
2021 / 3.27 (Sat) 
　　　　 ～ 3.28 (Sun)

江戸一RC　越生七福神　バイシクルラン 赤羽
スポーツエイドジャパン　しろくま一族

選手の皆様
Zeroコロナにはまだ程遠い現状での大会開催となり
私達のできる事は自身のため、家族、地域のためにもコロナに感染しないようにすることです。
密にならない、大声で話さない、マスクをするなどできる事色々あります。
今回の大会は、練習量の不足、日程の変更で暑さが応える日中に、復活が出来ないエイドでの時間制限と
今までのウルトラとはまるで違うことも認識して臨んでください。
そして最後まであきらめずに進んだものだけが味わえるゴールの喜びを勝ち取ってください。
体調万全で皆様がスタートラインの川越蓮馨寺に立たれますようにお待ちしています。
実行委員長　太田　實



１．大　会　案　内
●　大 会 名：第 11 回 小江戸大江戸２００ｋ
●　開 催 日：2021 年 3月 27 日 ( 土 )  ～  28 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 )、白石 達也、 菅原 強、 古山 孝子、 星野 秀樹、田村 将夫
●　協　  力：  江戸一 RC・ 越生七福神・  スポーツエイドジャパン・しろくま一族・バイシクルラン 赤羽
●　協　  賛：  paagoworks・ALTRA・ひじり整体・武田レッグウェアー・亀井商店・修徳・ミナト製薬・
  ItoiX

●　コース： 
　　小江戸コース 蓮馨寺～平成の森公園～荒川～吉見総合運動公園エイド～手島集会所エイド～
     鹿島古墳群～重忠橋～ R140 旧道 ～玉淀大橋～浄恩寺エイド～ R254 ～唐子エイド～
   蓮馨寺  （①②川越エイド）
　　大江戸コース 蓮馨寺～川越街道 (R254) ～熊野町交差点～山手通り～成願寺エイド～都庁 CP～
   新国立競技場 CP～東京タワー CP～桜田門～東京駅 CP～馬喰町エイド～水天宮～
   築地～勝鬨橋 CP～月島～清澄白河～江戸東京博物館～スカイビュー通り～
   おしなりエイド～東京スカイツリー～浅草寺 CP～鳥越神社 CP～赤羽エイド～
   笹目橋～秋ヶ瀬エイド～富士見川越バイパス～蓮馨寺
　　＊種目①は、200km（小江戸コース＋大江戸コース）
　　＊種目②は、230km（種目①＋（蓮馨寺～秋ヶ瀬エイド１往復）） 
　　＊種目③は、90  km   小江戸コース
　　＊種目④は、115km   大江戸コース

●　エイド：  関門および制限時間

＊ 各関門には回収車の用意はありません、リタイアの際は各自で川越蓮馨寺（大会本部）にお戻りください。
＊ 各エイドでは１０分以内にリスタートしてください。ご協力をお願いします。
＊ エイドの住所は、同封の「コース案内」に記載してあります。
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●　受　　付：受付時に必ず自筆の誓約書を提出してください。
    計測用リストバンド、Tシャツ等の参加賞をお渡しします。
●　荷物預り：川越蓮馨寺にてお預かりします。（川越蓮馨寺ではレース途中の荷物を出し入れできます）
    事前に送付した荷札を付けて指定の場所に置いてください。
 　　　　※貴重品は対象外です。後記 2. 注意事項をご参照ください。
     ※スタート前の蓮馨寺、湯遊ランドでの更衣はできません。必ず走る準備を済ませて
  　   来場してください。
●　湯遊ランドの利用：
 　　　 スタート前：  更衣室はありません。
 　　　 ゴール　後 ：全選手はゴール後、入浴券で入浴・休憩 (3 時間 ) のご利用が可能です。
　　　　　  　　   浴場清掃の為、朝 8時～10 時の間は入浴ご利用はできません。
　　　　　  　　   チェックアウトの際に、延長料金、飲食代等追加料金を 各自で清算してください。
●　スタート : 感染症対策として密状態を回避するため 小江戸 90k、小江戸大江戸 200k ／ 230k の選手は 
    1 分毎ウェーブスタートとしています。
   スタート時間は名簿・ゼッケンを確認してください。
   大江戸ナイトは一斉スタートです。
●　記  録  証 ： 大江戸コースを完走した選手は、ゴール後に CPの写真チェックを受けてください。
     計測リストバンドを返却し「完走記録証」をその場で必ずお受け取りください。
    後日発送は承っておりません。
●　記  録  集 ： 記録は後日、HPに掲載します。 https://trainic-world.org/
●　表　　彰 ： 上位入賞等の表彰はありません。完走抽選会をご用意しております。
●　アクセス： 蓮馨寺（川越市連雀町 7-1）http://renkeiji.jp/
   電車　西武新宿線・本川越駅より徒歩 8分　東部東上線・川越市駅より徒歩 15 分
   　　　JR/ 東武東上線・川越駅より徒歩 20 分
   バス　川越駅東口から東武バスで蓮馨寺前下車（1分）
   お車　大会参加者に駐車場は用意されていません。公共交通機関をご利用ください。
 　　　　湯遊ランド（川越市新富町 1-9-1）蓮馨寺より徒歩 5分　http://kawagoe-yuyu.com/
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２．注 意 事 項
1.   ゼッケン　協賛各社のロゴが印刷されています。折らずに胸・背面に必ず着用してください。
2.   計測
 　各エイドに計測器があるのでリストバンド ( 受付時に配布 ) をタッチして通過計測してください。
 　タッチしてピッと音が鳴れば計測完了です。
 　スタートもタッチスタートです。ただし大江戸ナイトは一斉スタートなのでタッチは不要です。
 　リストバンドは落としやすいので注意してください。紛失した場合は、ご自身で記録を取り（エイドと時計
 　の写真を撮影するなど）、ゴール後、計測スタッフに通過時間を紙に書いて提出してください。
 　なお、リストバンド代 1,000 円の費用をお支払いいただきます。
3.   荷物預り（貴重品除く）場所：蓮馨寺
 　・荷物は、名札を付け番号別の所定の場所に各自で置いてください。
 　　（小江戸 90k と大江戸ナイトの男子は 2階の荷物置き場へお願いします。）
 　・大会中は、川越エイドでのみスタート時に預けた荷物の出し入れができます。
 　・大会途中での不要荷物等は、各エイドではお預かりできませんのでご注意ください。
 　・預かり荷物サイズは、３辺（たて×よこ×高さ）合計 120cm以内１個に収めてください。
4. ウェーブスタート
 　密回避のため 7:50 から約 30 人づつ 1分毎でウェーブスタートします。
 　スタート時刻は名簿、ゼッケンに記載しています。
 　係のスタート時間のコールがあったらスタート 2分前枠、スタート 1分前枠に入ってスタート待
 　機してください。
 　スタート時刻になったら計測器にタッチしてスタートしてください。
