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1763 原田　雅弘1 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 43分20秒兼松

1810 松田　裕2 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ 44分18秒

1757 布施谷　広樹3 ﾌｾﾔ ﾋﾛｷ 44分29秒ＫＭＦ

1797 渡邉　彰4 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 45分23秒ひまわり会

1731 田中　実5 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 45分41秒

1781 藤重　浩6 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾋﾛｼ 46分26秒パナソニック

1724 中村　和久7 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 46分41秒

1780 稲垣　聖一8 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 46分43秒

1801 田中　寿9 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 48分10秒

1795 河阪　英男10 ｺｳｻｶ ﾋﾃﾞｵ 48分10秒桜友会

1689 佐野　勇夫11 ｻﾉ ｲｻｵ 48分29秒

1618 原田　直12 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｼ 48分35秒ＥＥＲＣ

1592 松下　耕三13 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｿﾞｳ 49分14秒

1687 石原　勝14 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾙ 49分33秒ランランクラブ

1767 佐藤　尚15 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 49分45秒湯村歯科医院

1808 大森　進16 ｵｵﾓﾘ ｽｽﾑ 50分00秒長澤ＴＡＦＣ

1745 中込　孝夫17 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶｵ 50分05秒

1615 佐野　眞18 ｻﾉ ﾏｺﾄ 50分06秒笛吹楽走クラブ

1721 梶原　一彦19 ｶｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 50分22秒Ｐｅａｃｈ’ｓ

1729 小俣　孝一20 ｵﾏﾀ ｺｳｲﾁ 50分38秒

1790 齋藤　暢俊21 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 50分40秒ディアドッグ

1511 今村　俊一22 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 50分54秒

1750 澤田　浩志23 ｻﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 51分20秒

1515 相原　正寛24 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 51分55秒山下電気

1597 柴田　正美25 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ 52分04秒

1787 前田　明男26 ﾏｴﾀﾞ ｱｷｵ 52分05秒チーム山陽精工

1622 渡辺　博27 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 52分09秒

1605 小林　義郎28 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾛｳ 52分10秒

1792 川崎　将人29 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾄ 52分12秒平岡夢の会

1764 望月　靖公30 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾏｻ 52分16秒

1671 三井　忠男31 ﾐﾂｲ ﾀﾀﾞｵ 52分19秒すずらん韮崎

1701 澤嵜　裕是32 ｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 52分25秒

1706 久保　哲33 ｸﾎﾞ ﾃﾂ 52分26秒新生もぐちゃん

1697 渡邉　謙一郎34 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 52分28秒ウエルシア薬局

1761 花形　浩35 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 52分32秒

1624 加藤　正敏36 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 52分36秒

1633 佐野　芳晴37 ｻﾉ ﾖｼﾊﾙ 52分42秒あけぼの大豆

1711 斉藤　悟38 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 52分43秒三井住友トラスト

1677 中澤　幸夫39 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷｵ 52分52秒中央市

1760 塩澤　秀幸40 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 53分15秒チームエルク

1653 市川　信幸41 ｲﾁｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 53分26秒

1771 勝木　二郎42 ｶﾂｷ ｼﾞﾛｳ 53分26秒ＳＰＡ

1732 深澤　茂43 ﾌｶｻﾜ ｼｹﾞﾙ 53分28秒南プス宮沢一組

1739 狐塚　勤44 ｺﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ 53分41秒

1742 杉本　正志45 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 53分44秒チーム　すず

1803 橋本　久雄46 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｵ 53分50秒白根〒ＯＢ

1785 小林　弘昌47 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 53分55秒熊高水泳部ＯＢ

1746 高田　利幸48 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 53分56秒ジャパネッツ

1772 大石　守政49 ｵｵｲｼ ﾓﾘﾏｻ 54分02秒

1685 大勝　今朝一50 ｵｵｶﾂ ｹｻｶｽﾞ 54分36秒

1692 古屋　真弘51 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾋﾛ 54分43秒真の字一家

