
ゼッケンNO. 　　　氏　　　名 都道府県 カテゴリー 予選記録 　　　記　　　録 　着　順
101 髙野 温菜 千葉県 age 20-29 　　　17分04秒 　　　18分00秒 1着
102 小熊 優希 東京都 age 30-39 　　　20分13秒 　　　20分29秒 2着
103 阪本 翔子 埼玉県 age 30-39 　　　21分39秒 　　　21分38秒 3着
104 森 雪絵 埼玉県 age 40-49 　　　22分27秒 　　　22分59秒 4着
105 新庄 沙紀 東京都 age 20-29 　　　26分00秒 　　　24分55秒 6着
106 大関 あい 神奈川県 age 40-49 　　　28分10秒 　　　27分00秒 11着
107 真鍋 未央 東京都 age 30-39 　　　28分15秒 　　　23分29秒 5着
108 土屋 真理 東京都 age 50-59 　　　28分50秒 　　　27分45秒 12着
109 齋藤 絵理佳 東京都 age 30-39 　　　29分05秒 　　　25分48秒 9着
110 安藤 清夏 埼玉県 age 30-39 　　　30分07秒 　　　25分25秒 8着
111 LEE HYELEE 東京都 age 30-39 　　　30分15秒 　　　26分43秒 10着
112 佐藤 卯夏 東京都 age 20-29 　　　30分23秒 DNS 着
113 中林 沙月 東京都 age 20-29 　　　30分31秒 　　　24分56秒 7着
114 森 利子 宮城県 age 40-49 　　　33分55秒 DNS 着
115 池田 政子 静岡県 age 50-59 　　　35分25秒 DNS 着
116 望月 有紀子 静岡県 age 30-39 　　　36分23秒 DNS 着

ゼッケンNO. 　　　氏　　　名 都道府県 カテゴリー 予選記録 　　　記　　　録 　着　順
1 星原 啓人 東京都 age 20-29 　　　17分22秒 　　　17分17秒 1着
2 中島 広喜 山梨県 age 40-49 　　　17分44秒 　　　17分40秒 3着
3 尾方 優作 千葉県 age 20-29 　　　19分04秒 　　　17分33秒 2着
4 小西 直樹 東京都 age 40-49 　　　19分26秒 　　　19分48秒 5着
5 中道 均 静岡県 age 60- 　　　20分17秒 　　　20分32秒 9着
6 晴柀 茂 富山県 age 50-59 　　　20分43秒 　　　20分14秒 8着
7 宮本 敦 東京都 age 50-59 　　　20分44秒 　　　20分14秒 7着
8 村地 昭彦 滋賀県 age 20-29 　　　21分13秒 　　　21分10秒 14着
9 吉野 公理 山口県 age 40-49 　　　21分33秒 DNS 着
10 山田 繁男 大阪府 age 50-59 　　　21分49秒 　　　20分45秒 12着
11 谷口 博哉 徳島県 age 50-59 　　　21分49秒 　　　20分39秒 10着
12 加藤 紀佳 埼玉県 age 50-59 　　　21分52秒 　　　21分44秒 15着
13 伊藤 正毅 福島県 age 50-59 　　　21分55秒 DNS 着
14 伊藤 英紀 愛知県 age 40-49 　　　21分59秒 　　　20分48秒 13着
15 宮越 英幸 神奈川県 age 50-59 　　　22分13秒 　　　21分39秒 11着
16 井原 章博 広島県 age 40-49 　　　23分09秒 DNS 着
17 萩原 秀明 東京都 age 30-39 　　　23分09秒 　　　18分28秒 4着
18 加藤 弘幸 神奈川県 age 60- 　　　23分10秒 DNS 着
19 室川 隆志 大阪府 age 40-49 　　　23分29秒 DNS 着
20 中廣 剛士 福井県 age 40-49 　　　23分38秒 　　　21分51秒 16着
21 櫻井 正勝 神奈川県 age 50-59 　　　23分43秒 　　　22分15秒 18着
22 長 龍吏 神奈川県 age 50-59 　　　23分45秒 　　　22分03秒 17着
23 最上 拓児 千葉県 age 50-59 　　　23分47秒 　　　23分16秒 19着
24 阿部 浩樹 秋田県 age 50-59 　　　23分56秒 DNS 着
25 岡本 淳 愛知県 age 50-59 　　　23分58秒 DNS 着
26 志和 宏昭 東京都 age 30-39 　　　24分03秒 　　　20分05秒 6着
27 井ヶ瀬 良則 福岡県 age 60- 　　　24分25秒 DNS 着
28 酒井 良純 東京都 age 60- 　　　27分32秒 　　　26分37秒 20着
29 寺田 孝 埼玉県 age 60- 　　　28分30秒 DNS 着
30 古橋 遼祐 愛知県 age 20-29 　　　28分45秒 DNS 着

※5月17日更新

　　　大人の全力走～5km No.1決定戦～　大会結果　

5000m 女子　決勝（11:10）

5000m 男子　決勝（11:40）


