
オートルートチャレンジ　【総合記録】 2018年11月4日（日）

総合順位 No 氏名 ヨミガナ 性別 所属 総合記録 性別順位 区分 順位

1 1018 谷 允弥 タニ ノブヤ 男 8時間39分14秒 1 男子39歳以下

2 1038 石川 朋奈 イシカワ トモナ 男 9時間08分33秒 2 男子39歳以下

3 1001 牧野 公則 マキノ マサノリ 男 9時間11分50秒 3 男子39歳以下

4 1124 田中 良 タナカ リョウ 男 ぼうず先輩 9時間16分48秒 4 男子39歳以下

5 1003 平賀 太智 ヒラガ タイチ 男 国士舘大学 9時間21分43秒 5 男子39歳以下

6 1026 会田 翔 アイダ ショウ 男 9時間22分24秒 6 男子39歳以下 1

7 1142 西沢 さとる ニシザワ サトル 男 9時間32分18秒 7 男子40代 1

8 1131 寺尾 修 テラオ オサム 男 見次クラブ 9時間49分02秒 8 男子40代 2

9 1096 佐藤 圭介 サトウ ケイスケ 男 ＢｕｋｋａＳｋｙＣｌｕｂ 10時間15分51秒 9 男子39歳以下 2

10 1192 横田 貴大 ヨコタ タカヒロ 男 坪会 10時間20分28秒 10 男子39歳以下 3

11 1085 蔵本 康宏 クラモト ヤスヒロ 男 鳥取県庁ＲＣ 10時間24分26秒 11 男子40代 3

12 1165 松井 啓 マツイ アキラ 男 Ｍ．Ｉ．Ｂｒｏｓ． 10時間29分13秒 12 男子50歳以上 1

13 1051 江島 良 エシマ リョウ 男 まりおくらぶ 10時間33分48秒 13 男子39歳以下 4

14 1175 宮園 貴之 ミヤゾノ タカユキ 男 岩本町ＴＲＣ 10時間41分19秒 14 男子39歳以下 5

15 1067 門田 元 カドタ ゲン 男 ＢＯＮＴＲＡＩＬ 10時間43分57秒 15 男子40代 4

16 1002 星野 由香理 ホシノ ユカリ 女 10時間46分50秒 1 女子39歳以下

17 1066 小畑 剣士 オバタ ケンシ 男 11時間04分12秒 16 男子40代 5

18 1194 吉野 博 ヨシノ ヒロシ 男 麦茶がぶ飲み会 11時間14分06秒 17 男子40代 6

19 1193 吉川 友樹 ヨシカワ ユウキ 男 厚木大学 11時間15分06秒 18 男子40代 7

20 1184 柳橋 閑 ヤナギバシ シズカ 男 ヱビス・ホップス 11時間16分17秒 19 男子40代 8

21 1214 田中 真紀 タナカ マキ 女 ＪＳＴ 11時間20分35秒 2 女子40代

22 1181 矢崎 智也 ヤザキ トモヤ 男 ＳＴＳ 11時間25分13秒 20 男子39歳以下 6

23 1133 長尾 暁人 ナガオ アキト 男 11時間29分23秒 21 男子39歳以下 7

24 1153 平山 雅幸 ヒラヤマ マサユキ 男 株式会社笹田組 11時間30分48秒 22 男子40代 9

25 1076 木村 真也 キムラ シンヤ 男 ワインショップ・リッツ 11時間35分21秒 23 男子39歳以下 8

26 1130 椿 喜行 ツバキ ヨシユキ 男 11時間37分52秒 24 男子40代 10

27 1201 井手 裕里子 イデ ユリコ 女 11時間38分34秒 3 女子40代

28 1052 遠藤 誠二 エンドウ セイジ 男 ウルトラポーズ 11時間38分49秒 25 男子50歳以上 2

29 1061 岡田 勝 オカダ マサル 男 11時間39分22秒 26 男子39歳以下 9

30 1065 小野 晴一郎 オノ セイイチロウ 男 ＴＥＡＭ　ＳＯＴＡ 11時間44分20秒 27 男子40代 11

31 1164 真壁 広樹 マカベ ヒロキ 男 11時間45分20秒 28 男子50歳以上 3

32 1029 畔柳 寿行 アゼヤナギ トシユキ 男 11時間45分59秒 29 男子39歳以下 10

33 1132 外山 達也 トヤマ タツヤ 男 鈴与ロゲ部 11時間46分35秒 30 男子40代 12

34 1191 由井 宏典 ユイ ヒロノリ 男 ＳＡＫＵ乱 11時間47分53秒 31 男子39歳以下 11

35 1073 北沢 秀也 キタザワ ヒデヤ 男 ウルプロ 11時間48分09秒 32 男子40代 13

36 1031 天野 智之 アマノ トモユキ 男 11時間48分48秒 33 男子39歳以下 12

37 1163 前田 充国 マエダ ミツクニ 男 ｍｍｒｃ 11時間51分38秒 34 男子40代 14

38 1039 石野 剛 イシノ タカシ 男 11時間53分15秒 35 男子50歳以上 4

39 1005 福嶋 美奈子 フクシマ ミナコ 女 11時間59分57秒 4 女子39歳以下

40 1062 尾崎 秀樹 オザキ ヒデキ 男 12時間07分51秒 36 男子40代 15

41 1138 中山 崇 ナカヤマ タカシ 男 12時間08分07秒 37 男子40代 16

42 1080 工藤 恵 クドウ ケイ 男 三鷹バル 12時間10分22秒 38 男子50歳以上 5

43 1104 上手 元洋 ジョウテ モトヒロ 男 12時間15分15秒 39 男子40代 17

44 1212 關 利絵子 セキ リエコ 女 チーム八合目 12時間17分09秒 5 女子40代

45 1084 蔵品 誠 クラシナ マコト 男 清水建設 12時間20分09秒 40 男子40代 18

46 1171 三浦 雅寛 ミウラ マサヒロ 男 チームしちりん 12時間26分09秒 41 男子40代 19

47 1021 堀口 治彦 ホリグチ ハルヒコ 男 12時間27分42秒 42 男子40代 20

48 1116 高橋 勉 タカハシ ツトム 男 12時間28分26秒 43 男子50歳以上 6

49 1139 成田 雅人 ナリタ マサト 男 12時間32分08秒 44 男子40代 21

50 1059 大野 宏明 オオノ ヒロアキ 男 12時間34分31秒 45 男子40代 22

51 1170 万庭 浄 マンバ キヨシ 男 12時間35分31秒 46 男子50歳以上 7

52 1011 飯田 直子 イイダ ナオコ 女 チームＳＯＴＡ 12時間35分41秒 6 女子39歳以下 1

53 1115 藤澤 敏也 フジサワ トシヤ 男 12時間36分24秒 47 男子40代 23

54 1198 浅井 美奈子 アサイ ミナコ 女 12時間36分55秒 7 女子40代 1

55 1077 清野 和明 キヨノ カズアキ 男 松本市スキークラブ 12時間38分23秒 48 男子50歳以上 8

56 1217 冨岡 恵 トミオカ メグミ 女 12時間39分20秒 8 女子40代 2

57 1022 有野 由香 アリノ ユカ 女 12時間40分42秒 9 女子40代 3

58 1168 松下 英樹 マツシタ ヒデキ 男 12時間44分37秒 49 男子40代 24

59 1063 小澤 宏史 オザワ ヒロシ 男 12時間47分42秒 50 男子40代 25

60 1183 安田 邦夫 ヤスダ クニオ 男 チームヤスダレーシング 12時間54分59秒 51 男子40代 26

61 1060 大谷部 博明 オオヤベ ヒロアキ 男 12時間56分51秒 52 男子50歳以上 9
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62 1103 下山 知宏 シモヤマ トモヒロ 男 八丁目青年部 12時間57分47秒 53 男子50歳以上 10

