
順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第5回神流マウンテンラン＆ウォーク 2013年11月10日

ロングクラス40km　男子16歳～39歳

県名

731 渡邉 孝浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ  4:18:08すぽるちば1 神奈川県

730 渡辺 幸一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ  4:21:40上州山楽走2 群馬県

724 吉田 徹哉 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ  4:28:49火猿3 千葉県

659 福田 英則 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ  4:29:06京都税理士ＲＣ4 京都府

635 那須野 由幸 ﾅｽﾉ ﾖｼﾕｷ  4:30:225 群馬県

690 三好 拓人 ﾐﾖｼ ﾀｸﾄ  4:33:54ＢＥＡＣＨ6 神奈川県

469 岡部 泰英 ｵｶﾍﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ  4:35:437 神奈川県

727 米山 健司 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｼﾞ  4:37:108 神奈川県

515 朽見 太朗 ｸﾁﾐ ﾀﾛｳ  4:43:22裸足ＲＣ9 東京都

497 唐木 怜 ｶﾗｷ ﾘｮｳ  5:02:41小野薬品工業10 新潟県

519 黒澤 朗 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ  5:02:4311 東京都

617 茅野 勝 ﾁﾉ ﾏｻﾙ  5:05:45上州山楽走12 群馬県

728 米山 勇人 ﾖﾈﾔﾏ ﾊﾔﾄ  5:11:1413 埼玉県

680 松本 陽介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ  5:11:35なし14 群馬県

405 秋葉 悠 ｱｷﾊﾞ ﾕｳ  5:12:3315 神奈川県

477 落合 晃久 ｵﾁｱｲ ｱｷﾋｻ  5:12:3716 群馬県

688 宮川 雄磨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾏ  5:19:35チームリヴめい17 埼玉県

712 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ  5:20:48玉村18 群馬県

427 石塚 二朗 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞﾛｳ  5:23:49ＤＭＪ19 神奈川県

530 古平 剛史 ｺﾀﾞｲﾗ ﾂﾖｼ  5:25:42ＫＴＦ20 長野県

402 青木 純也 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝﾔ  5:26:0821 三重県

717 山本 陽 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ  5:28:55エクスチェンジ22 神奈川県

516 熊谷 恒佑 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｽｹ  5:34:37ＫＩＷＡＭＩ23 神奈川県

605 竹林 博行 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ  5:36:5824 東京都

537 五味 登士樹 ｺﾞﾐ ﾄｼｷ  5:38:2125 長野県

415 飯塚 大輔 ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ  5:38:47東京税関26 千葉県

601 高畑 健一 ﾀｶﾊﾀ ｹﾝｲﾁ  5:42:1927 埼玉県

418 飯山 雄一 ｲｲﾔﾏ ﾕｳｲﾁ  5:44:31クラブ西ノ宮28 千葉県

619 辻浦 慎二 ﾂｼﾞｳﾗ ｼﾝｼﾞ  5:45:39森の人29 神奈川県

493 金澤 宏之 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  5:47:58前橋トレラン部30 群馬県

585 須山 幸一郎 ｽﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ  5:51:0831 兵庫県

609 田仲 成行 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ  5:51:26エムファミリー32 埼玉県

587 青海 陽亮 ｾｲｶｲ ﾖｳｽｹ  5:53:42佐渡汽船33 新潟県

425 石川 憲一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ  5:56:00ＭＹ　ＳＴＡＲ34 東京都

484 柿沼 直人 ｶｷﾇﾏ ﾅｵﾄ  5:56:2935 埼玉県

649 長谷川 章 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ  5:58:4936 東京都

671 干川 孔明 ﾎｼｶﾜ ｺｳﾒｲ  6:06:1637 群馬県

535 小林 剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ  6:11:0238 東京都

631 中村 伸司 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ  6:14:3439 東京都

525 郡山 総平 ｺｵﾘﾔﾏ ｿｳﾍｲ  6:17:0940 神奈川県

514 木村 亮介 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ  6:18:2941 群馬県

489 片桐 裕樹 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ  6:18:5142 埼玉県

576 菅谷 豊 ｽｶﾞﾔ ﾕﾀｶ  6:19:4643 東京都

678 松岡 正悟 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｺﾞ  6:22:0444 神奈川県

