
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

スーパーシングルクラス50km　男女総合

県名

60 清水 勝一 ｼﾐｽﾞ ｶﾂｲﾁ  5:45:011 千葉県

64 白石 忠章 ｼﾗｲｼ ﾀﾀﾞｱｷ  6:02:502 群馬県

3 浅見 大紀 ｱｻﾞﾐ ﾋﾛｷ  6:04:45色即是空3 茨城県

30 岡田 勇 ｵｶﾀﾞ ｲｻﾑ  6:10:17リスペクト4 埼玉県

58 塩見 悠 ｼｵﾐ ﾋｻｼ  6:11:53GOLDWIN5 東京都

1 相浦 勇人 ｱｲｳﾗ ﾊﾔﾄ  6:18:146 埼玉県

98 松村 博史 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｼ  6:21:52山民会7 東京都

42 神原 文和 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾌﾐｶｽﾞ  6:23:51黒沢組8 埼玉県

71 高橋 聰 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ  6:24:41チーム松永9 新潟県

28 大野 拓平 ｵｵﾉ ﾀｸﾍｲ  6:32:3510 東京都

110 山ノ内 はるか ﾔﾏﾉｳﾁ ﾊﾙｶ  6:35:5911 福島県

57 坂倉 守 ｻｶｸﾗ ﾏﾓﾙ  6:38:0412 神奈川県

79 中澤 賢吾 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｺﾞ  6:42:45チームハァハァ13 新潟県

52 小池 征宏 ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ  6:43:36ウルトラゾンビ14 神奈川県

20 岩楯 志帆 ｲﾜﾀﾞﾃ ｼﾎ  6:50:17EDOMONTE15 東京都

10 石井 尚久 ｲｼｲ ﾅｵﾋｻ  6:55:33すぽるちば16 東京都

50 黒田 清美 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾐ  6:59:5217 東京都

31 緒方 雅子 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｺ  7:00:0318 埼玉県

21 岩楯 岳一 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾀｹﾋﾄ  7:02:35EDOMONTE19 東京都

61 清水 弘明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ  7:04:54石岡ＴＲＣ20 千葉県

5 天野 寛之 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ  7:05:4321 群馬県

7 池田 翔 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳ  7:07:1222 京都府

41 菅野 貴之 ｶﾝﾉ ﾀｶﾕｷ  7:14:22ふくしまＴＲＣ23 福島県

87 野間 陽子 ﾉﾏ ﾖｳｺ  7:15:1724 東京都

106 安増 隆 ﾔｽﾏｽ ﾀｶｼ  7:20:0325 神奈川県

56 齋藤 啓吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ  7:21:0426 宮城県

83 鍋倉 功次 ﾅﾍﾞｸﾗ ｺｳｼﾞ  7:22:4227 神奈川県

115 吉田 洋 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ  7:26:0728 埼玉県

114 吉田 楓 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ  7:29:36チームゴンちゃん29 東京都

112 山本 光 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ  7:32:4130 埼玉県

119 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ  7:40:0631 神奈川県

32 岡野 高一 ｵｶﾉ ｺｳｲﾁ  7:45:16心折れ部32 神奈川県

86 野田 正雄 ﾉﾀﾞ ﾏｻｵ  7:47:34短パン学園33 東京都

91 平木 淳矢 ﾋﾗｷ ｼﾞｭﾝﾔ  7:47:48チームオメガ34 神奈川県

51 小池 宏明 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ  7:48:13ふくしまＴＲＣ35 福島県

63 下山 知宏 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ  7:48:2836 東京都

102 丸山 直紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ  7:48:48伊藤忠商事37 東京都

69 高井 直人 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ  7:52:26草加せんべぇ38 埼玉県

70 高橋 宏二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ  7:52:5939 千葉県

116 吉野 賢司 ﾖｼﾉ ﾀﾀﾞｼ  7:53:5840 埼玉県

9 池田 譲 ｲｹﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ  8:01:0041 愛知県

62 清水 由紀夫 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ  8:01:0442 新潟県

17 色川 孝明 ｲﾛｶﾜ ﾀｶｱｷ  8:01:10ＮＴＲＣ43 茨城県

23 宇田川 和之 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ  8:04:4944 東京都

43 菊池 伸明 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞｱｷ  8:08:5945 千葉県

59 柴田 啓介 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ  8:09:2646 千葉県

47 杭田 みのり ｸｲﾀ ﾐﾉﾘ  8:10:5147 兵庫県

19 岩立 幸一 ｲﾜﾀﾃ ｺｳｲﾁ  8:12:07新三郷楽走会48 埼玉県

97 松澤 斉之 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾘﾕｷ  8:12:5449 埼玉県