63 1072 菊池 由起夫 キクチ ユキオ 男 12時間58分17秒 54 男子40代 27

64 1055 大川 康 オオカワ ヤスシ 男 12時間59分49秒 55 男子50歳以上 11

65 1095 佐々木 秀雄 ササキ ヒデオ 男 12時間59分56秒 56 男子50歳以上 12

66 1228 木下 洋和 キノシタ ヒロカズ 男 塩山皮フ科 13時間07分21秒 57 男子40代 28

67 1027 秋楽 伸也 アキラ シンヤ 男 ジャイコ。坂練 13時間07分48秒 58 男子40代 29

68 1154 藤井 教之 フジイ ノリユキ 男 13時間10分26秒 59 男子40代 30

69 1007 田中 一嘉 タナカ カズヨシ 男 13時間12分36秒 60 男子39歳以下 13

70 1088 小島 渉 コジマ ワタル 男 13時間13分52秒 61 男子40代 31

71 1176 武藤 喜彦 ムトウ ヨシヒコ 男 13時間14分49秒 62 男子39歳以下 14

72 1091 駒津 洋介 コマヅ ヨウスケ 男 13時間18分03秒 63 男子40代 32

73 1146 林 大輔 ハヤシ ダイスケ 男 13時間19分09秒 64 男子39歳以下 15

74 1197 渡辺 英之 ワタナベ ヒデユキ 男 13時間20分50秒 65 男子40代 33

75 1004 川崎 恵子 カワサキ ケイコ 女 野草の会 13時間20分50秒 10 女子39歳以下 2

76 1128 塚崎 和良 ツカザキ カズヨシ 男 ＮＹＫ　ＪＡＰ 13時間21分00秒 66 男子50歳以上 13

77 1107 鈴木 一好 スズキ カズヨシ 男 13時間22分22秒 67 男子40代 34

78 1041 一水 孝志 イチミズ タカシ 男 13時間23分26秒 68 男子39歳以下 16

79 1211 上手 幸恵 ジョウテ サチエ 女 13時間25分30秒 11 女子40代 4

80 1012 山本 愛 ヤマモト メグミ 女 13時間25分43秒 12 女子39歳以下 3

81 1136 長島 政史 ナガシマ マサフミ 男 13時間28分19秒 69 男子40代 35

82 1036 飯島 渉 イイジマ ワタル 男 13時間29分26秒 70 男子40代 36

83 1105 菅原 幸彦 スガワラ ユキヒコ 男 幕張ベイランニングクラブ 13時間31分13秒 71 男子39歳以下 17

84 1185 矢野 敦志 ヤノ アツシ 男 13時間31分22秒 72 男子40代 37

85 1169 丸橋 浩 マルバシ ヒロシ 男 ＷＩＬＤＢＯＡＲＳ 13時間31分32秒 73 男子50歳以上 14

86 1129 津川 智明 ツガワ トモアキ 男 13時間31分32秒 74 男子39歳以下 18

87 1044 今岡 洋平 イマオカ ヨウヘイ 男 13時間32分15秒 75 男子40代 38

88 1218 鳥海 久美子 トリウミ クミコ 女 13時間34分15秒 13 女子40代 5

89 1147 早田 敏 ハヤタ サトシ 男 13時間39分51秒 76 男子39歳以下 19

90 1187 山口 学 ヤマグチ マナブ 男 13時間41分46秒 77 男子40代 39

91 1064 小田島 克彦 オダジマ カツヒコ 男 13時間42分45秒 78 男子40代 40

92 1019 長峯 正幸 ナガミネ マサユキ 男 13時間42分54秒 79 男子50歳以上 15

93 1086 桑原 敏彦 クワバラ トシヒコ 男 ＧＡＮＥＳＨＡ１００ 13時間43分40秒 80 男子40代 41

94 1033 荒澤 尚司 アラサワ ナオジ 男 ＫＳＢ４８ 13時間46分31秒 81 男子40代 42

95 1213 田口 紋子 タグチ アヤコ 女 13時間46分58秒 14 女子40代 6

96 1204 川井 朋子 カワイ トモコ 女 13時間47分37秒 15 女子40代 7

97 1195 米澤 孝典 ヨネザワ タカノリ 男 13時間48分05秒 82 男子39歳以下 20

98 1030 阿部 史生 アベ フミオ 男 アサガンズ 13時間49分57秒 83 男子40代 43

99 1114 染谷 英輝 ソメヤ ヒデキ 男 同好会準備室 13時間50分30秒 84 男子39歳以下 21

100 1161 細谷 佳邦 ホソヤ ヨシクニ 男 ナローバレー 13時間51分06秒 85 男子50歳以上 16

101 1137 中町 昭人 ナカマチ アキヒト 男 ＴＢＲＣ 13時間52分21秒 86 男子50歳以上 17

102 1049 内山 千尋 ウチヤマ ユキヒロ 男 ＳＫＹ　ＮＩＮＪＡ 13時間55分29秒 87 男子40代 44

103 1118 髙見 和宏 タカミ カズヒロ 男 13時間55分50秒 88 男子39歳以下 22

104 1149 彦坂 好洋 ヒコサカ ヨシヒロ 男 13時間56分16秒 89 男子50歳以上 18

105 1094 櫻井 洋一郎 サクライ ヨウイチロウ 男 トレイル鳥羽 13時間56分33秒 90 男子40代 45

106 1156 藤田 淳 フジタ ジュン 男 13時間59分15秒 91 男子40代 46

107 1208 今田 和美 コンダ カズミ 女 ＭＹＳＴＡＲ 14時間04分01秒 16 女子50歳以上 1

108 1069 萱嶌 一秀 カヤジマ カズヒデ 男 14時間06分25秒 92 男子40代 47

109 1113 関根 邦夫 セキネ クニオ 男 14時間14分48秒 93 男子40代 48

110 1092 酒井 充久 サカイ ミチヒサ 男 14時間15分15秒 94 男子50歳以上 19

111 1032 天野 祐治 アマノ ユウジ 男 14時間15分26秒 95 男子50歳以上 20

112 1108 鈴木 淳平 スズキ ジュンペイ 男 14時間16分21秒 96 男子50歳以上 21

113 1121 舘林 康行 タテバヤシ ヤスユキ 男 14時間17分34秒 97 男子50歳以上 22

114 1050 江口 吉美 エグチ ヨシミ 男 14時間20分35秒 98 男子39歳以下 23

115 1015 大橋 拓矢 オオハシ タクヤ 男 天然個性派アスリートチーム 14時間22分41秒 99 男子39歳以下 24

116 1083 熊本 忠明 クマモト タダアキ 男 14時間25分13秒 100 男子40代 49

117 1010 松原 克明 マツバラ カツアキ 男 ウルトラポーズ 14時間26分34秒 101 男子40代 50

118 1152 平林 昌憲 ヒラバヤシ マサノリ 男 14時間29分51秒 102 男子39歳以下 25

119 1071 川村 誠司 カワムラ セイジ 男 名城オールランナーズクラブ 14時間30分11秒 103 男子50歳以上 23

120 1223 柳村 香菜 ヤナギムラ カナ 女 厚木大学 14時間31分47秒 17 女子39歳以下 4

121 1109 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 男 ボクちゃん 14時間31分55秒 104 男子40代 51

122 1106 杉坂 健次 スギサカ ケンジ 男 ＦｕｎＲｕｎ 14時間32分11秒 105 男子40代 52

123 1127 千野 俊樹 チノ トシキ 男 14時間35分17秒 106 男子50歳以上 24

124 1090 小松 和彦 コマツ カズヒコ 男 14時間36分39秒 107 男子40代 53

125 1150 日野原 眞一 ヒノハラ シンイチ 男 山梨鉄人会 14時間39分50秒 108 男子50歳以上 25
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126 1110 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 男 14時間40分38秒 109 男子40代 54

