甲陵中学校 0:22:36
6 小笠原 朋華 山梨市 - 0:24:12
7 藤谷 琴乃 甲府市 駿台甲府中学校 0:24:42
8 小俣 愛 笛吹市 春日居中 0:24:49
9 内田 香里奈 笛吹市 一宮中学校 0:25:58
10 金子 紗空 東京都 - 0:26:09
11 瀧本 早蘭 笛吹市 オンリーワン 0:27:36
12 津島 未来 笛吹市 一宮中学校 0:27:55
13 村木 絢美 東京都 - 0:49:03

5km女子中学生の部



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 小柴 淳一 千葉県 住友化学 0:19:23
2 久保田 英之 静岡県 中部抵抗器 0:19:37
3 新井　達夫 東京都 天神走湯会 0:19:52
4 角田 正史 埼玉県 Ｋ＆Ｋ 0:22:21
5 本郷 行男 東京都 富士森ランナー 0:22:28
6 筒井　幸弘 高知県 シニアもとやま 0:23:07
7 野藤 勉 都留市 都留市 0:24:05
8 千田 正見 笛吹市 - 0:24:43
9 西部 司 東京都 府中田園クラブ 0:25:11
10 竹内 修司 埼玉県 チームひとつ◆ 0:25:24
11 島崎 昌之 東京都 青梅市 0:25:42
12 森本　博敏 笛吹市 昼走会ＯＢ 0:26:20
13 今泉 信夫 大月市 - 0:26:41
14 長嶺 正治 神奈川県 - 0:26:42
15 黒川 輝雄 千葉県 押元東ＪＣ 0:27:16
16 米山　正彦 甲府市 田園ＲＣ 0:28:32
17 中里　正志 東京都 - 0:29:00
18 益子 章 栃木県 - 0:29:03
19 伊奈 務 都留市 - 0:29:50
20 田中 功 甲府市 山梨大学 0:30:08
21 田辺　勝寿 笛吹市 - 0:30:56
22 矢野 剛 東京都 トップスピン 0:31:09
23 岡山 正明 東京都 - 0:31:56
24 白鳥 光一 東京都 富士森ランナー 0:33:23
25 原田 健 東京都 チームあずさ 0:33:26
26 吉澤　延浩 東京都 - 0:33:38
27 菊地　勝利 東京都 八王子ＫＫ走遊 0:34:23
28 長谷川　通 茨城県 南一走友会 0:35:48
29 山上 均 神奈川県 スローペース 0:35:50
30 古屋 髙明 甲府市 - 0:36:16
31 小泉　国雄 神奈川県 - 0:36:27
32 木村 健治 千葉県 ちーむ　あずさ 0:37:12
33 前田 慎 東京都 - 0:37:33
34 比留間 祥郎 東京都 青梅むつみ会 0:37:55
35 西山　鉄男 神奈川県 - 0:38:24
36 飯草　登子 神奈川県 - 0:38:30
37 石井 孝 神奈川県 神奈中秦野ＲＣ 0:39:21
38 祐川 雅彦 東京都 - 0:39:44
39 須崎　道夫 東京都 - 0:39:45
40 渡辺　政臣 富士吉田市 - 0:40:05
41 野沢 芳人 甲府市 山梨県庁 0:40:11
42 鮎沢　剛人 東京都 - 0:40:14
43 戸谷　三郎 東京都 - 0:40:18
44 佐藤 春雄 神奈川県 長竹走友会 0:40:21
45 藤居 武 東京都 セサミＪＳ 0:40:32
46 山内　照明 東京都 - 0:41:14
47 飯田 朝夫 東京都 - 0:41:56
48 小田　謙二 神奈川県 長竹走友会 0:42:47
49 岩井 佑基 東京都 常盤台走友会 0:46:24
50 池田 進 埼玉県 840840 0:51:05
51 長崎 哲也 埼玉県 - 0:51:06
52 土岐　寛 千葉県 日比谷クラブ 0:51:45

