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601 森本　幸司 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞ  3:41:48TNF1 熊本県

300 Sylvain COURT Sylvain COURT  3:51:16BOULIAC SPORTS PLAIS2 フランス

576 松本　陽介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ  3:55:55上州山楽走3 群馬県

629 若林　桂太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ  4:01:284 埼玉県

319 荒木　諒 ｱﾗｷ ﾘｮｳ  4:07:29北日商事5 石川県

550 平賀　太智 ﾋﾗｶﾞ ﾀｲﾁ  4:12:046 東京都

534 野田　武志 ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ  4:15:16ﾁｰﾑ100M7 東京都

504 茅野　勝 ﾁﾉ ﾏｻﾙ  4:31:12上州山楽走8 群馬県

460 鹿倉　直人 ｼｶｸﾗ ﾅｵﾄ  4:37:22乱猿9 群馬県

563 星野　亮平 ﾎｼﾉ ﾘｮｳﾍｲ  4:40:0110 東京都

610 山口　幸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  4:43:32上州山楽走11 群馬県

584 三牧　圭 ﾐﾏｷ ｹｲ  4:49:4512 神奈川県

475 杉野　雄一 ｽｷﾞﾉ ﾕｳｲﾁ  4:51:0552年会13 岐阜県

457 佐野　敏哉 ｻﾉ ﾄｼﾔ  4:57:2714 東京都

566 前田　利昭 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｱｷ  5:00:3215 群馬県

301 Lucile BESSON Lucile BESSON  5:02:00EnduranceShop Annecy16 フランス

372 緒方　雅子 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｺ  5:06:4417 埼玉県

633 和田　倫行 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾕｷ  5:11:52うさぎとかめ18 栃木県

619 山本　伸幸 ﾔﾏﾓﾄ　ﾉﾌﾞﾕｷ  5:14:30中能登ﾄﾚｼﾞｬｰ19 石川県

582 道下　恵 ﾐﾁｼﾀ　ﾒｸﾞﾐ  5:17:03中能登ﾄﾚｼﾞｬｰ20 石川県

624 吉沢　博久 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾋｻ  5:21:4521 千葉県

404 北島　信義 ｷﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ  5:23:18群馬産技ｾRC22 群馬県

614 山田　哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ  5:24:38HRC23 群馬県

384 落合　晃久 ｵﾁｱｲ ｱｷﾋｻ  5:26:5224 群馬県

335 石坂　智行 ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓﾕｷ  5:30:46ﾁｰﾑ100M25 東京都

564 堀米　祐二 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｼﾞ  5:32:2326 神奈川県

401 川合　哲也 ｶﾜｲ ﾃﾂﾔ  5:32:39Runfield27 神奈川県

445 境　勉 ｻｶｲ ﾂﾄﾑ  5:32:3928 東京都

613 山田　聖也 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ  5:32:5329 神奈川県

559 藤田　祥明 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｱｷ  5:33:3230 茨城県

519 虎山　一郎 ﾄﾗﾔﾏ ｲﾁﾛｳ  5:34:24岩本町TRC31 東京都

562 星野　春樹 ﾎｼﾉ ﾊﾙｷ  5:35:0932 群馬県

324 五十嵐　進一郎 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ  5:36:1833 群馬県

512 寺尾　美鈴 ﾃﾗｵ ﾐｽｽﾞ  5:36:3134 東京都

332 石川　久洋 ｲｼｶﾜ ﾋｻﾋﾛ  5:37:26HRC35 群馬県

383 小田島　茂樹 ｵﾀﾞｼﾏ ｼｹﾞｷ  5:38:3836 東京都

625 吉田　和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ  5:38:47小鳥ｷｯｽ37 埼玉県

440 西條　基 ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄｲ  5:39:1738 宮城県

474 杉崎　晴朗 ｽｷﾞｻｷ ﾊﾙｵ  5:39:20ゆるﾗﾝｸﾗﾌﾞ39 埼玉県

468 清水　太郎 ｼﾐｽﾞ ﾀﾛｳ  5:39:2940 群馬県
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590 三代川　晃久 ﾐﾖｶﾜ ﾃﾙﾋｻ  5:39:3241 神奈川県