127 1014 大庭 大 オオバ ヒロシ 男 14時間44分51秒 110 男子50歳以上 26

128 1102 島田 源邦 シマダ モトクニ 男 14時間48分19秒 111 男子40代 55

129 1200 阿部 小百合 アベ サユリ 女 14時間48分30秒 18 女子50歳以上 2

130 1100 設楽 篤史 シダラク アツシ 男 アシスト走行会 14時間49分14秒 112 男子50歳以上 27

131 1017 志村 隆司 シムラ リュウジ 男 ビジネスリンク 14時間52分29秒 113 男子40代 56

132 1151 平田 一友 ヒラタ カズトモ 男 14時間55分09秒 114 男子40代 57

133 1209 佐藤 文 サトウ アヤ 女 14時間55分49秒 19 女子40代 8

DNF 1134 中込 智和 ナカゴミ トモカズ 男 ＭＵＪＩＮ＿ＥＫＩ５５ 男子39歳以下

DNF 1172 水谷 謙二 ミズタニ ケンジ 男 ＵＴＭＢ目指すん会？ 男子40代

DNF 1119 滝下 泰民 タキシタ ヤスタミ 男 ＴＤＪ 男子50歳以上

DNF 1093 坂本 浩一 サカモト コウイチ 男 苦愛?オクム 男子40代

DNF 1207 亀卦川 俊子 キケガワ トシコ 女 ＨＡＰＰＹ　ＴＲＡＩＬ 女子50歳以上

DNF 1111 鈴木 芳人 スズキ ヨシヒト 男 男子40代

DNF 1141 西沢 謙一 ニシザワ ケンイチ 男 月例南足柄 男子50歳以上

DNF 1048 打土井 利春 ウチドイ トシハル 男 男子50歳以上

DNF 1037 飯野 善一郎 イイノ ゼンイチロウ 男 いいのクリニック 男子50歳以上

DNF 1070 川上 将 カワカミ マサル 男 男子40代

DNF 1159 古川 研二 フルカワ ケンジ 男 男子40代

DNF 1025 塩月 彩夏 シオツキ アヤカ 女 女子39歳以下

DNF 1216 手塚 友喜 テヅカ ユキ 女 女子39歳以下

DNF 1098 佐藤 譲太 サトウ ジョウタ 男 男子39歳以下

DNF 1046 植松 秀則 ウエマツ ヒデノリ 男 フジヤマＴＲＣ 男子50歳以上

DNF 1158 舟久保 慎 フナクボ シン 男 男子39歳以下

DNF 1190 山田 直文 ヤマダ ナオフミ 男 男子39歳以下

DNF 1123 田中 秀幸 タナカ ヒデユキ 男 厚木大学 男子40代

DNF 1202 稲見 多恵子 イナミ タエコ 女 女子40代

DNF 1020 花園 聡一郎 ハナゾノ ソウイチロウ 男 じゃいこジャパン 男子50歳以上

DNF 1215 TEO WEE CHUANG ティオ ウィチュアン 女 女子40代

DNF 1238 山下 拓也 ヤマシタ タクヤ 男 東山梨消防本部 男子39歳以下

DNF 1179 森本 忠樹 モリモト タダキ 男 男子40代

DNF 1075 木村 海舟 キムラ カイシュウ 男 男子40代

DNF 1177 望月 嘉彦 モチヅキ ヨシヒコ 男 男子50歳以上

DNF 1166 松江 晃一 マツエ コウイチ 男 男子50歳以上

DNF 1120 田島 光一 タジマ コウイチ 男 男子50歳以上

DNF 1099 佐野 慎一 サノ シンイチ 男 遠藤塾 男子40代

DNF 1206 木内 貴子 キウチ タカコ 女 女子40代

DNF 1023 宇賀神 素子 ウガジン モトコ 女 ＧＦトレラン部 女子39歳以下

DNF 1009 能川 博司 ノガワ ヒロシ 男 男子40代

DNF 1081 國澤 圭太 クニサワ ケイタ 男 松山東８８陸上熊 男子40代

DNF 1189 山下 浩一 ヤマシタ ヒロカズ 男 男子50歳以上

DNF 1220 弘中 志保 ヒロナカ シホ 女 女子40代

DNF 1196 渡辺 篤 ワタナベ アツシ 男 フジヤマＴＲＣ 男子40代

DNF 1082 久保 健二 クボ ケンジ 男 男子40代

DNF 1226 笠井 聖矢 カサイ セイヤ 男 東山梨消防本部 男子39歳以下

DNF 1058 大野 賢二 オオノ ケンジ 男 ＨＨＡＫ 男子39歳以下

DNF 1210 渋谷 花恵 シブヤ ハナエ 女 女子40代

DNF 1097 佐藤 健 サトウ ケン 男 男子40代

DNF 1112 関 誠 セキ マコト 男 チームプランナー 男子40代

DNF 1235 藤原 清文 フジハラ キヨフミ 男 島田療育センター 男子40代

DNF 1188 山崎 将芳 ヤマザキ マサヨシ 男 矢崎部品 男子39歳以下

DNF 1221 藤根 涼子 フジネ リョウコ 女 女子39歳以下

DNF 1013 浅見 直哉 アサミ ナオヤ 男 男子50歳以上

DNF 1234 二宮 裕樹 ニノミヤ ヒロキ 男 男子40代

DNF 1239 石丸 映子 イシマル アキコ 女 女子40代

DNF 1182 矢澤 孝 ヤザワ タカシ 男 Ｋ３３ＲＭＣ 男子50歳以上

DNF 1057 大野 晃正 オオノ アキマサ 男 同好会準備室 男子50歳以上

DNF 1162 堀篭 宏章 ホリゴメ ヒロアキ 男 男子40代

DNF 1043 伊藤 雅基 イトウ マサキ 男 男子40代

DNF 1016 柴田 城太郎 シバタ ジョウタロウ 男 Ｒ×Ｌプラス 男子50歳以上

DNF 1145 早川 典重 ハヤカワ ノリシゲ 男 はがみのもり 男子50歳以上

DNF 1053 遠藤 光広 エンドウ ミツヒロ 男 遠藤塾 男子50歳以上

DNF 1006 飯野 光徳 イイノ ミツノリ 男 男子50歳以上

DNF 1236 宮川 直樹 ミヤガワ ナオキ 男 東山梨行政事務組合 男子39歳以下
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DNF 1167 松枝 太 マツエダ フトシ 男 男子50歳以上

