
順位 No. 氏名 フリガナ 所属 タイム

1 1104 山野井　卓也 ヤマノイ　タクヤ F千葉   23:33

2 1146 高沢　昭光 タカザワ　アキミツ 志木   23:53

3 1063 山下　正樹 ヤマシタ　マサキ 武蔵小杉   26:35

4 1062 羽鳥　尚子 ハトリ　ナオコ 平塚   26:42

5 1102 大石　嘉昭 オオイシ　ヨシアキ 蒲田   26:52

6 1145 萩原　邦夫 ハギワラ　クニオ 志木   26:54

7 1103 大石　恵子 オオイシ　ケイコ 蒲田   27:06

8 1149 平島　知 ヒラシマ　トモ 南青山   29:21

9 1061 瀬山　光子 セヤマ　ミツコ 下北沢   29:43

10 1209 夏井　咲子 ナツイ　サキコ 上池袋   29:47

11 1023 斉藤　幸子 サイトウ　サチコ 戸塚   31:54

12 1047 石渡　正子 イシワタ　マサコ CFC市川   31:55

13 1099 坂　真太郎 サカ　シンタロウ 蒲田   32:02

14 1213 五十島　眞一 イソシマ　シンイチ 上池袋   33:16

15 1110 奥村　京子 オクムラ　キョウコ 用賀   33:16

16 1066 山下　雷翔 ヤマシタ　ライト 阿佐谷   34:05

17 1074 平野　良明 ヒラノ　ヨシアキ 阿佐谷   34:48

18 1165 小林 琴海 コバヤシ コトミ 能見台 35:05
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18 1165 小林　琴海 コバヤシ コトミ 能見台   35:05

19 1158 古沢　ありか コザワ　アリカ ラフレ   35:19

20 1164 益永　貴広 マスナガ　タカヒロ 竹の塚   35:23

21 1171 内田　順子 ウチタ　゛ジュンコ 能見台   35:24

22 1169 飯田　直美 イイダ　ナオミ 能見台   35:30

23 1076 大山　達夫 オオヤマ　タツオ 阿佐谷   35:42

24 1101 小牧　恵理子 コマキ　エリコ 蒲田   35:56

25 1170 山岸　美佳 ヤマギシ　ミカ 能見台   36:06

26 1155 浅井　正尚 アサイ　マサナオ 南青山   36:12

27 1083 山本　博子 ヤマモト　ヒロコ 阿佐谷   36:31

28 1117 後藤　奈緒子 ゴトウ　ナオコ 溝ノ口   36:32

29 1118 松本　千代子 マツモト　チヨコ 溝ノ口   36:32

30 1166 米山　亜矢 ヨネヤマ　アヤ 能見台   36:35

31 1190 小林　栞夏 コバヤシ　カンナ おおたか   36:48

32 1191 黒岩　夏奈 クロイワ　カナ おおたか   36:49

33 1080 久保　正範 クボ　マサノリ 阿佐谷   36:54

34 1081 斉藤　賢一 サイトウ　ケンイチ 阿佐谷   37:36

35 1180 上野　高志 ウエノ　タカシ 大森   37:38

36 1029 志村　豊子 シムラ　トヨコ 東青梅   37:39

37 1150 松田　剛 マツダ　タケシ 南青山   38:03

38 1151 星　知可子 ホシ　チカコ 南青山   38:04

39 1028 下田　保恵 シモダ　ヤスエ 東青梅   38:08

40 1154 高野　敦 タカノ　アツシ 南青山   38:37
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41 1025 清水　麻衣 シミズ　マイ 東青梅   38:52

42 1027 野崎　香織 ノザキ　カオリ 東青梅   38:52

43 1125 岩田　文三郎 イワタ　ブンザブロウ W湘南台   39:14

44 1162 益永　廉雄那 マスナガ　レオナ 竹の塚   39:36

45 1163 益永　玲美 マスナガ　レミ 竹の塚   39:37

46 1075 鈴木　文枝 スズキ　フミエ 阿佐谷   39:39

47 1201 神谷　琢満 カミヤ　タクマ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ   39:43

48 1121 田中　相佐子 タナカ　アサコ 溝ノ口   39:45

49 1203 沢田　和美 サワダ　カズミ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ   39:46