643 根本 英樹 ﾈﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  6:24:1145 埼玉県

710 山岸 竜二 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳｼﾞ  6:26:23山岸モータース46 埼玉県

662 藤崎 均 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾄｼ  6:27:1347 神奈川県

590 相馬 大輔 ｿｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ  6:30:13ザ・スペース48 神奈川県

486 梶山 透 ｶｼﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ  6:30:40ザ・スペース49 神奈川県

702 八木 茂雄 ﾔｷﾞ ｼｹﾞｵ  6:31:44ＡＤＥＫＡ50 東京都
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ロングクラス40km　男子16歳～39歳

県名

651 塙 悠太 ﾊﾅﾜ ﾕｳﾀ  6:33:2151 茨城県

580 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ  6:33:43Ｓｉｍｐｌｅ52 群馬県

621 塘 貴広 ﾄﾓ ﾀｶﾋﾛ  6:34:5453 千葉県

670 古橋 智洋 ﾌﾙﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ  6:34:56フジヤマＴＲＣ54 静岡県

709 山形 元 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ  6:39:2455 東京都

618 知本 仁 ﾁﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ  6:39:42ＳＳＭ56 新潟県

589 妹尾 和也 ｾﾉｵ ｶｽﾞﾔ  6:41:2757 神奈川県

410 新井 誉史 ｱﾗｲ ﾀｶｼ  6:46:38上里陸連58 埼玉県

696 本木 篤 ﾓﾄｷ ｱﾂｼ  6:49:0259 東京都

557 定塚 和久 ｻﾀﾞﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｻ  6:50:1160 神奈川県

604 武田 真治 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  6:52:5061 東京都

443 今村 鉄平 ｲﾏﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ  6:54:27ｄｂｄｇ62 千葉県

633 中村 達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ  6:56:46ちーむ籠屋63 東京都

561 塩崎 晃人 ｼｵｻﾞｷ ｱｷﾄ  6:57:59ＦＲＴ64 茨城県

460 大友 謙太朗 ｵｵﾄﾓ ｹﾝﾀﾛｳ  7:00:0965 千葉県

646 橋村 匡哉 ﾊｼﾑﾗ ﾏｻﾔ  7:00:2166 千葉県

527 小島 貴裕 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ  7:06:02まったり組67 神奈川県

614 田部井 正樹 ﾀﾍﾞｲ ﾏｻｷ  7:08:2668 栃木県

503 河原井 瑛太 ｶﾜﾗｲ ｴｲﾀ  7:21:50GOLDWIN69 東京都

464 岡崎 雅人 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ  7:23:1570 広島県

499 川上 英男 ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｵ  7:25:2871 京都府

569 白井 孝法 ｼﾗｲ ﾀｶﾉﾘ  7:27:50甘党ランナーズ72 神奈川県

509 木戸 一人 ｷﾄﾞ ｶｽﾞﾋﾄ  7:28:1973 新潟県

494 神野 祐豊 ｶﾐﾉ ﾕｳﾄ  7:29:2774 新潟県

540 近藤 毅宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ  7:32:2175 東京都

444 岩井 佑介 ｲﾜｲ ﾕｳｽｹ  7:40:37ＴＢＲＣ76 神奈川県

411 新井 宏 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ  7:40:46商工会青年部77 群馬県

707 柳田 修平 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ  7:41:07万場小学校教諭78 群馬県

699 守屋 智明 ﾓﾘﾔ ﾄﾓｱｷ  8:17:29ドロップス79 東京都

628 長濱 彰義 ﾅｶﾞﾊﾏ ｱｷﾖｼ  8:50:00★上州山楽走★80 群馬県
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400 Sebastien JEU ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ ｼﾞｭｳ  4:11:151

505 北野 聡 ｷﾀﾉ ｻﾄｼ  4:36:12北澤ぶどう園2 長野県

471 小川 浩 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  4:36:30すぽるちば3 東京都