541 早川　佳珠子 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｺ  5:39:4042 山梨県

317 新井　宏和 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ  5:41:3043 広島県

607 柳　有一 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｲﾁ  5:41:4644 埼玉県

450 櫻井　豊 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ  5:42:1645 埼玉県

494 田島　康一郎 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ  5:42:2846 神奈川県

595 村田　元樹 ﾑﾗﾀ ﾓﾄｷ  5:42:41石岡ﾄﾚﾗﾝ47 茨城県

586 宮澤　健一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ  5:44:1748 宮城県

378 奥脇　茂 ｵｸﾜｷ ｼｹﾞﾙ  5:45:14ｶﾞｯﾁｬﾝTR49 静岡県

561 豊後　友章 ﾌﾞﾝｺﾞ ﾄﾓｱｷ  5:46:40asahikasei50 群馬県

509 綱川　順一 ﾂﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:47:0051 埼玉県

375 岡本　晴彦 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ  5:48:09ﾁｰﾑﾊｰﾚｰ52 東京都

481 砂川　大輔 ｽﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ  5:48:1553 群馬県

495 田代　智也 ﾀｼﾛ ﾄﾓﾅﾘ  5:48:27ﾁｰﾑたすく54 神奈川県

465 柴山　和欣 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ  5:48:3755 栃木県

302 相澤　正和 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ  5:49:59まったり組56 長野県

602 森谷　夏樹 ﾓﾘﾔ ﾅﾂｷ  5:51:11森村ｱｽﾘｰﾄ57 埼玉県

487 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  5:52:2058 岩手県

520 永井　雅樹 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ  5:52:29ﾗﾝﾋﾞｰﾙ59 東京都

605 安川　尊裕 ﾔｽｶﾜ ﾀｶﾋﾛ  5:52:34すぽるちば60 東京都

346 板垣　彰 ｲﾀｶﾞｷ ｱｷﾗ  5:54:4061 新潟県

451 佐々木　和久 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋｻ  5:54:4862 千葉県

464 柴草　仁志 ｼﾊﾞｸｻ ﾋﾄｼ  5:55:0163 群馬県

538 橋本　辰之 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂﾕｷ  5:55:2064 東京都

403 木川　真理子 ｷｶﾞﾜ ﾏﾘｺ  5:55:5365 東京都

314 新井　一博 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ  5:58:24Gさんず66 埼玉県

579 丸山　健一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  5:59:40五稜化薬67 北海道

615 山田　智之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  6:00:0068 群馬県

531 根本　高広 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ  6:00:4669 宮城県

365 大谷　英樹 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ  6:00:5170 埼玉県

502 田浪　優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ  6:01:25ﾁｰﾑ獣人71 東京都

583 道原　文雄 ﾐﾁﾊﾗ ﾌﾐｵ  6:01:41ﾌﾞﾝﾌﾞﾝ72 東京都

356 植原　義久 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋｻ  6:01:4273 埼玉県

366 大塚　秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ  6:02:38ｻﾄｳ電機74 東京都

488 高橋　宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ  6:03:0375 埼玉県

626 吉田　勝紀 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ  6:04:26山岳ｻｲｸﾘﾝｸﾞ研究会76 群馬県

500 田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ  6:04:5977 神奈川県

418 栗崎　恵理子 ｸﾘｻｷ ｴﾘｺ  6:05:45CKPJT78 神奈川県

591 椋田　浩之 ﾑｸﾀ ﾋﾛﾕｷ  6:06:3279 神奈川県

575 松本　充 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾙ  6:06:3580 埼玉県
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362 大迫　真一 ｵｵｻｺ ｼﾝｲﾁ  6:06:5381 神奈川県

