
部門順位 No 氏名漢字 氏名ｶﾅ 子供氏名漢字 子供氏名カナ 都道府県 所属 フィニッシュタイム

1 3255 上條　充洋 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾂﾋﾛ 上條　遥 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙ 東京都 ひかり接骨院 0:12:15

2 3244 保々　暁 ﾎﾎﾞ ｱｷﾗ 保々　遼斗 ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨県 南アルプスＡＣ 0:12:54

3 3320 天野　良紀 ｱﾏﾉ ﾖｼｷ 天野　央貴 ｱﾏﾉ ｵｳｷ 山梨県 北杜ファミリー 0:12:54

4 3344 若杉　和也 ﾜｶｽｷﾞ ｶｽﾞﾔ 若杉　悠生 ﾜｶｽｷﾞ ﾕｳｷ 山梨県 春日居小学校 0:13:31

5 3341 石原　飛佳 ｲｼﾊﾗ ｱｽｶ 石原　琴梨 ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨県 大国陸上クラブ 0:13:36

6 3310 市川　智康 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔｽ 市川　虎太郎 ｲﾁｶﾜ ｺﾀﾛｳ 静岡県 0:14:18

7 3254 島田　恵吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島田　啓介 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨県 中村塾 0:14:46

8 3349 岩間　大二郎 ｲﾜﾏ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 岩間　陽佳 ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ 山梨県 一宮陸上スポ少 0:14:48

9 3315 瀬戸　輝雄 ｾﾄ ﾃﾙｵ 瀬戸　白馬 ｾﾄ ﾊｸﾊﾞ 静岡県 ほたあずはく 0:15:05

10 3317 山崎　充弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 山崎　奨太 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川県 岩原小学校 0:15:12

11 3268 佐野　哲広 ｻﾉ ﾃﾂﾋﾛ 佐野　航太 ｻﾉ ｺｳﾀ 静岡県 0:15:30

12 3338 鈴木　真一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 鈴木　綾乃 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 静岡県 0:15:35

13 3290 堤　直彦 ﾂﾂﾐ ﾅｵﾋｺ 堤　蓮 ﾂﾂﾐ ﾚﾝ 東京都 0:15:41

14 3257 萩田　哲也 ﾊｷﾞﾀ ﾃﾂﾔ 萩田　桔平 ﾊｷﾞﾀ ｷｯﾍﾟｲ 静岡県 0:15:52

15 3313 渡辺　佳晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 渡辺　たみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾐ 山梨県 上野小学校 0:16:16

16 3316 加藤　貴 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 加藤　楽 ｶﾄｳ ﾗｸ 山梨県 明見小学校 0:16:19

17 3302 仲下　尚宏 ﾅｶｼﾀ ﾅｵﾋﾛ 仲下　樟 ﾅｶｼﾀ ｼｮｳ 静岡県 東小 0:16:22

18 3304 新藤　淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 新藤　想真 ｼﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 山梨県 藤精機株式会社 0:16:25

19 3297 大山　匡惠 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｴ 大山　京香 ｵｵﾔﾏ ｷｮｳｶ 静岡県 0:16:25

20 3280 木村　希 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 木村　心結 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 東京都 0:16:29

21 3321 澤登　健太郎 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 澤登　慎之輔 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ 山梨県 0:16:37

22 3259 平野　淳子 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝｺ 平野　雅美 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾐ 静岡県 タモ寮 0:16:49

23 3263 渡辺　哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 渡辺　天翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ 静岡県 0:17:07

24 3347 久保田　良一 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｲﾁ 久保田　一輝 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｷ 静岡県 0:17:09

25 3264 渡辺　アカネ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 渡辺　月葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾊ 静岡県 0:17:11

26 3333 青木　英一郎 ｱｵｷ ｴｲｲﾁﾛｳ 青木　翔英 ｱｵｷ ｼｮｳｴｲ 静岡県 0:17:12

27 3329 大井　清 ｵｵｲ ｷﾖｼ 大井　希逸 ｵｵｲ ｷｲﾂ 山梨県 0:17:18

28 3288 西野　史江 ﾆｼﾉ ﾌﾐｴ 西野　駿汰 ﾆｼﾉ ｼｭﾝﾀ 山梨県 チームＫＨＰ 0:17:23

29 3332 首藤　泰 ｼｭﾄﾞｳ ﾀｲ 首藤　涼 ｼｭﾄﾞｳ ｽｽﾞ 神奈川県 0:17:28

30 3281 清水　智也 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 清水　琉生 ｼﾐｽﾞ ﾙｲ 山梨県 0:17:35

