
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

スーパーシングルクラス50km男子総合
県名

109 水越　友洋 ﾐｽﾞｺｼ ﾄﾓﾋﾛ  5:55:39六本木ﾛｹｯﾂ1 東京都

1 Wong Ka Wai Wong Ka Wai  6:14:28The North Face Hong 2 香港

85 袴田　訓史 ﾊｶﾏﾀ ﾉﾘﾌﾐ  6:18:40東北電力3 宮城県

32 金井　祐一 ｶﾅｲ ﾕｳｲﾁ  6:28:094 静岡県

70 遠山　敏幸 ﾄｵﾔﾏ ﾄｼﾕｷ  6:30:115 東京都

92 引地　亮 ﾋｷﾁ ﾘｮｳ  6:35:26脂肪遊戯6 神奈川県

66 田仲　成行 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ  6:38:56ﾘｽﾍﾟｸﾄ7 埼玉県

3 麻川　泰秀 ｱｻｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ  6:40:26NHK前橋8 山梨県

21 鵜飼　峰生 ｳｶｲ ﾐﾈｵ  6:42:33ﾁｰﾑ100ﾏｲﾙ9 千葉県

13 井嶋　健一 ｲｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ  6:42:49ﾌﾗﾃ山の会10 北海道

5 天野　寛之 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ  6:43:53富士山麓自然保護ｱｿｼｴｲﾂ11 群馬県

61 高石　淳 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝ  6:45:47七時雨TRC12 宮城県

81 那須野　由幸 ﾅｽﾉ ﾖｼﾕｷ  6:46:12ｶﾙﾋﾟｽ13 群馬県

16 伊藤　輝文 ｲﾄｳ ﾃﾙﾌﾐ  6:47:15信州ﾄﾚﾏﾝ14 長野県

55 珠坪　雅雄 ｼｭﾂﾎﾞ ﾏｻｵ  6:52:4015 新潟県

46 斎藤　光司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ  6:53:2016 千葉県

107 松本　浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ  7:01:01陀羅仏同人17 群馬県

34 蕪木　和重 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ  7:02:35侍JAPAN18 神奈川県

93 平山　雅幸 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ  7:10:42株式会社笹田組19 神奈川県

117 吉野　博 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ  7:14:11麦茶がぶ飲み会20 神奈川県

47 佐藤　哲久 ｻﾄｳ ｱｷﾋｻ  7:17:0021 神奈川県

90 林　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ  7:17:16ふくしまTRC22 福島県

87 橋本　久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ  7:22:42砂漠を走ろう会23 岩手県

77 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  7:27:2024 群馬県

59 寸田　英利 ｽﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  7:27:2325 東京都

11 伊澤　忠支 ｲｻﾜ ﾀﾀﾞｼ  7:27:38武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ26 東京都

25 江原　大悟 ｴﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｺﾞ  7:31:16上州山楽走27 群馬県

80 永易　量行 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ  7:40:2428 神奈川県

102 松崎　達矢 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂﾔ  7:52:0529 神奈川県

4 浅川　陽平 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾍｲ  7:53:04井田ﾗﾝﾅｰｽﾞ30 東京都

23 雲藤　健 ｳﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ  7:56:22あかべこ/太田走友会31 茨城県

10 池辺　英史 ｲｹﾍﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ  7:56:5132 東京都

69 田沼　隆一 ﾀﾇﾏ ﾘｭｳｲﾁ  7:58:26ﾘﾊﾋﾞﾘFC33 神奈川県

9 池田　謙介 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｽｹ  8:05:20僕箱遠足部34 東京都

36 神原　文和 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾌﾐｶｽﾞ  8:05:25黒沢組35 埼玉県

103 松原　克明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾂｱｷ  8:10:2736 埼玉県

12 石井　薫 ｲｼｲ ｶｵﾙ  8:11:0537 東京都

29 笠原　春吉 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙｷﾁ  8:11:4938 埼玉県

24 鰀目　慶一 ｴﾉﾒ ｹｲｲﾁ  8:14:58ﾊﾄｽｽﾞ39 東京都

28 小高　浩靖 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾔｽ  8:15:4140 千葉県

Timing & Result By 計測工房



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

スーパーシングルクラス50km男子総合
県名

100 前沢　裕之 ﾏｴｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  8:16:42ﾁｰﾑ永田41 新潟県

79 中村　淳 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ  8:17:5042 長野県

88 長谷川　貴史 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ  8:20:26小江戸大江戸TW43 埼玉県

97 布間　章裕 ﾌﾏ ｱｷﾋﾛ  8:24:5544 神奈川県

39 窪田　千尋 ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ  8:25:0145 東京都

20 上田　晴之 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ  8:26:29ｵﾄｺﾏｴ倶楽部46 大阪府

