
10k 20k 30k 40k 50k

100m

300m

500m

700m

900m

く
ぬ
ぎ
村
体
験
交
流
館410

堂
平ｷｬﾝﾌﾟ

場855

ぶ
な
峠780

黒
山
三
滝250

横
吹
峠234

傘
杉
峠560

関
八
州770

高
篠
峠

カ
バ
岳890

新
柵
山490

宿
交
差
点

白
石
峠

大
野
峠855

慈
光
寺355

大
築
山466

大
楠250

く
ぬ
ぎ
村410

大
楠250

30Kｺﾞｰﾙ

第7回

50 km & 30 km

2018年7月8日（日）

主 催：

協 賛：

後 援： ときがわ町教育委員会 越生町教育委員会
ときがわ町観光協会



大　会　案　内
●　大 会 名：第７回トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km
●　開 催 日：2018 年 7月 8日 ( 日 )　雨天決行
●　主　  催：
　　　　　　  〒350-0806 埼玉県川越市天沼新田 189-10 ソレイユ 1-101
　　    　　　   実行委員：太田實 ( 委員長 )、東條一矢、白石達也、菅原強、古山孝子、星野秀樹
●　協　  力：とことこ会、日本医療科学大学ボランティアサークル、荒井木工所（順不同）
●　協　  賛： ALTRA、RaidLight Japan、LEDLENSER、 Ｈ＋Ｂライフサイエンス、亀井商店、ワークマン、ミナト製薬、
 　　  ニューサンピア埼玉おごせ、ゆうパークおごせ
●　後　  援：越生町、越生町教育委員会、ときがわ町、ときがわ町教育委員会、ときがわ町観光協会
●　種      目：(Ａ) ロング 50ｋｍ：女子 18 ～ 44 歳、45 歳以上、男子 18 ～ 39 歳、40 歳代、50 歳代、60 歳以上
                           (Ｂ) ミドル 30ｋｍ：女子 18 ～ 44 歳、45 歳以上、男子 18 ～ 39 歳、40 歳代、50 歳代、60 歳以上
●　受付、大会会場：ニューサンピア埼玉おごせ 　埼玉県入間郡越生町古池 700
●　受付時間、開会式、スタート、ゴール：

7月 7日 (土 ) 7月 8日 (日 )

種　目 前日受付 当日受付 開会式 スタート ゴール 制限時間
(A)ロング 50km 6:00 - 7:10 7:15 7:30 18:30 11時間
(B)ミドル 30km 18:00- 19:00

7:00 - 8:10 8:15 8:30 16:30 8時間

距離 km オフロード
距離 km オフロード率 累積高低差m コース概要

(A)Long
50km 49.5 30.0 60.6% 2,795

(B)Middle
30km 30.3 14.6 48.3% 1,505

ニューサンピア埼玉おごせ～上谷 ( かみやつ ) 農村公園～横吹峠～黒山
三滝～傘杉峠～花立松ノ峠～関八州見晴台 (771ｍ) ～ぶな峠～くぬぎむ
ら体験交流館～大築山 ( おおつくやま )(466ｍ) ～上谷の大楠～ニューサ
ンピア埼玉おごせ

ニューサンピア埼玉おごせ～上谷 ( かみやつ ) 農村公園～横吹峠～黒山
三滝～傘杉峠～花立松ノ峠～関八州見晴台 (771ｍ) ～ぶな峠～刈場坂峠
～大野峠～堂平山 (875ｍ) ～慈光寺～萩日吉神社～新柵山 ( あらざくや
ま ) ～くぬぎむら体験交流館～大築山 ( おおつくやま ) (466ｍ) ～上谷の
大楠～ニューサンピア埼玉おごせ

●　コース：

※コース上に誘導員はいません。自己責任でレースに参加してください。      
※コース案内板は要所に設置してありますが、見落とすとコースアウトしますので気を付けてください。    

●　エイドおよび関門：

Aid（給水場）
距離

50km
関門

START 7:30 -ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ埼玉おごせ
①傘杉峠 11.4 8:40 - 11:30 10:00

②ぶな峠 16.4 11:00

③大野峠 21.0 12:00

④堂平キャンプ場 25.5 13:10
⑤慈光寺 31.0 14:30

⑥くぬぎ村体験交流館 38.8 16:10

⑦大楠前 45.5 17:40

ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ埼玉おごせ 49.5 18:30

エイドでのドリンク・軽食は設営時間内に提供します。

30km

19.6

26.3

30.3

ｴｲﾄﾞ設営時間
50km 30km 50km 30km

9:10 - 12:50

10:20 - 16:10
11:00 - 17:40

11:40 - 18:30

8:30

9:40 - 12:00

10:10 - 13:10

10:40 - 14:30

-
11:30

12:50

-

-
-

13:40

15:30

16:30

-

-
-

-

-
-

※関門時間以降に到着した場合、関門時間後 10 分以内にリスタートしない場合はレース終了となります。   
※スイーパー、エイドスタッフの指示に従ってください。     
※回収車の用意はありません。自力でゴール地点まで戻ってください。     

●　参 加 賞：ドライマックス靴下 ( 受付の際にサイズを伝えてください。モデル／色は指定できません )
      サイズ cm　S(22.0~24.0)　M(24.5~26.5)　L(27~28.5)

　　　　　　  当日入浴券 ( ニューサンピア埼玉おごせ、ゆうパークおごせいずれかで入浴できます。)
●　参加人数：(A) ロング 50ｋｍ：401 名、(B) ミドル 30ｋｍ：459 名
●　表　　彰：各種目１位～３位 ( 表彰状・副賞を必ず当日中にお受け取りください )
　　　　　　  完走者抽選会あり
●　荷物預り：ニューサンピア埼玉おごせ・体育館 ( 貴重品除く )
●　完走記録証：制限時間内完走者にゴール地点でリストバンドと交換で発行いたします。当日中にお受け取りください。
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●　記 録 集 ：希望者に有料（200 円）にて後日郵送します。なお、記録はサイトにアップします。
●　 ITRAﾎﾟｲﾝﾄ：ロング 50km(3pt）ミドル 30km(1pt) を予定
　　　　　　  悪天候等により距離が短縮された場合、ﾎﾟｲﾝﾄ数が少なくなる場合があります。
●　ア ク セ ス：

電車：東武越生線・ＪＲ八高線越生駅前から無料の送迎バス
 6:00 ～ 9:00 越生駅～大会会場間ピストン運行、所要時間約 15 分
自動車：関越道・鶴ヶ島 IC から約 20 分・東松山 IC から約 25 分
 駐車場申込者は同封した駐車券を外から見えるようにフロントに置いてください
 　　●　ゴ ー ル 後入浴施設：参加賞の入浴券で利用出来ます

         ニューサンピア埼玉おごせ・ゆうパークおごせ２ヵ所のいずれか。    
●　ゴール後送迎 ：無料送迎バス　ニューサンピア埼玉おごせ～越生駅間 12:00~20:00 ＊運行間隔は当日確認ください
   　　　　ゆうパークおごせ～越生駅間 ＊バス運行時間は当日確認ください
●　宿泊施設 ：宿泊は各自で施設あてに大会参加の旨を告げ申込んでください。下記優待料金が適用されます。
     （１）ニューサンピア埼玉おごせ （駐車場有）http://www.sunpiasaitama.com/      

 〒350-0401 埼玉県入間郡越生町古池 700（電話 049-292-6111）     
 男女別相部屋素泊まり 3,000 円（6畳部屋 3名基準）注）朝食の用意はありません。    
 1 ～ 2 名は別料金。敷地内でのテント泊、車中泊は厳禁。      
（２） ゆうパークおごせ（駐車場有）http://youpark.jp/      
 〒350-0415 埼玉県入間郡越生町上野 3083-1（電話 049-292-7889）     
 仮眠室、朝食付 3,300 円 敷地内でのテント泊、車中泊は可能 ( 有料 )、必ずフロントに大会参加者である事
 を告げ送迎バス乗車券を受け取ってください。      
 他にパオ・ログハウス・テントサイトがあります。（グループ参加の方にお勧め）    
 ※大会早朝スタート地点まで、バス乗車券をお持ちの方は送迎バスを利用出来ます。    
（３） そば処 よしひろ ( 駐車場有 ) ( 電話 049-292-3131) 越生駅から徒歩 5分     
 〒350-0416 埼玉県入間郡越生町越生 737 男女別相部屋、1泊素泊まり 3,500 円     
 スタート地点には越生駅からの送迎バスを利用してください。      

