
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

ミドルクラス27km　男子16歳～39歳

県名

957 萩原 久也 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻﾔ  2:49:071 神奈川県

913 角谷 俊一 ｽﾐﾔ ｼｭﾝｲﾁ  3:04:372 群馬県

1015 渡邉 忠幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  3:09:08ホシノＲＣ3 群馬県

974 本田 貴之 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ  3:09:35Ｗｉｎｄｒｕｎ4 埼玉県

906 進 弘明 ｼﾝ ﾋﾛｱｷ  3:10:275 東京都

962 羽鳥 歩 ﾊﾄﾘ ｱﾕﾑ  3:10:55チームハトスズ6 埼玉県

888 境野 喜之 ｻｶｲﾉ ﾖｼﾕｷ  3:15:587 群馬県

949 中村 健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  3:24:478 群馬県

895 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  3:36:419 東京都

832 鰀目 慶一 ｴﾉﾒ ｹｲｲﾁ  3:39:15ハトスズ10 東京都

852 柏崎 洋 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾋﾛｼ  3:43:5811 栃木県

815 飯澤 雄三 ｲｲｻﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ  3:47:1712 東京都

981 松田 道弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ  3:55:5913 千葉県

830 梅津 敏之 ｳﾒﾂ ﾄｼﾕｷ  3:57:4214 静岡県

816 池崎 新 ｲｹｻﾞｷ ｱﾗﾀ  3:59:0415 神奈川県

836 Owen Littmann ｵｰｴﾝ ﾘｯﾄﾏﾝ  4:04:24中里中学校ALT16 群馬県

927 武 陽太郎 ﾀｹ ﾖｳﾀﾛｳ  4:05:5417 群馬県

1002 山口 刀志彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ  4:06:24群馬県庁18 群馬県

842 岡本 融 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ  4:17:4319 東京都

877 小林 宗太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾛｳ  4:19:5620 埼玉県

939 寺部 亮紘 ﾃﾗﾍﾞ ｱｷﾋﾛ  4:27:1621 静岡県

878 小林 陽輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ  4:40:15甘党ランナーズ22 埼玉県

809 新井 智貴 ｱﾗｲ ﾄﾓｷ  4:40:37神流町役場23 群馬県

889 坂口 泰三 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｿﾞｳ  4:47:2424 千葉県

922 高野 太史 ﾀｶﾉ ﾀｲｼ  4:48:1825 静岡県

992 茂木 遼 ﾓﾃｷ ﾘｮｳ  4:50:3926 群馬県

837 大久保 守 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾓﾙ  4:53:3227 埼玉県

833 及川 元太 ｵｲｶﾜ ｹﾞﾝﾀ  4:53:3628 埼玉県

826 岩渕 和也 ｲﾜﾌﾁ ｶｽﾞﾔ  5:13:3329 茨城県

845 長川 学 ｵｻｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ  5:20:5230 神奈川県

928 武田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  5:22:59高崎佐野小31 群馬県

951 西澤 尚宏 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ  5:25:5332 神奈川県

988 村井 博宣 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ  5:30:3333 東京都

915 関根 公国 ｾｷﾈ ｷﾐｸﾆ  5:39:13アステラス34 群馬県

966 肥田 智城 ﾋﾀﾞ ﾄﾓｷ  5:39:1535 群馬県

810 新井 宏和 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ  6:06:51商工会青年部36 群馬県

918 高澤 太陽 ﾀｶｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ  6:08:1037 群馬県

817 池谷 英丈 ｲｹﾔ ﾋﾃﾞﾀｹ  6:26:25へたれ38 静岡県

825 岩尾 剣 ｲﾜｵ ｹﾝ  7:02:5639 千葉県

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

ミドルクラス27km　男子40歳～49歳

県名

900 篠原 聡 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄｼ  2:45:12南品川ＲＣ1 東京都

863 久保田 光俊 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾄｼ  2:46:10ＳｕｂＡｇｅ2 群馬県

925 高山 輝充 ﾀｶﾔﾏ ﾃﾙﾐﾂ  2:51:26☆上州山楽走☆3 群馬県

807 阿部 吉朗 ｱﾍﾞ ﾖｼﾛｳ  2:53:46石丼スポーツ4 埼玉県

897 志賀 淳一 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:54:27国立市5 東京都

934 塚本 洋志 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ  2:57:13ＪＴＢ西日本6 東京都

916 芹澤 勝治 ｾﾘｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾄ  3:00:487 神奈川県

859 北山 孝信 ｷﾀﾔﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ  3:08:55環境省福島再生8 福島県

970 福原 義樹 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｷ  3:09:23ガイアート9 千葉県