 　※スタート順は申請の走力に応じて設定しています。なお、関門制限時刻は全員同じです。
 　※スタート待機中は、マスクを着用しソーシャルディスタンスを取り会話はお控えください。
 　※大江戸ナイトは一斉スタートです。スタート時の計測器タッチは必要ありません。
5.   コース誘導
 　・コース上に誘導員はいません。コースアウトしないように地図を読みながら慎重に進んでください。
 　・地図、コース案内を不所持の場合は、失格となります。
   　・地図、コース案内には、迷いやすい箇所、事故 ( 巻き込み・接触 ) 多発地点、エイドの場所など重要な情 
 　　報が記載されています。事前に読図精読し、安全確保を想定した計画を立て大会に臨んでください。
6.   交通ルールの厳守
 　道路交通法を遵守してください。
 　①  信号無視をしない。点滅信号では横断しない。
 　②  狭い場所では広がらないように進む。
 　③  交差点は前後左右を十分に確認する。
 　これらは警察署からの安全指導項目です。遵守いただけない際は失格となりますのでご注意ください。
7. エイド
 　・エイドではマスクを着用してください。
 　・各エイドでは密を避け、10 分以内に再スタートしてください。蓮馨寺でもできるだけ速やかに
 　　リスタートしてください。
 　・リタイヤの場合でもエイド内で始発待ちはできません。
 　・馬喰町、おしなり、赤羽は特に民家が近いので屋外での会話は厳禁です。エイド内においても小
 　　声でお話いただきますようお願いします。
8.  CP（チェックポイント）では、対象物を撮影し、ゴール後にスタッフのチェックを受けてください。
 　（同封のチェックポイント一覧参照）
 　①  都庁 CP  （129.8km/38.4km）：都庁第一庁舎正面玄関前（２階）の石の大きな表札（約 3m幅）
 　②  新国立競技場 CP （133.2km/41.8km)：新国立競技場の外観（どこから撮っても可）
 　③  東京タワー CP （138.4km/47.0km）：東京タワーの外観
 　



 　④  東京駅 CP  （142.3km/51.0km）：東京駅の外観
 　⑤  勝鬨橋 CP  （149.8km/58.4km）：勝鬨橋（かちどきはし）のプレート
 　⑥  浅草寺 CP  （160.0km/68.6km）：浅草寺本堂
 　⑦  鳥越神社 CP （162.1km/70.7km）：鳥越神社社標
9.   リタイヤ
 　リタイヤする場合は、大会本部に連絡を入れ、自力でゴール地点の川越蓮馨寺にお戻りください。
 　その際、リストバンドを必ず計測スタッフにお戻しください。（リストバンド紛失費用は 1,000 円）
 　リタイヤされた方の収容車は用意していません。
10   夜間走行
 　本大会は夜間走行が避けられません。暗くなる前に、前面照射ライト、背面点滅灯（参加賞）を必ず点灯し 
 　て着用してください。
 　小江戸コースを含む全選手のスタート時点でのライト携帯を必携とします。
 　また、大会中 17時～5時の間は必ずライトを点灯し、点灯していない選手を発見した場合は、即失格とし、
 　計測リストバンドを回収します。
 　ただし、エイド施設内やコンビニ、飲食店内などではライトを消すことを認めます。
11.    コンビニエンスストア利用時の注意
 　トイレ借用の際は必ず店員に「お借りします」と声を掛けてください。
 　都内ではトイレ 使用不可のコンビニエンスストアもあります。公衆トイレをご利用ください。
12.    応援、私設エイドについて（応援者へのお願い）
 　選手を応援する私設エイドの設営に感謝しております。
 　開設の際は、不公平のないように選手を応援いただけますようお願いいたします。
 　また、応援者の選手同行は禁止とします。発見した場合は失格となります。
 　選手以外の者が選手をサポートする（押す、牽引、荷物の代行携帯）行為は、
 　一般歩行者に危険を及ぼす可能性があるとの警察からの注意事項でもあるため禁止します。
 　また、応援・声援、私設エイド、駐車は、近隣住民の迷惑とならないように心掛けてください。
 　蓮馨寺及び各公設エイドへの家族、友人知人の応援来場は感染症対策のため禁止とします。
13.    マラソン保険
 　本大会では、参加者が大会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定に基づき費用を負担し
 　た場合に保険金をお支払いするマラソン保険（エース損害保険（株）プラン I）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。
 　（大会直前 12 ヶ月以内に医師の治療を受け、または治療行為のため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。）
 　傷病が発生した場合は後日、下記の項目をお書き添えの上、メールにてご連絡ください。
 　1. お名前 ( フリガナ )、2. ゼッケン、3. 郵便番号、4. 住所、5. 電話番号、6. 事故日、7. 事故場所、8. 事故状況
14.    一次救命措置
 　傷病者を見つけたら、① 周囲の状況を確認し、二次災害の危険性がない事を判断。② 傷病者の観察～意識がな
 　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 協力者へ AEDの手配を依頼。大会本部から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」がない場合、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、二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。
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15.    感染症対策
  　・参加者は全員マスクを着用してください。
   　・受付時に検温します。37.5°C以上熱がある方、体調不良の方は参加できません。
  　・各施設では消毒液を用意します。こまめに手洗い消毒をしてください。
  　・できるだけ密な状況を作らないように配慮し、状況に応じてスタッフの指示に従ってください。
  　・大声でしゃべらないでください。
   　・スタート時の混雑を避けるためウェーブスタートします。
  　・選手は行動中のマスクの着用は必須ではありませんが、人の多い場所ではマスクを着用して配慮してくだ
  　　さい。大会以外の一般の方が不安がるような行動は慎んでください。
 　・ゴール後の写真チェック時に必ずマスクを着用してください。
 　・完走証を受け取り、くじ引きを済ませたらできる限り会話は控え荷物を持って速やかにお引き取りを
 　　お願いいたします。
 　・参加選手以外は大会会場、エイドの来場はできません。
 16.    持ち物