DNF 1205 川端 美央 カワバタ ミオ 女 女子40代

DNF 1174 三ッ野 友章 ミツノ トモアキ 男 鴨川走友会 男子40代

DNF 1230 城倉 雅次 シロクラ マサジ 男 男子50歳以上

DNF 1178 森田 拓之 モリタ ヒロユキ 男 男子40代

DNF 1024 海籐 よしみ カイトウ ヨシミ 女 女子39歳以下

DNF 1056 大島 正信 オオシマ マサノブ 男 男子50歳以上

DNF 1078 久我 充昭 クガ ミツアキ 男 男子50歳以上

DNF 1079 久慈 茂樹 クジ シゲキ 男 アサガンズ 男子40代

DNF 1122 田中 敏和 タナカ トシカズ 男 男子50歳以上

DNF 1232 富樫 陽 トガシ ヨウ 男 男子39歳以下

DNF 1173 水原 忠光 ミズハラ タダミツ 男 男子50歳以上

DNF 1028 朝比奈 大輔 アサヒナ ダイスケ 男 富士吉田市役所 男子39歳以下

DNF 1101 柴崎 順也 シバザキ ジュンヤ 男 フールハーディ 男子40代

DNF 1157 藤丸 智幸 フジマル トモユキ 男 男子39歳以下

DNF 1219 新井田 祐子 ニイダ ユウコ 女 ＭＹ　ＳＴＡＲ 女子50歳以上

DNS 1008 中村 賢次 ナカムラ ケンジ 男 男子40代

DNS 1034 安藤 仁 アンドウ ヒトシ 男 チームＳＯＴＡ 男子40代

DNS 1035 飯嶋 浩 イイジ マヒロシ 男 男子40代

DNS 1040 市川 智也 イチカワ トモヤ 男 男子39歳以下

DNS 1042 伊藤 啓成 イトウ ヒロアキ 男 男子40代

DNS 1045 岩垂 晋 イワタレ シン 男 チーム１００マイル 男子39歳以下

DNS 1047 魚津 慈和 ウオヅ ヨシカズ 男 北海道ＴＲＣ 男子40代

DNS 1054 大内 勝正 オオウチ カツマサ 男 男子40代

DNS 1068 金光 君和 カネミツ キミカズ 男 男子40代

DNS 1074 北原 克晃 キタハラ カツアキ 男 男子40代

DNS 1087 越 和也 コシ カズヤ 男 男子40代

DNS 1089 小筆 之総 コフデ ユキフサ 男 男子50歳以上

DNS 1117 高広 伯彦 タカヒロ ノリヒコ 男 東京ハセツネクラブ 男子40代

DNS 1125 谷川 照樹 タニカワ テルキ 男 愛知県庁クラブ 男子39歳以下

DNS 1126 玉川 正和 タマガワ マサカズ 男 男子39歳以下

DNS 1135 中沢 崇裕 ナカザワ タカヒロ 男 男子39歳以下

DNS 1140 新倉 晋 ニイクラ ススム 男 日本たばこ産業（株） 男子40代

DNS 1143 野呂 弘親 ノロ ヒロチカ 男 ヤマハラ部 男子40代

DNS 1144 花木 則幸 ハナキ ノリユキ 男 男子50歳以上

DNS 1148 原 祐貴 ハラ ユウキ 男 男子39歳以下

DNS 1155 高木 啓光 タカギ ヒロミツ 男 リスペクト 男子40代

DNS 1160 別府 総平 ベップ ソウヘイ 男 ＨＤＳ走ラン会 男子39歳以下

DNS 1180 矢崎 友則 ヤザキ トモノリ 男 男子40代

DNS 1186 山上 直幹 ヤマガミ ナオキ 男 男子40代

DNS 1199 浅原 かおり アサハラ カオリ 女 女子39歳以下

DNS 1203 岡川 芙巳 オカガワ フミ 女 女子40代

DNS 1222 松本 佳代子 マツモト カヨコ 女 ＭＴＲＣ 女子50歳以上

DNS 1224 吉沢 美香 ヨシザワ ミカ 女 チーム石川 女子50歳以上

DNS 1225 内田 翔平 ウチダ ショウヘイ 男 東山梨行政事務組合 男子39歳以下

DNS 1227 加藤 雪彦 カトウ ユキヒコ 男 男子50歳以上

DNS 1229 笹本 和穂 ササモト カズホ 男 東山梨消防本部 男子39歳以下

DNS 1231 杉山 宏和 スギヤマ ヒロカズ 男 日医ジョガーズ 男子40代

DNS 1233 直井 良仁 ナオイ ヨシヒト 男 加波一族 男子40代

DNS 1237 山口 伸也 ヤマグチ シンヤ 男 自衛隊 男子39歳以下
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1 2156 町田 知宏 マチダ トモヒロ 男 5時間44分46秒 1 男子39歳以下