1639 新山　誠一52 ﾆｲﾔﾏ ｾｲｲﾁ 54分47秒

1699 望月　智秋53 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾁｱｷ 55分09秒

1782 北林　新介54 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 55分14秒クラビクル
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1681 湯舟　久男55 ﾕﾌﾞﾈ ﾋｻｵ 55分32秒

1813 瀬野　毅56 ｾﾉ ﾀｹｼ 55分52秒

1800 福永　貴之57 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 55分54秒走った後の酒旨い

1769 中込　政人58 ﾅｶｺﾞﾐ ﾏｻﾄ 55分56秒

1809 松尾　浩司59 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 56分19秒

1634 今福　要二郎60 ｲﾏﾌｸ ﾖｳｼﾞﾛｳ 56分20秒桜が岡クラブ

1657 樋口　尚宏61 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 56分25秒

1662 小俣　逸生62 ｵﾏﾀ ｲﾂｵ 56分34秒

1660 室谷　正裕63 ﾑﾛﾔ ﾏｻﾋﾛ 56分37秒北総鉄道

1717 竹内　伸64 ﾀｹｳﾁ ｼﾝ 56分49秒

1789 熊谷　敏明65 ｸﾞﾏｶﾞｲ ﾄｼｱｷ 56分56秒

1756 千野　浩二66 ﾁﾉ ｺｳｼﾞ 56分59秒

1805 星野　洋一67 ﾎｼﾉ ﾖｳｲﾁ 56分59秒

1654 鈴木　秀雄68 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 57分02秒

1736 細川　浩69 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 57分05秒

1727 原　壽70 ﾊﾗ ﾋｻｼ 57分14秒愛宕山こどもの国

1665 秋山　英敏71 ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 57分16秒

1786 中村　光夫72 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 57分19秒駒ケ根工業高校

1670 古屋　法泰73 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾔｽ 57分25秒ｗｅｓｔ？楽部

1737 大原　堅志74 ｵｵﾊﾗ ｹﾝｼ 57分27秒

1581 望月　勉75 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾄﾑ 57分38秒

1642 金澤　真治76 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 57分39秒

1626 中村　政弘77 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 57分41秒

1715 小林　幸平78 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 57分47秒一六会

1568 北澤　芳人79 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾄ 57分58秒ＲＣ亀

1551 寺田　昌正80 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾏｻ 58分04秒

1658 小俣　久夫81 ｵﾏﾀ ﾋｻｵ 58分06秒千葉県獣医師会

1712 阿部　茂82 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 58分21秒

1675 清水　和宏83 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 58分45秒

1696 佐野　和人84 ｻﾉ ｶｽﾞﾋﾄ 58分49秒瑛蒼走ろう会

1676 依田　力85 ﾖﾀﾞ ﾁｶﾗ 59分01秒

1904 辰元　克実86 ﾀﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ 59分15秒走った後の酒旨い

1562 輿水　順彦87 ｺｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋｺ 59分16秒清里倶楽部