31 3282 トーマス　ロニー ﾄｰﾏｽ ﾛﾆｰ 澤田　マリオ ｻﾜﾀﾞ ﾏﾘｵ 神奈川県 0:17:40

32 3278 熱田　孝行 ｱﾂﾀ ﾀｶﾕｷ 熱田　圭悟 ｱﾂﾀ ｹｲｺﾞ 東京都 東京都下水道局 0:17:51

33 3324 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 小林　甘実 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾐ 山梨県 0:17:54

34 3296 黒田　則幸 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 黒田　大翔 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾄ 静岡県 函南東 0:18:55

35 3343 渕辺　恭一郎 ﾌﾁﾍﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 渕辺　謙二郎 ﾌﾁﾍﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東京都 0:18:57

36 3331 首藤　敬子 ｼｭﾄﾞｳ ｹｲｺ 首藤　柚 ｼｭﾄﾞｳ ﾕｳ 神奈川県 0:19:05

37 3252 木下　航 ｷﾉｼﾀ ﾜﾀﾙ 木下　蒼 ｷﾉｼﾀ ｱｵｲ 静岡県 0:19:16

38 3283 松崎　厚仁 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾂﾋﾄ 松崎　柊平 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 ランジャリー 0:19:28

39 3258 平野　友子 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｺ 平野　眞衣 ﾋﾗﾉ ﾏｲ 静岡県 0:19:37

40 3318 井土　剛 ｲﾂﾞﾁ ﾂﾖｼ 井土　結愛 ｲﾂﾞﾁ ﾕｱ 神奈川県 0:19:38

41 3351 田中　薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 静岡県 0:19:41

42 3299 斎藤　武 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 斎藤　和真 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 0:19:42

43 3266 中村　由美 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ 中村　あつや ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾔ 山梨県 0:20:05

44 3267 熊谷　秀朗 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 熊谷　優希 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ 神奈川県 0:20:07

45 3235 渡辺　司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ 渡辺　愛叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅｶ 山梨県 0:20:10

46 3305 髙橋　はるみ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾐ 髙橋　大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ 山梨県 0:20:20

47 3314 繁在家　学 ﾊﾝｻﾞｲｹ ﾏﾅﾌﾞ 繁在家　理乃 ﾊﾝｻﾞｲｹ ﾘﾉ 東京都 0:20:22

48 3274 小泉　英貴 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 小泉　ゆうだい ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨県 0:20:28

49 3334 羽田　昌代 ﾊﾀﾞ ﾏｻﾖ 渡辺　向葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ 山梨県 0:20:35

50 3249 高森　尉之 ﾀｶﾓﾘ ﾔｽﾕｷ 高森　友子 ﾀｶﾓﾘ ﾄﾓｺ 静岡県 0:20:36

51 3325 横山　隆二 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 横山　晴士 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 静岡県 0:20:48

52 3309 滝口　努 ﾀｷｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 滝口　晃生 ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 山梨県 0:20:49

53 3291 川畑　博人 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾋﾄ 川畑　桃子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾓﾓｺ 山梨県 川畑商店 0:20:51

54 3285 安藤　徹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｳﾙ 安藤　遼太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 東京都 0:20:53

55 3256 中島　賢治 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 中島　彩瑛 ﾅｶｼﾏ ｻｴ 静岡県 0:21:00

56 3277 若林　陽子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 若林　明花 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ 千葉県 0:21:03

57 3248 高森　元子 ﾀｶﾓﾘ ﾓﾄｺ 高森　規彰 ﾀｶﾓﾘ ﾉﾘｱｷ 静岡県 0:21:05

58 3233 金澤　朋之 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 金澤　正太郎 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨県 0:21:06

59 3275 瀧井　絢美 ﾀｷｲ ｱﾔﾐ 瀧井　希空 ﾀｷｲ ﾉｱ 静岡県 ショコラ 0:21:08

60 3311 飯塚　玄 ｲｲﾂﾞｶ ｹﾞﾝ 飯塚　美月 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾂﾞｷ 神奈川県 0:21:14