2 2155 増田 忠朗 マスダ タダアキ 男 草薙激走会 6時間12分45秒 2 男子39歳以下

3 2068 喜多村 晃仁 キタムラ アキヒト 男 ＢｕｋｋａＳｋｙＣｌｕｂ 6時間33分17秒 3 男子40代

4 2148 藤岡 学 フジオカ マナブ 男 ＷＩＬＤ　ＴＨＩＮＧＳ 6時間46分42秒 4 男子39歳以下

5 2221 若菜 弘幸 ワカナ ヒロユキ 男 都留市立病院 6時間53分36秒 5 男子39歳以下

6 2023 新井 寛高 アライ ヒロタカ 男 おといろピアノ 6時間59分27秒 6 男子40代 1

7 2007 岡本 直也 オカモト ナオヤ 男 日本野人の会 7時間01分41秒 7 男子40代 2

8 2025 池田 秀次 イケダ シュウジ 男 未来の瞳 7時間16分51秒 8 男子40代 3

9 2001 眞舩 孝道 マフネ タカミチ 男 7時間18分48秒 9 男子40代 4

10 2032 上田 貴文 ウエダ タカフミ 男 神戸市消防局 7時間19分34秒 10 男子39歳以下 1

11 2008 杉野 雄一 スギノ ユウイチ 男 ５２年会 7時間26分41秒 11 男子40代 5

12 2012 中村 昌史 ナカムラ マサシ 男 竹田印刷 7時間29分20秒 12 男子39歳以下 2

13 2109 早田 裕一 ソウダ ユウイチ 男 7時間36分07秒 13 男子40代 6

14 2159 松本 岳 マツモト ガク 男 湘南ランニングフィジオ 7時間39分41秒 14 男子40代 7

15 2044 大多和 聖良 オオタワ セイラ 男 清水桜が丘高校 7時間40分36秒 15 男子39歳以下 3

16 2045 大塚 勤 オオツカ ツトム 男 7時間40分43秒 16 男子40代 8

17 2115 田島 義人 タジマ ヨシヒト 男 7時間41分13秒 17 男子40代 9

18 2149 布間 章裕 フマ アキヒロ 男 7時間47分13秒 18 男子50歳以上 1

19 2145 平賀 義隆 ヒラガ ヨシタカ 男 7時間47分20秒 19 男子39歳以下 4

20 2133 内藤 義広 ナイトウ ヨシヒロ 男 7時間52分22秒 20 男子39歳以下 5

21 2154 増田 佳輔 マスダ ケイスケ 男 7時間53分58秒 21 男子40代 10

22 2019 相澤 右近 アイザワ ウコン 男 7時間54分47秒 22 男子39歳以下 6

23 2175 山谷 勝美 ヤマヤ カツミ 男 7時間56分05秒 23 男子40代 11

24 2018 須藤 吉仕子 ストウ キシコ 女 8時間00分05秒 1 女子50歳以上

25 2167 村松 和省 ムラマツ カズミ 男 いいだウェーブ 8時間01分51秒 24 男子50歳以上 2

26 2110 高瀬 明徳 タカセ アキノリ 男 漆黒 8時間02分55秒 25 男子40代 12

27 2112 高橋 直人 タカハシ ナオヒト 男 8時間06分04秒 26 男子50歳以上 3

28 2106 鈴木 政宏 スズキ マサヒロ 男 ＭＯＮＴＵＲＡ 8時間08分43秒 27 男子50歳以上 4

29 2100 志村 恵介 シムラ ケイスケ 男 8時間13分15秒 28 男子39歳以下 7

30 2074 小杉 尊道 コスギ タカミチ 男 多摩川サブ３ 8時間14分37秒 29 男子40代 13

31 2160 松本 英敬 マツモト ヒデタカ 男 うさぎ登山部 8時間17分25秒 30 男子40代 14

32 2118 田中 哲也 タナカ テツヤ 男 ＭＺＫ 8時間21分12秒 31 男子40代 15

33 2072 黒澤 隆敏 クロサワ タカトシ 男 8時間26分28秒 32 男子40代 16

34 2150 古屋 大樹 フルヤ ヒロキ 男 8時間27分26秒 33 男子40代 17

35 2009 関 岳 セキ タケシ 男 チーム八合目 8時間28分23秒 34 男子40代 18

36 2090 笹本 渡 ササモト ワタル 男 8時間29分04秒 35 男子50歳以上 5

37 2184 今井 妙子 イマイ タエコ 女 8時間29分40秒 2 女子40代

38 2171 矢内 正和 ヤナイ マサカズ 男 ＯＶＥＲ－ＤＯ 8時間36分33秒 36 男子40代 19

39 2151 星野 俊介 ホシノ シュンスケ 男 長谷場商事 8時間40分46秒 37 男子39歳以下 8

40 2178 吉崎 治 ヨシザキ オサム 男 オーギャ 8時間41分31秒 38 男子40代 20

41 2140 羽田 隼人 ハダ ハヤト 男 世志自動車 8時間42分45秒 39 男子39歳以下 9

42 2098 清水 裕二 シミズ ユウジ 男 8時間43分39秒 40 男子40代 21

43 2186 大江 秀美 オオエ ヒデミ 女 8時間43分44秒 3 女子40代

44 2139 長谷川 淳一 ハセガワ ジュンイチ 男 神奈川走ろう会（仮） 8時間46分07秒 41 男子50歳以上 6

45 2103 鈴木 昭彦 スズキ アキヒコ 男 8時間46分52秒 42 男子40代 22

46 2027 伊東 周一郎 イトウ シュウイチロウ 男 8時間47分39秒 43 男子40代 23

47 2049 大山 季之 オオヤマ ノリユキ 男 慶應義塾若き血 8時間52分01秒 44 男子40代 24

48 2153 堀田 芳弘 ホッタ ヨシヒロ 男 ちむけん 8時間52分50秒 45 男子40代 25

49 2060 加藤 晃司 カトウ コウジ 男 深大寺走友会 8時間54分17秒 46 男子50歳以上 7

50 2056 小野 明 オノ アキラ 男 ＴＧＩＦ 8時間55分52秒 47 男子50歳以上 8

51 2016 今野 昌子 コンノ マサコ 女 8時間56分02秒 4 女子50歳以上

52 2123 田村 展也 タムラ ノブヤ 男 こわれもの 8時間56分03秒 48 男子40代 26

53 2093 佐藤 真 サトウ マコト 男 須走村 8時間57分45秒 49 男子39歳以下 10

54 2116 田中 浩二 タナカ コウジ 男 8時間58分12秒 50 男子40代 27

55 2085 坂井 一馬 サカイ カズマ 男 天然個性派アスリートチーム 8時間58分18秒 51 男子39歳以下 11

56 2039 大河内 仁 オオコウチ ヒトシ 男 9時間03分02秒 52 男子40代 28

57 2183 井上 千賀子 イノウエ チカコ 女 9時間03分12秒 5 女子40代

58 2187 大沢 知津子 オオサワ チヅコ 女 9時間08分15秒 6 女子40代 1

59 2179 依田 毅 ヨダ タケシ 男 9時間12分00秒 53 男子39歳以下 12

60 2006 中山 立 ナカヤマ タツル 男 ＡＶＡＮＴ 9時間17分45秒 54 男子40代 29

61 2035 浦川 忠郎 ウラカワ タダオ 男 9時間18分34秒 55 男子40代 30
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62 2067 北田 英樹 キタダ ヒデキ 男 9時間19分40秒 56 男子50歳以上 9