1510 近藤　滋夫88 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ 59分18秒

1755 山内　俊史89 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 59分20秒

1682 小平　茂雄90 ｺﾀﾞｲﾗ ｼｹﾞｵ 59分33秒

1596 三輪　範博91 ﾐﾜ ﾉﾘﾋﾛ 59分52秒東芝府中ＯＢ

1802 森田　愼一92 ﾓﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 59分59秒

1768 山下　信行93 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 1時間00分00秒

1632 味埜　俊94 ﾐﾉ ﾀｶｼ 1時間00分05秒

1619 岡田　武95 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 1時間00分17秒

1513 深澤　吉樹96 ﾌｶｻﾜ ﾖｼｷ 1時間00分24秒明野シニアＲＣ

1704 鈴木　仁伸97 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1時間00分41秒

1649 三井　敏幸98 ﾐﾂｲ ﾄｼﾕｷ 1時間00分52秒

1546 小林　一敏99 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ 1時間01分08秒

1601 吉田　潔100 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 1時間01分13秒石田ＲＣ

1741 望月　敏行101 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ 1時間01分29秒

1595 仁平　義和102 ﾆﾋﾗ ﾖｼｶｽﾞ 1時間01分35秒

1586 笠原　利一103 ｶｻﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 1時間01分38秒

1713 新井　勝司104 ｱﾗｲ ｶﾂｼ 1時間01分39秒

1576 堀内　昭105 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾗ 1時間01分46秒

1541 三枝　稔106 ｻｴｸﾞｻ ﾐﾉﾙ 1時間01分49秒

1611 金子　章107 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 1時間02分12秒

1807 金子　明弘108 ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ 1時間02分20秒すわっこＡＣ
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1738 田山　優109 ﾀﾔﾏ ﾏｻﾙ 1時間02分39秒

1645 太田　光110 ｵｵﾀ ｱｷﾗ 1時間02分39秒

1514 日原　寿浩111 ﾋﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 1時間02分43秒

1778 勝亦　美行112 ｶﾂﾏﾀ ﾖｼﾕｷ 1時間02分44秒

1766 鈴木　学113 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 1時間02分52秒

1814 飯室　政昭114 ｲｲﾑﾛ ﾏｻｱｷ 1時間02分52秒デメタンズ

1812 浅利　誠一郎115 ｱｻﾘ ｾｲｲﾁﾛｳ 1時間02分55秒かめラン倶楽部

1656 矢崎　弘116 ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ 1時間02分56秒ハートライフ

1718 奥脇　久志117 ｵｸﾜｷ ﾋｻｼ 1時間03分15秒リアン

1661 藤原　義彦118 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 1時間03分21秒

1673 藤堂　文夫119 ﾄｳﾄﾞｳ ﾌﾐｵ 1時間03分24秒クラインガルテン

1609 谷　明彦120 ﾀﾆ ｱｷﾋｺ 1時間03分26秒

1726 石井　重雄121 ｲｼｲ ｼｹﾞｵ 1時間03分27秒

1720 宮治　尚史122 ﾐﾔｼﾞ ﾋｻｼ 1時間03分30秒

1643 小島　芳人123 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾄ 1時間03分32秒５ドルフィン

1702 米山　健太郎124 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 1時間03分41秒キトー走友会

1574 横塚　義雄125 ﾖｺﾂｶ ﾖｼｵ 1時間03分48秒

1709 長岡　紀雄126 ﾅｶﾞｵｶ ﾉﾘｵ 1時間03分49秒西六ラン友会

1705 青柳　達也127 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂﾔ 1時間03分51秒

1694 滝村　正雄128 ﾀｷﾑﾗ ﾏｻｵ 1時間03分52秒

1779 渡辺　良一129 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 1時間04分11秒

1550 山口　義雄130 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 1時間04分13秒竜王走ろう会

1509 中島　雅彦131 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋｺ 1時間04分14秒富士電機

1587 北村　秀夫132 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 1時間04分15秒ＫＣＳ

1589 安藤　定久133 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾀﾞﾋｻ 1時間04分26秒

1707 盛田　隆平134 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾍｲ 1時間04分28秒

1679 小林　茂樹135 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ 1時間04分35秒

1725 村松　祐一136 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 1時間04分38秒櫛形走ろう会

1617 田上　光男137 ﾀｳｴ ﾐﾂｵ 1時間04分39秒

1557 大貫　直樹138 ｵｵﾇｷ ﾅｵｷ 1時間04分41秒

1583 羽場崎　幸尋139 ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ 1時間04分56秒鼎テニスクラブ

1684 川口　智之140 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 1時間04分59秒パイオニアＲＣ

1759 小松　信治141 ｺﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 1時間05分02秒朱茉芽走友会

