
 
 

10 km 男子一般（高校～4 5 歳未満） 10 km 男子一般（高校～4 5 歳未満）

№ 氏   名 所　 　 　 属 都道府県 № 氏   名 所　 　 　 属 都道府県

401 青木 健人 インサイト 東京都 453 反岡 義明 東京都

402 芦田 真則 千葉県 454 高木 聖也 ＢＴＭＵ 東京都

403 麻生 達磨 元自 東京都 455 高島 誠 神奈川県

404 阿部 勲 神奈川県 456 高田 勝広 東京都

405 新井 誠 インサイト 埼玉県 457 高橋 徹 東京都

406 池谷 明浩 東京都 458 高橋 悠 エクシオテック 東京都

407 石井 透 東京都 459 武山　 哲也 東京都

408 石田 和裕 東京都 460 田中 康二 ＫＵＬＩＡ 東京都

409 井田 慎一 ＮＴ軍団 東京都 461 谷山 英雄 Ｒ－１３４ 神奈川県

410 伊藤 能由 マジタ マ 神奈川県 462 千原 真也 東京都

411 伊藤 卓郎 チーム中村 東京都 463 車 成樹 チーム中村 東京都

412 内田 開己 東京都 464 佃 拓海 東京都

413 枝窪 拓郎 埼玉県 465 土田 悦寬 元自 東京都

414 榎本 薫 千葉県 466 土村 賢一 ＴＥＡＭ玲志 東京都

415 大曽根 潤 神奈川県 467 積田 大 神奈川県

416 岡田 清隆 千葉県 468 飛世 祐哉 東京都

417 岡田 亮平 ＭＲＦ 神奈川県 469 永井 博志 東京都

418 落合 俊輔 日テレＪＣ 東京都 470 永江 耕治 神奈川県

419 小野 智弘 クロネコ 東京都 471 中村 肇 チーム中村 東京都

420 小畑 優一 神奈川県 472 生井 和平 東京都

421 加賀谷 健介 東京都 473 糠谷 建介 東京都

422 影山 大輝 マジタ マ 神奈川県 474 沼間 嘉秋 東京都

423 片岡 康之 東京都 475 野田 将人 東京都

424 金澤 健太 東京都 476 野村 誠 勝楽堂病院 東京都

425 狩野 良太 ミ ウラスポーツ 東京都 477 野寄 慎一郎 アディダス 東京都

426 唐澤 知揮 まるちゃん 神奈川県 478 長谷川 晃司 神奈川県

427 川原 徹也 兵庫県 479 長谷川 将之 東京都

428 菊池 延之 アスリート 神奈川県 480 浜田 純 綾爽拳耀 神奈川県

429 木村 弘 鮫洲ＲＣ 東京都 481 深川 尚義 東京都

430 窪田 裕仁 マジタ マ 神奈川県 482 藤井 正明 東京都

431 栗原 純一 埼玉県 483 藤本 裕久 ＮＴ軍団 東京都

432 黒崎 喬嗣 茨城県 484 船渡 海斗 ＭＲＦ 千葉県

433 小島 裕貴 ＦＬＯＷＥＲＳ 千葉県 485 邊見 秀敏 Ｒｅｖｏｎ２４ 宮城県

434 小林 敬和 メーコー 東京都 486 細貝 周平 埼玉県

435 古林 洋平 モルスタ 東京都 487 本田 健太 チーム中村 東京都

436 ザイ ル 東京都 488 槙田 智史 神奈川県

437 斉藤 敏孝 グレシステム 東京都 489 益田 誉治 ＭＭナイトラン 神奈川県

438 坂井 一裕 東京都 490 松尾 一平 東京都

439 櫻井 俊之 東京都 491 松尾 真 千葉県

440 佐々木 皓成 神奈川県 492 松田 光造 チサＲ＆Ｓ 埼玉県

441 佐藤 徹 てつと やまだ 東京都 493 松原 克典 メリーチョコレート 東京都

442 佐藤 伸行 クラブ Ｒ２東日本 千葉県 494 村石 智久 東京都

443 佐藤 ゆう き チーム中村 東京都 495 村田 好隆 東京都

444 塩田 勉 東京都 496 本山 竜也 東京都

445 品川 博一 東京都 497 矢部 暢 神奈川県

446 四野宮 恵 東京都 498 山口 潤 ＮＴ軍団 東京都

447 清水 洋平 東京都 499 山田 達也 てつと やまだ 東京都

448 城田 裕司 神奈川県 500 山本 友彦 モンデックス 東京都

449 杉本 晃 ナイキランクラ 東京都 501 横井 敏弥 マジタ マ 神奈川県

450 杉山 尚也 メリーチョコレート 東京都 502 横山 洋一 ＮＴ軍団 東京都

451 関口 星二 神奈川県 503 鷲尾 公一 東京都

452 仙誉 啓介 ＴＪＣ 神奈川県



 
 