63 2144 原田 慶太 ハラダ ケイタ 男 9時間20分28秒 57 男子50歳以上 10

64 2011 中村 栄将 ナカムラ エイスケ 男 9時間20分58秒 58 男子39歳以下 13

65 2122 谷川 直純 タニカワ ナオズミ 男 アキランメイツ 9時間26分18秒 59 男子50歳以上 11

66 2166 村上 晃大 ムラカミ コウダイ 男 9時間26分58秒 60 男子39歳以下 14

67 2152 保立 友司 ホタテ ユウジ 男 Ｈｏｔａｔｅ　Ｂｒｏｓ． 9時間27分09秒 61 男子39歳以下 15

68 2036 江上 達人 エガミ タツヒト 男 9時間29分52秒 62 男子39歳以下 16

69 2161 皆木 康英 ミナキ ヤスヒデ 男 Ｒ２５４ 9時間30分44秒 63 男子39歳以下 17

70 2158 松前 雄二 マツマエ ユウジ 男 ＴＯＹＢＯＸ＋ 9時間31分34秒 64 男子40代 31

71 2040 大沢 幸宏 オオサワ ユキヒロ 男 9時間32分40秒 65 男子40代 32

72 2105 鈴木 政継 スズキ マサツグ 男 9時間35分05秒 66 男子40代 33

73 2042 大嶋 小次郎 オオシマ コジロウ 男 9時間36分39秒 67 男子39歳以下 18

74 2217 岸 康孝 キシ ヤスタカ 男 9時間37分44秒 68 男子40代 34

75 2207 松澤 遥 マツザワ ハルカ 女 9時間38分57秒 7 女子39歳以下 1

76 2052 小川 真吾 オガワ シンゴ 男 裾野走ろう会亀 9時間39分41秒 69 男子40代 35

77 2163 宮井 岳志 ミヤイ タケシ 男 チームＣＢ 9時間39分51秒 70 男子40代 36

78 2219 山本 隼巳 ヤマモト ハヤミ 男 9時間40分00秒 71 男子39歳以下 19

79 2053 沖村 賢司 オキムラ ケンシ 男 イイダウェーブ 9時間41分20秒 72 男子50歳以上 12

80 2210 南 真琴 ミナミ マコト 女 9時間51分50秒 8 女子40代 2

81 2162 南 真人 ミナミ マコト 男 9時間51分50秒 73 男子50歳以上 13

82 2014 松田 孝司 マツダ タカシ 男 越谷ベイス 9時間52分20秒 74 男子40代 37

83 2030 岩澤 秀幸 イワサワ ヒデユキ 男 ＹＮＫ 9時間53分09秒 75 男子40代 38

84 2020 相澤 隆志 アイザワ タカシ 男 裾野走ろう会亀 9時間54分33秒 76 男子50歳以上 14

85 2084 斉藤 幸則 サイトウ ユキノリ 男 オリンパス 9時間54分33秒 77 男子40代 39

86 2192 喜多 花野 キタ ハナノ 女 9時間57分22秒 9 女子39歳以下 2

87 2017 菅沼 まり子 スガヌマ マリコ 女 裾野走ろう会亀 9時間59分07秒 10 女子50歳以上 1

88 2157 松原 浩孝 マツバラ ヒロタカ 男 9時間59分41秒 78 男子50歳以上 15

89 2202 長浜 泰江 ナガハマ ヤスエ 女 ＪＡＳＭＩＮＥ 10時間00分08秒 11 女子40代 3

90 2208 松原 瞳 マツバラ ヒトミ 女 チームチョキ 10時間03分59秒 12 女子39歳以下 3

91 2181 鷲山 裕一 ワシヤマ ユウイチ 男 水曜練習会 10時間09分33秒 79 男子39歳以下 20

92 2215 鷲山 智子 ワシヤマ サトコ 女 水曜練習会 10時間09分33秒 13 女子40代 4

93 2173 山田 豊 ヤマダ ユタカ 男 10時間13分11秒 80 男子40代 40

94 2021 朝倉 一朗 アサクラ イチロウ 男 すぽるちば 10時間14分08秒 81 男子50歳以上 16

95 2146 廣瀬 裕一 ヒロセ ユウイチ 男 10時間14分31秒 82 男子40代 41

96 2058 風間 秀明 カザマ ヒデアキ 男 10時間15分15秒 83 男子40代 42

97 2213 森本 友紀 モリモト ユキ 女 ｍｍｒｃ 10時間16分42秒 14 女子40代 5

98 2028 伊藤 敏之 イトウ トシユキ 男 10時間16分42秒 84 男子50歳以上 17

99 2062 金久保 輝彦 カナクボ テルヒコ 男 アサガンズ 10時間16分53秒 85 男子40代 43

100 2199 末吉 純子 スエヨシ ジュンコ 女 ランビッツ 10時間18分42秒 15 女子40代 6

101 2143 原島 憲章 ハラシマ ノリアキ 男 10時間19分30秒 86 男子40代 44

102 2180 米山 隆 ヨネヤマ タカシ 男 ＳＵＮＤＡＹ 10時間19分57秒 87 男子50歳以上 18

103 2041 大島 健 オオシマ ケン 男 10時間20分21秒 88 男子40代 45

104 2088 佐々木 秀一 ササキ シュウイチ 男 チームマグナム 10時間24分31秒 89 男子50歳以上 19

105 2099 清水 龍正 シミズ リュウセイ 男 鈴与ロゲイニング 10時間25分50秒 90 男子40代 46

106 2142 原口 尚人 ハラグチ ナオト 男 10時間29分34秒 91 男子39歳以下 21

107 2147 廣瀬 佑樹 ヒロセ ユウキ 男 10時間38分30秒 92 男子39歳以下 22

108 2034 碓井 健之 ウスイ タケユキ 男 10時間38分50秒 93 男子39歳以下 23

109 2055 落合 祐一 オチアイ ユウイチ 男 ルナークスＲＣ 10時間39分13秒 94 男子40代 47

110 2220 湯澤 国彦 ユザワ クニヒコ 男 健和会病院回復期リハビリ病棟 10時間41分19秒 95 男子50歳以上 20

111 2174 山本 俊行 ヤマモト トシユキ 男 10時間48分27秒 96 男子39歳以下 24

112 2203 永山 奈美子 ナガヤマ ナミコ 女 10時間48分53秒 16 女子40代 7

113 2177 吉川 彰 ヨシカワ アキラ 男 ＪＶＣＫＷＤ 10時間49分18秒 97 男子50歳以上 21

114 2104 鈴木 辰己 スズキ タツミ 男 10時間50分53秒 98 男子50歳以上 22

115 2126 津久居 剛 ツクイ ツヨシ 男 チームナカハマ 10時間54分53秒 99 男子40代 48

116 2061 加藤 康介 カトウ コウスケ 男 10時間55分18秒 100 男子50歳以上 23

117 2022 浅沼 威行 アサヌマ タケユキ 男 ４ｔｈ駅伝部 10時間57分51秒 101 男子40代 49

118 2092 佐藤 英顕 サトウ ヒデアキ 男 10時間58分53秒 102 男子40代 50

119 2096 篠田 正浩 シノダ マサヒロ 男 10時間59分54秒 103 男子40代 51

120 2212 村上 可愛 ムラカミ カワイ 女 ｍｍｒｃ 11時間01分57秒 17 女子40代 8

121 2004 西條 秀樹 サイジョウ ヒデキ 男 ユリタエタクマ 11時間03分14秒 104 男子40代 52

122 2101 白井 克哉 シライ カツヤ 男 11時間03分51秒 105 男子39歳以下 25

123 2066 岸田 長香 キシダ オサカ 男 11時間05分28秒 106 男子40代 53

124 2057 加賀 充 カガ ミツル 男 Ｏｃｃｈｉ（オッキ）ＦＣ 11時間07分47秒 107 男子50歳以上 24

125 2077 小林 大起 コバヤシ ダイキ 男 ＡＢｓ静岡 11時間12分33秒 108 男子40代 54
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126 2195 栗田 英里 クリタ エリ 女 アラジン静岡 11時間12分33秒 18 女子40代 9