1504 泉　晶雄142 ｲｽﾞﾐ ｱｷｵ 1時間05分16秒富士電機ＯＢ

1730 山下　俊明143 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｱｷ 1時間05分17秒

1815 山本　俊明144 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ 1時間05分27秒秀空姫クラブ

1635 後藤　三男145 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｵ 1時間05分28秒コア・スポーツ

1663 鳩野　賢一146 ﾊﾄﾉ ｹﾝｲﾁ 1時間05分32秒

1773 島田　成志147 ｼﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 1時間05分32秒

1638 吉田　收148 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 1時間05分38秒

1629 若月　昭彦149 ﾜｶﾂｷ ｱｷﾋｺ 1時間05分38秒

1527 新谷　文博150 ｱﾗﾔ ﾌﾐﾋﾛ 1時間05分39秒

1650 御子柴　文敏151 ﾐｺｼﾊﾞ ﾌﾐﾄｼ 1時間05分50秒アズーロカイロ

1625 川手　悟152 ｶﾜﾃ ｻﾄﾙ 1時間05分56秒

1734 高橋　克夫153 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｵ 1時間06分03秒

1507 西沢　茂154 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 1時間06分27秒富士電機チーム晴

1690 高木　隆155 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 1時間06分33秒

1599 塚原　辰仁156 ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾋﾄ 1時間06分40秒

1641 若尾　正人157 ﾜｶｵ ﾏｻﾄ 1時間06分50秒

1627 滝田　俊郎158 ﾀｷﾀ ﾄｼﾛｳ 1時間06分58秒ｋａｎａｙａｎ

1678 内藤　洋司159 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｼﾞ 1時間06分59秒高浜マイマイ

1582 大谷　次郎160 ｵｵﾀﾆ ｼﾞﾛｳ 1時間07分08秒

1604 仲田　雅161 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻ 1時間07分15秒南ア同志会

1748 小池　信康162 ｺｲｹ ﾉﾌﾞﾔｽ 1時間07分16秒
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1646 隅田　清一163 ｽﾐﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ 1時間07分22秒

1621 久保　正164 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞｼ 1時間07分23秒府中多摩川楽走会

1602 田中　国男165 ﾀﾅｶ ｸﾆｵ 1時間07分26秒日立緩走会

1569 雨宮　俊雄166 ｱﾒﾐﾔ ﾄｼｵ 1時間07分34秒竜王走ろう会

1628 鶴田　好孝167 ﾂﾙﾀ ﾖｼﾀｶ 1時間07分40秒つつじ会

1610 内田　康明168 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽｱｷ 1時間07分50秒

1506 内田　幸男169 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷｵ 1時間07分59秒富士電機

1579 菊地　久170 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 1時間08分21秒

1691 相良　功171 ｻｶﾞﾗ ｲｻｵ 1時間08分22秒富士ビジネス

1714 髙木　一彦172 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ 1時間08分27秒パーパスＪＣ

1560 相原　道暁173 ｱｲﾊﾗ ﾐﾁｱｷ 1時間08分33秒

1524 原　好弘174 ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 1時間08分48秒やしろ走友会

1577 山本　清数175 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ 1時間08分55秒

1735 山谷　穣司176 ﾔﾏﾔ ｼﾞｮｳｼﾞ 1時間09分00秒ソーメンクラブ

1693 岡本　誠177 ｵｶﾓﾄ ﾏｺﾄ 1時間09分01秒■元ＦＩＮＥＴ■

1563 佐藤　達男178 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 1時間09分12秒静岡白門会

1613 堀井　克己179 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾐ 1時間09分17秒

1508 宮本　文夫180 ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾐｵ 1時間09分26秒ＦＥ