注　意　事　項
●  ナンバーカード（大会受付時配付）：1枚
 協賛社からの協力によりリーズナブルな大会参加費となっています。折りたたまずに胸面に着用願います。
●  計 測：
 チップが内包されたリストバンドをお渡しします。各エイドに設置している計測器にタッチして通過記録をとります。
 レース中落とさないように気をつけてください。( 紛失費用は 1,000 円 )
●  コース誘導：
 本レースのコース上には誘導員はいません。配付した地図を事前に精読してください。
 レース中はビニール袋等に入れコースを確認しながら、矢印､案内板等の指示に従い慎重に走行してください。
●  大会中のマナー：

●  リタイヤ：
 (1) リタイヤする場合、直近のエイドまで行き大会本部、もしくはスタッフに連絡し（携帯電話が通じる所は限られています）、
       必ずリストバンドをスタッフにお戻しください。リストバンドの紛失費用は 1,000 円です。
 (2) リタイヤ後は自力でゴール地点に戻ってください。回収車は用意されていません。エスケープのバス時刻表は、地図に記載して い 
       ます。越生駅～ニューサンピア埼玉おごせ間は、送迎バスを利用できます。

(1) 一般道路では交通ルールを守りましょう。(2) 一般登山客が優先です。迷惑がかからないように走行しましょう。出会ったときは忘
れず挨拶し、ハイカーを追い越すとき、すれ違う際には、早めに声をかけて十分に減速してください。(3) 山道から一般道に出る時は車
に十分に注意しましょう。(4) ゴミのポイ捨ては厳禁です。必ず持ち帰りましょう。(5) トイレを利用しましょう。環境へ配慮しトイレ
はできるだけ所定の場所で済ませてください。携帯トイレなども活用しましょう。(6) 応援する際の場所や駐車にも留意お願いいたし
ます。(7) 山道はハイカー用に整備されています。木の階段などは傷みやすいので壊さないよう気を付けてください。(8) 裸地化防止や
植物の保護のためトレイルを外さない。また、危険でない限り木段（丸太などで作られた木の階段）の脇の部分は通らないよう にしま
しょう。脇道から土砂が流出し木段が崩壊します。(8) 動植物を大切に。埼玉の里山にも絶滅危惧植物が多数あります。これらを保護す
るためにもトレイルを外して走らないようにしてください。(9) 本大会は里山をコースとしています。民家の近くを通りますので、大
声で話したり、又熊鈴の鳴らしぱなしは控えましょう。(10) マナーを守ってトレイルラン大会の継続開催にご協力をお願いします。守
れない人は次回からの大会参加をお断りする事もあります。(11) 会場のニューサンピア埼玉おごせは一般のホテルです。他のお客様の
迷惑にならないようご配慮ください。
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 (3) お預かりした荷物は、必ず当日中にお引取り願います。
●  緊急事態発生時 :
 近くのスタッフ・大会本部に連絡してください。なお医師資格をお持ちのランナーでレース中の傷病者の救護対応にご協力を頂ける方 
 は、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
●  熱中症・雨・寒さ対策など :
 ※ こまめに水分を補給してください。１リットル以上のドリンクを用意してください。
 ※ 雨天時には、低山とはいえ平地よりかなり低温となります。急な冷えに対する準備もしてください。
 ※ 山の中は滑りやすく転倒・捻挫の危険性があります。靴底の溝がしっかりとしたシューズで臨んでください。
 ※ 虫刺され、ダニなどの予防に肌の露出はできるだけ控えてください。
●  マラソン保険：
 本大会では、参加者が参加中に被ったケガや特定疾病に対して主催者が補償規程に基づき費用を負担した場合に保険金をお支払する
 マラソン保険（エース損害保険㈱Ａ方式・マラソン）に加入しています。 ( 死亡・後遺障害 200 万円、入院日額 3,000 円、通院日額 2,000 円） 
 マラソン保険の詳しい内容は、「マラソン保険 Chubb」で検索してください。
 レース中の不慮の事故に対して、保険で支払われる範囲内で対処します。それ以外のことは参加者の責任となります。
 （大会直前 12 ヶ月以内に医師の治療を受け、または治療の為に医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある疾病による身 
 体障害は、補償されません。）
●  一次救命措置 :
 傷病者を見つけたら、(1) 周囲の状況を把握し、二次災害の危険性がない事を判断。(2) 傷病者の観察～意識が無い場合は協力者を求め、 
 近くのスタッフまたは大会本部にすぐに連絡をして、発見場所、傷病者の性別、ゼッケン番号、状況などを説明。(3) 大会スタッフと 
 AED の手配を依頼、電話にて救急搬送の指示があれば 119 番通報と通信司令員に指示を仰ぐ。(4) 普段どおりの〈呼吸〉が無い場合、
 迷ったらすぐに心肺蘇生を開始（胸骨圧迫）強く（５cm以上を意識 6cm未満）、早く（100 ～ 120 回／分）、戻して（圧を解除する）、
 絶え間なく（１０秒以上中断しない）～人工呼吸が出来るなら圧迫：人工呼吸＝30：2～気道確保～人工呼吸（軽く胸が上がる程度）
 2 回を AEDが到着するまで続行。ただし、口より嘔吐や出血等があり、２次感染の恐れがある場合は、無理に人工呼吸はせずに、胸骨 
 圧迫を絶え間なく続行する。(5) AED 到着～ AEDの音声メッセージの指示に従い装着～心電図解析～電気ショック～胸骨圧迫 30 回～ 
 気道確保～人工呼吸２回を必要ならば続行。(6) 救急隊が到着したら引き継ぐ。
●  コース上のトイレ：
 (A) ロング 50km：1.9km上谷農村公園 /3.2km自然休養センター /9.0km全洞院 /9.2km黒山三滝入口 /16.4kmぶな峠（仮設）/18.5km 
 　 刈場坂峠 /21.0km大野峠（仮設）/25.5km堂平キャンプ場 /31.0km慈光寺 /33.7km萩日吉神社 /38.8kmくぬぎ村体験交流館 /
 　45.6km大楠下
 (B) ミドル 30km：1.9km上谷農村公園 /3.2km自然休養センター /9.0km全洞院 /9.2km黒山三滝入口 /16.4kmぶな峠（仮設）/
 　19.6km くぬぎ村体験交流館 /26.3km大楠下
●  緊急時・リタイヤ時の連絡先：
 大会本部：090-1468-3311、080-3511-3594
●  持ち物リスト :
 ※必携品：小銭 ( リタイヤ時バス代など )、携帯食、ドリンク ( 対熱中症 )１リットル以上、マイカップ、大会コース地図、
 　携帯電話 ( 緊急連絡用 , 大会本部連絡先を事前に登録の事 )
 ※携行推奨品：雨具、帽子、手袋、健康保険証、長袖シャツ、長ズボン ( タイツ )、インセクトリムーバー、ライト
●  その他：本項にない事項が発生した場合は、主催者の判断によって決定し、処理するものとします。

メッセージ

NPO法人小江戸大江戸トレニックワールドからのご挨拶

 
 大会事務局：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド内トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km実行委員会
　　　　　〒350-0806　埼玉県川越市天沼新田 189-10　ソレイユ 1-101 号室
　　　　　TEL：                 090-1468-3311    
　　　　　HP：                  http://trainic-world.org/
　　　　　facebook：     https://www.facebook.com/trainicworld/
　　　　　MAIL：             info@trainic-world.org
 ＊トレニック（trainic）とは ハイキングコース・山道（trail）を楽しく駆けまわる (picnic) ことを意味する造語です。