456 大越 一彦 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾋｺ  4:39:364 埼玉県

624 中川 貴裕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ  4:39:56あきる野陸5 東京都

548 坂田 満 ｻｶﾀ ﾐﾂﾙ  4:49:126 東京都

447 鵜飼 峰生 ｳｶｲ ﾐﾈｵ  4:52:597 千葉県

432 伊藤 友英 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ  4:54:55チームウープス8 埼玉県

526 小島 健二 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ  4:55:58ＸＣＥＳＳ9 東京都

475 尾崎 秀樹 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ  4:56:4410 東京都

636 難波 聡 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ  4:59:26埼玉医科大学11 埼玉県

448 宇敷 洋道 ｳｼｷ ﾋﾛﾐﾁ  4:59:2912 長野県

441 今井 聡 ｲﾏｲ ｻﾄｼ  5:06:44朝霞ＡＣ13 東京都

545 境 勉 ｻｶｲ ﾂﾄﾑ  5:08:41ランフィールド14 東京都

650 葉玉 旨紀 ﾊﾀﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ  5:10:06ＳＲＣ15 埼玉県

417 飯沼 和也 ｲｲﾇﾏ ｶｽﾞﾔ  5:11:38石岡ＴＲＣ16 茨城県

465 緒方 明浩 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ  5:18:2517 埼玉県

703 安川 尊裕 ﾔｽｶﾜ ﾀｶﾋﾛ  5:19:56すぽるちば18 東京都

592 高木 健一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ  5:20:0519 神奈川県

686 三牧 圭 ﾐﾏｷ ｹｲ  5:22:3620 神奈川県

556 佐々木 泰 ｻｻｷ ﾀｲ  5:24:55ＡＧＦ調査広告21 神奈川県

588 関谷 勝司 ｾｷﾔ ｶﾂｼﾞ  5:26:1822 東京都

627 中西 順次 ﾅｶﾆｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ  5:27:3023 群馬県

599 高橋 祐治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ  5:30:34石岡ＴＲＣ24 茨城県

610 田中 尚之 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ  5:33:0725 東京都

677 松井 浩一 ﾏﾂｲ ｺｳｲﾁ  5:37:4726 東京都

722 横山 太郎 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾛｳ  5:43:42ＬＦＳ27 東京都

623 中川 勇 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｻﾑ  5:44:07チーム菊谷28 愛知県

428 石原 正樹 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ  5:45:2229 東京都

434 伊藤 真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ  5:46:0830 愛知県

629 長浜 貴男 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｶｵ  5:46:19１６０円☆会31 千葉県

507 北村 昌之 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ  5:47:1332 愛知県

616 千野 俊樹 ﾁﾉ ﾄｼｷ  5:48:39ＳＮＲ33 宮城県

725 吉田 徹 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ  5:51:3034 千葉県

668 古川 彰俊 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾄｼ  5:51:3835 神奈川県

597 高橋 司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  5:54:43チームひらの36 岩手県

485 笠原 規男 ｶｻﾊﾗ ﾉﾘｵ  5:54:50Ｍｉｇｈｔｙ37 千葉県

566 清水 千春 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ  5:55:23ｄｂｄｇ38 鹿児島県

665 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ  5:55:3939 千葉県

681 侭田 浩幸 ﾏﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  5:56:2640 埼玉県

459 大出 泰久 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ  5:57:08静岡陸協41 静岡県

426 石谷 太郎 ｲｼﾀﾆ ﾀﾛｳ  5:57:15なし42 埼玉県

491 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ  6:00:5143 埼玉県

524 纐纈 聡 ｺｳｹﾂ ｻﾄﾙ  6:01:3444 神奈川県

430 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ  6:02:00Ｒ　ＴＯ　Ｔ45 東京都

502 川端 博 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ  6:02:3646 群馬県

637 南部 孝治 ﾅﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ  6:06:0947 東京都

691 三吉 裕 ﾐﾖｼ ﾕﾀｶ  6:06:51ナガトレクラブ48 群馬県

521 黒瀬 秀樹 ｸﾛｾ ﾋﾃﾞｷ  6:07:5749 神奈川県

451 浦田 陽一 ｳﾗﾀ ﾖｳｲﾁ  6:11:0450 千葉県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属
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ロングクラス40km　男子40歳～49歳