391 樫　留美 ｶﾀｷﾞ ﾙﾐ  6:07:5082 東京都

323 飯田　直子 ｲｲﾀﾞ ﾅｵｺ  6:08:4283 東京都

567 前野　武一 ﾏｴﾉ ﾀｹｲﾁ  6:09:35ﾁｰﾑふっか84 埼玉県

456 佐藤　優子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ  6:10:384th85 東京都

462 篠崎　真之 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ  6:10:4186 神奈川県

448 坂下　知嗣 ｻｶｼﾀ ｶｽﾞｼ  6:10:5887 東京都

312 厚見　昌子 ｱﾂﾐ ﾏｻｺ  6:11:4388 埼玉県

313 阿部　好恵 ｱﾍﾞ ﾖｼｴ  6:11:5289 東京都

558 藤井　義友 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾄﾓ  6:13:26上州山楽走90 群馬県

493 田沢　美加 ﾀｻﾞﾜ ﾐｶ  6:14:2291 東京都

530 根津　尚義 ﾈﾂﾞ ﾅｵﾖｼ  6:14:28UTKK92 千葉県

496 舘　正尚 ﾀﾁ ﾏｻﾅｵ  6:14:3193 神奈川県

417 倉品　良輔 ｸﾗｼﾅ ﾘｮｳｽｹ  6:15:01ゆるゆるおおしも94 東京都

466 島崎　智洋 ｼﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ  6:16:17★上州山楽走★95 群馬県

382 織田　聡 ｵﾀﾞ ｻﾄｼ  6:16:4296 埼玉県

360 及川　瑞生 ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ  6:17:2297 東京都

523 中田　淳子 ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ  6:18:4698 東京都

426 古志　智也 ｺｼ ﾄﾓﾔ  6:19:14よよらん99 東京都

441 齋藤　大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  6:19:15100 千葉県

357 魚谷　智巳 ｳｵﾀﾆ ﾄﾓﾐ  6:20:26101 群馬県

568 牧田　圭介 ﾏｷﾀ ｹｲｽｹ  6:21:04森村ｱｽﾘｰﾄ102 千葉県

482 関根　潤子 ｾｷﾈ ｼﾞｭﾝｺ  6:22:01103 栃木県

473 末永　真由美 ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ  6:22:02ﾗﾝﾋﾞｰﾙ104 神奈川県

373 岡村　敏夫 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｵ  6:22:20105 東京都

306 浅井　美奈子 ｱｻｲ ﾐﾅｺ  6:23:14106 東京都

374 岡村　俊伸 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ  6:23:26107 神奈川県

577 丸　尚宏 ﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ  6:24:29108 千葉県

437 小森　聡 ｺﾓﾘ ｻﾄｼ  6:25:59ｶﾞｯﾁｬﾝTR109 静岡県

359 梅澤　芳人 ｳﾒｻﾞﾜ ﾖｼﾄ  6:26:35Chiba Athlete Club110 千葉県

596 森　法子 ﾓﾘ ﾉﾘｺ  6:26:37ﾎﾉﾏﾗ111 東京都

361 大木　敏之 ｵｵｷ ﾄｼﾕｷ  6:27:16東亜工業水泳部112 栃木県

386 小山田　江美 ｵﾔﾏﾀﾞ ｴﾐ  6:27:27113 神奈川県

489 高橋　摩帆 ﾀｶﾊｼ ﾏﾎ  6:27:32114 大阪府

438 小柳　輝枝 ｺﾔﾅｷﾞ ﾃﾙｴ  6:28:33115 千葉県

479 鈴木　義之 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ  6:29:09116 東京都

485 高木　忠実 ﾀｶｷﾞ ﾀﾀﾞﾐ  6:31:40117 埼玉県

618 山本　亨 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ  6:31:52118 富山県

344 泉　美穂 ｲｽﾞﾐ ﾐﾎ  6:31:56119 埼玉県

573 松田　幹郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｵ  6:32:16120 茨城県
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463 篠沢　明彦 ｼﾉｻﾞﾜ ｱｷﾋｺ  6:33:04ﾙﾁｬﾘﾌﾞﾚ121 埼玉県