 　必携品：マスク、前面照射ライト、反射板、背面点滅灯（参加賞）、マイカップ、小銭、携帯食、飲料、地図、
  　コース案内、CP対象物を撮るカメラ（携帯電話またはカメラ）、携帯電話、予備電池、健康保険証
 　推奨品：雨具、防寒具、帽子、手袋等
 　＊ライトはスタート時から全員必携となります。
 　＊マイカップをご持参願います。紙のコップの用意はありません。
 　＊ストックの使用は禁止とします。
17.   交通手段
 　・スタート～さくら堤（17km付近）…東武バス（川越行）
 　・さくら堤～村岡交差点・荒川大橋（34km付近）…JR 高崎線
 　・村岡交差点・荒川大橋～玉淀大橋（51km付近）…秩父鉄道
 　・玉淀大橋～川越～熊野町交差点（91km )　…東武東上線
 　・川越～熊野町交差点（122km 付近 )　…東武東上線
 　・熊野町交差点以降の都内（171km付近）　…JR・私鉄・地下鉄などの駅が数多くあります。
 　・宮堀交差点・神谷陸橋（171km付近）～笹目橋（181km付近）　…JR 埼京線・都営三田線
 　・笹目橋～羽根倉橋（190km付近）　…東武東上線・JR 埼京線
 　・羽根倉橋～ゴール（川越・蓮馨寺）　…東武東上線
18.    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します。
19.   大会期間中連絡先
 　本部：070-8363-0873
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小江戸大江戸230k ① 小江戸大江戸200k ②
No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間 No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間
1 中田　和彦 男 兵庫県 vektor 7:58 2007 川杉　恒夫 男 東京都 ３UP． 8:03
2 吉田　幸徳 男 東京都 7:57 2008 泉　邦和 男 埼玉県 Musashi Weapon Project 8:04
3 岩立　幸一 男 埼玉県 チーム凰 7:58 2009 城　潔 男 新潟県 うなぎいぬ新潟 8:04
4 高橋　健吾 男 東京都 7:58 2010 小澤　晶 男 埼玉県 さいたま走友会 8:03
5 渋谷　一秀 男 東京都 しぶしぶ 7:57 2011 橋野　泰明 男 滋賀県 8:04
7 横田　貴大 男 愛知県 7:58 2012 大橋　寛憲 男 福島県 かねこクリニック 8:04
8 稲永　雄介 男 東京都 ＳＤＩＮＧ 7:57 2013 小山　武志 男 東京都 クレイジーＲ 8:04
9 中垣内　敦詞 男 愛知県 7:58 2014 高井　宏治 男 静岡県 8:03
10 田村　展也 男 東京都 こわれもの 7:58 2015 布施　智之 男 埼玉県 ALL OUT 8:04
11 田上　健一 男 東京都 土手男 7:58 2016 桑田　尚之 男 東京都 えびラン 8:03
12 星野　克茂 男 東京都 DAC 7:56 2017 山崎　勝 男 千葉県 根本第八町会 8:03
13 根来　直城 男 和歌山県 7:56 2018 細井　辰夫 男 東京都 8:05
14 林　達雄 男 神奈川県 パワーアップ光の国 7:57 2019 櫻井　宏一 男 東京都 8:04
15 野村　和孝 男 愛知県 7:58 2020 柴原　淳 男 京都府 チームぐわぁ 8:03
16 高橋　裕子 女 東京都 7:57 2022 高村　俊介 男 埼玉県 べるっぽくらぶ 8:03
17 山崎　一樹 男 神奈川県 今日はここから 7:57 2023 荻巣　隆史 男 愛知県 8:03
18 男 山梨県 GOGOEGG 7:58 2024 遠藤　清孝 男 千葉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 8:04
19 池田　秀次 男 神奈川県 未来の瞳 7:56 2025 小幡　淳一 男 東京都 モノノフ 8:04
20 濱田　将史 男 神奈川県 7:57 2026 佐藤　善丈 男 東京都 8:04
21 南雲　忠彦 男 埼玉県 酒ランズ 7:57 2027 藤原　一清 男 千葉県 チーム秋の道 8:03
22 鈴木　文男 男 新潟県 チームぶんちん 7:57 2028 大塚　宗廣 男 大阪府 8:05
23 半谷　謙寿 男 東京都 ハリアーズ 7:57 2029 菊池　広明 男 埼玉県 浦和駄馬の会 7:59
24 山本　賀世 女 埼玉県 7:56 2030 藤井　敏彦 男 栃木県 8:05
25 萬田　博司 男 東京都 「打倒、佐藤」 7:56 2031 大内　道晶 男 神奈川県 8:03
26 三井田　明隆 男 埼玉県 MUMC 7:56 2032 鏑木　知穂 女 東京都 湘南★スターズ 8:03
27 五十嵐　雅彦 男 広島県 次回の… 7:57 2033 指江　大介 男 8:04
28 一堂　啓介 男 東京都 雲水 7:57 2034 竹田　隆之 男 東京都 8:05
29 庄司　広之 男 神奈川県 7:57 2035 今田　和美 女 東京都 ＭＹ ＳＴＡＲ 8:03
30 皆木　康英 男 埼玉県 R254 7:57 2037 清水　嘉男 男 千葉県 ナイスおっさん 8:01
31 松村　郁男 男 山梨県 7:57 2038 前田　俊弘 男 宮城県 8:04
32 斎藤　秀樹 男 東京都 7:57 2039 山本　元 男 埼玉県 武蔵UMC 8:00
33 長谷川　大吾 男 東京都 のらねこ 7:58 2040 神里　茉衣 女 兵庫県 8:02
34 野崎　昇 男 埼玉県 蓮 7:58 2041 吉川　昌宏 男 東京都 チームメドック 8:00
35 大竹　祐人 男 東京都 千代田走友会 7:58 2042 大内　健 男 東京都 7:59
36 椋田　浩之 男 神奈川県 ちゃんぷ。練 7:57 2043 松田　和也 男 石川県 荒井塾 8:00
37 後藤　玲奈 女 大阪府 ミフィオ 7:57 2044 浅野　定逸 男 愛知県 7:59
38 徳留　和弘 男 鹿児島県 BDK鹿児島 7:56 2045 須藤　裕実 男 神奈川県 8:00
40 内田　憲匡 男 東京都 サムズ・アップ 7:56 2046 武川　洋之 男 北海道 8:02
41 島田　順子 女 東京都 MUMC 7:56 2047 籔本　嘉和 男 千葉県 8:00
42 二井　信 男 埼玉県 7:57 2048 曽根　良介 男 静岡県 キリンさん 8:02
43 荻原　和弘 男 埼玉県 北藤 7:58 2049 鈴木　寿嗣 男 東京都 ＴＡＲＣ東京 8:00
44 山崎　祐介 男 東京都 7:58 2050 服部　伸 男 加波一族 7:59
45 林部　規男 男 東京都 多摩川サブ3 7:56 2051 小野　辰夫 男 東京都 7:59
46 佐藤　洋貴 男 神奈川県 ｅＡ神奈川 7:56 2052 柳沢　智和 男 埼玉県 8:01