41 黒田　憲造 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ  8:28:54ｱﾙﾁｻﾞﾝ47 茨城県

54 嶋田　敏成 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ  8:31:2548 群馬県

58 諏訪　健一 ｽﾜ ｹﾝｲﾁ  8:31:30Run坊49 東京都

68 田辺　義貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ  8:31:3150 東京都

57 須藤　康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ  8:31:58横ｽﾏTRC51 神奈川県

40 栗原　良太 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾀ  8:33:1052 神奈川県

78 中村　考英 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｴｲ  8:33:5053 埼玉県

18 伊藤　義和 ｲﾄｳ ﾖｼｶﾂﾞ  8:37:3254 東京都

31 勝原　一志 ｶﾂﾊﾗ ｶｽﾞｼ  8:38:0755 埼玉県

17 伊藤　泰司 ｲﾄｳ ﾔｽｼ  8:39:4456 埼玉県

86 橋口　翔一 ﾊｼｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ  8:43:11TEAM22957 東京都

64 高橋　義和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ  8:45:1258 東京都

112 森田　茂 ﾓﾘﾀ ｼｹﾞﾙ  8:54:0959 大阪府

22 梅宮　秀人 ｳﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ  8:57:1360 埼玉県

98 干川　孔明 ﾎｼｶﾜ ｺｳﾒｲ  9:00:3561 群馬県

116 吉川　彰 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ  9:02:43JVCKWD62 東京都

6 新井　俊哉 ｱﾗｲ ﾄｼﾔ  9:05:1663 群馬県

42 小机　輝尚 ｺﾂﾞｸｴ ﾃﾙﾋｻ  9:06:2964 東京都

73 中畝　豊 ﾅｶｳﾈ ﾕﾀｶ  9:12:2865 埼玉県

84 野中　浩治 ﾉﾅｶ ｺｳｼﾞ  9:13:44SAGA66 東京都

83 行方　伸一 ﾅﾒｶﾀ ｼﾝｲﾁ  9:14:1267 神奈川県

71 外崎　則夫 ﾄﾉｻｷ ﾉﾘｵ  9:16:0268 埼玉県

15 伊藤　哲矢 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ  9:19:5269 新潟県

114 山崎　健 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ  9:20:5170 神奈川県

38 岸山　真吾 ｷｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ  9:22:4271 東京都

96 藤澤　隆之 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ  9:23:1372 東京都

50 座間　正行 ｻﾞﾏ ﾏｻﾕｷ  9:31:4173 東京都

19 今井　康之 ｲﾏｲ ﾔｽﾕｷ  9:32:18六華ﾗﾝﾅｰｽﾞ74 千葉県

45 小林　康正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾏｻ  9:32:59横浜中央走友会75 神奈川県

75 長橋　政信 ﾅｶﾞﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ  9:39:1876 新潟県
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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

スーパーシングルクラス50km女子総合
県名

89 林　絵里 ﾊﾔｼ ｴﾘ  6:32:20ふくしまTRC1 福島県

101 政　正恵 ﾏｻ ﾏｻｴ  6:43:292 埼玉県

111 村井　絢子 ﾑﾗｲ ｱﾔｺ  7:25:183 東京都

2 Chow Pui Yan Chow Pui Yan  7:28:33The North Face Hong Kong 4 香港

82 鍋島　雅美 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏｻﾐ  8:06:14ｽﾏｲﾙﾗﾝ5 千葉県

37 菊地　みどり ｷｸﾁ ﾐﾄﾞﾘ  8:17:146 群馬県

72 冨島　幸子 ﾄﾐｼﾏ ﾕｷｺ  8:25:237 神奈川県

53 嶋田　千津子 ｼﾏﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ  8:37:36ﾍﾞｱﾘｽ8 埼玉県

104 松村　博子 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｺ  8:38:059 石川県

7 安藤　由紀乃 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾉ  8:45:0810 埼玉県

26 大出　恭子 ｵｵｲﾃﾞ ｷｮｳｺ  9:02:2311 東京都

95 深井　薫 ﾌｶｲ ｶｵﾙ  9:06:2912 東京都

62 高橋　奈巳 ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ  9:12:1013 神奈川県

108 三浦　夏美 ﾐｳﾗ ﾅﾂﾐ  9:12:2114 神奈川県

52 渋谷　花恵 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾅｴ  9:13:1015 栃木県

105 松本　京子 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ  9:13:1016 東京都

30 片岡　詩都 ｶﾀｵｶ ｼｽﾞ  9:26:2517 神奈川県

Timing & Result By 計測工房