416 久保田　理憲 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾁﾉﾘ  6:33:40122 埼玉県

345 泉谷　俊行 ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾄｼﾕｷ  6:34:08123 東京都

369 大橋　正樹 ｵｵﾊｼ ﾏｻｷ  6:34:33ｲﾀｶﾞｷ124 群馬県

397 加納　隆明 ｶﾉｳ ﾀｶｱｷ  6:36:41125 東京都

622 横田 衛 ﾖｺﾀ ﾏﾓﾙ  6:37:21群馬ﾄﾖﾀ自動車126 群馬県

527 中村　達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ  6:40:12ちｰむ籠屋127 東京都

557 福田　正 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  6:40:23峠ｸﾗﾌﾞ128 埼玉県

392 勝間田　恵美 ｶﾂﾏﾀ ﾒｸﾞﾐ  6:41:55129 東京都

543 林田　聡 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾄｼ  6:42:26130 東京都

443 斎藤　祐治 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ  6:43:30やればできる131 埼玉県

572 松島　祐治 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ  6:45:03松島ﾐｰﾄ株式会社132 埼玉県

454 佐藤　信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ  6:45:40133 神奈川県

334 石坂　徹 ｲｼｻﾞｶ ﾄｵﾙ  6:48:10134 東京都

347 伊藤　直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ  6:48:21135 群馬県

428 後藤　哲明 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂｱｷ  6:48:34136 神奈川県

413 日下　雄介 ｸｻｶ ﾕｳｽｹ  6:48:34137 茨城県

609 柳沢　明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾗ  6:48:37138 群馬県

329 石井　貴浩 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ  6:48:54【SSS】139 埼玉県

348 伊藤　初夫 ｲﾄｳ ﾊﾂｵ  6:49:40ゆき丸140 群馬県

420 栗原　正樹 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾏｻｷ  6:50:06141 群馬県

400 亀島　松二 ｶﾒｼﾏ ｼｮｳｼﾞ  6:51:10142 東京都

331 石川　悟 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ  6:51:10Natures143 神奈川県

394 加藤　淑子 ｶﾄｳ ﾖｼｺ  6:51:56144 新潟県

434 小林　裕司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ  6:52:10145 埼玉県

501 田中　将 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ  6:52:36146 神奈川県

351 稲月　幸範 ｲﾅﾂﾞｷ ﾕｷﾉﾘ  6:52:58147 新潟県

578 丸岡　文子 ﾏﾙｵｶ ｱﾔｺ  6:53:24HRC148 群馬県

549 檜山　茂喜 ﾋﾔﾏ ｼｹﾞｷ  6:53:36白馬ﾄﾚﾗﾝ部149 埼玉県

513 寺岡　雅基 ﾃﾗｵｶ ﾏｻｷ  6:53:37ﾁｰﾑてくてく150 群馬県

603 諸井　健一 ﾓﾛｲ ｹﾝｲﾁ  6:54:46東神田TRC151 千葉県

330 石井　真実 ｲｼｲ ﾏﾐ  6:54:48152 千葉県

554 深堀　俊輔 ﾌｶﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ  6:55:15153 千葉県

555 深堀　由美 ﾌｶﾎﾘ ﾕﾐ  6:55:15154 千葉県

514 德永　真理 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏﾘ  6:55:38155 群馬県

327 井口　和弥 ｲｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ  6:55:41156 千葉県

315 新井　久美 ｱﾗｲ ｸﾐ  6:55:56上州山楽走157 群馬県

371 大村　友紀子 ｵｵﾑﾗ ﾕｷｺ  6:56:05ﾁｰﾑなめこ158 東京都

548 樋口　圭介 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ  6:56:09159 埼玉県

429 後藤 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ  6:57:13宮城ﾄﾖﾀRC160 宮城県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第9回神流マウンテンラン＆ウォーク 2017年11月12日