127 2082 斉藤 和博 サイトウ カズヒロ 男 ＡＬＰＥＮ 11時間13分47秒 109 男子39歳以下 26

128 2209 松本 京子 マツモト キョウコ 女 11時間14分27秒 19 女子50歳以上 2

129 2013 土方 和弘 ヒジカタ カズヒロ 男 森の路 11時間14分27秒 110 男子39歳以下 27

130 2054 尾澤 正和 オザワ マサカズ 男 11時間16分07秒 111 男子39歳以下 28

131 2193 久保 千暁 クボ チアキ 女 11時間16分53秒 20 女子40代 10

132 2214 山田 和子 ヤマダ カズコ 女 11時間17分13秒 21 女子50歳以上 3

133 2033 植田 英之 ウエタ ヒデユキ 男 11時間17分18秒 112 男子40代 55

134 2196 篠田 庸子 シノダ ヨウコ 女 ＩＩＤＡＷＡＶＥ 11時間24分44秒 22 女子40代 11

135 2089 笹目 喜之 ササメ ヨシユキ 男 11時間29分17秒 113 男子40代 56

136 2120 田邉 恒明 タナベ ツネアキ 男 ハセツネクラブ 11時間30分33秒 114 男子40代 57

137 2216 飯塚 恒 イイツカ コウ 男 甲府市 11時間32分43秒 115 男子50歳以上 25

138 2080 小宮山 智仁 コミヤマ トモヒト 男 クランパーズ 11時間34分50秒 116 男子39歳以下 29

139 2130 土肥 亮 ドヒ リョウ 男 甲斐市Ｍ＆Ｊ部 11時間34分50秒 117 男子39歳以下 30

140 2191 小倉 夕紀 オグラ ユキ 女 11時間37分58秒 23 女子39歳以下 4

141 2005 砂田 俊二 スナダ シュンジ 男 砂田会計事務所 11時間38分48秒 118 男子50歳以上 26

142 2131 泊寛祐 トマリトモヒロ 男 11時間39分18秒 119 男子39歳以下 31

143 2204 野村 佳代 ノムラ カヨ 女 11時間42分38秒 24 女子50歳以上 4

144 2128 土屋 隆行 ツチヤ タカユキ 男 チームＳＯＴＡ 11時間43分15秒 120 男子50歳以上 27

145 2222 南條 真希 ナンジョウ マキ 女 11時間46分50秒 25 女子39歳以下 5

146 2119 田中 宏樹 タナカ ヒロキ 男 走人 11時間46分51秒 121 男子40代 58

147 2205 橋本 育恵 ハシモト イクエ 女 11時間51分59秒 26 女子39歳以下 6

148 2083 齊藤 元哉 サイトウ モトヤ 男 11時間52分55秒 122 男子50歳以上 28

149 2121 谷垣 隆男 タニガキ タカオ 男 11時間54分36秒 123 男子39歳以下 32

150 2107 鈴木 祐司 ズズキ ユウジ 男 11時間55分15秒 124 男子50歳以上 29

151 2037 遠藤 伸通 エンドウ ノブミチ 男 11時間57分39秒 125 男子40代 59

152 2003 今井 圭介 イマイ ケイスケ 男 11時間58分32秒 126 男子50歳以上 30

153 2190 奥村 恵美子 オクムラ エミコ 女 12時間02分42秒 27 女子40代 12

154 2138 長谷川 重良 ハセガワ シゲヨシ 男 忍野村 12時間09分36秒 127 男子39歳以下 33

DNF 2026 板倉 聡志 イタクラ サトシ 男 男子39歳以下

DNF 2043 大滝 和史 オオタキ カズフミ 男 男子40代

DNF 2087 佐々木 和久 ササキ カズヒサ 男 男子50歳以上

DNF 2097 柴野 義武 シバノ ヨシタケ 男 男子50歳以上

DNF 2091 佐藤 匡廣 サトウ タダヒロ 男 男子39歳以下

DNF 2169 森山 元気 モリヤマ ゲンキ 男 男子39歳以下

DNF 2211 南澤 久美 ミナミサワ クミ 女 女子40代

DNF 2064 川淵 一樹 カワブチ カズキ 男 男子39歳以下

DNF 2046 大西 友和 オオニシ トモカズ 男 チガジョグ 男子40代

DNF 2170 谷古宇 直作 ヤコウ ナオサク 男 男子50歳以上

DNF 2079 小松 克明 コマツ カツアキ 男 チームナカハマ 男子50歳以上

DNF 2038 大蔵 実 オオクラ ミノル 男 ランナーズウェーブ 男子50歳以上

DNF 2206 肥爪 利恵子 ヒヅメ リエコ 女 女子50歳以上

DNF 2081 近藤 洋右 コンドウ ヨウスケ 男 アシスト 男子50歳以上

DNF 2189 大森 美香子 オオモリ ミカコ 女 鎌倉トレイル協議会 女子50歳以上

DNF 2200 杉崎 夕子 スギザキ ユウコ 女 フジヤマＴＲＣ 女子40代

DNF 2137 西山 明宏 ニシヤマ アキヒロ 男 男子40代

DNF 2070 日下 健一 クサカ ケンイチ 男 男子40代

DNF 2135 永山 益生 ナガヤマ マスオ 男 男子40代

DNF 2185 岩崎 芳子 イワサキ ヨシコ 女 ちーかま 女子50歳以上

DNF 2113 武居 秀和 タケイ ヒデカズ 男 男子40代

DNF 2201 永井 麻紀 ナガイ マキ 女 ＴＳＭ 女子39歳以下

DNF 2075 兒玉 格言 コダマ マサトキ 男 男子40代

DNF 2132 外谷 彰敏 トヤ アキトシ 男 ハセツネクラブ 男子40代

DNF 2194 久米 さやか クメ サヤカ 女 女子40代

DNF 2086 酒井 信 サカイ シン 男 男子50歳以上

DNF 2134 永井 正哲 ナガイ マサアキ 男 男子50歳以上

DNF 2197 島田 陽子 シマダ ヨウコ 女 女子40代

DNF 2198 神 直美 ジン ナオミ 女 女子40代

DNS 2002 成瀬康夫 ナルセ ヤスオ 男 らーめん専門店小川 男子39歳以下

DNS 2010 長澤 穏樹 ナガサワ トシキ 男 長野大学 男子39歳以下

DNS 2015 内はた 真美子 ウチハタ マミコ 女 女子40代

DNS 2024 在間 雄二 アリマ ユウジ 男 亀 男子50歳以上

DNS 2029 今泉 智行 イマイズミ トモユキ 男 ＵＬＴＲＡ　ＰＯＳＥ 男子50歳以上

DNS 2031 上杉 隆寛 ウエスギ タカヒロ 男 苦愛オクム 男子39歳以下
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DNS 2047 大畑 幸久 オオハタ ユキヒサ 男 Ｇｂｕ 男子40代

DNS 2048 大森 裕二 オオモリ ユウジ 男 男子40代

DNS 2050 小笠原 芳清 オガサワラ ヨシキヨ 男 男子40代

DNS 2051 岡山 康和 オカヤマ ヤスカズ 男 男子50歳以上

DNS 2059 勝部 剛 カツベ ゴウ 男 ゼロベースＲＣ 男子40代

DNS 2063 亀田 寛之 カメダ ヒロユキ 男 男子40代

DNS 2065 川村 竜馬 カワムラ リョウマ 男 松支 男子39歳以下

DNS 2069 北村 賢一 キタムラ ケンイチ 男 男子40代

DNS 2071 久保田 剛行 クボタ タカユキ 男 苦愛オクム 男子40代

DNS 2073 小清水 健人 コシミズ ケント 男 男子39歳以下

DNS 2076 小林 勇 コバヤシ イサム 男 美土里ＴＲＣ 男子50歳以上

DNS 2078 小林 浩信 コバヤシ ヒロノブ 男 ＮＳＧＥ 男子50歳以上

DNS 2094 佐野 正 サノ マサシ 男 トレラン準備室 男子50歳以上

DNS 2095 七里 和孝 シチリ カズヨシ 男 男子40代

DNS 2102 新海 雅彦 シンカイ マサヒコ 男 田園クラブ 男子50歳以上

DNS 2108 関口 一幸 セキグチ カズユキ 男 武蔵野公園ＴＲＣ 男子50歳以上

DNS 2111 高橋 達夫 タカハシ タツオ 男 男子50歳以上

DNS 2114 武下 毅 タケシタ ツヨシ 男 男子39歳以下

DNS 2117 田中 努 タナカ ツトム 男 男子40代

DNS 2124 茅野 智裕 チノ トモヒロ 男 クラリアント 男子50歳以上

DNS 2125 知花 久智 チバナ ヒサトモ 男 なし 男子39歳以下

DNS 2127 對馬 誠一 ツシマ セイイチ 男 男子50歳以上

DNS 2129 遠山 和也 トオヤマ カズヤ 男 男子39歳以下

DNS 2136 西浜 聡一 ニシハマ ソウイチ 男 ＲＵＮＴＭ 男子50歳以上

DNS 2141 原 龍一 ハラ リュウイチ 男 チーム忍野 男子50歳以上

DNS 2164 宮崎 桂輔 ミヤザキ ケイスケ 男 男子40代

DNS 2165 宮崎 直人 ミヤザキ ナオト 男 男子39歳以下

DNS 2168 室伏 健太朗 ムロフシ ケンタロウ 男 男子39歳以下

DNS 2172 山田 一樹 ヤマダ カズキ 男 男子50歳以上

DNS 2176 由利 秀人 ユリ ヒデト 男 男子39歳以下

DNS 2182 五十嵐 香 イガラシ カオリ 女 女子40代

DNS 2188 大西 まり オオニシ マリ 女 女子40代

DNS 2218 丸山 仁 マルヤマ ヒトシ 男 男子40代
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1 3029 高山 裕哉 タカヤマ ユウヤ 男 2時間49分53秒 1 男子39歳以下