964 春川 聡 ﾊﾙｶﾜ ｻﾄｼ  3:12:1110 群馬県

860 木原 康成 ｷﾊﾗ ｺｳｾｲ  3:15:45なし11 埼玉県

929 館野 久之 ﾀﾃﾉ ﾋｻﾕｷ  3:17:2712 神奈川県

880 小林 良一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ  3:17:3813 神奈川県

808 綾野 正毅 ｱﾔﾉ ﾏｻｷ  3:28:2514 群馬県

968 福田 六花 ﾌｸﾀﾞ ﾘｯｶ  3:30:28富士ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅｰｽﾞ倶楽部15 山梨県

893 佐々木 勝美 ｻｻｷ ｶﾂﾐ  3:30:29ちーむふなばし16 東京都

811 荒木 和也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ  3:31:27ＪＣとも17 群馬県

804 朝倉 一朗 ｱｻｸﾗ ｲﾁﾛｳ  3:37:3418 東京都

887 酒井 義仁 ｻｶｲ ﾖｼﾋﾄ  3:38:1519 東京都

907 杉村 真志 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻｼ  3:38:17ＡＶＲＣ◆埼玉20 埼玉県

824 今井 英幸 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾕｷ  3:50:0421 群馬県

959 橋本 徹 ﾊｼﾓﾄ ﾄｵﾙ  3:51:22スルガ銀行22 静岡県

862 草野 行治 ｸｻﾉ ﾕｷﾊﾙ  3:53:51複十字病院23 埼玉県

857 川浪 伸介 ｶﾜﾅﾐ ｼﾝｽｹ  3:54:12ＳＲＣ24 埼玉県

971 藤井 浩一 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ  3:54:2625 東京都

955 沼田 光史 ﾇﾏﾀ ﾃﾙﾌﾐ  3:57:28ラフラフＲＣ26 埼玉県

917 曽田 英司 ｿﾀﾞ ｴｲｼﾞ  3:57:3727 東京都

882 小柳 芳雄 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｵ  3:58:52ぱなぼうず28 神奈川県

909 鈴木 清人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ  4:08:0029 千葉県

1009 湯浅 貴之 ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ  4:14:57★上州山楽走★30 群馬県

1008 鎗山 純一 ﾔﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:20:3431 東京都

850 加地 俊史 ｶｼﾞ ﾄｼﾁｶ  4:21:0732 千葉県

945 中塚 健也 ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾔ  4:22:4933 東京都

813 Ahn Byeung-sik ｱﾝ ﾋﾞｮﾝｼｸ  4:25:41YOUNGONE OUTDOOR　34

941 都丸 仁義 ﾄﾏﾙ ﾖｼﾉﾘ  4:31:2735 群馬県

843 岡安 秀 ｵｶﾔｽ ｼｭｳ  4:32:2036 群馬県

873 興梠 賢一 ｺｳﾛｷ ｹﾝｲﾁ  4:37:3237 千葉県

904 清水 雅夫 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵ  4:37:3638 千葉県

872 光山 浩暢 ｺｳﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ  4:38:49群馬ＴＦ39 群馬県

1000 矢田 健一 ﾔﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  4:40:33りりももず40 群馬県

989 室岡 隆 ﾑﾛｵｶ ﾀｶｼ  4:40:43シャア専用41 栃木県

935 筒木 敏弘 ﾂﾂﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  4:44:30つくば朝霞42 茨城県

884 斉藤 仁司 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ  4:45:12マラ部43 神奈川県

823 伊藤 孝志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ  4:53:43伊藤商店44 群馬県

972 堀内 寛幸 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾕｷ  4:56:10関東ホルモン隊45 埼玉県

994 森 誠 ﾓﾘ ﾏｺﾄ  5:06:27ヒメゴンクラブ46 神奈川県

870 高野 仁志 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ  5:06:36ＴＥＡＭ１５47 群馬県

861 木原 正剛 ｷﾊﾗ ｾｲｺﾞｳ  5:08:50ザ・スペース48 福島県

967 福田 欣一 ﾌｸﾀﾞ ｷﾝｲﾁ  5:13:42橋倉49 群馬県

879 小林 芳人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄ  5:27:4050 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

ミドルクラス27km　男子40歳～49歳

県名

834 大石 守康 ｵｵｲｼ ﾓﾘﾔｽ  5:35:57ココロノトビラ51 埼玉県

876 小林 章浩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ  5:40:5852 群馬県

903 島田 武史 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ  5:52:0453 岐阜県

818 石田 顕司 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  5:52:19Run up54 愛知県