1607 秦　秀一181 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1時間09分29秒

1651 小林　三喜夫182 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 1時間09分50秒

1532 功刀　武雄183 ｸﾇｷﾞ ﾀｹｵ 1時間09分50秒白根走ろう会

1698 杉野　克美184 ｽｷﾞﾉ ｶﾂﾐ 1時間10分07秒

1695 篠原　真清185 ｼﾉﾊﾗ ﾏｽｶﾞ 1時間10分14秒

1799 入倉　義光186 ｲﾘｸﾗ ﾖｼﾐﾂ 1時間10分43秒

1600 百合野　修久187 ﾕﾘﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 1時間11分02秒

1535 入倉　友幸188 ｲﾘｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 1時間11分08秒

1594 上田　三喜男189 ｳｴﾀﾞ ﾐｷｵ 1時間11分15秒松戸健走会

1531 新津　勝也190 ﾆｲﾂ ｶﾂﾔ 1時間11分17秒

1616 小佐野　豊191 ｵｻﾉ ﾕﾀｶ 1時間11分44秒

1523 早川　文昭192 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐｱｷ 1時間11分47秒

1688 小尾　真佐樹193 ｵﾋﾞ ﾏｻｷ 1時間11分50秒なし

1659 小林　春基194 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾓﾄ 1時間12分14秒市川三郷町

1762 清水　政宏195 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 1時間12分19秒

1530 原　邦夫196 ﾊﾗ ｸﾆｵ 1時間12分27秒

1606 望月　千織197 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾁｵﾙ 1時間12分46秒

1567 清水　正道198 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾐﾁ 1時間12分51秒新ゆり走遊会

1703 山本　勇一199 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 1時間13分01秒やまもとＦＣ

1754 伊藤　禎洋200 ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 1時間13分05秒山梨大学職員

1777 小林　美佐夫201 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｵ 1時間13分06秒胡瓜フリフリ隊

1652 水野　好信202 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 1時間13分07秒

1728 村山　修203 ﾑﾗﾔﾏ ｵｻﾑ 1時間13分07秒府中多摩川楽走会

1793 飯島　正伸204 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 1時間13分21秒

1749 佐々木　正和205 ｻｻｷ ﾏｻｶｽﾞ 1時間13分23秒ハムちゃんず

1631 早川　正治206 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 1時間13分46秒

1588 鴨井　功207 ｶﾓｲ ｲｻｵ 1時間14分16秒ＮＥＳーＲＣ

1543 佐藤　英憲208 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 1時間14分26秒

1502 池田　良平209 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 1時間14分38秒富士電機

1765 本橋　信弥210 ﾓﾄﾊｼ ｼﾝﾔ 1時間14分47秒

1590 藤森　和夫211 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞｵ 1時間14分49秒みかずきしらね

1512 阿部　直行212 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 1時間14分52秒住友生命

1636 関山　俊一213 ｾｷﾔﾏ ﾄｼｲﾁ 1時間14分54秒

1572 島岡　成治214 ｼﾏｵｶ ｾｲｼﾞ 1時間15分03秒游ＲＵＮクラブ

1534 丹沢　新一郎215 ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1時間15分05秒三珠走ろう会

1559 石川　往男216 ｲｼｶﾜ ﾕｷｵ 1時間15分06秒



結果一覧

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏  名

１０ｋｍレース　男子６０歳以上の部

順位 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録所属

1630 林　敬一郎217 ﾊﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 1時間15分19秒

1608 江尻　多喜男218 ｴｼﾞﾘ ﾀｷｵ 1時間15分26秒

1561 杉山　実219 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ 1時間15分34秒

1558 黒川　洋220 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｼ 1時間15分46秒爺メンー７５

1614 五十嵐　巳年生221 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾈｵ 1時間16分17秒

1775 堀之内　浩二222 ﾎﾘﾉｳﾁ ｺｳｼﾞ 1時間16分44秒

1751 島尻　洋一223 ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 1時間16分52秒

1549 中島　一成224 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 1時間17分07秒

1554 田辺　金道225 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾈﾐﾁ 1時間17分08秒