5km男子60歳以上の部



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 菅原 初江 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 0:20:17
2 滑川 文子 東京都 東京ウィングス 0:21:13
3 岡本 美紀 静岡県 milkとラン 0:21:54
4 後閑 文子 東京都 - 0:22:02
5 柳田 美智子 東京都 - 0:24:47
6 石丸 京子 東京都 ペンギンスター 0:25:57
7 前田　香織 長野県 - 0:26:21
8 町田　香世子 甲州市 チーム　空 0:26:49
9 清水 せき子 笛吹市 - 0:27:56
10 神崎 久美子 栃木県 - 0:28:02
11 柴田 雅美 甲府市 - 0:28:15
12 西宮 敦子 東京都 - 0:28:27
13 曲山 久美子 東京都 Ｔ２６ 0:28:50
14 島崎 好江 東京都 - 0:29:04
15 田中　秀子 東京都 - 0:29:05
16 市川　キミ子 東京都 アーリーバード 0:29:32
17 神山 美佳 東京都 - 0:29:42
18 石井 暁子 東京都 - 0:29:47
19 中島 和代 神奈川県 ＪＡＨ 0:29:48
20 廣瀬　富子 東京都 - 0:29:52
21 福田 雅世 東京都 - 0:30:06
22 岡村 嘉恵 東京都 - 0:30:47
23 伊藤 恵子 長野県 諏訪湖畔病院 0:30:52
24 新井 圭子 長野県 - 0:30:59
25 巻田 淳子 神奈川県 横浜緑走友会 0:31:27
26 小野田 久美子 笛吹市 - 0:31:49
27 秋葉 康代 埼玉県 - 0:32:40
28 矢沢 綾子 長野県 - 0:32:49
29 中川 由美子 東京都 シンデレラ 0:33:34
30 毛利 聡子 東京都 シンデレラン 0:33:34
31 西村 眞澄 甲府市 - 0:34:36
32 小松 美紀 長野県 - 0:34:54
33 遠藤 清美 中央市 - 0:35:08
34 松浦 美恵子 長野県 - 0:35:10
35 土屋　千佳子 長野県 - 0:35:31
36 藤田　俊美 東京都 - 0:35:44
37 細川 さゆき 長野県 - 0:35:53
38 春日　なよ子 長野県 フラット．Ｋ 0:36:01
39 石川　恵美子 神奈川県 川崎健友会 0:36:21
40 前川 郁子 東京都 - 0:36:42
41 中山 史子 大月市 - 0:36:45
42 山内　節子 神奈川県 - 0:36:49
43 吉澤　恵子 東京都 - 0:37:04
44 樋口 雅恵 大月市 - 0:37:04
45 吉田 令子 東京都 - 0:38:31
46 小又　次子 東京都 - 0:38:35
47 渡辺 睦 神奈川県 あさひ薬局 0:38:58
48 井澤　悦子 東京都 - 0:40:18
49 塩沢　節子 神奈川県 川崎健友会 0:40:48
50 津島 政代 東京都 - 0:41:21
51 斉藤 崇子 甲府市 甲府合同 0:41:27
52 池田 真理子 東京都 かんぱーい 0:42:12
53 海野　三智子 東京都 - 0:42:14

5km女子50歳以上の部



54 原田 景子 東京都 チームあずさ 0:42:21
55 廣瀬 千鶴子 笛吹市 - 0:43:13
56 村木 小百合 東京都 - 0:49:04
57 田中 香緒里 神奈川県 - 0:49:50