　おごせ・ときがわの里山トレニックへようこそいらっしゃいました。夏の低山は気温も高く風が抜けないと熱中症が懸念され、梅雨の雨が続けば特有の
霧が発生しコースアウトや低体温症の心配があります。” 暑くても寒くてもこれがレースだ” そんな自然の変化に負けないで日頃から鍛えたトレイルの走
りを満喫し楽しんでください。
　里山には地元の方や毎週のように山歩きを楽しんでいるハイカーや登山者も大勢いらっしゃいます。山で出会ったら挨拶、声掛けはマナーです、我々ラ
ンナーが山を走れるのはそんな先人達の作った山道があるからです。感謝の気持ちでこの里山を共存していきたいと思います。皆様の自覚とご協力をお願
い致します。
　皆様が無事に完走でき、笑顔でゴールのニューサンピアに戻られるようにスタッフ一同お待ちしています。

当法人主催の大会参加者の皆さまから、run by 10 による〈被災地支援金〉をお預かりしています。
引き続き、被災地を支援する団体に活動資金として寄贈してまいります。
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30km	⼥⼦	18〜44歳 30km	男⼦	18〜39歳
No. ⽒	 名 都道府県 所	 属 No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
M001 ⻘⽊	恵美 東京都 富⼠完 M201 ⻘⽊	健次 東京都
M002 池神	悠希 東京都 M202 ⻘⽊	拓⼈ 茨城県 テックプランニング
M003 ⽯⽥	万理 埼⽟県 いとらん M203 ⾚⽻	伴内 埼⽟県 ちーむまぽみこ
M004 乾	瑞紗 埼⽟県 M204 阿部	雄太 埼⽟県 モリトラ駅伝部
M005 榎本	道代 埼⽟県 M205 安保	和弘 岡⼭県 たけむら接⾻鍼灸院
M006 ⼤野	由美⼦ 埼⽟県 M206 新井	慎吾 埼⽟県
M007 岡野	育恵 埼⽟県 M207 飯塚	祐基 茨城県
M008 ⾹川	珠恵 東京都 M208 池畑	拓哉 埼⽟県 株式会社イノメディックス
M009 ⽚⼭	千夏 東京都 M209 ⽯川	聡⼀ 埼⽟県 川越市消防団
M010 後藤	貴⼦ 東京都 M210 ⽯原	雅⽂ 群⾺県 レオパレス２１
M011 齋藤	史⾹ 東京都 M211 板⾕越	章 埼⽟県
M012 髙⽊	恵美 東京都 M212 伊藤	聡⻑ 千葉県
M013 ⾼野	さやか 茨城県 M213 植村	修⼀ 東京都
M014 滝澤	美⾹ 東京都 M214 内⽥	寛昭 東京都 フランスベッド
M015 冨澤	いずみ 埼⽟県 M215 ⼤倉	健史 千葉県
M016 奈須	⺠恵 埼⽟県 M216 ⼤⾼	拓也 埼⽟県
M017 南場	友⼦ 埼⽟県 はまだ内科クリニック M217 ⻑⽥	裕貴 茨城県
M018 萩野	美恵⼦ 埼⽟県 M218 ⼩⽥	泰広 神奈川県 孤独のランナー

M219 尾根⽥	智志 埼⽟県
30km	⼥⼦	45歳以上 M220 ⼩野	了平 東京都 ＪＳＴ
No. ⽒	 名 都道府県 所	 属 M221 ⾙瀬	淳 新潟県
M101 ⽯川	美樹 神奈川県 ⾝の程知らズ M222 梶原	翔 神奈川県
M102 ⽯川	ゆかり 埼⽟県 埼⽟おごせ⽯川眼科 M223 ⾦井	治⼈ 東京都 たまらん
M103 稲垣	恵美⼦ 東京都 元気軍ソロ M224 ⾦⼦	芳彦 埼⽟県
M104 上杉	裕⼦ 静岡県 M225 狩野	亮太 栃⽊県
M105 植村	希 東京都 M226 川⼝	良太 埼⽟県 別所沼ＳＲＣ
M106 ⼤内	義⼦ 埼⽟県 かぐや M227 川畑	浩⼤ 東京都 ＦｕｎＴｒａｉｌｓ
M107 ⼤野	康⼦ 埼⽟県 バンバン M228 菅野	直⼈ 神奈川県
M108 ⼩俣	由佳 東京都 仏果スカイＣ M229 菊地	暁 栃⽊県
M109 ⻲島	昌⼦ 東京都 M230 北島	陽介 静岡県 アラジントレラン部
M110 萓島	光代 埼⽟県 M231 ⽊下	淳 東京都
M111 倉持	晶⼦ 神奈川県 M232 ⽊森	寛 埼⽟県 ＩＧＳＲＴ
M112 笹川	理⾹ 東京都 M233 ⼩杉	直樹 埼⽟県 ⼀⼒
M113 佐藤	千佳⼦ 埼⽟県 M234 ⼩林	⻯ 東京都
M114 塩澤	洋⼦ 神奈川県 M235 ⼩茂⽥	⽂⼈ 埼⽟県 びあふっと
M115 篠原	幸代 東京都 M236 榊原	守智 東京都 東京都
M116 鈴⽊	恵⾥⼦ 埼⽟県 トリッパーズ M237 坂⽥	俊⾏ 埼⽟県 越⽣体協
M117 須⽥	美紀 東京都 M238 坂本	⼤気 埼⽟県
M118 砂押	恵⼦ 東京都 ウルトラポーズ M239 佐々⽊	実 東京都 ネットマケ
M119 関	智⼦ 埼⽟県 M240 佐⾕	尚紀 東京都 ⿃獣戯画
M120 ⾕	朋⼦ 埼⽟県 樂⾛ M241 佐藤	和志 埼⽟県
M121 ⽥⾕	きよの 千葉県 M242 篠⽥	公⼀ 埼⽟県
M122 外崎	由美⼦ 埼⽟県 Ｂｕｃｋｙʼｓ
M123 外⼭	裕美⼦ 秋⽥県 30km	男⼦	18〜39歳
M124 蜂⾕	典⼦ 東京都 No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
M125 原	真理 埼⽟県 M243 四⼾	佑輔 千葉県
M126 原	理佐 東京都 M244 柴崎	光郎 埼⽟県
M127 平⽥	晶⼦ 群⾺県 群⾺県富岡市 M245 下⽥	哲史 東京都 や
M128 平⽥	京⼦ 埼⽟県 リスペクト M246 鈴⽊	智久 埼⽟県
M129 堀江	ゆかり 千葉県 M247 関根	優介 埼⽟県
M130 正藤	可織 東京都 M248 ⾼橋	保敬 静岡県 磐南中央病院
M131 松原	朱⾒ 東京都 M249 滝本	顕悟 東京都 みにまむでぶ
M132 宮阪	洋⼦ 埼⽟県 M250 ⽵藪	岳志 東京都 あずさ監査法⼈
M133 宮本	久美⼦ 群⾺県 M251 ⽥島	克章 埼⽟県
M134 村上	恵 神奈川県 宿河原４ M252 ⽥島	胡輝 埼⽟県
M135 村⼭	郁⼦ 埼⽟県 M253 ⽥中	滉 栃⽊県
M136 森	千代⼦ 埼⽟県 M254 ⽥中	弘樹 埼⽟県 ＳＣＲ
M137 森	美⾹ 神奈川県 M255 ⽟置	将法 東京都 さいたま市陸協
M138 ⼭岡	利恵⼦ 千葉県 M256 丹治	翔太 東京都
M139 ⼭本	栄⼦ 東京都 スマートエナジーＲＣ M257 千葉	勝敏 埼⽟県 ＳＣＲ
M140 吉⽥	佳代⼦ 東京都 美酒ラン M258 千葉	信也 神奈川県 チームＨ