県名

409 新居 耕治 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ  6:12:0451 東京都

423 池野 勉 ｲｹﾉ ﾂﾄﾑ  6:15:1752 神奈川県

554 櫻澤 康 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾔｽｼ  6:16:0953 新潟県

549 阪田 泰一 ｻｶﾀ ﾔｽｶｽﾞ  6:19:20アミノＩＮ富山54 富山県

608 田中 克拓 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ  6:19:27西尾市民病院55 愛知県

584 角南 巌 ｽﾅﾐ ｲﾜｵ  6:19:4356 神奈川県

611 田中 範和 ﾀﾅｶ ﾉﾘｶｽﾞ  6:20:1357 茨城県

529 小島 洋介 ｺｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ  6:22:12ウルトラポーズ58 埼玉県

620 辻原 弘泰 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ  6:22:15リスペクト59 埼玉県

452 江田 典之 ｴﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ  6:24:54ＡＳＴＣ60 群馬県

457 太田 勝郎 ｵｵﾀ ｶﾂﾛｳ  6:25:3661 東京都

520 黒澤 正俊 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾄｼ  6:26:02関越病院62 埼玉県

711 山口 晋介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ  6:26:3663 千葉県

513 木村 信之 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ  6:26:44ｔｅａｍＡＭＡ64 埼玉県

433 伊藤 直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ  6:32:10いっとん65 埼玉県

490 勝村 航治 ｶﾂﾑﾗ ｺｳｼﾞ  6:34:58アネシス66 千葉県

558 佐藤 健司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  6:36:52セサミ大船67 神奈川県

517 熊川 宜之 ｸﾏｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ  6:37:4568 埼玉県

541 近藤 博史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ  6:37:5869 千葉県

551 坂本 洋一 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁ  6:41:1170 神奈川県

532 後藤 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ  6:41:3571 宮城県

655 平井 英輔 ﾋﾗｲ ｴｲｽｹ  6:42:1372 神奈川県

674 堀野 雅則 ﾎﾘﾉ ﾏｻﾉﾘ  6:44:43ＢＢ73 神奈川県

435 稲田 光弘 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ  6:45:36裸足ＲＣ74 東京都

449 内田 和宏 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  6:48:24トレイル鳥羽75 神奈川県

422 池田 昌弘 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  6:49:2576 埼玉県

528 小島 俊之 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ  6:49:3877 神奈川県

508 橘田 哲也 ｷｯﾀ ﾃﾂﾔ  6:50:27ＤＲＣ78 山梨県

567 下瀬 紀之 ｼﾓｾ ﾉﾘﾕｷ  6:51:0179 神奈川県

701 門奈 哲雄 ﾓﾝﾅ ﾃﾂｵ  6:54:4680 宮城県

716 山中 直樹 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵｷ  6:56:26ちーむ籠屋81 東京都

506 北村 裕史 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ  6:57:2382 千葉県

700 守谷 浩之 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ  6:57:5883 千葉県

403 青柳 雅一 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｲﾁ  6:59:4884 神奈川県

504 岸本 裕 ｷｼﾓﾄ ﾕﾀｶ  7:00:4485 東京都

498 川上 敏行 ｶﾜｶﾐ ﾄｼﾕｷ  7:01:36まりおくらぶ86 埼玉県

466 岡田 泰三 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ  7:01:3687 神奈川県

673 細谷 淳一 ﾎｿﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ  7:01:5688 静岡県

612 田中 浩明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ  7:02:1089 東京都

501 川浪 正美 ｶﾜﾅﾐ ﾏｻﾐ  7:02:26スマイルラボ90 埼玉県

648 橋本 唯一 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ  7:03:20チーム松永91 新潟県

632 中村 武史 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ  7:05:59すじ子＆肉団子92 東京都

401 相沢 正和 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ  7:06:02まったり組93 長野県

420 五十嵐 寛 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾀｶ  7:10:12チームＺｏｏ94 東京都