ロングクラス40km男女総合
県名

528 中山　佳成 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾅﾘ  6:57:58161 愛知県

408 木原　晋 ｷﾊﾗ ｽｽﾑ  6:58:28162 東京都

427 小杉　右紀子 ｺｽｷﾞ ﾕｷｺ  6:58:40163 東京都

419 栗原　聖一 ｸﾘﾊﾗ ｾｲﾁ  6:59:37164 神奈川県

505 中條　守 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾏﾓﾙ  7:00:28165 埼玉県

333 石川　昌也 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ  7:00:56166 岩手県

516 冨永　正夫 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｵ  7:01:01ﾗﾝ坊167 神奈川県

511 ＴＥＯ　ＷＥＥＣＨＵＡ ﾃｨｵ ｳｨｰﾁｭｱﾝ  7:01:08168 東京都

608 柳　美子 ﾔﾅｷﾞ ﾖｼｺ  7:01:40PwC TR&A169 神奈川県

467 島崎　文男 ｼﾏｻﾞｷ ﾌﾐｵ  7:01:52☆上州山楽走☆170 群馬県

364 太田　智弘 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ  7:02:12171 群馬県

393 加藤　久枝 ｶﾄｳ ﾋｻｴ  7:03:14172 東京都

506 辻岡　由樹子 ﾂｼﾞｵｶ ﾕｷｺ  7:03:33幡ヶ谷再生大学173 神奈川県

565 本田　守 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ  7:04:29芦屋浜ac174 愛知県

491 竹下　仁 ﾀｹｼﾀ ﾋﾄｼ  7:04:41175 千葉県

498 田中　隆史 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ  7:05:14176 東京都

545 原　俊実 ﾊﾗ ﾄｼﾐ  7:05:40JST177 群馬県

492 竹島　正道 ﾀｹｼﾏ ﾏｻﾐﾁ  7:06:15ﾌｫｰﾐｭﾗ1178 東京都

328 石井　邦明 ｲｼｲ ｸﾆｱｷ  7:06:20179 東京都

507 土屋　次郎 ﾂﾁﾔ ｼﾞﾛｳ  7:07:28藤岡市走ろう会180 群馬県

311 足立　浩子 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｺ  7:09:25181 東京都

517 友田　慶一 ﾄﾓﾀﾞ ｹｲｲﾁ  7:09:35ﾁｰﾑ森村182 千葉県

406 北村　和隆 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ  7:11:27183 群馬県

396 金澤　ゆう ｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ  7:11:56184 埼玉県

508 土屋　則行 ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾕｷ  7:12:54185 千葉県

486 高野　吉夫 ﾀｶﾉ ﾖｼｵ  7:13:37186 埼玉県

363 大澤　久 ｵｵｻﾜ ﾋｻｼ  7:16:07187 群馬県

574 松本　尚子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｺ  7:20:00188 埼玉県

431 後藤田　知子 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓｺ  7:20:22189 東京都

430 後藤田　剛史 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾀｶｼ  7:20:25190 東京都

381 小田　啓太 ｵﾀﾞ ｹｲﾀ  7:21:09191 神奈川県

627 吉田　竜二 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ  7:22:38192 神奈川県

526 中村　忠晴 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾊﾙ  7:23:37ﾁｰﾑてくてく193 群馬県

421 栗原　庸子 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾖｳｺ  7:24:25194 群馬県

303 青海　七生 ｱｵｳﾐ ﾅｵ  7:25:07195 神奈川県

341 石本　雄士 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ  7:25:13196 東京都

529 西澤　剛 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ  7:25:40197 宮城県

433 小林　研 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ  7:26:24ゆるゆるおおしも198 東京都

535 芳賀　豊 ﾊｶﾞ ﾕﾀｶ  7:27:10199 神奈川県

521 中嶋　淳 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ  7:27:50200 千葉県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第9回神流マウンテンラン＆ウォーク 2017年11月12日

ロングクラス40km男女総合
県名

617 山中　直樹 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵｷ  7:28:48ちｰむ籠屋201 東京都