61 3350 林　真理子 ﾊﾔｼ ﾏﾘｺ 林　亜稀子 ﾊﾔｼ ｱｷｺ 東京都 0:21:45

62 3322 千葉　智彦 ﾁﾊﾞ ﾄﾐﾋｺ 千葉　絢心 ﾁﾊﾞ ｹﾝｼﾝ 静岡県 0:21:46

63 3251 佐野　勝功 ｻﾉ ｶﾂﾉﾘ 佐野　祐輝 ｻﾉ ﾕｳｷ 東京都 0:21:51

64 3327 川村　洋平 ｶﾜﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 川村　奏介 ｶﾜﾑﾗ ｿｳｽｹ 山梨県 0:21:51

65 3238 大石　卓 ｵｵｲｼ ｽｸﾞﾙ 大石　匠真 ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ 山梨県 0:21:59



66 3294 小田　稔 ｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ 小田　千博 ｵﾀﾞ ﾁﾋﾛ 山梨県 0:22:05

67 3308 来栖　奈津子 ｸﾙｽ ﾅﾂｺ 来栖　一颯 ｸﾙｽ ｲﾌﾞｷ 京都府 0:22:09

68 3339 名取　澪 ﾅﾄﾘ ﾐｵ 名取　柊 ﾅﾄﾘ ｼｭｳ 山梨県 南アルプス 0:22:14

69 3237 古屋　保江 ﾌﾙﾔ ﾔｽｴ 古屋　和奏 ﾌﾙﾔ ﾜｶﾅ 山梨県 0:22:14

70 3284 清　めぐみ ｾｲ ﾒｸﾞﾐ 清　彩華 ｾｲ ｱﾔｶ 静岡県 0:22:27

71 3312 飯塚　睦美 ｲｲﾂﾞｶ ﾑﾂﾐ 飯塚　文菜 ｲｲﾂﾞｶ ﾌﾐﾅ 神奈川県 0:22:30

72 3345 前田　貴規 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 前田　恒輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 神奈川県 0:23:05

73 3306 滝口　留美 ﾀｷｸﾞﾁ ﾙﾐ 滝口　莉代 ﾀｷｸﾞﾁ ﾘﾖ 山梨県 0:23:16

74 3326 武藤　哲治 ﾑﾄｳ ﾃﾁﾊﾙ 武藤　星良 ﾑﾄｳ ｾｲﾗ 山梨県 0:23:21

75 3319 渡辺　文洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 渡邉　葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 静岡県 0:23:34

76 3271 小林　浩司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 小林　きい ｺﾊﾞﾔｼ ｷｲ 山梨県 博走会 0:23:51

77 3269 佐藤　佳夫 ｻﾄｳ ﾖｼｵ 佐藤　美日 ｻﾄｳ ﾐﾊﾙ 東京都 0:23:51

78 3328 川村　美奈 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾅ 川村　南歩 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾎ 山梨県 0:23:57

79 3276 井上　明比等 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾄ 井上　りつき ｲﾉｳｴ ﾘﾂｷ 山梨県 0:24:15

80 3323 前田　英征 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 前田　英琉斗 ﾏｴﾀﾞ ｴﾙﾄ 埼玉県 0:24:21

81 3293 森下　康介 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｽｹ 森下　夢姫 ﾓﾘｼﾀ ﾕﾒｷ 静岡県 ＮＯＫ東海 0:24:28

82 3270 舟橋　良本 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｮｳﾎﾝ 舟橋　哲 ﾌﾅﾊﾞｼ ｻﾄｼ 静岡県 ビッグストンズ 0:24:51

83 3298 牧田　知之 ﾏｷﾀ ﾄﾓﾕｷ 牧田　莉緒 ﾏｷﾀ ﾘｵ 静岡県 0:25:02

84 3300 原田　将徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 原田　武 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾙ 埼玉県 ＤＲＥＡＭ 0:25:09

85 3245 鈴木　久子 ｽｽﾞｷ ﾋｻｺ 鈴木　陽太 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾀ 東京都 0:25:37