M259 堤	聡 神奈川県
M260 冨沢	⼤介 千葉県 パパよし
M261 冨⽥	⼤介 神奈川県

参	加	者	名	簿
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M262 ⼟⾨	さとし 神奈川県 M331 梅原	好信 埼⽟県
M263 豊⽥	真⼰ 神奈川県 Ｇｕｎｍｅｎ M332 浦	⼀弘 埼⽟県 城北クラブ
M264 中島	幸弘 神奈川県 M333 遠藤	元寛 神奈川県
M265 中舘	恒夫 茨城県 M334 ⼤神⽥	和志 東京都 いのぶた会
M266 中⻄	正也 東京都 M335 ⼤河内	優 埼⽟県 アサヒヤクリーニング
M267 中野	雄基 神奈川県 M336 ⼤寺	賢治 東京都
M268 中村	和広 東京都 M337 ⼤⽮	貴之 埼⽟県
M269 奈良	直彦 東京都 朝乱倶楽部 M338 岡本	広幸 東京都
M270 成塚	拓真 東京都 M339 奥⼭	貴裕 東京都
M271 南場	勇司 埼⽟県 清⽔精⾁店 M340 尾崎	⼤吾 埼⽟県 ＳＣＲ
M272 新居	悠輝 埼⽟県 M341 尾花	拓也 東京都
M273 ⻄⾸	⼤輔 千葉県 M342 加藤	賢 東京都
M274 新坂	新 埼⽟県 M343 加藤	実 東京都
M275 橋本	祥希 埼⽟県 M344 ⾦久保	健⼀ 千葉県
M276 畠	翔平 神奈川県 M345 ⻲⽥	賢 東京都
M277 畠⼭	⼤志 神奈川県 M346 菊地	淳⼀郎 東京都
M278 平⽥	哲⼤ 東京都 M347 菊地	正治 埼⽟県 ハトスズ
M279 福澤	史郎 東京都 M348 菊地	晋悟 群⾺県
M280 福島	賢吾 埼⽟県 M349 岸	博之 埼⽟県 ＭＹ ＳＴＡＲ
M281 福⽥	直⼈ 埼⽟県 楽しく遊部 M350 ⽊村	裕之 埼⽟県
M282 藤⽥	善隆 埼⽟県 M351 ⽊村	幸浩 東京都
M283 古⽊	陽介 埼⽟県 M352 九⾥	雅史 神奈川県
M284 前迫	祐司 千葉県 パパよし M353 久保村	隆 埼⽟県
M285 町屋	圭祐 東京都 劇団昴 M354 倉持	純⼀ 茨城県 辻仲つくば
M286 松本	充 埼⽟県 M355 ⿊澤	剛 埼⽟県
M287 ⽔⾕	祐治 埼⽟県 Ｇｒｅｅｎʼｓ M356 剱持	泰⽣ 埼⽟県 カナガワＲＣ
M288 ⽔間	洋則 神奈川県 コー・ランナーズ M357 ⼩池	⼀成 群⾺県
M289 宮川	毅也 埼⽟県 M358 ⼩池	崇史 埼⽟県
M290 室井	祐介 東京都 M359 ⼩嶋	英夫 東京都
M291 百瀬	優 東京都 パトスラグビークラブ M360 ⼩林	和弥 東京都
M292 安⽥	祥宏 栃⽊県 北宇都宮陸上部 M361 ⼩林	⽂和 埼⽟県
M293 柳岡	覚 埼⽟県 M362 ⼩林	真⽐古 東京都 クオラス
M294 ⼭﨑	⼤輔 東京都 M363 ⼩林	泰之 茨城県
M295 ⼭崎	晴雄 埼⽟県 しんあいＲＣ M364 ⼩松	彦太郎 神奈川県
M296 ⼭本	⼩次郎 東京都 M365 ⼩宮	慶太 埼⽟県

M366 今野	学 ⼭形県
30km	男⼦	40代 M367 ⻫藤	和幸 東京都 ＴＲＡＣＫ ＴＯＫＹＯ
No. ⽒	 名 都道府県 所	 属 M368 坂本	和⺒ 東京都
M301 ⻘柳	圭介 東京都 M369 佐藤	俊博 埼⽟県 東⼊間医駅伝部
M302 秋元	⼤輔 埼⽟県 M370 佐藤	智也 埼⽟県
M303 秋和	哲也 埼⽟県 ＡＷＡＹＳ M371 佐藤	永弘 東京都
M304 ⿇上	昌隆 東京都 M372 佐藤	泰弘 新潟県
M305 淺野	裕明 埼⽟県 M373 佐野	泰弘 東京都
M306 天野	昭憲 東京都 ⽇鉄住⾦物産 M374 佐野	裕隆 埼⽟県
M307 新井	晃 東京都 M375 汐待	公⼆朗 東京都
M308 安藤	健史 ⼭形県 M376 渋⾕	俊樹 神奈川県 グリーンズ
M309 伊倉	洋⾏ 埼⽟県 M377 清⽔	太郎 東京都 たろう
M310 池⽥	篤 千葉県 朝の会 M378 杉林	隆⽣ 埼⽟県 中外製薬
M311 池⽥	秀次 神奈川県 未来の瞳 M379 鈴⽊	隆史 埼⽟県 ⾼純度化学研究所
M312 池森	英俊 千葉県 パパよし M380 鈴⽊	浩 埼⽟県
M313 ⽯塚	哲⼋ 東京都 M381 関根	雅⼈ 埼⽟県
M314 ⽯塚	政和 群⾺県 M382 早⽥	裕⼀ 埼⽟県 ＲＵＮ塾
M315 ⽯渡⼾	良太 神奈川県 グリーンズ M383 ⾼野	光太郎 埼⽟県
M316 泉	邦和 埼⽟県 M384 ⾼橋	雄⼆ 千葉県
M317 磯⾙	誠 埼⽟県 M385 ⽵内	紀幸 東京都
M318 市川	逸夫 群⾺県 ⿊川陸上協議会 M386 ⽵下	潤⼀ 埼⽟県 埼⽟⼤井ＲＣ
M319 伊東	常⾏ 千葉県 M387 ⽥島	直義 埼⽟県 チビすけチビ⼦
M320 伊藤	英之 神奈川県 ＧＲＥＥＮＳ M388 ⽴澤	伸元 東京都
M321 伊東	裕 東京都 M389 ⾕本	豊 東京都
M322 井上	雅之 東京都 チーム⽩⼭ M390 塚本	隆章 東京都
M323 今崎	孝則 千葉県 M391 遠⼭	男 神奈川県
M324 井村	勝⼀ 東京都 M392 外崎	和浩 埼⽟県 Ｂｕｃｋｙʼｓ
M325 伊与部	博昭 埼⽟県 M393 中川	彰雄 東京都
M326 岩崎	知明 神奈川県 ＴＢＲＣ M394 中⾥	修康 千葉県