種目順位 氏名 住所 所属 記録
1 反田 寛郎・反田 雄一郎 甲州市 中村塾 0:13:11
2 冨永 浩一・冨永　陽介 長野県 安曇野かけっこ 0:13:22
3 島田 恵吾・島田　啓介 山梨市 中村塾 0:13:24
4 和田 泰正・和田　陽輔 長野県 安曇野かけっこ 0:13:26
5 平野 真司・平野　心 山梨市 日下部小学校 0:13:27
6 雨宮 将彦・雨宮　脩真 笛吹市 一宮陸上スポ少 0:13:40
7 功刀 浩二郎・功刀　琉青 笛吹市 オンリーワン 0:14:27
8 向山 孝二・向山　海音 甲府市 大国陸上クラブ 0:14:39
9 小倉 達也・小倉　瑛葵 甲州市 松里小 0:14:46
10 上沼 玲翁・上沼　真凛 笛吹市 Ｍ４１Ｒ 0:14:48
11 中澤 純・中澤 来斗 笛吹市 一宮ｻｯｶｰｽﾎﾟ少 0:14:51
12 雨宮 和総・雨宮 陽琉 笛吹市 一宮陸上スポ少 0:14:57
13 雨宮 史宜・雨宮　大和 笛吹市 - 0:15:02
14 鶴田 英之・鶴田　勇翔 甲州市 塩山北小 0:15:19
15 代永 健二・代永　結愛 山梨市 - 0:15:53
16 西澤 知・西澤　由奈 神奈川県 - 0:16:04
17 松本 光裕・堀内 胡太郎 笛吹市 一宮陸上ｽﾎﾟ少 0:16:07
18 比留間 健一・比留間　拓史 東京都 - 0:16:11
19 川村 拓也・川村 燈路 東京都 大泉第2小学校 0:16:15
20 近藤 慎也・近藤　菜音 笛吹市 一宮陸上スポ少 0:16:15
21 島村 昌稔・島村　心夏 笛吹市 一宮陸上 0:16:19
22 塩沢 強・塩沢　奏太 笛吹市 - 0:16:26
23 鈴木 健介・鈴木　陽介 笛吹市 一宮陸上スポ少 0:16:31
24 武井 俊人・武井　恵佑 笛吹市 一宮スポ少 0:16:37
25 岩間 大二郎・岩間　陽葉 笛吹市 一宮陸上 0:16:40
26 代永 晴美・代永　峻聖 山梨市 - 0:16:46
27 島村　明宏・島村　芽依 笛吹市 一宮陸上スポ少 0:16:46
28 福士 大介・福士　陸久 東京都 - 0:16:46
29 宮野 宏・宮野　翔瑠 笛吹市 - 0:16:47
30 三枝 聖・三枝 雷翔 山梨市 - 0:16:51
31 金子 達也・金子　駿 東京都 - 0:16:51
32 鎭目 圭一郎・鎭目　凪 笛吹市 甲斐路フルーツ 0:17:04
33 武井　徹哉・武井　美來 山梨市 - 0:17:21
34 小野 健一・小野 悠也 笛吹市 - 0:17:30
35 三枝 美代子・三枝　美晴 甲府市 - 0:17:31
36 小幡 征宏・小幡　勇人 笛吹市 早川運輸 0:17:31
37 溝口　はづき・溝口　彩果 神奈川県 相模湖RC 0:17:33
38 伊藤 清英・伊藤　一帆 東京都 - 0:17:35
39 反田　千佳・反田　慶二郎 甲州市 塩山南小学校 0:17:40
40 橋本 明宏・橋本慶吾 笛吹市 一宮西小 0:17:46
41 矢口 裕美・矢口　惺菜 東京都 - 0:17:48
42 西山 武利・西山　莞永 甲府市 - 0:17:50
43 坂元 寛・坂元　翔奏 東京都 きのこのこ 0:17:56
44 永井 雄一・永井 健吾 笛吹市 - 0:17:57
45 海野　朱美・海野　晴太 笛吹市 一宮西小学校 0:18:01
46 益田　裕章・益田　亜弥 甲州市 一宮陸上スポ少 0:18:04
47 齊藤 一也・齊藤　大翔 甲府市 - 0:18:08
48 高澤 愛・高澤　総司 長野県 - 0:18:10
49 吉田 貴彦・吉田　壮偲 東京都 - 0:18:10
50 小林 栄一・小林　太郎 笛吹市 - 0:18:17
51 白澤 将人・白澤　歩高 笛吹市 - 0:18:18
52 冨樫 道子・冨樫　正帆 東京都 - 0:18:21
53 鶴田　真康・鶴田　晃基 東京都 さくらなみき 0:18:22