47 金子　章 男 神奈川県 湘南ホノルル 7:56 2053 大竹　正明 男 東京都 高島平走友会 8:02
48 宮島　悟史 男 千葉県 7:58 2054 市田　智之 男 奈良県 大西陸上部 8:00
49 佐藤　康幸 男 千葉県 未来の瞳 7:56 2055 榎本　貴仁 男 大阪府 チームエモヤン 7:59
50 赤山　雄治 男 大阪府 7:57 2056 小山　智久 男 東京都 飛脚 8:01
51 吉沢　協平 男 神奈川県 7:58 2057 北向　秀行 男 東京都 8:02
52 高橋　三春 男 愛知県 7:56 2058 米澤　佳愛 女 広島県 8:01
53 梅野　道明 男 千葉県 ナイスおっさん中袖SRC 7:56 2059 松本　栄一 男 神奈川県 SHMC 7:59
55 椋開地　晋吾 男 埼玉県 BSC 7:58 2060 男 東京都 8:00
56 山田　貴幸 男 埼玉県 7:56 2061 卜部　光司 男 奈良県 奈良陸協 7:59
57 上野　暁生 男 東京都 7:58 2062 山本　宙 男 東京都 8:00
58 館野　久之 男 神奈川県 7:56 2063 寺田　泰宏 男 神奈川県 8:00
59 八木　淳 男 神奈川県 7:56 2064 青木　良繁 男 千葉県 ラン友 8:00
60 岡本　翼 男 東京都 逍遥会ＯＢ 7:58 2066 田口　雄一 男 神奈川県 NAS 8:00
62 増田　優貴 男 北海道 7:56 2067 粟津　則和 男 Zensho 7:59
63 常山　正吾 男 東京都 Aイチスケ 7:56 2068 山本　浩 男 東京都 RRT 7:59
65 小田　克矢 男 東京都 チーム克 7:57 2069 小川　幸雄 男 岐阜県 7:59
66 橋本　祥希 男 埼玉県 7:58 2070 井元　工治 男 静岡県 7:59
67 伊達　慎一郎 男 神奈川県 7:56 2071 川上　真也 男 千葉県 8:02
68 稲垣　洋 男 兵庫県 酒猿組 7:57 2072 福井　康太 男 神奈川県 フル百回楽総会 7:59
69 波多野　和儀 男 東京都 バルテック 7:57 2073 星　麻樹 女 東京都 弘前公園RC 7:59
70 山田　洋平 男 東京都 7:58 2074 岩崎　真吾 男 埼玉県 8:01
71 浅見　直哉 男 神奈川県 7:56 2075 内田　傑之 男 東京都 すみラン 8:02
73 吉田　哲也 男 東京都 7:56 2076 近藤　博史 男 東京都 ＫＯＮＣＨＡＮ 7:59
74 男 愛知県 7:56 2077 入谷　淳 男 東京都 7:59
75 須藤　雅之 男 ROUTE50 7:58 2078 谷川　昌之 男 東京都 8:01
77 阿部　洋祐 男 埼玉県 ANKORO 7:58 2079 外崎　則夫 男 埼玉県 ゼロベース 8:00
78 野木　宏 男 神奈川県 湘南ゆるゆるアウトドア部 7:57 2080 松木　健司 男 埼玉県 バンバンクラブ 7:59
79 小林　優史 男 東京都 アシックスＲＣ 7:57 2081 内田　聡子 女 東京都 KAS Mental 8:02
80 住岡　昌俊 男 埼玉県 とおりゃんせ 7:57 2082 本井　利生 男 東京都 8:01
81 立花　利之 男 東京都 と、と、と、としびっち！ 7:57 2083 林原　誠 男 大阪府 8:00
82 渡辺　友洋 男 埼玉県 7:56 2084 田中　健吾 男 京都府 8:00
83 赤堀　日出夫 男 東京都 月まで走ろう会 7:56 2085 山谷　享誉 男 東京都 シーレックスＲＣ 8:02
84 飯塚　啓一 男 埼玉県 7:56 2086 村井　信一 男 栃木県 昭和パック 8:01
85 小山　裕之 男 埼玉県 7:56 2087 薗田　毅 男 埼玉県 SCR 8:02

2088 天野　祐治 男 東京都 7:59
小江戸大江戸200k ① 2089 大高　かほり 女 千葉県 ランボーズ 8:01
No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間 2090 林　良英 男 東京都 社労士会江東 7:52
2001 吉清　一博 男 愛知県 8:05 2091 勝呂　泰弘 男 静岡県 7:55
2002 稲垣　吉正 男 東京都 ソニック 8:04 2092 芳賀　達也 男 東京都 箱根駅伝一筆書きマラニック 7:50
2003 芝脇　大貴 男 山梨県 ミニケルとゆかいな仲間たち 8:05 2093 郡山　大介 男 千葉県 7:52
2004 馬場　誠 男 東京都 8:05 2094 小嶋　一樹 男 東京都 7:51
2005 北野　卓 男 神奈川県 上大岡おやじの会 8:04 2095 小林　義和 男 なし 7:55
2006 薄井　猛生 男 栃木県 宇都宮ﾄﾚﾗﾝ愛好家の集い 8:04 2096 秋山　茂則 男 岡山県 イカレポンチ研究所 7:50
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小江戸大江戸200k ③ 小江戸大江戸200k ④
No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間 No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間
2098 加藤　泰雄 男 東京都 7:53 2192 古川　由美子 女 千葉県 千葉大学医学部附属病院 7:53
2099 守隨　吉将 男 東京都 7:55 2194 宮崎　靖大 男 神奈川県 7:55
2100 村岡　淳 男 東京都 立川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ(ﾀﾁﾄﾗ) 7:55 2195 岩田　慎一 男 東京都 7:54
2101 中澤　重美 女 神奈川県 なし 7:53 2196 末松　克輝 男 千葉県 ALL OUT 7:53
2102 阿部　博史 男 新潟県 立川綜合病院 7:50 2197 大谷　哲也 男 群馬県 ビール飲み隊 7:50
2103 藤原　剛 男 千葉県 かしわ温泉足湯の部 7:55 2198 大森　真美 女 愛知県 7:51
2104 中屋敷　晃通 男 東京都 7:50 2199 成津　杏美 女 神奈川県 7:50
2105 廣瀬　亮子 女 千葉県 7:55 2200 馬場　満 男 埼玉県 7:51
2106 福江　和則 男 東京都 7:53 2201 北田　明生 男 東京都 ひかりの国60'S 7:59
2107 土屋　健一 男 埼玉県 7:54 2202 西田　正幸 男 埼玉県 7:51
2108 柴田　佳恵 女 東京都 7:54 2203 大和田　稔 男 7:59
2110 内田　匡俊 男 埼玉県 Greens 7:53 2204 浅見　大紀 男 東京都 柴犬ヒューリスティック 8:05
2111 若林　隆史 男 千葉県 ランジョグ 7:50 2205 牧野　克彦 男 東京都 7:54
