
3km 中学生男子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 記録

1 8003 五十嵐 翔英 イガラシ ショウエイ 国府津中学校 9:30
2 8008 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 国府津中学校 9:39
3 8005 齋藤 享悟 サイトウ キョウゴ 秦野市立東中学校 9:41
3 8038 荒井 宏彰 アライ ヒロアキ 平塚中等教育学校 9:41
5 8007 力石 隆太郎 チョウイシ リュウタロウ 相洋中学校 9:43
6 8001 大嶽 昂士 オオタケ コウシ 伊豆の国市韮山中 9:44
7 8016 曽我 佑希 ソガ ユウキ 城北中学校 9:48
8 8009 大野 悠翔 オオノ ユウト 9:57
8 8011 鈴木 翔太 スズキ ショウタ 泉中学校 9:57
10 8002 河並 遼 カワナミ リョウ 木曜ランナーズ 10:04
11 8017 大石 泰輝 オオイシ タイキ 栗原中学校 10:10
12 8018 藤田 陸志 フジタ アツシ 10:22
13 8019 佐藤 優輝 サトウ ユウキ 国府津中学校 10:24
14 8024 金井 直樹 カナイ ナオキ 10:28
15 8013 横山 裕輝 ヨコヤマ ユウキ 中井中学校 10:32
16 8010 水取 一樹 ミズトリ カズキ 中原中学校 10:37
17 8006 橋本 真一 ハシモト シンイチ 10:38
18 8022 升水 勘太 マスミズ カンタ 県立春日野中学校 10:39
19 8020 石黒 貴慎 イシグロ キシン 酒匂中学校 10:42
20 8035 望月 和知 モチヅキ カズシ 白鴎中学校 10:43
21 8014 青木 優喜斗 アオキ ユキト 小田原市立城南中 10:48
22 8025 尾形 駿 オガタ シュン 11:12
23 8021 加藤 伊笛 カトウ イブキ 泉中学校 11:12
24 8023 長屋 有太朗 ナガヤ ユウタロウ 11:13
25 8027 山本 珠希弥 ヤマモト ジュキヤ 土沢中学校 11:15
26 8033 中野 詩哲 ナカノ ウテツ 鴨宮中学校 11:17
27 8030 木村 鴻士 キムラ コウシ 山北中学校 11:31
28 8026 林 優真 ハヤシ ユウマ 千代中学校 11:45
29 8028 宮村 京 ミヤムラ ケイ 甲府北東中 12:02
30 8037 加藤 大海 カトウ ヒロミ 12:02
31 8036 志村 優弥 シムラ ユウヤ 泉中学校 12:26
32 8031 望月 勇希 モチヅキ ユウキ 城山中学校 12:40
33 8029 片柳 祐太 カタヤナギ ユウタ 14:07
34 8039 瀧本 駿 タキモト シュン 国府津中学校 15:18
35 8040 西垣 佑一郎 ニシガキ ユウイチロウ 15:20

DNS 8004 大脇 皐聖 オオワキ コウセイ チームアバンテ  
DNS 8015 辻原 颯 ツジハラ ハヤテ 二宮町立二宮中学  
DNS 8032 尾崎 誉仁 オザキ ヨヒト  
DNS 8034 林 青空 ハヤシ ソラ 城北中  

