
第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～
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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（グロス）

1 1003 岡山 春紀 ｵｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 埼玉県 6:16:47
2 1004 風見 尚 ｶｻﾞﾐ ﾅｵ 愛知県 6:18:55
3 1002 山口 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 6:22:38
4 1011 曽宮 道 ｿﾐﾔ ﾄｵﾙ 静岡県 6:28:40
5 1006 山内 英昭 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 静岡県 6:50:19
6 1008 能城 秀雄 ﾉｳｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 6:51:10
7 1024 渡邊 智也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 大分県 7:08:19
8 1016 川西 治雄 ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ 滋賀県 7:27:18
9 1009 冨高 一成 ﾄﾐﾀｶ ｶｽﾞﾅﾘ 福岡県 7:32:55

10 1013 河中 拓郎 ｶﾜﾅｶ ﾀｸﾛｳ 石川県 7:33:58
11 1020 古賀 稔基 ｺｶﾞ ﾄｼｷ 東京都 7:49:02
12 1018 太田 誠司 ｵｵﾀ ｾｲｼﾞ 石川県 7:53:54
13 1168 児玉 雄介 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 埼玉県 8:05:26
14 1022 藤木 新也 ﾌｼﾞｷ ｼﾝﾔ 東京都 8:08:06
15 1021 本宮 祐樹 ﾓﾄﾐﾔ ﾕｳｷ 埼玉県 8:19:09
16 1169 高野 伸一 ﾀｶﾉ ｼﾝｲﾁ 長野県 8:32:28
17 1001 板垣 辰矢 ｲﾀｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 静岡県 8:33:47
18 1172 坪井 隆樹 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｷ 東京都 8:37:04
19 1054 山崎 正之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 東京都 8:43:17
20 1046 菅原 健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 東京都 8:46:30
21 1050 岩瀬 光正 ｲﾜｾ ﾐﾂﾏｻ 東京都 8:49:23
22 1106 高木 大 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 愛知県 8:50:51
23 1028 加藤 康男 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 愛知県 8:51:10
24 1019 長池 宏史 ﾅｶﾞｲｹ ﾋﾛｼ 宮城県 8:53:09
25 1041 石井 寛 ｲｼｲ ﾕﾀｶ 兵庫県 8:54:52
26 1032 中嶋 智史 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 東京都 8:55:29
27 1031 孫田 礼人 ﾏｺﾞﾀ ｱﾔﾄ 東京都 9:06:55
28 1033 新田 太一 ﾆｯﾀ ﾀｲﾁ 東京都 9:09:08
29 1044 成島 康則 ﾅﾙｼﾏ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 9:10:58
30 1170 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 9:11:45
31 1175 綿貫 初 ﾜﾀﾇｷ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 9:12:40
32 1045 池谷 桂一 ｲｹﾔ ｹｲｲﾁ 東京都 9:15:46
33 1036 淺野 寿利 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾄｼ 静岡県 9:16:21
34 1062 川野 雅博 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 9:17:36
35 1037 南 良典 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾉﾘ 東京都 9:22:44
36 1067 月岡 崇 ﾂｷｵｶ ﾀｶｼ 東京都 9:31:53
37 1047 根岸 浩 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｼ 埼玉県 9:33:11
38 1174 西尾 将貴 ﾆｼｵ ﾏｻﾀｶ 大阪府 9:35:32
39 1089 山田 貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 9:36:39
40 1124 高津 孝太郎 ﾀｶﾂ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 9:37:45
41 1052 坂田 直哉 ｻｶﾀ ﾅｵﾔ 静岡県 9:38:09
42 1079 伊藤 卓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 大阪府 9:40:31
43 1090 粕川 洋司 ｶｽｶﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 9:41:53
44 1043 島津 亨 ｼﾏﾂﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 9:42:11
45 1029 川嶌 正 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 東京都 9:42:54
46 1080 石田 直也 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉県 9:45:25
47 1070 北川 祐作 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ 東京都 9:46:10
48 1171 中塚 武史 ﾅｶﾂｶ ﾀｹｼ 神奈川県 9:46:30
49 1053 坂井 岳夫 ｻｶｲ ﾀｹｵ 大阪府 9:47:45
50 1123 稲葉 仁志 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ 北海道 9:50:23
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51 1173 中島 三智 ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾄﾓ 愛知県 9:53:19
52 1056 中駄 信一 ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 9:56:49
53 1039 佐藤 大紀 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 東京都 9:56:58
54 1104 鈴木 秀男 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 9:59:15
55 1084 田中 寛晃 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 千葉県 10:07:24
56 1150 新名 亮太 ｼﾝﾐｮｳ ﾘｮｳﾀ 東京都 10:16:14
57 1121 野田 大介 ﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県 10:17:35
58 1058 加藤 敏博 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 東京都 10:18:01
59 1035 越智 利国 ｵﾁ ﾄｼｸﾆ 東京都 10:20:04
60 1088 山本 雅英 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 10:21:19
61 1094 大野 俊一 ｵｵﾉ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 10:25:07
62 1086 岩崎 正幸 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 山口県 10:25:14
63 1068 沼田 英之 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 10:25:44
64 1085 中村 暢秀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 10:26:52
65 1148 小森 貴洋 ｺﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 東京都 10:27:34
66 1119 金子 至 ｶﾈｺ ｲﾀﾙ 埼玉県 10:29:22
67 1078 福井 正洋 ﾌｸｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都 10:32:52
68 1128 古田 光寛 ﾌﾙﾀ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 10:33:18
69 1127 助川 智之 ｽｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 10:33:59
70 1038 島田 佐智夫 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｵ 東京都 10:35:23
71 1072 田中 健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 10:36:58
72 1132 江波戸 康志 ｴﾊﾞﾄ ﾔｽｼ 神奈川県 10:37:24
73 1040 三河 賢文 ﾐｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 千葉県 10:39:51
74 1091 前田 利家 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲｴ 茨城県 10:40:11
75 1071 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 北海道 10:41:04
76 1141 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 10:41:33
77 1065 松本 直久 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋｻ 東京都 10:43:49
78 1122 木村 潔 ｷﾑﾗ ｷﾖｼ 東京都 10:45:16
79 1066 藤原 一清 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷﾖ 千葉県 10:45:48
80 1049 長島 良介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 東京都 10:46:39
81 1113 青木 孝弘 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 10:47:46
82 1176 犬島 顕治 ｲﾇｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 10:50:11
83 1023 大久保 貴之 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 10:53:08
84 1126 新藤 義武 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ 東京都 10:54:09
85 1042 相馬 正樹 ｿｳﾏ ﾏｻｷ 宮城県 11:02:36
86 1060 野波 宏安 ﾉﾅﾐ ﾋﾛﾔｽ 東京都 11:11:45
87 1064 渡邉 恭司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ 東京都 11:12:30
88 1118 伊藤 公博 ｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ 東京都 11:12:41
89 1061 中村 和宏 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 11:15:19
90 1115 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 11:22:06
91 1055 石井 貴 ｲｼｲ ﾀｶｼ 千葉県 11:25:00
92 1083 大西 健司 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ 東京都 11:28:13
93 1111 田中 諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 東京都 11:28:17
94 1102 石川 久孝 ｲｼｶﾜ ﾋｻﾀｶ 東京都 11:29:04
95 1137 呉 尚哲 ｺﾞｳ ﾅｵｱｷ 東京都 11:32:06
96 1107 遠藤 正行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 山梨県 11:35:44
97 1129 大石 晃久 ｵｵｲｼ ｱｷﾋｻ 東京都 11:42:44
98 1057 松元 ごうすけ ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 東京都 11:49:00
99 1077 原 康行 ﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 東京都 11:49:03