2112 山崎　伸広 男 東京都 7:52 2206 山口　晋介 男 千葉県 7:52
2113 松澤　充子 女 7:54 2208 松田　嘉子 女 大阪府 三都ウルトラマラニック 7:50
2114 福元　永子 女 大阪府 吹田トライアスロン 7:50 2209 今村　公治 男 愛知県 8:05
2115 栗山　昌也 男 神奈川県 つじかぜAC 7:50 2210 女 兵庫県 8:03
2116 垂水　かおり 女 埼玉県 今日はここから 7:51 2211 河内　規称 女 東京都 バンバンクラブ 8:03
2117 大場　満寿夫 男 東京都 Mickey 7:50 2212 大窪　由樹 男 東京都 ウルプロ 7:59
2118 長谷川　愛 女 東京都 腹ペコ 7:52 2213 北野　京子 女 東京都 7:59
2119 鈴木　俊之 男 神奈川県 横浜魚類 7:55 2214 中島　健治 男 神奈川県 IBUKI 8:04
2120 峰岸　幸雄 男 埼玉県 7:51 2216 岸本　康 男 岐阜県  ジョギングクラブハリボテ 7:59
2121 桜井　努 男 東京都 7:54 2217 遠藤　美樹 女 千葉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 8:05
2122 滝澤　美香 女 東京都 7:54 2218 太田　哲也 男 東京都 チーム凰 8:04
2123 田中　さゆり 女 東京都 7:52 2219 今井　康之 男 千葉県 六華ランナーズ 8:03
2124 西澤　泉 男 神奈川県 横浜緑走友会 7:50 2220 武井　正幸 男 神奈川県 キヨシーズ 8:05
2125 大平　信裕 男 東京都 好走楽部鉄道研究会 7:55 2221 朝野　憲司 男 埼玉県 #おトゥイズム 7:53
2126 東藤　義人 男 福岡県 7:51 2222 原　文堅 男 東京都 オンコランナー 8:01
2127 小林　健二 男 長野県 7:51 2223 鈴木　乙郎 男 東京都 ヤマト運輸 8:01
2128 坂巻　裕介 男 千葉県 まごころ 7:55 2225 設楽　篤史 男 山梨県 デカトロンジャパン 7:51
2129 長谷川　玲子 女 神奈川県 チーム虎 7:54 2226 中村　雅哉 男 埼玉県 トラベルＤＢ 7:53
2130 白土　貴啓 男 神奈川県 アトテックジャパン 7:54 2227 柳　有一 男 埼玉県 7:54
2131 益田　慎一郎 男 東京都 7:53 2228 後藤　信一郎 男 東京都 ボシュロム 7:50
2134 大森　整 男 静岡県 7:55 2229 岩根　一子 女 東京都 7:59
2135 矢口　正暁 男 東京都 オンコランナーズ 7:51 2231 米田　愛範 男 東京都 みちのくTRC 8:01
2136 山谷　晃子 女 東京都 7:52 2232 小倉　佑介 男 東京都 8:02
2137 藤田　義貴 男 埼玉県 7:51 2233 佐藤　威 男 埼玉県 8:01
2138 直林　広高 男 埼玉県 グリーンズ 7:51 2234 塚越　竜也 男 埼玉県 7:55
2139 木下　敦 男 東京都 7:55 2235 浅輪　義博 男 東京都 ramenmelos 7:55
2140 黒田　昌宏 男 東京都 7:54 2236 斉藤　渉 男 青森県 六華ランナーズ倶楽部 7:54
2141 中村　明功 男 神奈川県 ☆あきのぽん☆ 7:51 2237 下平　貴史 男 神奈川県 ナイスおっさん 7:55
2142 興梠　冬樹 男 東京都 猛走会 7:50 2238 土肥　靖弘 男 神奈川県 MMナイトラン 7:52
2143 齊藤　豪俊 男 静岡県 沼トラ 7:50 2239 小野寺　厚博 男 千葉県 ベストスマイルRC 7:52
2144 渡辺　達也 男 埼玉県 7:53 2240 白井　英統 男 東京都 7:51
2145 長川　茂 男 埼玉県 今日はここから 7:50 2241 牟田口　元 男 埼玉県 7:54
2146 賀川　光章 男 埼玉県 伊是名の会 7:51 2242 加茂　元 男 新潟県 六十里越を走ろう 7:50
2148 猶原　信幸 男 東京都 7:50 2243 加藤　崇 男 東京都 ルナークス 7:52
2149 永井　孝幸 男 埼玉県 ランジョグ 7:54 2244 風間　哲也 男 東京都 黄金旅程 7:54
2150 早川　修 男 埼玉県 埼玉県庁走友会 7:52 2245 秋間　秀樹 男 埼玉県 オカシイJAPAN 7:51
2151 森　健治郎 男 神奈川県 直立真顔クラブ京浜8 7:53 2246 水澤　宏美 女 神奈川県 ウルプロ 7:53
2152 信夫　克也 男 東京都 7:50 2247 岡田　明子 女 群馬県 7:54
2153 武井　孝雄 男 7:50 2248 小塚　哲也 男 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 7:51
2154 松下　純子 女 東京都 Ｄ．Ｒ．ＡＣ 7:51 2249 小美野　恭輝 男 埼玉県 株式会社　小美野製作所 7:50
2155 宮崎　裕子 女 東京都 武蔵ウルトラマラソンクラブ 7:54 2250 後藤　浩 男 千葉県 日本デイリー通信社 8:03
2156 榎土　尚宏 男 千葉県 幕張RC 7:51 2251 蔦谷　隆史 男 東京都 7:51
2157 佐藤　博樹 男 東京都 ヨガスタジオRUCO 7:52 2252 松岡　忠義 男 神奈川県 ハマカジ 7:53
2158 瀬川　宏 男 東京都 和尚 7:53 2253 塚田　民衛 男 東京都 7:55
2159 韮澤　純二 男 神奈川県 7:52 2255 菊地　淳二 男 東京都 ソラマチRUN 8:01
2160 田村　泉 女 東京都 7:53 2257 大門　孝行 男 埼玉県 ラフラフRC 8:00
2161 鏡畑　良弘 男 東京都 湘南ゆるゆるアウトドア部 7:50 2258 白水　啓介 男 THRC 7:53
2162 倉阪　秀史 男 千葉県 伊賀忍者ＲＣ 7:51 2259 高野　雄市 男 東京都 ＴＦＪトレイル 7:51
2163 宇佐美　展子 女 三重県 7:52 2260 森　良太 男 大阪府 8:05
2164 出口　香 女 宮城県 宮城U.M.C 7:50 2262 桜井　憲仁 男 神奈川県 神奈川中央交通多摩 7:54
2165 川村　佳郎 男 埼玉県 7:51 2263 野村　勝 男 愛知県 7:54
2166 中西　めぐみ 女 千葉県 ２０３ＭＳＱ 7:54 2264 山口　律 男 東京都 坂東遥URC 7:53
2167 植松　厚夫 男 京都府 7:54 2265 小高　浩靖 男 千葉県 ちゃんぷ練 8:04
2168 竹林　晃 男 千葉県 7:52 2266 岡本　壮一郎 男 東京都 スマイルランナーズ 8:01
2171 金子　裕子 女 東京都 ＲＵＮ友 7:53 2268 松永　知秀 男 東京都 ドミノ 8:01
2172 吉田　圭俊 男 宮城県 仙台明走会 7:55 2269 平井　るみ 女 東京都 産経ランナーズ 8:01