692 向井田 直明 ﾑｶｲﾀﾞ ﾅｵｱｷ  7:11:54トライフォース95 千葉県

439 井上 幸信 ｲﾉｳｴ ﾕｷﾉﾌﾞ  7:12:5296 埼玉県

483 海江田 真 ｶｲｴﾀﾞ ﾏｺﾄ  7:15:3297 埼玉県

560 佐藤 正善 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ  7:17:5798 神奈川県

719 山本 大介 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ  7:24:3499 島根県

575 新保 政春 ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾊﾙ  7:25:04100 群馬県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第5回神流マウンテンラン＆ウォーク 2013年11月10日

ロングクラス40km　男子40歳～49歳

県名

598 高橋 大将 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ  7:25:14アミノぐんま101 群馬県

461 大堀 祐一 ｵｵﾎﾘ ﾕｳｲﾁ  7:25:24マイティ102 千葉県

729 和田 信貴 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ  7:28:08103 東京都

406 朝日 敏之 ｱｻﾋ ﾄｼﾕｷ  7:32:01宝酒造104 群馬県

657 笛田 憲司 ﾌｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  7:35:31105 東京都

726 吉田 義男 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｵ  7:37:45篠原データＭＤ106 群馬県

473 小栗 靖司 ｵｸﾞﾘ ｾｲｼﾞ  7:41:43107 東京都

685 箕田 誠 ﾐﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ  7:42:47108 東京都

563 渋井 勇一 ｼﾌﾞｲ ﾕｳｲﾁ  7:42:51心折れ部109 東京都

664 藤田 昇 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ  7:45:30110 神奈川県

550 坂本 藤博 ｻｶﾓﾄ ﾌｼﾞﾋﾛ  7:53:00111 千葉県

438 井上 正治 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾊﾙ  7:55:50サンデーワーク112 埼玉県

582 鈴木 裕行 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  7:57:47113 埼玉県

437 井上 亘幸 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ  8:01:25★上州山楽走★114 群馬県

634 永吉 敬一 ﾅｶﾞﾖｼ ｹｲｲﾁ  8:13:59115 東京都

510 木下 恵寿 ｷﾉｼﾀ ｹｲｼﾞｭ  8:26:36116 東京都

467 岡野 佳広 ｵｶﾉ ﾖｼﾋﾛ  8:27:14117 埼玉県

496 釜親 達夫 ｶﾓﾔ ﾀﾂｵ  8:39:29ＫＡＭＯＹＡ118 千葉県

455 大川 秀之 ｵｵｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ  8:40:49チームＺｏｏ119 群馬県

715 山田 創 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ  8:55:56ホシノ120 群馬県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第5回神流マウンテンラン＆ウォーク 2013年11月10日

ロングクラス40km　男子50歳以上

県名

675 真壁 広樹 ﾏｶﾍﾞ ﾋﾛｷ  4:50:031 新潟県

408 新井 一博 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ  5:27:27ＳＲＣ2 埼玉県

450 梅宮 秀人 ｳﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ  5:46:06山が好き3 埼玉県

470 岡本 晴彦 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ  6:03:294 東京都

533 小林 勇 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻﾑ  6:04:12美土里ＴＲＣ5 群馬県

723 吉川 彰 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ  6:07:026 東京都

407 阿部 孝治 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ  6:17:41トトロの森自由7 埼玉県

705 柳井 郁雄 ﾔﾅｲ ｲｸｵ  6:30:338 群馬県

721 横田 衛 ﾖｺﾀ ﾏﾓﾙ  6:41:359 群馬県

562 品川 洋一 ｼﾅｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ  6:42:18Ｈスポクラ10 群馬県

647 橋本 和夫 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ  6:43:58鴻巣楽走会11 埼玉県

645 萩原 隆行 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ  6:53:5312 埼玉県

706 柳沢 明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾗ  6:57:4313 群馬県

512 木村 明比古 ｷﾑﾗ ｱｷﾋｺ  7:02:3614 東京都

463 岡 至明 ｵｶ ﾖｼｱｷ  7:10:11ＴＥＡＭ松永15 新潟県

414 有田 正継 ｱﾘﾀ ﾏｻﾂｸﾞ  7:14:0616 埼玉県

638 西澤 俊幸 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ  7:16:57石岡ＴＲＣ17 千葉県