2 3041 平位 和久 ヒライ カズヒサ 男 五井先生 2時間57分17秒 2 男子39歳以下

3 3048 水野 富夫 ミズノ トミオ 男 静トレ 3時間02分37秒 3 男子40代

4 3008 ウォルシュ エイデン ウォルシュ エイデン 男 プザ 3時間24分53秒 4 男子39歳以下

5 3015 岸 哲也 キシ テツヤ 男 大宮南高校 3時間29分00秒 5 男子39歳以下

6 3060 渡邊 秀樹 ワタナベ ヒデキ 男 3時間29分18秒 6 男子40代 1

7 3058 涌嶋 優 ワクシマ スグル 男 富士空界 3時間35分42秒 7 男子39歳以下 1

8 3044 吹原 賢洋 フキハラ ヨシヒロ 男 3時間44分55秒 8 男子40代 2

9 3039 野口 之男 ノグチ ユキオ 男 チームエース 3時間48分41秒 9 男子39歳以下 2

10 3038 西村 直人 ニシムラ ナオト 男 3時間52分52秒 10 男子39歳以下 3

11 3080 三浦 かおり ミウラ カオリ 女 チームしちりん 3時間55分35秒 1 女子40代

12 3012 小川 貴史 オガワ タカシ 男 4時間02分10秒 11 男子39歳以下 4

13 3032 土屋 雅美 ツチヤ マサミ 男 4時間03分41秒 12 男子50歳以上 1

14 3011 大庭 朋 オオバ トモ 男 4時間08分08秒 13 男子39歳以下 5

15 3024 鈴木 智人 スズキ トモヒト 男 智隊 4時間12分02秒 14 男子40代 3

16 3063 岩崎 恵利 イワサキ エリ 女 4時間13分42秒 2 女子39歳以下

17 3057 若尾 光生 ワカオ ミツオ 男 4時間17分00秒 15 男子39歳以下 6

18 3073 鈴木 純子 スズキ ジュンコ 女 智隊 4時間25分41秒 3 女子40代

19 3054 湯浅 岳史 ユアサ タカシ 男 走゜魂 4時間27分55秒 16 男子40代 4

20 3074 田辺 聡美 タナベ サトミ 女 チームチョキ 4時間32分05秒 4 女子39歳以下

21 3033 鶴田 五郎 ツルタ ゴロウ 男 塩山走友会 4時間34分12秒 17 男子50歳以上 2

22 3066 神林 桂子 カンバヤシ ケイコ 女 4時間39分18秒 5 女子39歳以下

23 3022 佐野 広幸 サノ ヒロユキ 男 4時間40分52秒 18 男子39歳以下 7

24 3006 植松 明雄 ウエマツ アキオ 男 チームＡＣＥ 4時間44分43秒 19 男子50歳以上 3

25 3026 高野 智史 タカノ トモヒト 男 4時間49分47秒 20 男子39歳以下 8

26 3004 安藤 康也 アンドウ コウヤ 男 4時間57分03秒 21 男子39歳以下 9

27 3014 菅野 智也 カンノ トモヤ 男 4時間58分58秒 22 男子40代 5

28 3056 依田 始 ヨダ ハジメ 男 4時間59分20秒 23 男子50歳以上 4

29 3010 大久保 崇 オオクボ タカシ 男 4時間59分31秒 24 男子40代 6

30 3069 久保田 直美 クボタ ナオミ 女 5時間00分29秒 6 女子39歳以下 1

31 3001 安川 聖一 ヤスカワ セイイチ 男 5時間07分51秒 25 男子50歳以上 5

32 3019 坂本 優也 サカモト ユウヤ 男 ＣＡＮ 5時間15分02秒 26 男子39歳以下 10

33 3030 田所 政毅 タドコロ マサタケ 男 5時間15分34秒 27 男子39歳以下 11

34 3017 近 彰平 コン ショウヘイ 男 5時間15分34秒 28 男子39歳以下 12

35 3009 浦田 雅之 ウラタ マサユキ 男 5時間15分34秒 29 男子40代 7

36 3071 白田 亜矢可 シロタ アヤカ 女 チーム穂高 5時間15分59秒 7 女子39歳以下 2

37 3002 笹川 理香 ササカワ リカ 女 5時間16分51秒 8 女子50歳以上 1

38 3067 木村 奈保子 キムラ ナホコ 女 5時間17分16秒 9 女子40代 1

39 3052 山内 真吾 ヤマウチ シンゴ 男 ワインショップ　リッツ 5時間18分25秒 30 男子39歳以下 13

40 3078 日野原 三巳 ヒノハラ ミツミ 女 チームピークス 5時間18分38秒 10 女子50歳以上 2

41 3053 山下 栄治 ヤマシタ エイジ 男 侍ピカチュウ 5時間18分42秒 31 男子40代 8

42 3042 平井 正弘 ヒライ マサヒロ 男 西山 5時間19分55秒 32 男子50歳以上 6

43 3037 西澤 修一 ニシザワ シュウイチ 男 5時間21分37秒 33 男子40代 9

44 3025 数歩 俊英 スブ トシヒデ 男 ＭＯＮＴＵＲＡ 5時間23分10秒 34 男子50歳以上 7

45 3084 木下 朋子 キノシタ トモコ 女 塩山皮フ科 5時間28分20秒 11 女子40代 2

46 3036 中飯田 明秀 ナカイイダ ミョウシュウ 男 チームエース 5時間29分47秒 35 男子50歳以上 8

47 3016 木下 勝登 キノシタ マサト 男 塩山皮フ科 5時間29分59秒 36 男子39歳以下 14

48 3070 柴崎 真希子 シバサキ マキコ 女 5時間30分30秒 12 女子40代 3

49 3028 高山 毅昭 タカヤマ タケアキ 男 ＴＨＹチーム 5時間40分28秒 37 男子50歳以上 9

50 3076 永田 陽子 ナガタ ヨウコ 女 キングレコード 5時間41分22秒 13 女子40代 4

51 3065 大森 利江 オオモリ トシエ 女 5時間41分22秒 14 女子40代 5

52 3086 児玉 森生 コダマ モリオ 男 5時間43分05秒 38 男子39歳以下 15

53 3005 稲見 好春 イナミ ヨシハル 男 6時間01分23秒 39 男子39歳以下 16

54 3082 柴田 俊一 シバタ シュンイチ 男 6時間02分39秒 40 男子40代 10

55 3003 浅見 剛 アサミ ツヨシ 男 6時間03分42秒 41 男子50歳以上 10

56 3021 佐藤 剛 サトウ ツヨシ 男 6時間06分57秒 42 男子50歳以上 11

57 3034 天道 猛 テンドウ タケシ 男 ＭＴＲＣ 6時間11分15秒 43 男子50歳以上 12

58 3051 宮下 尚士 ミヤシタ ヒサシ 男 6時間27分50秒 44 男子40代 11

59 3083 中村 昌行 ナカムラ マサユキ 男 6時間31分31秒 45 男子39歳以下 17

60 3081 森本 典子 モリモト ノリコ 女 6時間33分33秒 15 女子40代 6

61 3018 榊原 幸人 サカキバラ ユキヒト 男 株式会社ライジングプロ 6時間36分59秒 46 男子50歳以上 13



マロニエルートチャレンジ　【総合記録】 2018年11月4日（日）

総合順位 No 氏名 ヨミガナ 性別 所属 総合記録 性別順位 区分 順位

DNF 3059 和田 一雄 ワダ カズオ 男 チームＳＯＴＡ 男子50歳以上

DNS 3007 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 男 万葉健友会 男子40代

DNS 3013 小野寺 清人 オノデラ キヨト 男 男子40代

DNS 3020 佐々木 健 ササキ ケン 男 コニカミノルタサプライズ 男子40代

DNS 3023 佐野 文寛 サノ フミヒロ 男 山中湖中学校 男子39歳以下

DNS 3027 高橋 秀和 タカハシ ヒデカズ 男 男子40代

DNS 3031 千品 順資 チシナ ノブヨシ 男 男子39歳以下

DNS 3035 内藤 勝行 ナイトウ カツユキ 男 男子50歳以上

DNS 3040 早川 和也 ハヤカワ カズヤ 男 田富郵便局 男子40代

DNS 3043 平井 寛 ヒライ ユタカ 男 男子39歳以下

DNS 3045 古川 浩史 フルカワ ヒロフミ 男 男子50歳以上

DNS 3046 星野 和昭 ホシノ カズアキ 男 ｓａｌｏｍｏｎ 男子39歳以下

DNS 3047 松崎 展久 マツザキ ノブヒサ 男 男子40代

DNS 3049 湊 豊 ミナト ユタカ 男 男子39歳以下

DNS 3050 宮澤 健一 ミヤザワ ケンイチ 男 山梨市役所 男子40代

DNS 3055 好本 毅 ヨシモト ツヨシ 男 イーピーエス株式会社 男子39歳以下

DNS 3061 青海 七生 アオウミ ナオ 女 女子40代

DNS 3062 今村 美加 イマムラ ミカ 女 女子40代

DNS 3064 植村 希 ウエムラ ノゾミ 女 女子40代

DNS 3068 久保田 敦子 クボタ アツコ 女 苦愛オクム 女子40代

DNS 3072 末吉 純子 スエヨシ ジュンコ 女 ランビッツ 女子40代

DNS 3075 谷 彩音 タニ アヤネ 女 女子39歳以下

DNS 3077 橋本 洋子 ハシモト ヨウコ 女 女子40代

DNS 3079 松枝 三保子 マツエダ ミホコ 女 女子40代

DNS 3085 寺野 さくら テラノ サクラ 女 女子39歳以下