3km 49歳以下男子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 記録

1 8302 松林 夏輝 マツバヤシ ナツキ 9:23
2 8308 稲垣 秀平 イナガキ シュウヘイ 9:29
3 8305 勝又 勇人 カツマタ ハヤト 板妻３４連隊 9:34
4 8304 小柳 良介 コヤナギ リョウスケ 板妻34連隊 9:38
5 8311 岩澤 広明 イワサワ ヒロアキ 小田原市役所 9:43
6 8303 中込 賢蔵 ナカゴメ ケンゾウ 板妻３４連隊 9:46
7 8301 小村 太志 コムラ タイジ 10:07
8 8307 松下 嵩志 マツシタ タカシ 10:10
9 8306 石塚 一馬 イシヅカ カズマ 日特印刷 10:13
10 8310 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンＡＣ 10:22
11 8309 石塚 有葵 イシヅカ ユウギ ポジティブ精神 10:25
12 8315 永井 真介 ナガイ シンスケ （株）あう 10:31
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13 8316 加藤 剛正 カトウ タカマサ S.E.S.Jr 10:53
14 8312 齋藤 雄一 サイトウ ユウイチ 10:59
15 8317 村田 賢太郎 ムラタ ケンタロウ 11:52
16 8319 岩永 猛 イワナガ タケシ チームはやぶさ 12:10
17 8323 水取 厚志 ミズトリ アツシ 14:07
18 8321 市川 充宏 イチカワ ミツヒロ 14:08
19 8330 岡林 良尚 オカバヤシ ヨシナオ 大林組 14:16
20 8320 大西 庸介 オオニシ ヨウスケ 14:40
21 8318 菊川 淳三 キクガワ ジュンゾウ 14:47
22 8324 桜庭 直太 サクラバ ナオタ 15:12
23 8328 桑原 宏幸 クワハラ ヒロユキ 小田循ＲＣ 15:22
24 8325 望月 衛 モチヅキ マモル 小田原支援センタ 19:01
25 8326 上高原 充 カミタカハラ ミツル 20:14
26 8314 浦 貴行 ウラ タカユキ 22:59
27 8327 名嶋 健吾 ナジマ ケンゴ 24:04

DNS 8313 内藤 剛大 ナイトウ タケヒロ  
DNS 8322 芝宮 弘典 シバミヤ ヒロノリ チームしめさば  
DNS 8329 反町 睦 ソリマチ ムツミ  
DNS 8331 飯田 悠介 イイダ ユウスケ 小田循ＲＣ  
DNS 8332 鳥山 悟 トリヤマ サトシ 花王  
DNS 8333 内藤 孝行 ナイトウ タカユキ  
DNS 8334 博田 雅也 ハカタ マサヤ 湯河原町役場  

3km　50歳以上男子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 記録

1 8601 仲本 智之 ナカモト サトシ 小田原ＮＲ 10:18
2 8602 曽我 幸央 ソガ サチオ 11:48
3 8603 大橋 健二 オオハシ ケンジ 12:43
4 8617 佐々木 洋介 ササキ ヨウスケ 毘走友会 14:01
5 8611 笠間 秀雄 カサマ ヒデオ 広町＊十日会 14:22
6 8604 岸 明雄 キシ アキオ 14:31
7 8607 長田 秀勝 オサダ ヒデカツ 小田原走ろう会 14:54
8 8605 成田 吉章 ナリタ ヨシアキ モンスター 15:00
9 8608 佐藤 重美 サトウ シゲミ 17:25
10 8610 金井 彰彦 カナイ アキヒコ 19:29
11 8612 山口 政雄 ヤマグチ マサオ 19:35
12 8609 田中 邦昭 タナカ クニアキ 22:00
13 8613 上原 守 ウエハラ マモル 22:15
14 8614 粕谷 文雅 カスヤ フミマサ 23:00
15 8615 瀨戸 貞雄 セト サダオ 小田原走ろう会 23:35
16 8616 岩本 好七 イワモト コウシチ 原自動車師匠 27:19

DNS 8606 竹井 史郎 タケイ シロウ  
DNS 8618 寺崎 浩之 テラサキ ヒロユキ  

3km 中学生女子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 記録

1 9004 八ヶ代 真央 ヤカシロ マオ 国府津中学校 11:18
2 9001 小川 凜 オガワ リン 国府津中学校 11:19
3 9006 神原 由 カンバラ ユイ 春日野中学校 11:26
4 9010 井上 奈美 イノウエ ナツミ 二宮中学校 11:38
5 9007 田代 真李果 タシロ マリカ 春日野中学陸上部 12:20
6 9012 佐藤 神音 サトウ カノン 二宮中学校 12:28
7 9009 笹原 春菜 ササハラ ハルナ 13:31
8 9005 辻 真歩 ツジ マホ 国府津中学 13:36
9 9013 石井 奈菜 イシイ ナナ 国府中学校 14:57
10 9016 木村 溫 キムラ ノドカ 15:13
11 9015 和田 莉乃 ワダ リノ ＰＲＥＣＯ 18:58