1623 能津　悦治226 ﾉﾂﾞ ｴﾂｼﾞ 1時間17分20秒

1548 中村　満227 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ 1時間17分58秒

1580 岡田　秀史228 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 1時間18分13秒

1522 熊谷　卓229 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 1時間18分50秒

1603 山口　弘之230 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 1時間18分59秒

1637 山田　敏231 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 1時間19分11秒

1545 江嶋　信毅232 ｴｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｷ 1時間19分24秒極楽ランナーズ

1752 林　豊商233 ﾊﾔｼ ﾄﾖｱｷ 1時間19分27秒

1620 増山　三郎234 ﾏｽﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ 1時間19分39秒無色

1710 川西　庄一郎235 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 1時間19分56秒

1598 山本　昇236 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 1時間20分13秒

1526 山川　洋平237 ﾔﾏｶﾜ ﾖｳﾍｲ 1時間20分33秒府中多摩川楽走会

1555 小佐野　仁238 ｵｻﾉ ﾋﾄｼ 1時間20分36秒

1733 若木　換239 ﾜｶｷﾞ ｱﾗﾀ 1時間20分37秒骨髄東京走り屋

1666 米山　覚240 ﾖﾈﾔﾏ ｻﾄﾙ 1時間20分40秒Ｙｏｕとビア

1529 青柳　文也241 ｱｵﾔｷﾞ ﾌﾐﾔ 1時間21分17秒

1564 荻原　寛242 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 1時間22分00秒コア・スポーツ

1723 藤森　晃243 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷﾗ 1時間22分30秒

1740 岡　弘貴244 ｵｶ ｺｳｷ 1時間22分46秒三井農林

1505 田中　秀幸245 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 1時間23分24秒田中国際特許）事

1570 依田　邦行246 ﾖﾀﾞ ｸﾆﾕｷ 1時間23分47秒

1537 河野　誉247 ｺｳﾉ ﾎﾏﾚ 1時間24分04秒

1566 森　信寛248 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1時間24分08秒

1553 島崎　進249 ｼﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 1時間24分46秒

1533 進藤　芳昭250 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 1時間24分53秒久保町シニア．ク

1585 小山　豊251 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 1時間26分45秒翔ＲＣ

1536 足立　洋二郎252 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｼﾞﾛｳ 1時間26分58秒なし

1791 小田和　浩253 ｵﾀﾜ ﾋﾛｼ 1時間27分04秒

1774 丸茂　嘉彦254 ﾏﾙﾓ ﾖｼﾋｺ 1時間28分20秒

1655 小林　弘255 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 1時間28分27秒

1552 赤池　正憲256 ｱｶｲｹ ﾏｻﾉﾘ 1時間28分51秒

1517 馬場　恒夫257 ﾊﾞﾊﾞ ﾂﾈｵ 1時間29分05秒

1544 酒井　優258 ｻｶｲ ﾏｻﾙ 1時間29分17秒

1518 杉本　成司259 ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲｼﾞ 1時間30分03秒

1700 深澤　信一260 ﾌｶｻﾜ ｼﾝｲﾁ 1時間31分41秒

1591 高山　次雄261 ﾀｶﾔﾏ ﾂｷﾞｵ 1時間32分09秒

1708 成嶋　まさる262 ﾅﾙｼﾏ ﾏｻﾙ 1時間33分48秒

1565 清水　賢重263 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞｭｳ 1時間33分59秒

1516 林　恭弘264 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 1時間38分32秒

1776 小林　厚実265 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾐ 1時間38分46秒胡瓜フリフリ隊

1538 永井　信昭266 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ 1時間39分20秒

1744 藤田　雅之267 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 1時間39分58秒

1519 長田　秀正268 ｵｻﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 1時間40分48秒アルペンＦＣ甲府

1525 残間　厚機269 ｻﾞﾝﾏ ｺｳｷ 1時間43分29秒日立８０緩走会

1520 君島　義和270 ｷﾐｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 1時間52分10秒