50 1231 米澤　真一 ヨネザワ　シンイチ 葛西   40:01

51 1178 鈴木　広美 スズキ　ヒロミ 大森   40:06

52 1036 御前　まり子 ミサキ　マリコ 目黒   40:15

53 1224 廣澤　由美子 ヒロサワ　ユミコ 我孫子   40:18

54 1109 石垣　莉奈 イシガキ　リナ 用賀   40:46

55 1214 横坂　登喜枝 ヨコサカ　トキエ 上池袋   41:16

56 1122 高橋　　俊史 タカハシ　トシフミ 八千代台   41:16

57 1038 田原　拓壮 タハラ　タクマ 福生   41:19

58 1070 早川 徳志子 ハヤカワ トシコ 阿佐谷 41:1958 1070 早川　徳志子 ハヤカワ トシコ 阿佐谷   41:19

59 1041 岩本　幸子 イワモ　トサチコ 福生   41:20

60 1064 小幡　美枝 オバタ　ミエ 武蔵小杉   41:29

61 1193 菊地　栄子 キクチ　エイコ おおたか   41:40

62 1140 岩本　正義 イワモト　マサヨシ 松戸   41:40

63 1119 鈴木　陽子 スズキ　ヨウコ 溝ノ口   41:49

64 1168 板倉　敏江 イタクラ　トシエ 能見台   41:58

65 1050 松尾　美幸 マツオ　ミユキ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   42:00

66 1194 坂本　隼悟 サカモト　シュンゴ 大倉山   42:12

67 1197 坂本　賢二 サカモト　ケンジ 大倉山   42:12

68 1054 本山　京子 モトヤマ　キョウコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   42:22

69 1138 大平　千恵子 オオヒラ　チエコ 松戸   42:27

70 1208 藤井　弘美 フジイ　ヒロミ 上池袋   42:38

71 1042 村野　恭子 ムラノ　キョウコ 福生   42:50

72 1040 田原　圭三 タハラ　ケイゾウ 福生   42:50

73 1046 石渡　淳一 イシワタ　ジュンイチ CFC市川   43:14

74 1225 深井　明子 フカイ　アキコ 我孫子   43:18

75 1211 相川　貴世子 アイカワ　キヨコ 上池袋   43:29

76 1008 田中　貞江 タナカ　サダエ 西東京   43:36

77 1233 近江　由起子 オウミ　ユキコ レジャー   43:40

78 1234 荒川　絵里 アラカワ　エリ レジャー   43:41

79 1009 平尾　由美 ヒラオ　ユミ 西東京   43:41

80 1006 迫　和彦 サコ　カズヒコ 西東京   43:41
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81 1114 大野　真純 オオノ　マスミ 城山   44:11