M327 岩橋	政 埼⽟県 ＳＴＲＣ M395 中野	勝仁 東京都 講談社ランナーズ
M328 岩村	貴之 千葉県 M396 中野	拓 東京都
M329 上⽥	千秋 神奈川県 M397 中村	澄 埼⽟県 シーアンドエス株式会社
M330 WARHAM	PAUL 東京都 M398 中村	圭介 東京都 カネパッケージ
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M399 中村	雅 東京都 M505 新井	泰博 埼⽟県
M400 仲⼭	範洋 群⾺県 M506 ⽯川	克也 埼⽟県 埼⽟おごせ⽯川眼科
M401 ⻑良	淳司 千葉県 サーチコア M507 ⽯川	浩司 埼⽟県 チームＤＭ
M402 成瀬	雅之 埼⽟県 M508 ⽯川	雅浩 神奈川県
M403 ⻄村	健⼀ 東京都 M509 ⽯原	正樹 東京都 チームカイロス
M404 ⻄村	修⼆ 埼⽟県 M510 伊東	秀樹 埼⽟県 いとらん
M405 ⻄脇	達也 千葉県 M511 今成	剛 埼⽟県
M406 抜井	英藏 埼⽟県 朝霞ＡＣ M512 岩倉	忠弘 埼⽟県
M407 根岸	邦仁 埼⽟県 M513 岩⽥	惠五 神奈川県 逗⼦市陸協
M408 野島	洋平 東京都 M514 植⽊	英雄 栃⽊県 ＨＩＤＥＢＵ
M409 萩野	公之 埼⽟県 萩野家 M515 上杉	浩敏 静岡県
M410 萩原	⻯⼀ 神奈川県 M516 歌代	和正 東京都
M411 橋本	⼤祐 埼⽟県 Ｂｕｃｋｙʼｓ M517 内海	和久 東京都 ＴＲＡＣＫ東京
M412 ⽻⽥	巧 東京都 中⼩企業診断⼠ M518 江野	史⼈ 東京都
M413 畑	裕治 東京都 ＵＲ都市機構 M519 榎本	光⼀郎 東京都
M414 花牟礼	健⼀郎 神奈川県 M520 ⼤⽯	尚史 東京都
M415 林	明良 東京都 M521 岡部	克則 埼⽟県
M416 林	暢英 千葉県 M522 奥薗	雅史 東京都
M417 早瀬	好⼈ 栃⽊県 無所属 M523 奥⽥	義和 ⼤阪府
M418 原	邦朗 東京都 M524 奥⽥	良介 神奈川県 クレール友の会
M419 波羅	仁 東京都 M525 加島	真⼀ 東京都 チームかぴ
M420 原⽥	佳典 東京都 Ｇｒｅｅｎ＇ｓ M526 春⽇	尚義 東京都 ＡＶＡＮＴ
M421 樋⾙	真治 神奈川県 M527 加藤	政義 東京都
M422 廣瀬	俊介 千葉県 ビバチバ M528 川島	⼀良 埼⽟県
M423 樋渡	正伸 東京都 レオパレス２１ M529 川⼾	健 神奈川県
M424 福⽥	正⾂ 埼⽟県 いぶきジョギング部 M530 菊地	正茂 千葉県
M425 藤⽣	直樹 神奈川県 M531 菊池	学 埼⽟県 ブローデンＲＣ
M426 藤咲	克晃 東京都 M532 ⽊下	⼀郎 東京都
M427 藤澤	敦 徳島県 M533 清原	鋭輔 東京都
M428 藤本	太⼀ 東京都 リスクモンスター M534 栗原	淳 埼⽟県
M429 ⾈⽥	隆児 埼⽟県 ユニマット M535 ⿊澤	史明 埼⽟県
M430 細野	保 茨城県 ｓｋｓ⾛友会 M536 ⼩浦	洋⽣ 東京都
M431 堀⼝	豊樹 東京都 M537 ⼩林	義和 埼⽟県
M432 堀越	由忠 埼⽟県 彩湖ラファール M538 ⻫藤	悦郎 埼⽟県 ウルトラスピリッツ
M433 本間	実 茨城県 キヤノンＥＩ M539 ⻫藤	晃⼀ 埼⽟県
M434 正⽊	達也 栃⽊県 M540 ⻫藤	広正 東京都
M435 正藤	秀之 東京都 M541 坂倉	敏夫 愛知県
M436 真島	豊 東京都 M542 佐々⽊	清久 埼⽟県 ＣＹＤＥ
M437 増⽥	佳輔 埼⽟県 うんこ M543 佐間⽥	孝 埼⽟県 チーム⽩⼭
M438 ⽔⾕	敏秀 千葉県 M544 清⽔	憲吾 神奈川県 クラブＲ２
M439 三輪	俊樹 茨城県 M545 ジョン	ファウラー 東京都
M440 武藤	和宏 東京都 M546 ⽩⼟	秀樹 埼⽟県 越⽣七福神
M441 村上	学 千葉県 ポンカン中 M547 鈴⽊	淳 茨城県 ニッポンランナーズ
M442 村上	幹⼈ 東京都 M548 鈴⽊	稔也 東京都
M443 村上	⻯五 埼⽟県 M549 鈴⽊	昇 埼⽟県 チーム岡本
M444 森尻	宗毅 東京都 M550 駿⾕	明宏 東京都 粉飴
M445 ⼋⽊	俊雄 神奈川県 YAGI-TAI？ M551 ⾼野	克⾏ 埼⽟県 Ｒ＆Ｎ
M446 安川	卓弘 東京都 M552 ⾼橋	誠⼀ 埼⽟県 ⽇⽴ＡＭＳ
M447 ⼭岡	誉 埼⽟県 M553 武⽥	貴 神奈川県
M448 ⼭影	智美 岩⼿県 ＭＯＮＴＥＶＩＡ M554 ⽵森	弘 東京都
M449 ⼭崎	仁 埼⽟県 M555 ⽥島	智之 埼⽟県
M450 ⼭崎	良典 埼⽟県 ＡＷＡＹＳ M556 ⽥中	美穂 東京都
M451 ⼭⽥	⼀雄 神奈川県 M557 ⽥辺	修三 埼⽟県 ウルトラスピリッツ
M452 ⼭本	賢⼆ 埼⽟県 東京陸協 M558 ⽥浪	優 東京都 チーム獣⼈
M453 吉村	雅憲 埼⽟県 ５２年会 M559 ⽟澤	淳 福島県
M454 和⽥	英明 東京都 M560 ⾓⽥	智信 神奈川県
M455 渡辺	宣⽂ 東京都 M561 露⼝	雅⼈ 埼⽟県
M456 綿貫	健治 埼⽟県 M562 富⽥	正明 東京都