559 佐藤 裕志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  7:17:3718 千葉県

596 高橋 健司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ  7:20:2519 埼玉県

653 原沢 宏之 ﾊﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ  7:22:34ホシノＲＣ20 群馬県

694 村井 伸 ﾑﾗｲ ｼﾝ  7:24:11牧の里楽走会21 千葉県

682 三浦 俊和 ﾐｳﾗ ﾄｼｶｽﾞ  7:24:12牧の里楽走会22 千葉県

640 根岸 貞夫 ﾈｷﾞｼ ｻﾀﾞｵ  7:26:2623 埼玉県

446 岩田 雅行 ｲﾜﾀ ﾏｻﾕｷ  7:36:38牧の里楽走会24 千葉県

479 小野田 幸夫 ｵﾉﾀﾞ ﾕｷｵ  7:45:25ニッポンランナ25 千葉県

468 岡部 哲夫 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂｵ  7:45:2726 神奈川県

622 直 修司 ﾅｵ ｼｭｳｼﾞ  7:49:42チーム・ポカリ27 東京都

553 桜井 信二 ｻｸﾗｲ ｼﾝｼﾞ  7:58:50群馬県長28 群馬県

482 恩田 洋治 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾛｼﾞ  7:58:5029 群馬県

704 安武 貴司 ﾔｽﾀｹ ﾀｶｼ  8:20:0130 東京都

600 高橋 洋一 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ  8:26:4131 神奈川県

695 室橋 健司 ﾑﾛﾊｼ ｹﾝｼﾞ  8:48:2732 埼玉県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第5回神流マウンテンラン＆ウォーク 2013年11月10日

ロングクラス40km　女子16歳～44歳

県名

663 藤澤 美希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｷ  5:21:311 兵庫県

495 鴨下 菜穂 ｶﾓｼﾀ ﾅﾎ  5:49:28ランフィールド2 神奈川県

603 竹内 美香 ﾀｹｳﾁ ﾐｶ  5:56:11チーム穂高3 東京都

462 大松 知恵 ｵｵﾏﾂ ﾁｴ  6:07:414 東京都

436 井上 薫 ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ  6:09:11★上州山楽走★5 群馬県

488 樫 留美 ｶﾀｷﾞ ﾙﾐ  6:11:48ＸＣＥＳＳ6 東京都

579 鈴木 綾子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ  6:20:44ウルトラゾンビ7 東京都