10 km 女子一般（高校～4 5 歳未満） 10 km 女子一般（高校～4 5 歳未満）

№ 氏   名 所　 　 　 属 都道府県 № 氏   名 所　 　 　 属 都道府県

511 相澤 南 東京都 536 末松 遥 千葉県

512 青木 聡子 埼玉県 537 鈴木 清香 東京都

513 綾具 美亜 東京都 538 砂川 めぐみ 東京都

514 阿留多伎 里沙 キヤノ ン 神奈川県 539 諏訪 裕子 東京都

515 石井 佐和子 東京都 540 反岡 有紗 東京都

516 石井 千鶴 千葉県 541 高木 裕子 千葉県

517 井上 春菜 埼玉県 542 高杉 あき子 東京都

518 岩下 淑 東京都 543 戸田 早苗 東京都

519 内田 夏苗 神奈川県 544 冨田 桂 東京都

520 榎本 知子 千葉県 545 長野 恵子 東京都

521 大石 暖美 東京都 546 中村 梢 東京都

522 太田 愛理 東京都 547 丹羽 通子 千葉県

523 大塚 実紀 メリーチョコレート 東京都 548 濱崎 奈央子 東京都

524 小笠原 道子 茨城県 549 広沢 詩帆 東京都

525 岡田 暁子 千葉県 550 深川 亜梨紗 東京都

526 小野寺 桂子 ランフィールド 東京都 551 船橋 由紀子 東京都

527 加賀谷 育未 東京都 552 堀内 あやか チーム中村 東京都

528 加治 茉侑子 神奈川県 553 宮内 朝穂 神奈川県

529 鹿島田 真理子 東京都 554 安田 伸子 東京都

530 片桐 景子 東京都 555 谷田部 明子 ファインラン 千葉県

531 萱原 美和 東京都 556 吉田 協子 神奈川県

532 寒木 佳央里 神奈川県 557 吉田 桜 東京都

533 齊藤 真樹子 秋田県 558 吉野 真理恵 メリーチョコレート 東京都

534 佐藤 咲子 てつと やまだ 東京都 559 若松 彩子 マジタ マ 神奈川県

535 島田 つかさ 東京都



 
 

