
順位 BIB No. ⽒名漢字 ⽒名カナ 都道府県名 タイム 性別
1 002 吉住 友⾥ ヨシズミ ユリ ⼤阪府 0:49:04 ⼥性
2 049 ⾼村 まゆみ タカムラ マユミ 富⼭県 1:00:37 ⼥性
3 006 須藤 吉仕⼦ ストウ キシコ 埼⽟県 1:03:17 ⼥性
4 057 ⻄⼭ 容⼦ ニシヤマ ヨウコ 神奈川県 1:07:53 ⼥性
5 012 ⽯元 楓 イシモト カエデ 富⼭県 1:09:10 ⼥性
6 083 ルブラス 恵美⾥ ルブラス エミリ 神奈川県 1:10:40 ⼥性
7 044 関⼾ 明⼦ セキド アキコ 群⾺県 1:13:08 ⼥性
8 062 星野 由布⼦ ホシノ ユウコ 神奈川県 1:13:20 ⼥性
9 033 後閑 ⽂⼦ ゴカン フミコ 東京都 1:17:07 ⼥性
10 027 神原 百合 カンバラ ユリ 東京都 1:19:01 ⼥性
11 025 加賀⾕恵理⼦ カガヤ エリコ 埼⽟県 1:20:15 ⼥性
12 064 松澤 美⾥ マツザワ ミサト ⻑野県 1:31:13 ⼥性
13 023 尾崎 聡⼦ オザキ サトコ 埼⽟県 1:49:14 ⼥性
14 077 茂⽊ 柚伽 モテギ ユズカ 群⾺県 2:03:02 ⼥性
15 009 天笠 咲 アマガサ サキ 群⾺県 2:40:50 ⼥性
15 043 住⾕ 友結 スミヤ ユウユ 群⾺県 2:40:50 ⼥性
15 061 ペメラー サブリナ ペメラー サブリナ 群⾺県 2:40:50 ⼥性

038 齋藤 紅美 サイトウ クミ 新潟県 DF ⼥性
053 ⼟屋 和嘉⼦ ツチヤ ワカコ ⻑野県 DF ⼥性
005 岩楯 志帆 イワダテ シホ 東京都 DS ⼥性