111 山室 光正 ﾔﾏﾑﾛ ﾐﾂﾏｻ  8:14:49MIF RC50 東京都
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66 鈴木 芳人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ  8:15:1451 静岡県

75 土屋 豊 ﾂﾁﾔ ﾕﾀｶ  8:15:5152 埼玉県

2 浅野 宏美 ｱｻﾉ ﾋﾛﾐ  8:20:0753 埼玉県

13 石島 圭 ｲｼｼﾞﾏ ｹｲ  8:20:57アドラーブル54 東京都

67 関 定男 ｾｷ ｻﾀﾞｵ  8:21:26ＲＴＴ55 東京都

36 片山 正人 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾄ  8:21:3356 千葉県

25 浦 信将 ｳﾗ ﾉﾌﾏｻ  8:25:54びあふっと57 東京都

16 今井 亮 ｲﾏｲ ﾘｮｳ  8:28:34シューマート58 群馬県

105 宗形 賢 ﾑﾅｶﾀ ｹﾝ  8:29:3959 東京都

80 中澤 順子 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ  8:31:3260 群馬県

93 細川 浩洋 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾖｳ  8:32:42つが☆らびっつ61 千葉県

104 南 真人 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ  8:35:1562 東京都

65 鈴木 和裕 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ  8:35:1863 東京都

74 田辺 義貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ  8:37:48京都陸上競技会64 東京都

108 山田 篤司 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ  8:40:5365 神奈川県

53 小路 勇一 ｺｼﾞ ﾕｳｲﾁ  8:41:5266 神奈川県

81 中曽根 博 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛｼ  8:43:2567 群馬県

85 西尾 清 ﾆｼｵ ｷﾖｼ  8:44:11トラベルＤＢ68 三重県

95 桝本 光 ﾏｽﾓﾄ ﾋｶﾙ  8:49:39とれもちきーぱ69 長野県

4 東 裕明 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ  8:50:13Ｄ．Ｒ．ＡＣ70 千葉県

100 丸橋 浩 ﾏﾙﾊﾞｼ ﾋﾛｼ  8:50:18上州ＴＲ学会71 神奈川県

12 石澤 大輔 ｲｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ  8:50:5572 神奈川県

84 成尾 利秋 ﾅﾘｵ ﾄｼｱｷ  8:51:1473 東京都

117 若月 武治 ﾜｶﾂｷ ﾀｹﾊﾙ  8:52:27ハタケスタジオ74 神奈川県

24 内田 康之 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾕｷ  8:56:51ジョンソン75 東京都

113 山本 祐佐 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ  8:58:16駒ヶ根市76 長野県

77 富永 昌 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｼ  8:58:45ふくしまＴＲＣ77 福島県

37 金沢 守 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ  9:08:26金沢守クリニッ78 山口県

40 川田 勝男 ｶﾜﾀ ｶﾂｵ  9:09:4279 神奈川県

78 中川 賢一 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ  9:09:5680 京都府

48 久保田 悦央 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ  9:10:0481 千葉県

49 栗山 聡 ｸﾘﾔﾏ ｻﾄｼ  9:11:34チーム寿花82 東京都

103 三浦 務 ﾐｳﾗ ﾂﾄﾑ  9:13:46GOLDWIN83 神奈川県

54 小林 有美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ  9:14:33短パン学園84 東京都

39 上ノ郷谷 太一 ｶﾐﾉｺﾞｳﾔ ﾀｲﾁ  9:15:1285 東京都

27 大野 晃正 ｵｵﾉ ｱｷﾏｻ  9:16:32喰いしん坊塾86 千葉県

89 秦 恭子 ﾊﾀ ｷｮｳｺ  9:18:5187 神奈川県

6 有賀 俊夫 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｵ  9:19:0188 東京都

109 山田 剛久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋｻ  9:20:46山田獣医科病院89 埼玉県

26 海野 貴之 ｳﾝﾉ ﾀｶﾕｷ  9:23:37ＲＵＮ塾90 神奈川県

92 藤川 由美子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕﾐｺ  9:26:31桐生走ろう会91 群馬県

90 林 晃 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ  9:49:4892 新潟県
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