3.5km親子ファミリーの部



54 三枝 徹也・三枝　篤人 甲府市 - 0:18:24
55 岩間 光司・岩間　陽 笛吹市 一宮サッカー 0:18:25
56 花輪 圭悟・花輪 珠浬 南アルプス市 - 0:18:27
57 海野　武仁・海野　桜介 笛吹市 一宮西小学校 0:18:27
58 山本 三典・山本　竜大 中巨摩郡 - 0:18:29
59 五味 彩子・五味　優士 笛吹市 - 0:18:29
60 前島 憲彦・前島　京平 笛吹市 - 0:18:30
61 橘田 憲仁・橘田 美羽 笛吹市 御坂西小学校 0:18:31
62 岩間 良平・岩間　壮汰 笛吹市 - 0:18:31
63 福士 堯夫・福士　拓久 東京都 - 0:18:39
64 鷹左右 功・鷹左右 翔 笛吹市 - 0:18:42
65 嶋田 紀子・嶋田　野々花 東京都 チームじろう 0:18:43
66 三森 繭子・三森　藍子 甲州市 - 0:18:43
67 松本　絵美・松本　彩良 笛吹市 一宮西小 0:18:44
68 須田 昇・須田　煌大 笛吹市 - 0:18:50
69 藤巻 普紀・藤巻　知紀 山梨市 - 0:18:57
70 武井 祐樹・武井　優絵 都留市 東桂小 0:18:57
71 上島 雅子・上島　桃奈 山梨市 ＣＯＬＯＲＳ 0:19:00
72 佐藤　久美子・佐藤　綸 笛吹市 - 0:19:01
73 萩原 翼・萩原 怜大 笛吹市 - 0:19:02
74 山森 友子・山森　和湖 山梨市 - 0:19:04
75 岩間 英夫・岩間 颯介 甲府市 山城小学校 0:19:07
76 杉山 順哉・杉山 文哉 笛吹市 八代小 0:19:07
77 古屋　大希・古屋　海音 甲州市 - 0:19:15
78 村瀬 泰紀・村瀬　桧 神奈川県 - 0:19:21
79 藤巻 美紀・藤巻　響紀 山梨市 - 0:19:22
80 上野　貴逸・上野　奨馬 大月市 大月東小４年 0:19:23
81 古屋 亮・古屋　あずさ 甲府市 - 0:19:31
82 小澤 雅子・小澤 大真 笛吹市 オンリーワン 0:19:34
83 下平 忠幸・下平　爽明 東京都 - 0:19:35
84 平島 静代・平島　敢太 東京都 元八王子東 0:19:36
85 堀内 信孝・堀内 こはる 笛吹市 一宮陸上ｽﾎﾟ少 0:19:38
86 田沼 道也・田沼　昂樹 神奈川県 - 0:19:42
87 加々美 弘枝・加々美 青衣 笛吹市 春日居小学校 0:19:42
88 石倉 耕二・石倉　優 長野県 - 0:19:45
89 花輪 しのぶ・花輪 瑠波 南アルプス市 - 0:19:51
90 小澤 羊子・小澤 美月 甲州市 - 0:19:55
91 山涌 純・山涌　大翔 笛吹市 御坂剣道スポ少 0:19:58
92 添田 大策・添田　梨花 甲府市 - 0:19:58
93 武川 久美子・武川　侑暉 笛吹市 - 0:20:00
94 内田 純一・内田　湊士 笛吹市 - 0:20:02
95 橋本 保子・橋本 彩乃 笛吹市 一宮西小 0:20:03
96 小澤 賢太・小澤 柚月 甲州市 - 0:20:05
97 渡邉 宗光・渡邉　海成 神奈川県 オーシャンズ 0:20:09
98 菊島 あゆみ・花輪 莉恋 笛吹市 - 0:20:17
99 石原　直樹・石原　穂菜実 笛吹市 一宮西小学校 0:20:20
100 田中 理絵・田中　優里 東京都 - 0:20:20
101 前田 剛・前田　恵佑 神奈川県 東海旅客鉄道 0:20:21
102 仲澤 宏・仲澤　雫 笛吹市 中華料理大連 0:20:27
103 武井　愛・武井　璃乃 山梨市 - 0:20:28
104 鎭目 和雄・鎭目　咲介 笛吹市 甲斐路フルーツ 0:20:40
105 髙山 慶子・髙山 優月 甲府市 - 0:20:43
106 雨宮　光治・雨宮　颯佑 笛吹市 - 0:20:45
107 齋藤 真佑・齋藤　優羽 埼玉県 - 0:20:45
108 比留間 幸恵・比留間　奈央 東京都 - 0:20:48
109 早川 美里・早川　沙良 笛吹市 - 0:20:49
110 海野 崇・海野　こな美 笛吹市 一宮西小学校 0:21:00