2173 加藤　浩高 男 東京都 7:52 2270 湯谷　裕行 男 東京都 8:00
2174 廣畠　清美 男 神奈川県 ナイスおっさん 7:52 2271 杉本　浩之 男 神奈川県 富士完Ｔ４ 7:59
2175 大橋　清文 男 東京都 ぬらりひょん 7:52 2272 永石　昇 男 埼玉県 ナイスおっさん 8:00
2176 浅野　大志 男 東京都 7:54 2273 松尾　泰寛 男 埼玉県 7:53
2177 村上　恭子 女 神奈川県 7:50 2274 青木　秀子 女 静岡県 あおひで危機一発 7:53
2178 真島　一成 男 愛知県 7:52 2275 白石　やよい 女 神奈川県 7:51
2179 荒井　邦忠 男 東京都 7:50 2276 齋藤　基 男 神奈川県 モグラクラブ 7:50
2180 山田　維大 男 東京都 ラミリート 7:51 2277 菅原　幸彦 男 東京都 7:55
2181 伊豆倉　健城 男 東京都 食堂パレス 7:55 2278 原　智美 女 東京都 もくもくTRC 8:05
2182 関　誠 男 埼玉県 ＴＭプランナー 7:54 2279 五十嵐　龍彦 男 埼玉県 ランジョグ 8:03
2183 数澤　真也 男 東京都 小江戸大江戸TW 7:52 2280 赤羽　伴内 男 埼玉県 ちーむまぽみこむね 8:02
2184 矢崎　義光 男 東京都 7:50 2281 早藤　勲尚 男 静岡県 伊東松川湖RC 8:00
2185 佐藤　智典 男 埼玉県 7:54 2282 大澤　実 男 群馬県 7:54
2186 三浦　耕司 男 東京都 ヴィクトリア 7:53 2283 奈良　浩一 男 東京都 ランジョグ 7:55
2187 馬越　正明 男 神奈川県 今日はここから 7:50 2284 澤野　達也 男 東京都 鳥 8:02
2188 前泊　桂丞 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 7:55 2285 川崎　達也 男 東京都 8:05
2189 大塚　由美子 女 千葉県 7:52 2286 林田　裕介 男 東京都 TEAM FUNTRAILS 8:05
2191 谷口　早苗 女 山口県 中冷山口 7:51 2287 会田　雪子 女 東京都 チーム100マイル 8:05
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小江戸大江戸200k ⑤ 小江戸大江戸200k ⑥
No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間 No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間
2288 伊藤　健一 男 神奈川県 山本モナス 8:03 2387 石井　大 男 神奈川県 ナイスおっさん 8:02
2289 池澤　亮 男 埼玉県 7:55 2388 中口　淳 男 石川県 金沢満喫坂マラニック 8:02
2290 平野　智彦 男 東京都 CMCJ、ウルプロ 7:51 2389 宮内　健士 男 千葉県 伯爵ファミリー 8:02
2291 荒井　秀次 男 神奈川県 エビトラＡＣ 8:04 2390 鈴木　明 男 東京都 8:02
2292 玉田　祐介 男 埼玉県 足柄男塾 8:05 2391 齋藤　和幸 男 東京都 8:02
2293 長谷川　康一 男 神奈川県 ジョギング同好会相模原 8:04 2392 岡田　泰三 男 神奈川県 ナイスおっさん 7:52
2294 中嶋　智史 男 東京都 eA東京 8:03 2393 及川　光紀 男 千葉県 8:00
2295 窪田　淳 男 埼玉県 凹田ガス 8:03 2394 古瀬　敏行 男 東京都 のんちゃんパパ 7:52
2296 岩瀬　光正 男 東京都 ARC 8:05 2395 鍋島　由香里 女 東京都 8:00
2297 堀越　由忠 男 埼玉県 彩湖ラファール 8:04 2396 落田　徹 男 東京都 OAG税理士法人東京ｳｴｽﾄ 8:00
2298 菅原　健太 男 東京都 8:05 2397 菅本　潔 男 東京都 エスケイ 8:00
2299 都筑　望 女 神奈川県 8:05 2398 大竹　政晴 男 埼玉県 SYD 8:00
2301 松永　賢一 男 東京都 7:59 2399 山中　宣子 女 神奈川県 7:52
2302 高階　清彰 男 東京都 8:04 2400 松林　勇人 男 東京都 墨田RC 7:52
2303 田子　裕紀子 女 東京都 club MY☆STAR 7:59 2401 木村　英樹 男 東京都 大高建設二輪部二脚編 7:52
2304 藤井　克人 男 愛知県 株式会社大林組 8:03 2402 田中　喜明 男 東京都 妙高高原ビール 8:00
2305 西田　裕 男 神奈川県 二子玉川走友会 8:02 2403 高橋　宗志 男 埼玉県 8:00
2306 仙波　澄 女 東京都 8:05 2404 原本　浩隆 男 千葉県 idemitsu 8:01
2307 宝崎　順一 男 東京都 8:01 2405 山田　道男 男 神奈川県 マイスター 8:01
2308 片山　修太郎 男 千葉県 出光千葉 8:05 2406 曽我　聡 男 神奈川県 バーグルワン 8:01
2310 高橋　輝 男 東京都 二子玉川走友会 8:02 2407 岡田　隆一 男 東京都 OKJ 8:01
2311 中村　英樹 男 東京都 8:00 2408 高谷　亮 男 神奈川県 8:01
2312 細木　美智江 女 神奈川県 8:00 2409 曽我　江里子 女 神奈川県 ベーグルワン 8:02
2313 中田　元樹 男 東京都 8:02 2410 橋本　淳一 男 埼玉県 LDA-RC 8:02
2314 男 神奈川県 日本縦断還暦R 8:02 2411 鈴木　正宏 男 千葉県 オカシイJAPAN 7:59
2315 清水　崇弘 男 千葉県 印旛練 8:01 2412 中島　伸彦 男 東京都 大泉スマラン 7:59
2316 遠藤　常行 男 東京都 伯爵ファミリー 8:00 2413 中原　太一 男 東京都 7:59
2317 三瓶　忠 男 東京都 8:02 2414 鈴木　恵里子 女 埼玉県 7:59
2318 藤野　学 男 8:01 2415 藤井　克昌 男 埼玉県 藤井部屋 7:59
2320 福田　宏之 男 東京都 8:01 2416 播摩　幸代 女 東京都 Namban 8:02
2321 高野　達 男 北海道 HBARC 8:02 2417 鈴木　久 男 神奈川県 8:02
2322 保坂　亮 男 千葉県 8:01 2418 井上　吉博 男 愛知県 8:04
2323 高橋　ちえ子 女 神奈川県 チーム走人 8:00 2419 飯塚　友紀子 女 神奈川県 8:05
2324 鈴木　徹平 男 東京都 東京鈴木屋 8:01 2420 藤田　慎一郎 男 東京都 GHOST RUNNERS 8:05