DNS 9002 八ケ代 菜月 ヤカシロ ナツキ 国府津中学校  
DNS 9003 戸井田 未来 トイダ ミク 保土ヶ谷中学校  



DNS 9008 広瀬 結菜 ヒロセ ユイナ 春日野中学校  
DNS 9011 辻川 葉津樹 ツジカワ ハヅキ 平塚市神田中  
DNS 9014 田川 彩夏 タガワ アヤカ  

3km 49歳以下女子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 記録

1 9301 長谷川 真子 ハセガワ マコ 13:51
2 9302 山崎 牧 ヤマザキ マキ ラチエンＡＣ 14:20
3 9303 井上 由美 イノウエ ユミ 14:33
4 9305 齋藤 佳織 サイトウ カオリ 15:03
5 9331 小湊 さやか コミナト サヤカ 15:35
6 9309 高橋 佳子 タカハシ ケイコ 15:37
7 9317 風間 真希 カザマ マキ 15:45
8 9306 西田 美由紀 ニシダ ミユキ 16:25
9 9315 三川 喜代美 ミカワ キヨミ 16:28
10 9308 白柳 貴子 シラヤナギ タカコ 16:49
11 9330 寺岡 公美 テラオカ クミ 16:53
12 9307 久古 春菜 キュウコ ハルナ 17:01
13 9314 小華和 美里 コハナワ ミサト 17:06
14 9343 中澤 雪絵 17:17
15 9326 飯田 優真 ハンダ ユマ 神奈川病院 17:17
16 9313 瀧本 奈奈 タキモト ナナ 17:31
16 9337 細川 愛美 ホソカワ アミ 17:31
18 9336 町田 愛 マチダ アイ 17:38
19 9334 三古 栄子 ミフル エイコ 17:45
20 9332 浜脇 有子 ハマワキ ユウコ 17:51
21 9338 木村 愛美 キムラ マナミ 18:10
22 9310 飯塚 富美 イイヅカ フミ 18:12
23 9333 杉林 美恵 スギバヤシ ヨシエ 18:32
24 9341 吉田 美保 ヨシダ ミホ 18:39
25 9327 飯山 ゆかり イイヤマ ユカリ 18:48
26 9335 村山 悦子 ムラヤマ エツコ 19:09
27 9328 府川 桂子 フカワ ケイコ 19:09
28 9323 鈴木 愛子 スズキ アイコ 19:23
29 9311 鯖江 真紀子 サバエ マキコ 19:26
30 9320 斎藤 春香 サイトウ ハルカ 河原 19:49
31 9322 上高原 優子 カミタカハラ ユウコ 20:14
32 9339 三好 晶子 ミヨシ アキコ 20:53
33 9316 野口 めぐみ ノグチ メグミ 21:02
34 9340 倉田 奈々子 クラタ ナナコ 21:20
35 9342 廣井 敏枝 ヒロイ トシエ 22:02
36 9319 白田 智美 ハクタ トモミ 河原 23:18
37 9318 油井 妙子 ユイ タエコ 23:29
38 9325 尾崎 領子 オザキ リョウコ 23:42
39 9324 舘山 香奈恵 タテヤマ カナエ （株）あう 24:00

DNS 9304 戸井田 優美子 トイダ ユミコ  
DNS 9312 芝宮 陽子 シバミヤ ヨウコ チームしめさば  
DNS 9321 三浦 真代 ミウラ マサヨ  
DNS 9329 鷹野 文子 タカノ フミコ  

3km　50歳以上女子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 記録

1 9602 島倉 孝子 シマクラ タカコ 15:09
2 9601 松本 弘子 マツモト ヒロコ ららら湘南 17:09
3 9611 垣生 暁子 ハブ アキコ 17:11
4 9605 塚本 徹子 ツカモト テツコ 18:42
5 9603 山内 節子 ヤマウチ セツコ 19:57
6 9607 長谷川 宏美 ハセガワ ヒロミ 20:06
7 9604 大塔 豊子 ダイトウ トヨコ 20:16



8 9608 杉光 マリールー スギミツ マリールー 23:51
9 9609 栗林 恵子 クリバヤシ ケイコ 24:38
10 9606 岩本 明美 イワモト アケミ 原自動車師匠妻 27:19

DNS 9610 広石 由美子 ヒロイシ ユミコ  