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

ミドルクラス27km　男子50歳以上

県名

869 小池 諭 ｺｲｹ ｻﾄｼ  2:47:22こいけ整形外科1 群馬県

1005 山田 英彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ  2:55:51ゆるトレ隊2 神奈川県

867 黒澤 伸明 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ  3:38:13元中里中学校長3 群馬県

984 三浦 政治 ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ  3:38:17トトロの森走人4 埼玉県

933 千葉 俊郎 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾛｳ  3:43:195 石川県

953 仁平 清治 ﾆﾍｲ ｾｲｼﾞ  4:01:226 東京都

803 浅岡 守 ｱｻｵｶ ﾏﾓﾙ  4:06:41とみこう7 群馬県

920 高田 睦夫 ﾀｶﾀﾞ ﾑﾂｵ  4:08:098 埼玉県

883 斎藤 富雄 ｻｲﾄｳ ﾄﾐｵ  4:09:40ＳＴＭ9 群馬県

898 重田 正信 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ  4:12:31中央測地10 群馬県

983 丸山 勉 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾄﾑ  4:15:5611 群馬県

886 坂井 隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ  4:17:2912 神奈川県

814 安蒜 明宏 ｱﾝﾋﾞﾙ ｱｷﾋﾛ  4:21:2713 神奈川県

874 後閑 博志 ｺﾞｶﾝ ﾋﾛｼ  4:21:5214 群馬県

851 梶山 忠裕 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ  4:24:4415 神奈川県

977 前田 恒二 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ  4:26:2416 神奈川県

947 中野 秀人 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾄ  4:27:3617 東京都

902 芝崎 克一 ｼﾊﾞｻｷ ﾖｼｶｽﾞ  4:35:2418 埼玉県

1016 渡邉 守博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘﾋﾛ  4:38:2819 静岡県

958 萩原 英昭 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ  4:41:01群馬ＴＦ20 群馬県

875 湖尻 賢一郎 ｺｼﾞﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ  4:56:3821 神奈川県

961 長谷川 正夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｵ  5:11:4722 千葉県

829 海野 晴夫 ｳﾐﾉ ﾊﾙｵ  5:21:38万場大好き23 埼玉県

973 堀越 正勝 ﾎﾘｺｼ ﾏｻｶﾂ  6:14:53高崎日高ＲＣ24 群馬県

911 鈴木 立行 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾕｷ  6:58:3625 千葉県

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

ミドルクラス27km　女子16歳～44歳

県名

800 青木 清美 ｱｵｷ ｷﾖﾐ  3:42:12チームエルク1 山梨県

805 朝倉 由香 ｱｻｸﾗ ﾕｶ  3:52:562 東京都

1010 横尾 久美子 ﾖｺｵ ｸﾐｺ  3:55:103 群馬県

896 佐藤 永子 ｻﾄｳ ﾋｻｺ  4:05:084 東京都

944 長岡 麻衣 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｲ  4:05:08えびラン5 埼玉県

846 落合 美菜子 ｵﾁｱｲ ﾐﾅｺ  4:06:026 神奈川県

821 市森 恵子 ｲﾁﾓﾘ ｹｲｺ  4:06:26ザ・スペース7 東京都

1012 横山 絵美 ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ  4:09:588 愛知県

840 大久 美佳 ｵｵﾋｻ ﾐｶ  4:11:019 東京都

960 長谷川 聡子 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ  4:12:1410 群馬県

905 代田 美希 ｼﾛﾀ ﾐｷ  4:14:5711 神奈川県

827 植木 ゆか里 ｳｴｷ ﾕｶﾘ  4:17:55ザ・スペース12 神奈川県

948 長浜 泰江 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾔｽｴ  4:19:38トキメキ13 愛知県

841 岡田 菜穂美 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾐ  4:23:02なし14 東京都

986 宮崎 千枝子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｴｺ  4:24:4915 千葉県

923 高橋 順子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ  4:28:5916 東京都

865 栗原 洋子 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｺ  4:30:3017 東京都

855 兼田 理絵 ｶﾈﾀﾞ ﾘｴ  4:32:01ハタケスタジオ18 東京都

849 加地 貴子 ｶｼﾞ ﾀｶｺ  4:37:5119 千葉県

820 市村 千鶴 ｲﾁﾑﾗ ﾁﾂﾞﾙ  4:40:15甘党ランナーズ20 埼玉県

839 大塚 恵子 ｵｵﾂｶ ｹｲｺ  4:45:44大塚21 東京都

854 香取 裕子 ｶﾄﾘ ﾕｳｺ  4:47:5022 千葉県

1007 山谷 典子 ﾔﾏﾀﾆ ﾉﾘｺ  4:47:5823 千葉県

871 小海 涼子 ｺｳﾐ ﾘｮｳｺ  4:51:45チーム穂高24 静岡県

822 伊藤 育美 ｲﾄｳ ｲｸﾐ  4:53:43伊藤商店25 群馬県

919 高田 修子 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｺ  5:00:2826 茨城県

894 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ  5:01:0927 東京都

899 篠崎 光恵 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾂｴ  5:03:2328 茨城県