82 1113 坂田　正弘 サカタ　マサヒロ 新三郷   44:15

83 1228 鷲尾　ヒロミ ワシオ　ヒロミ　 小田原   44:17

84 1229 三橋　博 ミツハシ　ヒロシ 小田原   44:18

85 1227 田島　裕子 タジマ　ユウコ 小田原   44:18

86 1230 鍵和田　憲一 カギワダ　ケンイチ 小田原   44:18

87 1220 斎藤　淳子 サイトウ　ジュンコ 慶應日吉   44:20

88 1219 瀬戸　裕子 セト　ユウコ 慶應日吉   44:20

89 1120 鈴木　尚代 ズスキ　ヒサヨ 溝ノ口   44:30

90 1065 高橋　明子 タカハシ　アキコ 武蔵小杉   44:33

91 1015 今井　早苗 イマイ　サナエ 戸塚   44:53

92 1014 辻　淑 ツジ　トシ 成瀬   44:59

93 1026 藤田　知紀 フジタ　トモキ 東青梅   45:32

94 1147 八巻　美紀 ヤマキ　ミキ 志木   45:37

95 1019 広瀬　邦子 ヒロセ　クニコ 戸塚   45:40

96 1016 高橋　智子 タカハシ　トモコ 戸塚   45:40

97 1013 石嶋　澄子 イシジマ　スミコ 成瀬   45:59

98 1044 高橋 淳一 タカハシ ジュンイチ 二俣川 46:1398 1044 高橋　淳 タカハシ ジュンイチ 二俣川   46:13

99 1173 澤田　喜美子 サワダ　キミコ 能見台   46:17

100 1128 野木　泰宏 ノギ　ヤスヒロ 松戸   46:18

101 1082 中西　良雄 ナカニシ　ヨシオ 阿佐谷   46:32

102 1071 早川　浩史 ハヤカワ　ヒロシ 阿佐谷   46:38

103 1068 松井　哲郎 マツイ　テツロウ 阿佐谷   46:38

104 1043 高橋　寿美子 タカハシ　スミコ 二俣川   46:50

105 1153 佐久間　朋子 サクマ　トモコ 南青山   46:54

106 1177 志田　正章 シダ　マサアキ 大森   46:54

107 1176 永窪　健太 ナガクボ　ケンタ 大森   46:55

108 1141 野木　律子 ノギ　リツコ 松戸   47:03

109 1078 松本　守 マツモト　マモル 阿佐谷   47:26

110 1127 三本木　杏里菜 サンボンギ　アリナ 松戸   47:26

111 1172 加藤　澄子 カトウ　スミコ 能見台   47:31

112 1221 渡部　木乃葉 ワタベ　コノハ 我孫子   47:31

113 1223 渡部　敦子 ワタベ　アツコ 我孫子   47:32

114 1045 池田　ヨリ子 イケダ　ヨリコ 二俣川   47:35

115 1108 内田　恵子 ウチダ　ケイコ 西台   47:36

116 1106 塩飽　友美 シワク　トモミ 西台   47:36

117 1107 高田　栄子 タカダ　エイコ 西台   47:36

118 1142 安藤　亜栄子 アンドウ　アエコ 松戸   47:37

119 1001 地主　洋子 ジヌシ　ヨウコ 谷津   47:37

120 1218 田村　恵美子 タムラ　エミコ 上池袋   48:12
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121 1079 松本　文美子 マツモト　フミコ 阿佐谷   48:14

122 1077 大山　紀子 オオヤマ　ノリコ 阿佐谷   48:16

123 1060 加藤　芳子 カトウ　ヨシコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   48:16

124 1017 泉　久枝 イズミ　ヒサエ 戸塚   48:16

125 1057 早川　美智子 ハヤカワ　ミチコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   48:17

126 1056 戸羽　桂子 トバ　ケイコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   48:18

127 1055 柳原　晃一 ヤナギハラ　コウイチ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   48:18

128 1136 佐々木　清文 ササキ　キヨフミ 松戸   48:26

129 1131 三本木　光江 サンボンギ　ミツエ 松戸   48:41

130 1210 今城　敏雅 イマシロ　トシマサ 上池袋   48:47

131 1207 渡邊　淳一 ワタナベ　ジュンイチ 上池袋   48:47

132 1134 浅野　冨男 アサノ　トミオ 松戸   48:51

133 1135 川後　忠司 カワゴ　タダシ 松戸   48:53

134 1137 川野辺　孝司 カワノベ　タカシ 松戸   48:54

135 1012 山田　佳寿恵 ヤマダ　カズエ 横浜   48:55

136 1217 加藤　忠史 カトウ　タダシ 上池袋   49:00

137 1105 酒井　久代 サカイ　ヒサヨ 八王子   49:11

138 1130 三本木 法光 サンボンギ ノリミツ 松戸 49:13138 1130 三本木　法光 サンボンギ ノリミツ 松戸   49:13

139 1148 志賀　桂子 シガ　ケイコ 志木   49:13

140 1144 江口　和貴 エグチ　カズタカ 志木   49:14

141 1196 滝沢　頼貴 タキザワ　ヨリタカ 大倉山   49:17

142 1199 山岸　纓子 ヤマギシ　エイコ 大倉山   49:17

143 1198 上野　こずえ ウエノ　コズエ 大倉山   49:17

144 1195 宮下　将司 ミヤシタ　マサシ 大倉山   49:17

145 1037 津藤　和子 ツドウ　カズコ 目黒   49:52

146 1035 野田　明宏 ノダ　アキヒロ　 目黒   49:52

147 1030 中武　駿介 ナカタケ　シュンスケ リリオ   50:13

148 1033 中武　雄介 ナカタケ　ユウスケ リリオ   50:13

149 1048 角　静子 スミ　シズコ CFC市川   50:15

150 1215 小林　順子 コバヤシ　ジュンコ 上池袋   50:54

151 1189 青木　淑江 アオキ　トシエ 成城   51:03

152 1188 佃　茂 ツクダ　シゲル 成城   51:03

153 1187 安部　盛博 アベ　モリヒロ 成城   51:03

154 1186 田澤　奈津子 タザワ　ナツコ 成城   51:03

155 1049 永藤　幸子 ナガトウ　ユキコ CFC市川   51:21

156 1216 勝田　雅一 カツタ　マサカズ 上池袋   51:25

157 1059 飯田　静子 イイダ　シズコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   51:37

158 1051 櫻井　順子 サクライ　ジュンコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   51:39

159 1133 小笠原　ケサ子 オガサワラ　ケサコ 松戸   51:40

160 1132 佐々木　登志子 ササキ　トシコ 松戸   51:40
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161 1058 井山　千代子 イヤマ　チヨコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   51:43