100 1109 黒澤 清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 埼玉県 11:49:52
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101 1131 鈴木 徹平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 11:50:01
102 1125 和田 徹 ﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ 埼玉県 11:55:55
103 1076 谷 昌一 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 11:55:59
104 1093 原田 智紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 11:59:07
105 1144 緑川 淳一 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 12:09:33
106 1103 春山 英輝 ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 12:11:31
107 1095 早坂 篤 ﾊﾔｻｶ ｱﾂｼ 宮城県 12:15:40
108 1134 澤田 民 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾐ 神奈川県 12:15:48
109 1178 林 亮太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 12:21:47
110 1099 猪倉 歩 ｲｸﾗ ｱﾕﾑ 神奈川県 12:22:30
111 1105 根本 高臣 ﾈﾓﾄ ﾀｶｵﾐ 神奈川県 12:24:43
112 1081 小井関 成司 ｺｲｾﾞｷ ｾｲｼﾞ 東京都 12:29:28
113 1130 森 宗一郎 ﾓﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 12:32:49
114 1063 梅田 淳 ｳﾒﾀﾞ ｱﾂｼ 京都府 12:33:47
115 1097 福士 正規 ﾌｸｼ ﾏｻｷ 東京都 12:35:56
116 1073 高橋 竜哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 神奈川県 12:39:38
117 1158 上原 宏 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 12:41:18
118 1146 乗田 勇気 ﾉﾘﾀ ﾕｳｷ 青森県 12:42:35
119 1143 水野 俊彦 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ 愛知県 12:43:08
120 1155 津幡 正樹 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 北海道 12:45:06
121 1017 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 埼玉県 12:55:47
122 1112 廣内 慎一 ﾋﾛｳﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 13:03:37
123 1116 井島 守 ｲｼﾞﾏ ﾏﾓﾙ 東京都 13:03:58
124 1162 鈴木 清訓 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾉﾘ 埼玉県 13:05:47
125 1145 渡辺 高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 13:07:05
126 1161 古川 裕士 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 兵庫県 13:13:08
127 1138 堅木 保志 ｶﾀｷﾞ ﾔｽｼ 大阪府 13:14:49
128 1160 平井 信行 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 13:18:58
129 1142 佐藤 隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 栃木県 13:21:33
130 1101 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 13:27:06
131 1152 川澄 正明 ｶﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ 岡山県 13:31:59
132 1153 天野 充 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾙ 東京都 13:32:24
133 1135 山本 光男 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｵ 兵庫県 13:35:53
134 1159 茅野 英治 ｶﾔﾉ ｴｲｼﾞ 千葉県 13:40:37
135 1149 小林 幸司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都 13:45:34
136 1069 鶴岡 慶宣 ﾂﾙｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 13:54:05
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