M563 ⻑澤	康弘 神奈川県
30km	男⼦	50代 M564 中⽥	和義 埼⽟県
No. ⽒	 名 都道府県 所	 属 M565 ⻑嶺	真経 埼⽟県 スマイラーズ
M501 ⻘柳	⼀夫 埼⽟県 ⽩ヤギ M566 中⼭	隆広 東京都 ランニングマン
M502 ⾚⽯	光康 埼⽟県 M567 ⻄	⻯⼀ 東京都
M503 秋元	英智 埼⽟県 M568 ⻄⽅	嘉之 埼⽟県
M504 天⾙	陸 埼⽟県 M569 ⻄村	太⼀ 神奈川県
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M570 ⻄本	泰憲 埼⽟県 ゆうどんまん M727 藤井	光国 東京都 釜ラン
M571 萩原	卓郎 埼⽟県 リスタート M728 藤原	輝男 栃⽊県 栃⽊酔⾛楽団
M572 橋本	裕⼀ 埼⽟県 とおりゃんせ M729 松崎	正次 埼⽟県
M573 橋本	義光 埼⽟県 M730 ⼭崎	哲哉 埼⽟県 鶴ヶ島ＥＲＣ
M574 原	裕⼀ 茨城県 ⽇⽴ビルシステム M731 ⼭⽥	⼀夫 埼⽟県 ⼩川健⼈会
M575 原⽥	洋宏 東京都 ウルトラスピリッツ M732 ⼭⽥	耕三 埼⽟県
M576 ⽇⾼	英⼆ 神奈川県 M733 ⼭本	和男 東京都 スマートエナジーＲＣ
M577 平岩	基 東京都 オゥシナラン会
M578 ⽐留間	真 神奈川県 50km	⼥⼦	18〜44歳
M579 廣⽥	啓介 埼⽟県 ＳＯＭＰＯ剣道部 No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
M580 深村	宣也 神奈川県 ＫＡＪＩＭＡ L001 井原	⾹織 東京都 αキャッツ
M581 福⽥	鉄男 埼⽟県 L002 榎	祥⼦ 東京都
M582 ベラオンド	ペドロ 東京都 L003 ⼩島	沙和⼦ 静岡県 呑みや●⽉よ棚
M583 堀越	修 東京都 L004 佐野	陽菜 埼⽟県 ＧＲＥＥＮ´Ｓ
M584 前澤	武志 埼⽟県 L005 茂⽥	尚⼦ 茨城県 ⽯岡ＴＲＣ
M585 増⽥	浩⼆ 東京都 樂⾛組 L006 ⽵永	聡⼦ 東京都
M586 松本	史朗 神奈川県 L007 野⽥	真⼸ 栃⽊県
M587 松本	太郎 東京都 L008 花輪	泰⼦ 東京都
M588 松本	等 東京都 L009 舩⽊	亜由美 東京都 ＩＤＥＣ
M589 三上	俊宏 栃⽊県 ⼑⽔⽩鴎⼤ＲＣ L010 逸⾒	佳代⼦ 神奈川県 アルファ・キャッツ
M590 三牧	洋介 埼⽟県 チームカイロス L011 ⼭影	亜希⼦ 岩⼿県
M591 宮地	哲⽣ 東京都 L012 吉住	さやか 東京都 伊藤忠商事
M592 宮本	雅彦 東京都 ＩＪＣ
M593 村上	憲⼆ 東京都 とも屋 50km	⼥⼦	45歳以上
M594 村松	義之 埼⽟県 ＡＶＲＣ埼⽟ No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
M595 持⽥	正 東京都 上池袋ＲＣ L101 阿部	すみえ 埼⽟県
M596 森下	巌 埼⽟県 L102 飯⼭	美由紀 東京都 ＧＲＥＥＮＳ
M597 安⽥光司 東京都 粉飴 L103 市村	恵都⼦ 東京都
M598 ⼭⼝	真⼀郎 神奈川県 L104 内はた	真美⼦ 東京都
M599 ⼭⼝	貴史 埼⽟県 ＡＳＴＣ L105 ⼩川	るり⼦ 埼⽟県
M600 ⼭﨑	隆 埼⽟県 L106 奥薗	由紀⼦ 東京都
M601 ⼭⽥	寛 埼⽟県 L107 葛⻄	久⼦ 東京都
M602 ⼭守	剛雄 埼⽟県 L108 ⾨脇	幸⼦ 埼⽟県
M603 吉崎	伸之 東京都 ラン友 L109 久保⽥	敦⼦ 埼⽟県
M604 吉崎	祐⼀ 埼⽟県 ボッシュＭＣ L110 ⼩沼	裕美 茨城県 ⽇⽴⼟浦
M605 渡辺	敦 埼⽟県 ｆｒｕｎ L111 佐藤	美和⼦ 東京都 カオリ
M606 渡邉	積 茨城県 L112 四宮	久美 東京都 ＴＲＡＣＫＴＯＫＹＯ
M607 渡辺	真⼈ 神奈川県 満潮の塩 L113 末⽊	博⼦ 東京都 ＡＳＰＥＮ
M608 渡辺	豊 埼⽟県 L114 関根	今⽇⼦ 埼⽟県 ホシ⼦