86 3273 佐野　仁美 ｻﾉ ﾋﾄﾐ 佐野　琥海 ｻﾉ ｺｳｶﾞ 静岡県 0:25:41

87 3340 小菅　由紀子 ｺｽｹﾞ ﾕｷｺ 小菅　奈々美 ｺｽｹﾞ ﾅﾅﾐ 神奈川県 0:25:52

88 3260 新谷　侑子 ﾆｲﾔ ﾕｷｺ 新谷　清一郎 ﾆｲﾔ ｾｲｲﾁﾛｳ 静岡県 0:25:58

89 3250 中山　裕子 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ 中山　宏太 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀ 山梨県 0:25:58

90 3243 高尾　咲 ﾀｶｵ ｻｷ 高尾　右花 ﾀｶｵ ﾕｳｶ 山梨県 0:26:11

91 3247 市村　孝夫 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶｵ 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 静岡県 0:26:25

92 3301 藤田　大地 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 藤田　晄志 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼ 滋賀県 0:26:28

93 3342 福田　賢治 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福田　夏琉 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾙ 山梨県 0:26:31

94 3279 伊東　恵美子 ｲﾄｳ ｴﾐｺ 伊東　夏蹴 ｲﾄｳ ｶｹﾙ 静岡県 0:26:31

95 3239 遠池　百恵 ﾄｵﾁ ﾓﾓｴ 遠池　健成 ﾄｵﾁ ｹﾝｾｲ 山梨県 0:27:05

96 3236 佐藤　ひとみ ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 佐藤　侠也 ｻﾄｳ ｷｮｳﾔ 山梨県 0:27:05

97 3295 龍田　昭三 ﾀﾂﾀ ｼｮｳｿﾞｳ 龍田　小春 ﾀﾂﾀ ｺﾊﾙ 山梨県 0:27:15

98 3246 木済　浩多 ｷｻｲ ｺｳﾀ 木済　葉子 ｷｻｲ ﾖｳｺ 福島県 0:27:32

99 3234 金澤　育子 ｶﾅｻﾞﾜ ｲｸｺ 金澤　凛子 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘﾝｺ 山梨県 0:28:07

100 3262 篠崎　朋子 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓｺ 篠崎　玲 ｼﾉｻﾞｷ ﾚｲ 東京都 横田基地福祉協 0:28:16

101 3346 前田　さやか ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 前田　聡太 ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ 神奈川県 0:28:28

102 3348 小林　絵里 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 小林　蒼典 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 山梨県 ＦＪＣ 0:28:48

103 3272 実井　美代子 ｼﾞﾂｲ ﾐﾖｺ 実井　環 ｼﾞﾂｲ ｶﾝ 東京都 0:29:31

104 3330 若井　塔児 ﾜｶｲ ﾄｳｼﾞ 若井　杜和子 ﾜｶｲ ﾄﾜｺ 千葉県 ＳＡＩＫＯ 0:31:17

105 3253 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ 木下　水紗 ｷﾉｼﾀ ﾐｽｽﾞ 静岡県 0:31:21

106 3307 原嶋　高弘 ﾊﾗｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 原嶋　碧 ﾊﾗｼﾏ ｱｵ 東京都 青梅三田走ろう 0:32:16

107 3287 佐藤　めぐみ ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 佐藤　暉将 ｻﾄｳ ﾃﾙﾏｻ 静岡県 0:33:31

108 3286 森　大三郎 ﾓﾘ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 森　くらら ﾓﾘ ｸﾗﾗ 埼玉県 だいざぼ 0:33:50

109 3265 上田　伸彦 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 上田　いち子 ｳｴﾀﾞ ｲﾁｺ 神奈川県 0:34:41

110 3292 川畑　弓子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕﾐｺ 川畑　菜々子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾅｺ 山梨県 川畑商店 0:35:02

111 3289 勝山　直樹 ｶﾂﾔﾏ ﾅｵｷ 勝山　結加 ｶﾂﾔﾏ ﾕｶ 静岡県 0:36:17

112 3241 和田　敬吾 ﾜﾀﾞ ｹｲｺﾞ 和田　遥馬 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾏ 山梨県 0:37:06

113 3242 外川　恵 ﾄｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 外川　祐希 ﾄｶﾞﾜ ﾕｳｷ 山梨県 ＨＡＭＡＹＯＵ 0:41:43

114 3303 矢島　友梨香 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 矢島　美海 ﾔｼﾞﾏ ﾐｳ 静岡県 0:42:25