111 田中　昭男・田中　咲帆 笛吹市 春日居小学校 0:21:09
112 矢野 久美子・矢野 そよか 笛吹市 御坂西小学校 0:21:12
113 吉田 由貴・吉田　凛太郎 東京都 - 0:21:19
114 前田 美咲・前田　旺亮 笛吹市 - 0:21:20
115 伊折 淑子・山森　さえ 笛吹市 - 0:21:21
116 小林 嘉文・小林　こころ 笛吹市 - 0:21:27
117 宇佐美 玄秀・宇佐美 諄汰 笛吹市 - 0:21:28
118 瀧本 まどか・瀧本　隼斗 笛吹市 オンリーワン 0:21:31
119 石田 麻也・石田　倖也 笛吹市 - 0:21:32
120 窪田 浩喜・窪田　琴音 甲府市 - 0:21:35
121 笹本 龍介・笹本　城瑛 山梨市 - 0:21:38
122 内藤 和美・内藤　昴 笛吹市 一宮西小 0:21:40
123 市川 純子・市川　千代 笛吹市 - 0:21:40
124 溝口 雅之・溝口　皓介 笛吹市 一宮西小 0:21:43
125 中田 正仁・中田 史哉 北杜市 - 0:21:49
126 天野 くみ子・天野　愛菜 大月市 チーム笹子 0:21:54
127 石原　政恵・石原　愛菜 笛吹市 一宮西小学校 0:21:57
128 中山 洋平・中山　柚乃 笛吹市 八代小学校 0:21:57
129 植松 恵美子・植松 叶翔 甲府市 - 0:21:58
130 山本　昭仁・山本　倖寧 笛吹市 - 0:21:59
131 須貝 耕二・須貝　華乃心 神奈川県 - 0:22:03
132 飯島 藤吉・飯島 瑠騎暁 山梨市 - 0:22:10
133 渡辺 明男・渡辺 歩夢 都留市 都留AC 0:22:13
134 齊藤 由紀子・齊藤　千桜 甲府市 - 0:22:18
135 藤原 茂樹・藤原　昇大 甲州市 ふじはら接骨院 0:22:26
136 古屋 秀明・古屋　奏晴 笛吹市 一宮陸上スポ少 0:22:34
137 深澤 真理子・深澤　凛叶 笛吹市 双葉商事（株） 0:22:38
138 沢登 美里・沢登　一輝 笛吹市 - 0:22:51
139 島村 一葉・島村　心歌 笛吹市 一宮陸上 0:22:52
140 横山 由美子・河野　莉琥 笛吹市 - 0:22:55
141 西島 弘子・西島　舵 神奈川県 ゆがわらんらん 0:22:59
142 武井 千絵・武井　優陽 都留市 東桂小 0:23:00
143 小林 幸次・小林 葵一 大月市 一宮西小 0:23:02
144 榎本 義之・榎本　鈴 甲州市 榎本製作所 0:23:10
145 小野村 貴子・小野村　瑛人 笛吹市 - 0:23:12
146 川口 圭子・川口 花音 笛吹市 - 0:23:13
147 原　梓・原　健 笛吹市 - 0:23:14
148 雨宮 和仁・雨宮 花菜 笛吹市 一宮西小学校 0:23:17
149 溝口 里衣子・溝口　智仁 笛吹市 一宮西小学校 0:23:18
150 田村　浩子・田村　恵琉 笛吹市 - 0:23:21
151 長門 みどり・長門　沙綾 上野原市 上高１期生 0:23:27
152 鈴木 啓太・鈴木　小弥太 北杜市 - 0:23:29
153 滝口 留美・滝口　莉代 富士吉田市 - 0:23:29
154 小野村 広・小野村　弥也 笛吹市 - 0:23:38
155 雨宮 賢一・雨宮　結衣 笛吹市 - 0:23:42
156 五味 克志・五味　眞優果 笛吹市 - 0:23:45
157 橘田 美恵・橘田 美歩 笛吹市 御坂西小学校 0:23:54
158 上島 伸一郎・上島　蒼生 山梨市 ＣＯＬＯＲＳ 0:23:55
159 小林 あゆ美・小林　蒔采 笛吹市 - 0:23:55
160 風間　直美・風間　太志 笛吹市 - 0:23:59
161 高野 孝樹・高野　樹哉 笛吹市 - 0:24:01
162 竹部 馨・竹部　庸祐 東京都 - 0:24:03
163 杉山 美香・杉山 千歩 笛吹市 八代小 0:24:07
164 萩原 みゆき・萩原 快斗 笛吹市 - 0:24:13
165 田村 悦子・田村　亮太朗 笛吹市 - 0:24:19
166 鹿股 直子・鹿股　琉楓 神奈川県 - 0:24:26
167 高橋 一路・高橋　柚 東京都 ももちっくりん 0:24:38