L115 成津	杏美 神奈川県
30km	男⼦	60歳以上 L116 ⽥中	さゆり 東京都
No. ⽒	 名 都道府県 所	 属 L117 ⽥中	園⼦ 埼⽟県 さいたま⾛翔
M701 井上	恭男 埼⽟県 ●リスペクト● L118 渡加敷	亜紀 茨城県 ⽯岡ＴＲＣ
M702 上岡	⼀昭 神奈川県 L119 野⼝	千恵 東京都
M703 ⾅井	⼀則 茨城県 ⽯岡公園ＲＣ L120 古屋	有紀 東京都
M704 ⼤塚	弘 埼⽟県 ⼩川健⼈会 L121 ⾺内	友美 東京都 神⽥川を⾛る会
M705 恩⽥	洋治 群⾺県 時間内完⾛ L122 前野	佳奈 東京都 夢宙ＡＣ
M706 柏⽊	由紀夫 千葉県 ティップ蘇我 L123 松本	尚⼦ 埼⽟県
M707 川畑	孝志 茨城県 ⽜久⾛友会 L124 本橋	教⼦ 埼⽟県
M708 ⽊村	邦久 東京都 新宿区ＪＣ L125 森⽥	祥⼦ 埼⽟県
M709 ⽊村	健⼀ ⻘森県 ⽇医ジョガーズ L126 湯本	祥⼦ 埼⽟県 快体健歩ＲＣ
M710 久保⽥	雅美 埼⽟県 東⽇本銀⾏ L127 渡辺	桂 埼⽟県 リスペクト
M711 輿⽔	亮秀 埼⽟県 ⼩⿃キッス
M712 ⼩林	勇 群⾺県 美⼟⾥ＴＲＣ 50km	男⼦	18〜39歳
M713 ⼩峰	清経 埼⽟県 苦愛オクム No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
M714 紺野	充 埼⽟県 L201 相澤	克典 東京都
M715 佐久間	隆 ⼭梨県 ＫＯＧＥＮ L202 新井	稔 群⾺県
M716 関根	由季 埼⽟県 L203 荒川	博雅 東京都
M717 征⽮	三樹 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ L204 安藤	望 東京都
M718 ⾼久	正義 東京都 くにたちＪＣ L205 池⽥	亘 埼⽟県 とんべぇＲＣ
M719 ⽥中	康雄 東京都 キングス L206 ⽯川	秀倫 東京都 ⽇⽣研冒険部
M720 中澤	敏⾏ 東京都 セントラル阿佐⾕ L207 ⽯川	昌也 岩⼿県 七時⾬ＴＲＣ
M721 永安	薫 埼⽟県 L208 ⽯澤	洋 神奈川県
M722 橋本	元三郎 埼⽟県 飯能 L209 伊東	修平 埼⽟県
M723 ⻑⾕川	博⼀ 東京都 ラブ＆ピース L210 今⾥	幸宗 東京都 (^O^)/幸宗さま
M724 原⼝	庄⼆郎 群⾺県 ＳｋｙＲＣ L211 今村	勇太 栃⽊県 宇都宮校陸上部
M725 原嶋	英雄 東京都 L212 上杉	隆寛 東京都 苦愛オクム
M726 深⽥	和夫 埼⽟県 ⼭⾥ランナーズ L213 潮	仁 千葉県
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L214 海野	陽平 茨城県 L282 松岡	正悟 神奈川県
L215 浦川	忠郎 東京都 L283 松岡	良英 神奈川県
L216 ⼤塚	成基 千葉県 L284 松村	優 東京都
L217 ⼤⻄	正志 静岡県 L285 三⽥村	悠平 神奈川県 ダブサバ
L218 ⼩⽊曽	弘幸 東京都 ⽇鉄住⾦物産 L286 皆⽊	康英 埼⽟県 Ｒ２５４
L219 荻原	雄介 神奈川県 L287 ⻨屋	学 埼⽟県 皆野病院
L220 尾崎	弘和 埼⽟県 L288 モッスケダ	マルコ 東京都
L221 ⼩⼭内	涼 埼⽟県 Saitama	City L289 森⽥	光⼀ 東京都
L222 ⼩野	勝太 東京都 L290 森⾕	充雄 栃⽊県
L223 ⾦内	正 埼⽟県 L291 ⽮儀	晋也 千葉県
L224 ⾦⽥	覚 福島県 ふくしまＴＲＣ L292 ⼭岸	直也 東京都
L225 叶	啓⼀郎 埼⽟県 L293 ⼭⽥	直⼈ 東京都 サンモニ
L226 狩野	紀史 群⾺県 ⽩根クリニック L294 芳野	晃陽 埼⽟県 ＡＤＤ
L227 ⽊村	⼀貴 埼⽟県 L295 李	天華 千葉県
L228 倉⽥	丈寛 東京都 L296 梁	孟煦 東京都 峰羚
L229 ⿊澤	和俊 埼⽟県 にゃいろ L297 渡邉	洋樹 埼⽟県 キャメルバック株式会社
L230 ⿊須	紀好 埼⽟県
L231 河野	雄⼀郎 神奈川県 50km	男⼦	40代
L232 ⽯澤	毅⼠ 埼⽟県 ウルプロ No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
L233 ⼩林	紘⼠ 東京都 ランスタトレラン部 L301 ⻘⽊	淳 神奈川県 湘南海岸ＲＣ
L234 ⼩林	⼤輝 神奈川県 L302 ⻘⽊	拓哉 東京都
L235 ⿑藤	⼤輔 埼⽟県 はまだ内科 L303 浅井	照仁 東京都 ななまる
L236 ⿑藤	宜仁 茨城県 下妻消防署 L304 荒井	友範 埼⽟県 椚⽥タイ陸軍
L237 坂⽥	亮 神奈川県 L305 猪飼	拓也 東京都
L238 佐々⽊	健⼈ 千葉県 L306 伊澤	正樹 栃⽊県
L239 佐々⽊	敬紘 埼⽟県 L307 ⽯井	清祥 東京都
L240 佐々⽊	吉徳 埼⽟県 L308 ⽯川	憲⼀ 東京都
L241 笹崎	敏正 東京都 東京陸協 L309 ⽯川	⼤輔 東京都
L242 佐藤	昌志 埼⽟県 川越⾛友会 L310 ⽯⽥	直樹 東京都
L243 佐藤	航 東京都 多摩湖ＲＣ L311 ⽯塚	勝宣 東京都 シスコシステムズ
L244 サンパイオ	ルイス 神奈川県 東京トレイルランニング L312 伊⽥	⼠郎 千葉県 ランジョグ
L245 嶋⽥	哲也 東京都 L313 伊藤	篤史 東京都 苦愛オクム
L246 島貫	健⼤ 千葉県 L314 伊牟⽥	智 東京都 Ｇｒｅｅｎ´ｓ
L247 菅野	佑也 埼⽟県 L315 岩沢	⼀平 埼⽟県 さいたま⾛翔
L248 菅原	幸彦 千葉県 L316 岩室	健 神奈川県
L249 杉本	裕介 群⾺県 L317 上野	満 ⼭形県
L250 スタター	アンドリュー 東京都 東京トレイルルンニング L318 鵜沢	利和 東京都
L251 関	祐⼀ 東京都 L319 内⽥	匡俊 埼⽟県 Ｇｒｅｅｎｓ
L252 曽原	健太郎 東京都 L320 海野	貴之 神奈川県 ＲＵＮ塾
L253 ⾼野	⼤輝 東京都 ＴＲＣ L321 江⽥	和彦 埼⽟県 ◆ＬＲＣ◆
L254 ⾼橋	淳也 東京都 L322 榎本	洋司 埼⽟県
L255 ⾼⼭	奨 埼⽟県 L323 ⼤⾦	浩⼀ 埼⽟県
L256 ⽥崎	雄⼀ 神奈川県 ランスタトレラン部 L324 ⼤澤	智 群⾺県 トモゾウ
L257 只野	洋 埼⽟県 L325 ⼤⾕	友和 神奈川県
L258 ⽥中	真介 東京都 L326 ⼤⼿	博之 栃⽊県 ＢＩＧＨＡＮＤ
L259 ⽥中	宏昌 埼⽟県 上州アスリートクラブ L327 ⼤野	健太郎 埼⽟県
L260 ⽥中	真之 東京都 L328 岡⽥	敦司 埼⽟県
L261 ⽟岡	亮⼀ 東京都 L329 ⼩河原	成哲 神奈川県
L262 千吉良	崇⽂ 群⾺県 L330 奥村	幸治 埼⽟県
L263 demare	romain 東京都 L331 柿⽊	英典 東京都 みずほ銀⾏
L264 内藤	朋之 東京都 やなぎ会 L332 ⾓⽥	泰彦 埼⽟県
L265 永井	康太 東京都 L333 加藤	純⼀ 埼⽟県 Ｇｒｅｅｎｓ
L266 ⻑崎	康伸 埼⽟県 L334 加藤	徹夫 埼⽟県
L267 中澤	佑介 埼⽟県 L335 川合	健司 埼⽟県 ＴＤＭ
L268 永島	智男 栃⽊県 岩⾈ＦＲＣ L336 川井	孝則 栃⽊県 ごち⾛さん
L269 中⼭	裕路 東京都 ＳＮＲ L337 川島	隆弘 神奈川県
L270 根倉	穂 神奈川県 L338 菊川	信也 神奈川県
L271 野崎	剛 埼⽟県 L339 岸上	久 埼⽟県 埼⽟⽯⼼会
L272 野島	篤史 神奈川県 チームのじ L340 九内	崇弘 東京都 ロケバス隊
L273 野津	海太 東京都 L341 久保⽥	剛⾏ 埼⽟県
L274 ⽻賀	康昂 埼⽟県 L342 ⿊澤	英雄 群⾺県
L275 林	健太郎 群⾺県 L343 ⿊澤	正俊 埼⽟県 たちかわ脳神経外科CL
L276 広岡	知之 東京都 埼⽟どＭクラブ L344 ⿊⽥	博之 埼⽟県 キーエンス
L277 深⽥	剛 東京都 マトイクリエイティブ L345 ⼩林	篤史 東京都
L278 福⽥	慶⼆郎 東京都 L346 ⼩林	準 東京都
L279 beitia	gorka 東京都 L347 ⼩林	俊英 埼⽟県
L280 別府	孝宣 埼⽟県 チーム１００Ｍ L348 ⼩林	寛 埼⽟県
L281 松井	洋介 東京都 マティーズ L349 斎藤	和吉 東京都 ⼭⾛会