470 清水　由紀夫 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ  7:29:35宴会隊202 新潟県

455 佐藤　太 ｻﾄｳ ﾌﾄｼ  7:29:42203 新潟県

316 新井　健太郎 ｱﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ  7:31:05KINARI204 群馬県

593 村上　寅次 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾗｼﾞ  7:32:14src205 群馬県

478 鈴木　美豊子 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ  7:33:20206 神奈川県

399 樺澤　崇 ｶﾊﾞｻﾜ ﾀｶｼ  7:33:32207 群馬県

476 鈴木　亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ  7:33:38208 東京都

630 涌井　元博 ﾜｸｲ ﾓﾄﾋﾛ  7:33:58猫山宮尾病院209 新潟県

632 和田　裕之 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  7:34:02210 群馬県

533 野沢　敬子 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｺ  7:34:05211 東京都

542 林　武靖 ﾊﾔｼ ﾀｹﾔｽ  7:35:51212 静岡県

539 長谷川　浩幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  7:37:23泥酔酩酊千鳥足213 群馬県

569 真下　岳記 ﾏｼﾓ ﾀｹｷ  7:38:04GGAC214 群馬県

354 今栄　恵子 ｲﾏｴ ｹｲｺ  7:38:21215 大阪府

571 松島　利幸 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾕｷ  7:38:25松島ﾐｰﾄ(株)216 埼玉県

395 金谷　美穂 ｶﾅﾔ ﾐﾎ  7:38:32ｼﾞｮｸﾞｽﾊﾟ217 神奈川県

436 小林　美里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ  7:39:37218 長野県

459 塩沢　秀樹 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ  7:39:43219 東京都

342 石山　寛子 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｺ  7:41:45220 新潟県

612 山田　英治 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ  7:41:45221 新潟県

483 瀬田　雄一郎 ｾﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ  7:42:13222 神奈川県

597 森田　浩光 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐﾂ  7:43:53ﾁｰﾑGH223 群馬県

598 森田　祐子 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ  7:44:46224 埼玉県

631 和田　一雄 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ  7:44:51ﾁｰﾑSOTA225 東京都

405 北村　勇 ｷﾀﾑﾗ ｲｻﾑ  7:44:56226 神奈川県

368 大橋　誠 ｵｵﾊｼ ﾏｺﾄ  7:45:08227 愛知県

407 木戸　梓 ｷﾄﾞ ｱｽﾞｻ  7:46:15228 東京都

377 奥山　勝晃 ｵｸﾔﾏ ｶﾂｱｷ  7:46:16ﾋﾞｰﾙ人間229 埼玉県

634 渡辺　順子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ  7:46:49円海山を走る会230 神奈川県

349 伊東　麻衣子 ｲﾄｳ ﾏｲｺ  7:46:56231 東京都

497 舘山　愛子 ﾀﾃﾔﾏ ｱｲｺ  7:46:57ﾁｰﾑﾌﾗｲﾃﾞｰ232 神奈川県

484 田貝　寿 ﾀｶﾞｲ ﾋｻｼ  7:49:22233 群馬県

390 加地　俊史 ｶｼﾞ ﾄｼﾁｶ  7:49:54234 千葉県

353 今井　亮 ｲﾏｲ ﾘｮｳ  7:51:54ｼｭｰﾏｰﾄ235 群馬県

452 佐藤　和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ  7:52:09ﾁｰﾑTASK236 東京都

385 小野　愛子 ｵﾉ ｱｲｺ  7:52:09237 神奈川県

444 五月女　いずみ ｻｵﾄﾒ ｲｽﾞﾐ  7:52:35238 埼玉県

518 友部　紗斗美 ﾄﾓﾍﾞ ｻﾄﾐ  7:53:38239 群馬県

472 白石　やよい ｼﾗｲｼ ﾔﾖｲ  7:55:15240 神奈川県
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第9回神流マウンテンラン＆ウォーク 2017年11月12日