10 km 男子壮年（4 5 歳以上） 10 km 男子壮年（4 5 歳以上）

№ 氏   名 所　 　 　 属 都道府県 № 氏   名 所　 　 　 属 都道府県

601 相原 弘一 東京都 661 川端 稔 文京走友会 東京都

602 青山 力三 ＢＭＲＳ 千葉県 662 勘場 淳一 ＡＦＡ凡走部 東京都

603 浅田 栄次 神奈川県 663 北村 元哉 東京都

604 新井 一 東京都 664 岐部 保郎 神奈川県

605 飯田 基雄 よつばＲＣ 東京都 665 工藤 謙一 東京都

606 五十嵐 秀典 東京都 666 久能 和男 チームひと つ■ 埼玉県

607 井口 貴司 大阪府 667 久保 武明 東京都

608 井口 裕二 神奈川県 668 栗田 正彦 湘南ＲＳ 神奈川県

609 池田 久男 千葉県 669 小池 浩三郎 東京都

610 石川 勝蔵 千葉市消防局 千葉県 670 小池 信弥 東京都

611 石川 徳次 りんりん 神奈川県 671 甲田 誠二 埼玉県

612 石飛 朋宏 スバルＮＡＲＣ 千葉県 672 古賀 和俊 神奈川県

613 石野 孝典 東京都 673 琴崎 馨 東京都

614 泉 淳一 千葉県 674 小西 清志 大阪府

615 礒部 哲郎 神奈川県 675 今野 紳一郎 ゆっく らーず 東京都

616 一木 昭克 東京都 676 斎藤 規勝 神奈川県

617 市橋 晴一 神奈川県 677 齋藤 陸奥男 埼玉県

618 井手 龍太郎 神奈川県 678 櫻井 脩 神奈川県

619 伊藤 栄二 東京都 679 佐々木 康彦 千葉県

620 伊藤 知昭 埼玉県 680 佐藤 誠一郎 Ｍ・アカデミ ー 東京都

621 稲垣 正久 東京都 681 佐藤 信知 埼玉県

622 今村 哲也 東京都 682 澤木 大介 チャッコと はな 千葉県

623 岩片 進 茶々丸クラブ 神奈川県 683 塩原 裕之 東京都

624 岩見 政夫 ＡＲＣ 東京都 684 柴田 正 コーンズ 神奈川県

625 植島 俊夫 武蔵野クラブ 東京都 685 渋屋 隆志 エスジーエス 神奈川県

626 上田 高廣 神奈川県 686 島原 雄二 神奈川県

627 上原 千秋 神奈川県 687 清水 康司 フロッペ 東京都

628 内田 靖夫 神奈川県 688 下池 士朗 エクサ 神奈川県

629 梅原 俊二 東京都 689 菅原 宏人 呑走会 東京都

630 江川 英伸 マジタ マ 神奈川県 690 杉本 光生 東京都

631 江澤 義郎 千葉県 691 鈴木 清 東京都

632 枝広 俊憲 イーストスィテル 神奈川県 692 須田 稔 千葉県

633 遠藤 経雄 神奈川県 693 関 利之 東京都

634 延命 敬昌 東京都 694 瀬戸口 洋一 千葉県

635 おいだ あきひろ 神奈川県 695 髙草木 重昭 神奈川県

636 大江 英之 東京都 696 高野 信之 茨城県

637 大久保 隆 神奈川県 698 高橋 朗 神奈川県

638 太田 洋介 神奈川県 699 高橋 信行 東京都

639 大西 守 東京都 700 高橋 政俊 東京都

640 大橋 晴彦 杏友会 埼玉県 701 田ヶ谷 公雄 なし 東京都

641 大山 光男 神奈川県 702 竹内 幸紀 神奈川県

642 岡崎 誠 京急ランナーズ 東京都 703 武田 優二 ＴＭＲＣ 千葉県

643 岡﨑 誠 東京都 704 竹中 寿也 東京都

644 岡﨑 雅彦 神奈川県 705 田嶋 信行 マジタ マ 神奈川県

645 岡本 稔 千葉県 706 田村 公輝 千葉県

646 小倉 富雄 オグモグ 千葉県 707 中馬 純一郞 神奈川県

647 尾崎 央 東京都 708 土田 敬尚 ｇａｉｋｏｔ ｕ 埼玉県

648 加川 和伸 東京都 709 洞庭 唯史 グレシステム 東京都

649 加治　 大器 東京都 710 時國 滋夫 ＡＴＪ 東京都

650 鹿島田 浩二 東京都 711 飛世 純哉 東京都

651 片岡 秀幸 東京都 712 泊出 行雄 マジタ マ 神奈川県

652 角谷 豊 有里夏倶楽部 千葉県 713 冨永 佳博 富士フイルム 東京都

653 金子 進 ムーンライタ ズ 埼玉県 714 共田 秀樹 東京都

654 我如古 達志 東京都 715 仲井 公哉 Ｍｉｇｈｔ ｙ 千葉県

655 金浜 正典 神奈川県 716 中倉 朗 ニチベン 埼玉県

656 亀山 統一 コウタ ロス 東京都 717 長島 淳二 光が丘RC 東京都

657 唐鎌 浩一 千葉県 718 中島 孝夫 埼玉県

658 河合 潤一 駒沢公園ＪＣ 東京都 719 中野 純 埼玉県

659 川上 哲男 特になし 東京都 720 中村 政弘 神奈川県

660 川上 暢 東京都 721 成瀬 昌幸 神奈川県



 

 
 