p-8



L350 齋藤	伸也 東京都 チーム１００Ｍ L418 松本	兼樹 埼⽟県 あさの会
L351 佐藤	弘 埼⽟県 MY STAR L419 松本	裕⾏ 埼⽟県
L352 佐野	勝功 東京都 ⻲ビューランナー L420 松本	真 埼⽟県 別所沼スマイルＲＣ
L353 ⿅倉	直⼈ 群⾺県 乱猿 L421 丸	尚宏 千葉県 御殿⼭ＴＣ
L354 島⽥	祐輔 東京都 齋藤⼯業株式会社 L422 丸⼭	眞⼀ ⼭梨県
L355 志村	隆司 東京都 L423 丸⼭	浩之 東京都
L356 下⼭	晃司 埼⽟県 L424 ⽔落	政春 埼⽟県
L357 Germansen	Corey 東京都 L425 宮崎	秀和 神奈川県 苦愛オクム
L358 鈴⽊	史剛 東京都 テックラボ L426 宮嶋	啓介 茨城県
L359 すれぼだ	りちゃーど 東京都 ＫＰＭＧ L427 向野	宝 埼⽟県
L360 膳棚	富雄 茨城県 L428 村⽥	尚利 千葉県 シンク・ラボ
L361 ⾼⽊	進太 東京都 L429 村⽥	雄祐 東京都 若き⾎ユナイテッド
L362 ⾼橋	⼀博 栃⽊県 L430 森⽥	輝明 埼⽟県 埼⽟⽯⼼会病院
L363 ⾼橋	⼤悟 埼⽟県 L431 森⾕	匡雄 神奈川県
L364 ⾼橋	正⼀ 千葉県 L432 ⼋尾	浩輔 千葉県 ちばっくま
L365 滝沢	篤 静岡県 L433 ⼭⼝	武彦 東京都
L366 武井	義⽂ 栃⽊県 ランピース L434 ⼭⼝	太郎 埼⽟県
L367 ⽥中	陽久 東京都 ⼤泉スマラン L435 ⼭下	義弘 神奈川県 ウルトラポーズ
L368 ⽥中	克典 東京都 東京ランニングソサエィ L436 ⼭⽥	剛久 埼⽟県 うさぎ組
L369 ⽥中	賢志 埼⽟県 L437 ⼭⽥	尚征 愛知県
L370 ⽥中	伸茂 東京都 武蔵村⼭病院 L438 ⼭⽥	光洋 埼⽟県
L371 ⾕⼝	悠司 東京都 L439 ⼭中	洋 埼⽟県 エルブレス
L372 種市	哲哉 千葉県 マックス・魂！ L440 ⼭中	広宣 埼⽟県
L373 ⽥村	浩⼀ 埼⽟県 L441 吉井	康裕 東京都 ⽇本鋼管病院
L374 DALA	JOEY 東京都 ＬＡＲＥＮＡＳＩＱＵＩＪＯＲ L442 吉⽥	悟 東京都
L375 地⼝	剛 神奈川県 ⼤成建設 L443 吉野	昌宏 神奈川県
L376 千野	最寛 東京都 L444 吉村	克 東京都 コロワイド
L377 ⼟屋	有⼰ 東京都 L445 ⽶⼭	真⼀ 東京都 椚⽥タイ空軍
L378 鶴⾒	英⻫ 埼⽟県 サムズアップ L446 若⼭	哲也 神奈川県 ＯＥＣ
L379 寺瀬	利展 東京都 翔氣塾 L447 涌井	研⼆ 東京都
L380 照内	義明 埼⽟県 L448 渡辺	靖雄 千葉県 伊藤忠商事
L381 ⼾⽥	賢 埼⽟県 Ｒｅｓｐｅｃｔ
L382 中井	敬太 東京都 50km	男⼦	50代
L383 ⻑澤	誠 群⾺県 No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
L384 中村	賢次 千葉県 L501 新井	和彦 群⾺県
L385 中村	伸司 東京都 L502 有賀	平 東京都
L386 中村	隆志 埼⽟県 Ｍ２ＴＥＡＭ L503 池⾕	義昭 東京都 タマウラヤマ族
L387 鳴島	弘之 三重県 ＯＫ２ L504 ⽯橋	健⼀ 千葉県 ＭＩＴＡ３２
L388 根岸	浩 埼⽟県 たくはる L505 板垣	澄⼈ 埼⽟県 HTC
L389 朴	平淳 東京都 ⾜⽴区 L506 井⼿	英毅 東京都
L390 箱⽥	有亮 東京都 L507 伊藤	憲篤 千葉県 グッドウッド陸上部
L391 服部	陽⼆ 千葉県 L508 井上	憲⼀ 東京都 ＭＴＲＣ
L392 花⼭	清 東京都 L509 今村	恭章 神奈川県 ⾦程ＲＣ
L393 濱⽥	昭⽣ 埼⽟県 ＡＶ埼⽟ L510 岩本	久 東京都 ⼤成横浜⾛友会
L394 早⾒	真 埼⽟県 チームまる⾼ L511 植村	克秀 東京都 ポポロ
L395 原	滋男 埼⽟県 L512 海野	勝義 千葉県
L396 針⾕	剛 埼⽟県 リスペクト L513 ⼤⾜	成男 栃⽊県
L397 ⾺場	康弘 埼⽟県 L514 ⼤澤	英紀 神奈川県
L398 びいるびい	ぶるうす ⻑野県 L515 ⼤関	秀⾏ 埼⽟県 成増厚⽣病院
L399 檜物	友和 東京都 L516 ⼤⾼	淳 埼⽟県
L400 平塚	篤久 東京都 ＭＹＳＴＡＲ L517 ⼤野	博志 千葉県 ５ｍｉｎ．
L401 福坂	哲郎 千葉県 L518 ⼤橋	正樹 群⾺県
L402 藤井	建⾏ 神奈川県 チームＣＢ L519 ⼤⼭	聖⼈ 東京都
L403 藤澤	浩⼆ 神奈川県 L520 荻原	栄司 群⾺県 ＯＧＩＨＡＲＡ
L404 保⾕	武彦 東京都 ケンズ L521 加川	⻯⺒ 東京都 ⽉まで⾛ろう会
L405 細川	淳雄 東京都 L522 数澤	真也 東京都 ⼩江⼾⼤江⼾ＴＷ
L406 細⽊	浩⼆ 神奈川県 L523 霞	芳伸 ⼭梨県 どすこい
L407 堀部	薫 東京都 L524 勝⽥	康⾼ 東京都
L408 前⽥	亮 愛知県 愛知会 L525 ⾨井	隆尚 埼⽟県
L409 牧	隆⼆ 東京都 L526 加藤	正彦 埼⽟県 さいたま⾛翔
L410 牧野	克彦 東京都 L527 神⽊	謙 埼⽟県
L411 政広	泰 埼⽟県 L528 ⻲島	松⼆ 東京都
L412 政本	靖満 栃⽊県 L529 北川	暦 東京都 ⾚帽アールケイ
L413 松井	慶史郎 埼⽟県 アイビスＲＣ L530 北澤	昭彦 神奈川県 てる
L414 松浦	久志 千葉県 L531 久我	充昭 東京都
L415 松尾	泰寛 埼⽟県 L532 久保	直樹 埼⽟県
L416 松尾	吉晃 埼⽟県 L533 久保⽥	篤 東京都 とれいるざんまい
L417 松下	純也 埼⽟県 L534 倉林	道明 群⾺県
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L535 ⼩久保	英⼀ 東京都 50km	男⼦	60歳以上
L536 ⼩林	樹雄 ⼤阪府 シオヌキＲＣ No. ⽒	 名 都道府県 所	 属
L537 済⽊	実 埼⽟県 L601 東	義輝 神奈川県
L538 齋藤	昌司 神奈川県 L602 ⼤塚	進 千葉県
L539 斎藤	光広 埼⽟県 越⽣七福神 L603 ⼩瀬	健夫 埼⽟県
L540 佐々⽊	祐⼆ 東京都 Ｔ・ＴーＡＣ L604 株⽥	実 埼⽟県
L541 佐藤	正美 茨城県 ⼤穂⼭岳⾛嵐会 L605 川村	隆夫 神奈川県
L542 佐野	潤⼆ 埼⽟県 L606 神庭	善郎 埼⽟県 ９条の会
L543 佐原	伯武 神奈川県 L607 ⾦	千洙 東京都 ＴＥＡＭ⾛り屋
L544 柴⼭	和欣 栃⽊県 L608 先名	弘⼀ 埼⽟県 武蔵ＵＭＣ
L545 新明	浩司 埼⽟県 L609 佐藤	晋 埼⽟県 さいたま⾛翔
L546 末久	哲也 静岡県 居酒屋紀尾井 L610 ⽥畠	実 富⼭県 Ｃｌｕｂ ＭＳＲ
L547 瀬⾕	⼀也 東京都 L611 塚原	春次 東京都
L548 ⾼⽊	伸明 神奈川県 L612 都築	⼀郎 東京都 ＭＹ ＳＴＡＲ
L549 ⾼橋	公⼆ 埼⽟県 L613 中村	集 東京都 ⽇医ジョガーズ
L550 ⾼橋	忠宏 埼⽟県 ⾛れタカハシ L614 成富	豊 千葉県
L551 ⾼橋	達之 東京都 太⽥会 L615 橋本	順次 神奈川県
L552 ⾼村	俊介 埼⽟県 べるっぽくらぶ L616 堀池	計年 埼⽟県
L553 宅間	英夫 東京都 L617 売⾖紀	雅昭 ⼭⼝県 （医）めづき医院
L554 武井	重治 埼⽟県 リスペクト L618 ⼭本	幸⼆ 埼⽟県
L555 ⽥島	広志 埼⽟県 ＲＥＳＰＥＣＴ
L556 ⽥中	順 東京都
L557 ⽥中	政⼈ ⻑野県
L558 辻	貞次 東京都
L559 富江	泰知 埼⽟県 カッパ
L560 豊岡	亘 千葉県
L561 内藤	勝⾏ 東京都 ＴＢＲＣ
L562 永井	亨 埼⽟県
L563 中野	敏⾏ 埼⽟県 沼⼝⽶菓
L564 新⼭	晃⽣ 埼⽟県 リスペクト
L565 萩原	知徳 東京都 フラーレン
L566 橋本	憲 埼⽟県 ランジョグ
L567 橋本	浩美 埼⽟県 ⽇東化成
L568 畑	秀信 東京都 酒⻤⽼天狗
L569 林	徹 埼⽟県
L570 久次	⿓三 栃⽊県 ベリトラＮＷ
L571 広瀬	克⼰ 千葉県 ネッツトヨタ千葉
L572 ﾌｨﾘｯﾌﾟ	ﾋﾟｴｰﾙ 東京都 フィリップ
L573 福澤	直樹 東京都
L574 福島	史彦 神奈川県
L575 福島	三良 千葉県
L576 福⽥	利勝 埼⽟県
L577 藤⽥	智之 埼⽟県
L578 本⽥	忠幸 埼⽟県
L579 前野	達⼈ 埼⽟県
L580 松⽥	誠 埼⽟県
L581 黛	春夫 群⾺県 ⾼崎市役所
L582 丸⼭	克⼰ 東京都
L583 三池	隆 埼⽟県 ＣＯＳＰＡ松原
L584 ⽔嶋	弘 千葉県
L585 三ツ橋	茂雄 千葉県
L586 宮本	浩之 埼⽟県 ユーアンドエス
L587 村⼭	正夫 神奈川県 ⼤松
L588 最上	格 東京都 ⿅島建設
L589 茂⽊	賢司 東京都
L590 森	光⽣ ⼭形県
L591 森⽥	正⼈ 神奈川県
L592 森本	秀義 埼⽟県 トリッパーズ
L593 ⽮⼝	正暁 東京都
L594 ⼭⼝	哲 東京都
L595 ⼭崎	浩⼆ 埼⽟県
L596 ⼭ノ井	茂雄 埼⽟県
L597 若森	友⾒ 神奈川県
L598 和⽥	達也 東京都 チームどすこい
L599 和⽥	徹 埼⽟県
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