順位 BIB No. ⽒名漢字 ⽒名カナ 都道府県名 タイム 性別
1 001 上⽥ 瑠偉 ウエダ ルイ 東京都 0:40:18 男性
2 004 永⾥ 剛城 ナガサト ゴウキ ⿅児島県 0:41:28 男性
3 069 宮川 鉄也 ミヤガワ テツヤ ⻑野県 0:44:41 男性
4 082 吉野 ⼤和 ヨシノ ヤマト 群⾺県 0:44:57 男性
5 058 ⼋⽥ 康裕 ハッタ ヤスヒロ 愛知県 0:46:03 男性
6 080 横⼭ 忠男 ヨコヤマ タダオ 群⾺県 0:46:18 男性
7 003 藤 ⾶翔 フジ ツバサ 東京都 0:47:05 男性
8 014 今井 洋⼆ イマイ ヨウジ ⻑野県 0:47:33 男性
9 054 傳⽥ 翁玖 デンダ トシヒサ ⻑野県 0:47:56 男性
10 010 荒⽊ 諒 アラキ リョウ ⽯川県 0:48:39 男性
11 018 浦野 正紀 ウラノ マサノリ ⻑野県 0:48:55 男性
12 042 鈴⽊ ⿓弥 スズキ リュウヤ 神奈川県 0:49:48 男性
13 008 阿部 浩司 アベ コウジ 新潟県 0:50:33 男性
14 076 村井 涼 ムライ リョウ 神奈川県 0:50:44 男性
15 056 ⻄⼭ 達也 ニシヤマ タツヤ 神奈川県 0:51:11 男性
16 072 宮下 弘⽂ ミヤシタ ヒロフミ ⼭梨県 0:51:24 男性
17 070 宮崎 ⼤樹 ミヤザキ ダイジュ 愛知県 0:51:46 男性
18 026 川崎 健太 カワサキ ケンタ 静岡県 0:51:49 男性
19 052 ⽥中 耕造 タナカ コウゾウ ⻑野県 0:52:33 男性
20 078 ⼭上 聡 ヤマカミ サトル ⻑野県 0:52:43 男性
21 084 LeBrasErwan ルブラス エルワン 神奈川県 0:53:14 男性
22 039 清⽔ 健郎 シミズ ケンロウ ⻑野県 0:53:17 男性
23 011 有⾺ 優仁 アリマ ユウジン 東京都 0:53:22 男性
24 016 上杉 博⼀ ウエスギ ヒロカズ 東京都 0:54:05 男性
25 040 清⽔ 琢⽮ シミズ タクヤ 静岡県 0:55:09 男性
26 065 ⽔越 哲也 ミズコシ テツヤ 埼⽟県 0:56:54 男性
27 067 皆⽊ 雅仁 ミナキ マサヒト 新潟県 0:57:55 男性
28 063 星野 雄介 ホシノ ユウスケ 神奈川県 0:58:23 男性
29 019 ⼤⼝ 和哉 オオクチ カズヤ ⻑野県 0:59:14 男性
30 017 内⽥ 正直 ウチダ マサナオ ⻑野県 0:59:23 男性
31 059 林 直弘 ハヤシ ナオヒロ 岐⾩県 1:01:11 男性
32 060 布施 洋 フセ ヒロシ 新潟県 1:01:35 男性
33 037 ⼩⼭ 孝明 コヤマ タカアキ 東京都 1:01:50 男性
34 035 ⼩林 伸吉 コバヤシ ノブヨシ 神奈川県 1:02:23 男性
35 015 岩楯 岳⼀ イワダテ タケヒト 東京都 1:02:57 男性
36 007 ⾚⽊ 洋⼆ アカギ ヨウジ 岐⾩県 1:03:25 男性
37 046 瀬沼 哲司 セヌマ サトシ 新潟県 1:03:51 男性
38 020 ⼤⽉ 鉄平 オオツキ テッペイ 東京都 1:05:02 男性
39 013 ⽯元 蓮 イシモト レン 富⼭県 1:05:20 男性
40 024 尾花 政樹 オバナ マサキ 埼⽟県 1:08:47 男性
41 034 ⼩菅 顕⼤ コスゲ アキヒロ 神奈川県 1:08:54 男性
42 048 ⾼橋 昌博 タカハシ マサヒロ 静岡県 1:11:27 男性
43 028 神原 義昭 カンバラ ヨシアキ 東京都 1:12:44 男性
44 073 宮⽥ 佳典 ミヤタ ヨシノリ ⻑野県 1:12:45 男性
45 036 ⼩峰 悦雄 コミネ エツオ ⻑野県 1:13:00 男性



順位 BIB No. ⽒名漢字 ⽒名カナ 都道府県名 タイム 性別
46 032 ⿊⽥ 憲造 クロダ ケンゾウ 茨城県 1:13:08 男性
47 075 武藤 哲司 ムトウ テツジ 群⾺県 1:32:17 男性
48 021 岡⽥ 憩 オカダ ケイ 群⾺県 1:34:32 男性
49 047 薗部 夢有⼈ ソノベ ムウト 栃⽊県 1:34:34 男性
50 079 ⼭崎 光男 ヤマザキ ミツオ 新潟県 1:42:42 男性
51 022 尾崎 克洋 オザキ カツヒロ 埼⽟県 1:55:11 男性
52 066 ⽔原 忠光 ミズハラ タダミツ 静岡県 2:04:31 男性
53 068 皆吉 智之 ミナヨシ トモユキ 茨城県 2:33:30 男性

029 岸本 ⼤直 キシモト ヒロタダ 岡⼭県 DS 男性
030 北林 広⼀ キタバヤシ ヒロイチ 埼⽟県 DS 男性
031 北林 広⽃ キタバヤシ ヒロト 埼⽟県 DS 男性
041 シャルマ アルジュン シャルマ アルジュン 群⾺県 DS 男性
045 関野 智勝 セキノ トモマサ 千葉県 DS 男性
050 ⽵村 英⼀ タケムラ エイイチ ⻑野県 DS 男性
051 ⽥中 晶 タナカ アキラ 東京都 DS 男性
055 新岡 幸⼀ ニイオカ コウイチ 東京都 DS 男性
071 宮崎 洋介 ミヤザキ ヨウスケ 千葉県 DS 男性
074 宮地 藤雄 ミヤチ フジオ 神奈川県 DS 男性
081 吉崎 丈晴 ヨシザキ タケハル ⻑野県 DS 男性