2325 小峰　邦子 女 東京都 8:01 2421 岡田　勇 男 東京都 ＴＥＡＭ☆ＲＥＳＰＥＣＴ 8:04
2326 榎本　勝則 男 千葉県 浦安ランナーズ 8:00 2422 蔵品　誠 男 東京都 清水建設 8:04
2327 小川　登志幸 男 埼玉県 8:00 2423 仲田　光穂 女 千葉県 チーム凰 8:05
2328 吉川　慶一 男 東京都 8:02 2424 佐々木　智範 男 千葉県 日本中央競馬会 8:05
2329 杉原　英之 男 神奈川県 8:02 2425 桜井　真一 男 東京都 8:03
2330 杉山　修 男 東京都 Ozam 8:01 2426 村松　義剛 男 愛知県 へなちょこマラソン部 8:04
2331 相馬　巧 男 神奈川県 8:02 2427 酒井　宏輔 男 千葉県 コースK 8:03
2332 脇田　久 男 群馬県 8:01 2428 山中　真 男 北海道 小鍛冶組 8:03
2336 谷村　利伸 男 神奈川県 7:59 2429 鈴木　敬二 男 神奈川県 相模原走ろう会 7:53
2337 阿部　史生 男 神奈川県 8:01 2430 落合　香奈子 女 栃木県 宇都宮トレラン集い 7:54
2338 水口　達志 男 東京都 Trident Seafoods 8:02 2431 森　秀樹 男 北海道 URC 7:55
2339 今井　守 男 神奈川県 UltraWalkers 8:04
2341 天野　修平 男 埼玉県 NRC 8:00 大江戸ナイト115km ①
2342 梶　美樹 女 埼玉県 8:01 No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間
2343 飯田　英蔵 男 神奈川県 7:59 1001 末吉　英範 男 東京都 22:00
2344 伊藤　雄一郎 男 沖縄県 8:02 1002 飯塚　直美 女 東京都 チーム凰 22:00
2345 大沼　慎也 男 東京都 慶大陸上同好会 8:01 1004 米澤　治文 男 広島県 22:00
2347 岡本　昭 男 7:50 1006 柴崎　真夫 男 埼玉県 22:00
2348 佐々木　秀一 男 神奈川県 チームマグナム 8:03 1007 傳田　尚徳 男 東京都 Yuhido 22:00
2350 町田　芳章 男 埼玉県 7:53 1008 小林　佳子 女 埼玉県 22:00
2351 伊藤　芳 女 東京都 8:03 1010 柴生田　章 男 埼玉県 ちーむ山猿 22:00
2352 山田　幸満 男 東京都 チーム100マイル 8:00 1011 村松　義之 男 埼玉県 AVRC埼玉 22:00
2353 上岡　裕 男 千葉県 7:54 1012 飯島　宏一郎 男 神奈川県 22:00
2354 田代　智也 男 神奈川県 7:50 1013 本田　学 男 東京都 西６走り隊 22:00
2355 菊地　隆広 男 福島県 7:55 1014 渡辺　順子 女 神奈川県 海山を走る会 22:00
2356 伊澤　光 男 神奈川県 7:53 1015 加藤　裕子 女 東京都 22:00
2357 河野　彩子 女 神奈川県 厚木大学TRC 7:55 1016 若林　政次 男 東京都 22:00
2359 川野　和宏 男 神奈川県 7:51 1017 渡部　弘之 男 神奈川県 ハセツネクラブ 22:00
2360 高橋　菊正 男 東京都 7:54 1019 栗原　正幸 男 神奈川県 好猫楽部 22:00
2361 内野　裕朗 男 静岡県 7:52 1020 玉井　達也 男 東京都 22:00
2362 今野　俊一 男 神奈川県 7:59 1021 筧　友子 女 東京都 ＳＹＤ 22:00
2363 東藤　美幸 女 福岡県 7:59 1022 新明　浩司 男 埼玉県 22:00
2364 松坂　勝雄 男 積水京走会 8:00 1023 志村　大祐 男 東京都 SYD 22:00
2366 安喜　健太郎 男 東京都 8:01 1024 細村　あづさ 女 東京都 22:00
2367 吉　哲郎 男 東京都 7:55 1025 田中　眞二 男 東京都 22:00
2368 佐藤　幸久 男 埼玉県 ウルトラポーズ 7:52 1026 山本　郁夫 男 神奈川県 22:00
2369 中野　淳 男 神奈川県 横浜鶴見ＲＣ 7:53 1027 渡辺　ゆか 女 京都府 22:00
2370 及川　華恵 女 北海道 7:53 1028 村中　由紀 女 東京都 22:00
2371 栗原　勇 男 埼玉県 7:55 1029 芹沢　完二 男 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 22:00
2372 碓井　鉄雄 男 東京都 7:55 1030 宮下　詩乃 女 東京都 22:00
2373 嘉松　孝友 男 東京都 大泉スマラン 8:04 1031 石山　徹 男 東京都 サムズアップ 22:00
2374 服部　良隆 男 神奈川県 ｆｒｕｎクジラ 7:52 1032 木田　直光 男 埼玉県 22:00
2375 渡辺　正道 男 埼玉県 CHINITA 8:01 1033 飯泉　由美子 女 22:00
2376 関根　実 男 岐阜県 7:51 1034 河野　祐介 男 東京都 WindRun 22:00
2378 新井　岳志 男 埼玉県 7:55 1036 京牟禮　公一 男 神奈川県 世界のｶｽﾒﾝﾀﾙ協会 日本支部 22:00
2379 鈴木　昭博 男 群馬県 7:53 1037 立石　隆也 男 東京都 東京局 22:00
2380 石澤　毅士 男 埼玉県 ウルプロ 8:05 1039 加藤　利隆 男 東京都 22:00
2381 池尻　彰 男 東京都 7:59 1040 巽　美紀 女 東京都 ＢＡＳＥ友の会 22:00
2382 金村　隼介 男 埼玉県 8:02 1041 青山　亜希 女 東京都 22:00
2383 冨岡　弘行 男 神奈川県 7:54 1042 佐藤　利夫 男 神奈川県 パナソニック横浜 22:00
2384 田中　悟 男 東京都 ＷＩＮＳ 7:52 1043 畠山　智子 女 埼玉県 タマレンジャー 22:00
2385 加藤　純一 男 埼玉県 ＧＲＥＥＮＳ 7:53 1045 原島　憲章 男 東京都 22:00
2386 堀池　計年 男 埼玉県 8:02 1046 新澤　英典 男 埼玉県 ウルプロ 22:00
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大江戸ナイト115km ② 小江戸90km  ②
No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間 No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間
1047 荒舩　義誉 男 東京都 チーム１００マイル 22:00 944 肥沼　誠 男 東京都 8:07
1049 入山　育司 男 東京都 22:00 946 三上　秀和 男 神奈川県 8:07