168 保坂 譲・保坂　類 東京都 マスターピース 0:24:42
169 村松 直哉・村松　歩 笛吹市 - 0:24:45
170 久島 健・久島　玲海 上野原市 - 0:24:48
171 堀内 一雄・堀内　まみこ 笛吹市 - 0:25:00
172 土屋 真季子・土屋　凛華 甲府市 - 0:25:08
173 斎藤 美祈・斎藤　久美子 神奈川県 0:25:11
174 鹿野　恵・鹿野　穂高 笛吹市 - 0:25:13
175 小林 公二・小林　桜 笛吹市 - 0:25:17
176 石原 実保・石原　蔵乃介 中央市 - 0:25:21
177 岡村 重治・岡村　信孝 東京都 - 0:25:22
178 眞海 芳史・眞海　健人 東京都 - 0:25:30
179 小沢 建一・小沢 蓮 笛吹市 - 0:25:34
180 滝川 佳苗・滝川 結菜 甲斐市 - 0:25:35
181 近藤 真未・近藤　愛羅 笛吹市 春日居小学校 0:25:35
182 生原 冬実・生原　唄楽 笛吹市 春日居小学校 0:25:37
183 岩間 泉・岩間　蒼斗 笛吹市 - 0:25:40
184 原田 恵美・原田　普 北杜市 - 0:25:53
185 平井 あづさ・平井 ききょう 甲府市 ざお吉ｸﾗﾌﾞ 0:26:10
186 仲澤 文治・仲澤 凛音 甲斐市 竜王北小学校 0:26:44
187 伊能 ミカ・伊能　寛喜 東京都 - 0:26:49
188 堀 幸博・堀　まのあ 東京都 - 0:26:50
189 深澤 昌彦・深澤　春彦 甲府市 玉諸小学校 0:26:56
190 應本 陽子・應本　三四郎 東京都 - 0:27:38
191 藤田 実・坂元　陽奏 東京都 きのこのこ 0:27:43
192 雨宮 裕司・雨宮　歓太 甲州市 - 0:27:43
193 橘田 あすか・橘田　ひなた 笛吹市 - 0:27:46
194 橘田 英明・橘田　ひかり 笛吹市 - 0:27:47
195 富永　有希・富永　健友 笛吹市 - 0:27:57
196 志村 由希美・志村 美優 南巨摩郡 増穂小学校 0:28:21
197 根津 麻美子・根津　陽介 甲州市 - 0:28:27
198 加藤 直子・加藤 大輝 笛吹市 笛吹市立石和北小 0:28:41
199 三井 一希・三井　希咲 韮崎市 かずきさ 0:29:02
200 矢野 徳仁・矢野　もも子 笛吹市 - 0:30:13
201 田所 美香・田所 和夏 甲府市 - 0:30:23
202 秋山 嘉清・秋山 陽向 南巨摩郡 増穂小学校 0:31:54
203 早川　紘子・早川　真ノ介 笛吹市 - 0:33:06
204 石川 有香・石川　来篤 笛吹市 オンリーワン 0:40:31