10 km 男子壮年（4 5 歳以上） 10 km 男子壮年（4 5 歳以上）

№ 氏   名 所　 　 　 属 都道府県 № 氏   名 所　 　 　 属 都道府県

722 難波 光 東京都 752 町田 重光 グリーン東大和 東京都

723 仁井 智行 神奈川県 753 松井 敏浩 神奈川県

724 西川 泰弘 神奈川県 754 松澤 重之 神奈川県

725 西川 祥之 神奈川県 755 松本 昇 神奈川県

726 西田 徹 ＳＵＥ 東京都 756 三井 和徳 東京都

727 西野 浩 坂本塾 東京都 757 南 芳弘 金沢自然走ろ会 神奈川県

728 西村 光司 深川ランナーズ 東京都 758 三原 邦彦 東京都

729 野村 宇男 祖師谷電気 東京都 759 宮内 泰 神奈川県

730 長谷川 賀規 きずなの会 東京都 760 宮崎 恒夫 福岡県

731 畑野 仁一 ネットマイル 東京都 761 宮崎 正己 美陽気ズ 埼玉県

732 花岡 賢一 東京都 762 武藤 圭三 バーズマラソン 東京都

733 早坂 光夫 神奈川県 763 村松 恒幸 東京都

734 久光 照夫 神奈川県 764 村山 茂 東京都

736 日比谷 陽一良 ＮＹＡＣ 神奈川県 765 本橋 卓夫 東京都

737 平井 宏昌 メリーチョコレート 東京都 766 森 外米蔵 東京都

738 平林 勝 東京都 767 森田 寛 千葉県

739 比留間 貞之 109EOB 神奈川県 768 柳 秀雄 チームスー 東京都

740 府川 武夫 小田原ＮＲ 神奈川県 769 柳沢 賦 東京都

741 福島 邦明 横浜銀行 東京都 770 薮本 文彦 グレシステム 東京都

742 藤岡 英二 ＪＢＣＣ 東京都 771 山崎 政美 千葉白浜２隣走 千葉県

743 伏島 昭人 神奈川県 772 山根 直樹 神奈川県

744 船岡 学 東京都 773 山本 謙治 東京都教育庁 東京都

745 星野 敦 栗田工業 千葉県 774 山本 優 千葉県

746 星野 稔 Ｊアスリーツ 千葉県 775 吉井 英司 東京都

747 細沼 満 東京都 776 吉田 一滋 ちば美香苑 千葉県

748 細矢 清志 神奈川県 777 吉見 博文 神奈川県

749 穂積 俊範 神奈川県 778 和田 隆宏 蒼いＴシャツ 茨城県

750 真家 正雄 クラブ Ｒ２東日本 埼玉県 779 定塚 克宏 HS証券 東京都

751 牧野 啓介 埼玉県



 
 
 
 

10 km 女子 壮年（4 5 歳以上） 10 km 女子 壮年（4 5 歳以上）

№ 氏   名 所　 　 　 属 都道府県 № 氏   名 所　 　 　 属 都道府県

801 赤石 みさ 子 ワゼルチーム 東京都 829 佐多 みどり アトミ クラブ 東京都

802 淺野 広美 東京都 830 豆村 静江 東京都

803 阿部 香織 千葉県 831 宗田 桂子 東京都

804 新井 恵子 東京都 832 高山 和美 神奈川県

805 五十嵐 一栄 東京都 833 竹内 美春 東京都

806 井口 寿代 神奈川県 834 武田 待子 ＴＭＲＣ 千葉県

807 石川 悦子 りんりん 神奈川県 835 竹之内 公恵 三田アスリート 東京都

808 石倉 恭子 埼玉県 836 谷口 美紀 東京都

809 石橋 房子 東京都 837 飛世 千恵子 東京都

810 伊勢村 智子 神奈川県 838 長岡 美奈 Ｊアスリーツ 東京都

811 礒部 麻衣子 神奈川県 839 成瀬 昌子 神奈川県

812 岩崎 洋子 ラヴィ カマタ 東京都 840 西出 紀久子 東京都

813 臼井 悦子 神奈川県 841 浜野 智美 東京都

814 内田 民子 東京都 842 久松 千恵 東京都

815 内海 和子 東京都 843 平山 貴子 千葉県

816 遠藤 さ く ら 千葉県 844 比留間 安子 神奈川県

817 大岡 幸江 らんゆ 東京都 845 冨金原 希代子 エフラン 千葉県

818 大久保 京子 神奈川県 846 松永 初惠 リパブ リック 山口県

819 大曽根 綾 神奈川県 847 水口 祐美子 埼玉県

820 太田 伸子 神奈川県 848 三橋 祐子 埼玉県

821 岡田 京子 千葉県 849 南 かず子 東京都

822 岡田 志美子 東京都 850 宮川 典子 神奈川県

823 小倉 久子 オグモグ 千葉県 851 村松 真理子 東京都

824 岸　 美幸 神奈川県 852 森岡 祐子 東京都

825 工藤 容子 東京都 853 八木 芳子 神奈川県

826 小池 敦子 東京都 854 山﨑 美智子 神奈川県

827 小林 綾子 神奈川県 855 山住　 朗子 東京都

828 小原 道子 神奈川県