ロングクラス40km男女総合
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305 阿久津　和男 ｱｸﾂ ｶｽﾞｵ  7:55:32AQRC241 千葉県

412 木村　幸子 ｷﾑﾗ ﾕｷｺ  7:57:12上州山楽走242 埼玉県

522 中島　幹綱 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷﾂﾅ  7:57:16243 群馬県

409 君島　順 ｷﾐｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ  7:57:20244 栃木県

307 浅岡　守 ｱｻｵｶ ﾏﾓﾙ  7:59:54おにし245 群馬県

422 黒澤　貴道 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾐﾁ  8:00:16246 群馬県

318 新井　宏 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ  8:08:59神流町商工会青年部247 群馬県

556 福田　欣一 ﾌｸﾀﾞ ｷﾝｲﾁ  8:09:51万場三区248 群馬県

616 山田　誠 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ  8:12:37249 東京都

547 伴　大輔 ﾊﾞﾝ ﾀﾞｲｽｹ  8:13:58250 東京都

340 石本　千春 ｲｼﾓﾄ ﾁﾊﾙ  8:15:02251 東京都

580 三浦　俊和 ﾐｳﾗ ﾄｼｶｽﾞ  8:16:53牧の里楽走会252 千葉県

592 村井　信一 ﾑﾗｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ  8:17:06昭和ﾊﾟｯｸ253 栃木県

552 平林　愛 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲ  8:17:07254 神奈川県

442 斎藤　美穂子 ｻｲﾄｳ ﾐﾎｺ  8:17:38255 群馬県

628 LITTMANN OWEN L ﾘｯﾄﾏﾝ ｵｰｳｪﾝ ﾙｲｽ  8:18:07256 群馬県

321 安藤　しのぶ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ  8:19:10257 宮城県

402 神原　邦子 ｶﾝﾊﾞﾗ ｸﾆｺ  8:19:10黒沢組258 埼玉県

343 伊集院　文 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｱﾔ  8:21:35ゆるゆるおおしも259 東京都

367 大野　誠一 ｵｵﾉ ｾｲｲﾁ  8:25:17260 埼玉県

621 尹　修英 ﾕﾝ ｽﾖﾝ  8:25:48261 東京都

594 村木　俊徳 ﾑﾗｷ ﾄｼﾉﾘ  8:26:13ﾅｲｽおっさん262 東京都

339 石原　健一 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ  8:28:19牧の里楽走会263 千葉県

604 諸井　純子 ﾓﾛｲ ｼﾞｭﾝｺ  8:28:20八千代ﾎﾞﾝｽﾞ264 千葉県

358 海野　晴夫 ｳﾐﾉ ﾊﾙｵ  8:33:04265 埼玉県

544 原　誠一 ﾊﾗ ｾｲｲﾁ  8:36:46266 東京都

337 石崎　清和 ｲｼｻﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ  8:39:45267 埼玉県

515 戸田　奈都美 ﾄﾀﾞ ﾅﾂﾐ  8:39:46268 神奈川県

308 浅田　尚江 ｱｻﾀﾞ ﾅｵｴ  8:41:35269 群馬県

469 志水　由紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ  8:48:09270 東京都

589 宮本　徹 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｵﾙ  8:48:34271 東京都

560 藤本　美枝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｴ  8:48:46☆上州山楽走☆272 埼玉県

352 井上　亘幸 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ  8:49:52上州山楽走273 東京都

325 五十嵐　直人 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵﾄ  8:51:08ｼｪｽﾃやまの花274 群馬県

415 久保　達也 ｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ  8:51:09275 群馬県

537 萩原　和美 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾖｼ  8:56:18ｻｶﾅnoｼｯﾎﾟ276 群馬県

322 安保　幸子 ｱﾝﾎﾟ ｻﾁｺ  8:56:49277 東京都

540 畠山　隆暢 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ  8:58:02SWAC278 千葉県

389 加地　貴子 ｶｼﾞ ﾀｶｺ  8:59:09279 千葉県
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