162 1039 中嶋　卓美 ナカジマ　タクミ 福生   51:48

163 1085 佐藤　美代子 サトウ　ミヨコ 阿佐谷   51:51

164 1020 山口　世紀子 ヤマグチ　セキコ 戸塚   51:53

165 1096 金　莉杏 キム　リアン 蒲田   51:56

166 1022 長岡　洋子 ナガオカ　ヨウコ 戸塚   51:56

167 1005 高橋　愛子 タカハシ　アイコ 越谷   52:25

168 1004 手塚　零 テヅカ　レイ 越谷   52:26

169 1212 藤井　弘子 フジイ　ヒロコ 上池袋   52:28

170 1111 山口　富美子 ヤマグチ　フミコ 用賀   52:48

171 1072 井関　みその イセキ　ミソノ 阿佐谷   52:48

172 1073 高戸　章子 タカト　アキコ 阿佐谷   52:55

173 1084 長島　泰子 ナガシマ　タイコ 阿佐谷   52:56

174 1092 西村　翔 ニシムラ　ショウ 蒲田   53:00

175 1098 金　操 キム　ミサヲ 蒲田   53:04

176 1095 金　亜音 キム　アノン 蒲田   53:04

177 1093 島田　美穂 シマダ　ミホ 蒲田   53:04

178 1091 横田 昌佳 ヨコタ マサヨシ 蒲田 53:04178 1091 横田　昌佳 ヨコタ マサヨシ 蒲田   53:04

179 1097 白石　健二郎 シライシ　ケンジロウ 蒲田   53:04

180 1139 吉澤　待子 ヨシザワ　マチコ 松戸   53:11

181 1116 中山　桂子 ナカヤマ　ケイコ 稲毛海岸   53:20

182 1010 平岡　和子 ヒラオカ　カズコ 西東京   53:22

183 1143 西川　千代子 ニシカワ　チヨコ 松戸   53:31

184 1237 石川　好美 イシカワ　ヨシミ レジャー   53:43

185 1235 工藤　勇輔 クドウ　ユウスケ レジャー   53:44

186 1238 山本　訓子 ヤマモト　クニコ レジャー   53:44

187 1174 早坂　菜々恵 ハヤサカ　ナナエ 東十条   54:09

188 1175 早坂　英雄 ハヤサカ　ヒデオ 東十条   54:10

189 1053 伊藤　寿美子 イトウ　スミコ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   54:16

190 1052 及川　克代 オイカワ　カツヨ ﾊﾟﾚｽｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ   54:17

191 1024 杉山　ケイ子 スギヤマ　ケイコ 戸塚   54:26

192 1157 徳永　美紗子 トクナガ　ミサコ ラフレ   54:40

193 1161 長濱　美恵子 ナガハマ　ミエコ ラフレ   54:40

194 1160 長濱　浩 ナガハマ　ヒロシ ラフレ   54:41

195 1159 井上　雄介 イノウエ　ユウスケ ラフレ   54:43

196 1156 大塚　優介 オオツカ　ユウスケ ラフレ   54:43

197 1021 三村　昭子 ミムラ　アキコ 戸塚   55:21

198 1018 鈴木　慶子 スズキ　ケイコ 戸塚   55:30

199 1090 飯泉　淑子 イイズミ　トシコ 青砥   55:34

200 1088 三浦　一将 ミウラ　カズマサ 青砥   55:35
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201 1089 青木　陽子 アオキ　ヨウコ 青砥   55:39

202 1087 米山　沙也加　 ヨネヤマ　サヤカ 青砥   55:39

203 1129 戸塚　恭章 トツカ　ヤスアキ 松戸   55:39

204 1222 金澤　心海 カナザワ　ココミ 我孫子   55:42

205 1226 金澤　和宏 カナザワ　カズヒロ 我孫子   55:43

206 1007 平岡　久美子 ヒラオカ　クミコ 西東京   55:49

207 1124 中村　公一 ナカムラ　キミカズ ポート   57:00

208 1069 添田　明也 ソエダ　アキオ 阿佐谷   58:09

209 1067 佐々木　蔵 ササキ　オサム 阿佐谷   58:09

210 1086 渡辺　律子 ワタナベ　リツコ 阿佐谷   58:09

211 1002 松尾　信子 マツオ　ノブコ 谷津   58:53

212 1003 奈良岡　節子 ナラオカ　セツコ 谷津   58:57

213 1184 名倉　一雅 ナグラ　カズマサ 成城   59:59

214 1185 名倉　梓 ナグラ　アズサ 成城   1:00:00

215 1205 若林　操 ワカバヤシ　ミサオ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ   1:00:31

216 1202 池川　貴子 イケガワ　タカコ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ   1:00:31

217 1204 高橋　ルミ タカハシ　ルミ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ   1:00:31

218 1200 住友 雄介 スミトモ ユウスケ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ 1:00:31218 1200 住友　雄介 スミトモ ユウスケ ｳｪﾙﾌ ﾘｯｼ ｾﾝﾄﾗﾙｼ ﾑ＆ｽﾊ   1:00:31

218 1206 市川　千代子 イチカワ　チヨコ ｳｪﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾑ＆ｽﾊﾟ   1:00:31

220 1031 中武　諒介 ナカタケ　リョウスケ リリオ   1:02:13

221 1123 中澤　健一 ナカザワ　ケンイチ ポート   1:02:24

222 1032 中武　雅実 ナカタケ　マサミ リリオ   1:02:27
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