1050 吉川　俊之 男 東京都 ランボーズ 22:00 947 佐久間　隆 男 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 8:06
1052 小野　敦子 女 東京都 22:00 948 植野　譲 男 埼玉県 8:06
1053 柳通　浩一 男 東京都 22:00 949 植野　恵美子 女 埼玉県 8:06
1054 小川　洋 男 東京都 羽田スカイブルーイング 22:00 950 河原井　英雄 男 埼玉県 新三郷楽走会 8:06
1055 北村　昭宏 男 東京都 すみだラン倶楽部 22:00 954 笠原　和人 男 東京都 8:07
1056 中山　陽象 男 神奈川県 お達者くらぶ 22:00 955 深町　博人 男 牛久市 8:07
1058 羽田野　勇治 男 東京都 羽田バルTPR No.4 22:00 957 森河　久恵 女 埼玉県 樂走組 8:06
1059 高橋　奈巳 女 神奈川県 トラベルDB 22:00 958 芝野　達哉 男 栃木県 芝野スポーツ 8:07
1060 長掛　雄治 男 東京都 東一ふろとも 22:00 961 中村　陽子　 女 埼玉県 新三郷楽走会 8:07
1061 黒田　幸弘 男 千葉県 22:00 962 井出　富雄 男 東京都 TeamFunTrails 8:08
1062 牧瀬　亜希彦 男 神奈川県 いずみのBE 22:00 963 市川　智一 男 埼玉県 セルベサ軍団 8:08
1063 原田　佳典 男 東京都 ＧＲＥＥＮＳ 22:00 964 佐藤　弘 男 埼玉県 MY　STAR 8:06
1065 山田　晶子 女 神奈川県 好走楽部 22:00 966 島田　加奈子 女 東京都 ランボーズ 8:07
1066 高野　弘之 男 神奈川県 22:00 967 畠中　雅子 女 埼玉県 8:07
1067 八重倉　慶子 女 千葉県 22:00 968 山本　晴子 女 埼玉県 8:06
1068 今中　智樹 男 埼玉県 22:00 970 伊牟田　智 男 東京都 ＧＲＥＥＮＳ 8:07
1069 萩元　章次 男 埼玉県 伯爵ファミリー 22:00 971 松島　愛 女 埼玉県 8:07
1070 青柳　幸男 男 千葉県 松戸こがね虫AC 22:00 972 早田　裕一 男 埼玉県 8:08
1071 後藤　満美 女 埼玉県 22:00 973 白須　明子 女 東京都 8:07
1072 三宅　文彦 男 東京都 22:00 975 野崎　実 男 埼玉県 ノリスケさん 8:06
1073 鵜沼　巧 男 群馬県 22:00 976 野崎　かおり 女 埼玉県 ノリスケさん 8:06
1074 手塚　友喜 女 埼玉県 22:00 977 新井　敏之 男 埼玉県 8:06
1075 田辺　義貴 男 東京都 22:00 978 川島　俊博 男 小江戸大江戸TW 8:06
1076 鈴木　英明 男 兵庫県 ボクちゃん 22:00 979 颯田　洋平 男 神奈川県 8:07
1077 松倉　七奈 女 東京都 22:00 980 鈴木　裕子 女 埼玉県 さいたま走友会 8:06
1078 梅原　賢 男 東京都 22:00 981 等々力　信治 男 埼玉県 8:08
1079 菊池　純平 男 神奈川県 ビオラトレラン部 22:00
1080 漆原　映彦 男 東京都 22:00
1082 佐藤　和久 男 東京都 チームTASK 22:00
1084 熊田　慶司 男 東京都 ランボーズ 22:00
1085 飯田　勝己 男 神奈川県 22:00
1086 上木屋　寛光 男 埼玉県 aRC 22:00
1087 小林　俊英 男 埼玉県 22:00
1088 佐藤　伸洋 男 神奈川県 飛脚 22:00
1089 栗原　幸夫 男 千葉県 らんこよ 22:00
1090 町田　綾子 女 東京都 ＧＲＥＥＮＳ 22:00
1092 矢野　敦志 男 埼玉県 22:00
1093 鈴木　雄大 男 埼玉県 22:00
1094 山田　剛久 男 埼玉県 うさぎ組 22:00
1095 池田　大豊 男 東京都 22:00
1096 伊田　士郎 男 千葉県 22:00
1097 鈴木　聡 男 埼玉県 22:00
1098 上口　恭生 男 神奈川県 22:00
1099 丸山　和良 男 栃木県 22:00
1100 宮地　二朗 男 大阪府 22:00
1101 栗田　健輔 男 東京都 WindRun 22:00
1102 山本　和男 男 山梨県 Dobu 22:00
1103 西田　剛 男 東京都 ◆Ｓｌａｃｋ　Ｊａｐａｎ◆ 22:00

小江戸90km  ①
No. 氏名 性別 住所 所属 スタート時間
901 久保　直樹 男 埼玉県 8:08
902 原　直子 女 埼玉県 8:08
903 今井　聡 男 東京都 ★上州山楽走★ 8:08
904 岡田　敦司 男 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 8:08
905 吉井　康裕 男 東京都 日本鋼管病院 8:07
906 蓮見　一明 男 埼玉県 8:08
907 廣木　雅史 男 宮城県 8:08
908 岡田　桂一 男 埼玉県 8:08
909 女 山梨県 GOGOEGG 8:08
910 小平　照子 女 神奈川県 8:07
911 山岸　麻記 女 神奈川県 8:08
912 山岸　直矢 男 神奈川県 8:08
913 泉　京太 男 千葉県 ぽっちゃりランナー 8:08
915 吉田　和彦 男 埼玉県 8:06
916 箕輪　克美 男 ストライズ 8:06
917 結城　広昭 男 長野県 8:06
919 中村　記代子 女 千葉県 市川マラソンクラブ 8:07
921 馬場　美穂子 女 千葉県 荒井塾 8:06
923 宗形　賢 男 東京都 新橋SL走会 8:07
924 大瀧　伸之 男 東京都 8:06
926 鶴田　園子 女 群馬県 そらたんず 8:06
927 小山　かおり 女 東京都 8:06
928 木村　勝利 男 埼玉県 （有）こばやし 8:08
930 宮島　亜希子 女 千葉県 R-GUN 8:08
931 土井　義明 男 東京都 ＥＡＣ 8:08
932 守山　文子 女 東京都 ＳＭＢ建材 8:08
933 山口　裕之 男 東京都 8:07
934 梅宮　秀人 男 埼玉県 山が好き 8:07
935 石田　裕一 男 千葉県 MY STAR 8:06
936 新山　明美 女 千葉県 8:08
937 原口　博司 男 加波一族 8:07
941 前川　玲香 女 埼玉県 8:08
942 山口　雅之 男 東京都 8:06
943 今里　幸宗 男 東京都 8:07
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	P-2_プログラム
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	P-5_プログラム
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