979 松井 恵 ﾏﾂｲ ﾒｸﾞﾐ  5:03:4429 東京都

996 森田 小百合 ﾓﾘﾀ ｻﾕﾘ  5:06:2430 群馬県

946 長野 里美 ﾅｶﾞﾉ ｻﾄﾐ  5:07:4331 千葉県

975 本田 祐子 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｺ  5:08:5032 神奈川県

1011 横田 恵実 ﾖｺﾀ ﾒｸﾞﾐ  5:10:4133 千葉県

980 松崎 美加 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐｶ  5:15:0034 神奈川県

838 太田 愛 ｵｵﾀ ｱｲ  5:18:16くるみホッケー35 東京都

1001 山岸 裕子 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｺ  5:19:06さかいやスポーツ36 埼玉県

844 長川 佳代子 ｵｻｶﾞﾜ ｶﾖｺ  5:20:5337 神奈川県

802 浅井 翠 ｱｻｲ ﾐﾄﾞﾘ  5:26:1038 静岡県

835 大内 さやか ｵｵｳﾁ ｻﾔｶ  5:27:3339 神奈川県

931 谷口 和嘉子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜｶｺ  5:36:1140 埼玉県

1014 レマー ハナ ﾚﾏｰ ﾊﾅ  5:37:2041 東京都

901 篠原 真紀 ｼﾉﾊﾗ ﾏｷ  5:40:3142 埼玉県

881 駒井 美香 ｺﾏｲ ﾐｶ  5:40:5843 群馬県

890 坂崎 文映 ｻｶｻﾞｷ ﾌﾐｴ  5:45:1844 東京都

1013 吉村 知紗 ﾖｼﾑﾗ ﾁｻ  5:52:1945 愛知県

831 江田 豊子 ｴﾀﾞ ﾄﾖｺ  5:52:30サムズ★アップ46 東京都

963 原田 佳代子 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾖｺ  6:00:0047 東京都

921 高野 幸子 ﾀｶﾉ ｻﾁｺ  6:14:09べっしゃん48 東京都

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

ミドルクラス27km　女子45歳以上

県名

950 中村 美由紀 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｷ  3:50:12ザ・スペース1 神奈川県

819 石塚 由起子 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ  4:13:492 埼玉県

885 斎藤 美穂子 ｻｲﾄｳ ﾐﾎｺ  4:21:523 群馬県

938 寺田 恭子 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳｺ  4:26:324 東京都

965 久間 亜紀 ﾋｻﾏ ｱｷ  4:27:365 埼玉県

912 鈴木 朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ  4:35:20シャア専用6 栃木県

978 前本 淳子 ﾏｴﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ  4:58:367 神奈川県

993 森 亜紀 ﾓﾘ ｱｷ  5:03:448 神奈川県

990 室伏 美佳 ﾑﾛﾌﾞｾ ﾐｶ  5:10:41Ｒ２９３9 東京都

914 関口 友子 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｺ  5:11:4710 千葉県

952 西澤 洋子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｳｺ  5:16:5711 千葉県

858 北島 由記子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｷｺ  5:25:51ＲｔｏＴ12 東京都

985 箕田 陽子 ﾐﾉﾀﾞ ﾖｳｺ  5:42:4713 東京都

926 田川 智晴 ﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ  5:43:3914 群馬県

940 寺本 眞木 ﾃﾗﾓﾄ ﾏｷ  5:43:5015 東京都

997 門馬 敦子 ﾓﾝﾏ ｱﾂｺ  5:45:1316 東京都

848 加々美 朗子 ｶｶﾞﾐ ｱｷｺ  5:53:47ＡＶＲＣ東京17 東京都

806 浅田 尚江 ｱｻﾀﾞ ﾅｵｴ  6:04:3318 群馬県

866 黒木 ひろみ ｸﾛｷ ﾋﾛﾐ  6:04:4519 神奈川県

936 坪井 昌恵 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻｴ  6:24:5620 埼玉県

976 本間 真由美 ﾎﾝﾏ ﾏﾕﾐ  6:30:1121 東京都

930 田中 潤子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ  6:55:3822 東京都

Official Timer & Result By 計測工房