440 井上 理恵子 ｲﾉｳｴ ﾘｴｺ  6:25:468 埼玉県

697 桃瀬 啓子 ﾓﾓｾ ｹｲｺ  6:26:519 東京都

625 中瀬 敬子 ﾅｶｾ ｹｲｺ  6:28:4110 千葉県

572 城田 暖子 ｼﾛﾀ ｱﾂｺ  6:34:39ともれち11 東京都

613 田端 夏子 ﾀﾊﾞﾀ ﾅﾂｺ  6:34:57月まで走ろう会12 東京都

652 林 祥子 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ  6:36:4513 千葉県

536 小松 麻衣 ｺﾏﾂ ﾏｲ  6:41:1014 東京都

531 小谷 紗智子 ｺﾀﾆ ｻﾁｺ  6:51:1315 大阪府

552 佐久間 潤子 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ  6:52:5616 千葉県

424 石川 かおり ｲｼｶﾜ ｶｵﾘ  6:57:5917 茨城県

472 奥田 幸子 ｵｸﾀﾞ ｻﾁｺ  6:58:08裸足ＲＣ18 東京都

546 坂井 仁美 ｻｶｲ ﾋﾄﾐ  6:59:4119 兵庫県

429 石渡 聡子 ｲｼﾜﾀﾘ ｻﾄｺ  7:04:3620 新潟県

445 岩切 佳那子 ｲﾜｷﾘ ｶﾅｺ  7:05:5421 東京都

404 秋葉 千春 ｱｷﾊﾞ ﾁﾊﾙ  7:15:2122 神奈川県

565 清水 可奈子 ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ  7:15:3223 東京都

523 小池 幸子 ｺｲｹ ｻﾁｺ  7:15:42ウルトラゾンビ24 神奈川県

416 飯塚 直美 ｲｲﾂﾞｶ ﾅｵﾐ  7:18:0625 東京都

594 高橋 佳代 ﾀｶﾊｼ ｶﾖ  7:20:1526 神奈川県

713 山崎 麻里 ﾔﾏｻｷ ﾏﾘ  7:26:25維新ランナーズ27 山口県

578 諏佐 恭子 ｽｻ ｷｮｳｺ  7:26:3528 埼玉県

442 今井 妙恵 ｲﾏｲ ﾀｴ  7:26:5729 千葉県

714 山田 敦子 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｺ  7:27:4830 神奈川県

586 諏訪原 恵子 ｽﾜﾊﾞﾗ ｹｲｺ  7:29:3331 東京都

683 南 真琴 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ  7:35:1532 東京都

658 笛田 玲子 ﾌｴﾀﾞ ﾚｲｺ  7:35:3133 東京都

698 森 良子 ﾓﾘ ﾘｮｳｺ  7:39:32ＳＲＣ34 埼玉県

602 竹内 ひとみ ﾀｹｳﾁ ﾋﾄﾐ  7:43:04ＳＲＣ35 埼玉県

538 米田 清子 ｺﾒﾀﾞ ｷﾖｺ  7:47:5836 東京都

431 伊藤 絵美 ｲﾄｳ ｴﾐ  7:50:2337 神奈川県

654 菱沼 史枝 ﾋｼﾇﾏ ﾌﾐｴ  7:53:2538 埼玉県

583 鈴木 真美 ｽｽﾞｷ ﾏﾐ  8:00:2239 東京都

591 田浦 幸子 ﾀｳﾗ ｻﾁｺ  8:14:2340 神奈川県

639 西澤 朋美 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ  8:16:3741 東京都

568 白井 麻子 ｼﾗｲ ｱｻｺ  8:19:1142 神奈川県

667 藤本 美枝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｴ  8:49:47☆上州山楽走☆43 埼玉県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第5回神流マウンテンラン＆ウォーク 2013年11月10日

ロングクラス40km　女子45歳以上

県名

687 三牧 奈保美 ﾐﾏｷ ﾅｵﾐ  5:44:521 神奈川県

454 大川 紀子 ｵｵｶﾜ ﾉﾘｺ  6:25:16アミノ東京2 千葉県

684 三野 しおり ﾐﾉ ｼｵﾘ  6:34:39μ世田谷3 東京都

607 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ  6:38:404 神奈川県

606 田沢 美加 ﾀｻﾞﾜ ﾐｶ  6:43:395 東京都

481 小野寺 浩子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｺ  6:55:58チーム２２９6 宮城県

672 細野 美典 ﾎｿﾉ ﾐﾉﾘ  7:01:457 静岡県

480 小野寺 直子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵｺ  7:01:48黒沢組8 埼玉県

570 白岩 久美 ｼﾗｲﾜ ｸﾐ  7:02:589 神奈川県

478 小野田 緑 ｵﾉﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ  7:03:34ニッポンランナ10 千葉県

577 杉本 佐登美 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾐ  7:10:58ホシノＲＣ11 群馬県

689 宮本 敦子 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｺ  7:12:1612 神奈川県

421 池上 美沙子 ｲｹｶﾞﾐ ﾐｻｺ  7:16:25青トラ13 東京都

708 山形 純子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ  7:27:49ＢＥＡＣＨ14 神奈川県

419 五十嵐 千代子 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾖｺ  7:44:3615 神奈川県

581 鈴木 しおり ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ  7:49:04１６０円会16 東京都

660 福永 知代 ﾌｸﾅｶﾞ ﾄﾓﾖ  8:30:2917 富山県

Official Timer & Result By 計測工房


