
5km 中学生男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 11044 松崎　貴樹 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｷ 群馬県 個人 17分46秒
2 11016 伏島　和輝 ﾌｾｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 群馬県 伊勢崎一中 17分55秒
3 11023 西山　和弥 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 群馬県 伊勢崎一中 18分05秒
4 11011 大貫　裕也 ｵｵﾇｷ ﾕｳﾔ 群馬県 境西中 18分09秒
5 11028 真下　翔也 ﾏｼﾓ ｼｮｳﾔ 埼玉県 　　 18分17秒
6 11002 福島　凌央 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 群馬県 笠懸南中 18分19秒

7 11039 北角　遼 ｷﾀｽﾞﾐ ﾘｮｳ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 18分32秒

8 11008 安田　和広 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県 境西中 18分35秒

9 11031 金井　大将 ｶﾅｲ ﾋﾛﾏｻ 群馬県 　　 18分39秒

10 11035 横堀　晃大 ﾖｺﾎﾞﾘ ｺｳﾀ 群馬県 伊勢崎市立第三中学校 18分46秒

11 11029 金子　哲佳 ｶﾈｺ ﾃﾂﾖｼ 群馬県 　　 18分46秒

12 11026 細谷　遼平 ﾎｿﾔ ﾘｮｳﾍｲ 群馬県 伊勢崎一中 18分58秒

13 11009 大場　遼 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ 群馬県 境西中 19分02秒

14 11007 岸　将広 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 境西中 19分10秒

15 11013 吉田　渉 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 群馬県 境西中 19分20秒

16 11042 内田　朋秀 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 19分20秒

17 11032 竹澤　秀斗 ﾀｹｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 群馬県 　　 19分34秒

18 11041 大島　彗士 ｵｵｼﾏ ｻﾄｼ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 20分12秒

19 11021 宮本　佳樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｷ 群馬県 伊勢崎一中 20分31秒

20 11020 滝澤　大輝 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 群馬県 伊勢崎一中 20分41秒

21 11022 土田　雅人 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 群馬県 伊勢崎一中 20分51秒

22 11010 小澤　祐介 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 群馬県 境西中 21分02秒

23 11043 有賀　拓夢 ｱﾘｶﾞ ﾀｸﾑ 福島県 　　 21分05秒

24 11038 栗原　誠弥 ｸﾘﾊﾗ ｾｲﾔ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 21分24秒

25 11030 丸山　翔太 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 群馬県 　　 21分43秒

26 11040 山田　涼 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 21分49秒

27 11005 山田　拓夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾑ 群馬県 境南中 22分05秒

28 11033 槇　駿介 ﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 群馬県 　　 22分36秒

29 11017 関口　悠 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳ 群馬県 伊勢崎一中 23分01秒

30 11034 堀川　大海 ﾎﾘｶﾜ ﾀｲｶｲ 群馬県 チーム・ザ・ホーリー 23分10秒

31 11019 阪上　涼 ｻｶｳｴ ﾘｮｳ 群馬県 伊勢崎一中 23分12秒

32 11025 中山　仁人 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 群馬県 伊勢崎一中 23分13秒

33 11014 高橋　凌太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 群馬県 境西中 23分45秒

34 11015 山ノ内　梨功 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾘｸ 群馬県 境西中 24分10秒

35 11027 福島　啓太 ﾌｸｼﾏ ｹｲﾀ 群馬県 境南中学校 24分13秒

36 11024 松尾　祐哉 ﾏﾂｵ ﾕｳﾔ 群馬県 伊勢崎一中 24分16秒

37 11006 浅賀　勇作 ｱｻｶﾞ ﾕｳｻｸ 群馬県 境西中 25分30秒

第7回伊勢崎シティマラソン
Results/ 競技結果

Data:2011/12/4

1



第7回伊勢崎シティマラソン
Results/ 競技結果

Data:2011/12/4

5km 中学生女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 12034 田嶋　里音 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾉﾝ 群馬県 中央中等教育学校 19分01秒
2 12028 大野　萌花 ｵｵﾉ ﾓｴｶ 群馬県 　　 19分31秒
3 12036 富宇加　亜美 ﾄﾐｳｶ ｱﾐ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 19分44秒
4 12027 松村　早姫 ﾏﾂﾑﾗ ｻｷ 群馬県 　　 20分06秒
5 12006 小林　真鈴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾝ 群馬県 境西中 20分08秒
6 12004 大野　裕香 ｵｵﾉ ﾕｳｶ 群馬県 境西中 20分13秒

7 12016 長谷川　莉奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾅ 群馬県 境西中 20分28秒

8 12037 井野　水鈴 ｲﾉ ﾐｽｽﾞ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 20分31秒

9 12008 高橋　実来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 群馬県 境西中 20分45秒

10 12020 五十嵐　美月 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂﾞｷ 群馬県 伊勢崎一中 20分46秒

11 12011 木村　智映 ｷﾑﾗ ﾁｴ 群馬県 境西中 21分03秒

12 12026 笹川　星菜 ｻｻｶﾞﾜ ｾﾅ 群馬県 　　 21分05秒

13 12030 田島　果奈 ﾀｼﾞﾏ ｶﾅ 群馬県 　　 21分07秒

14 12002 高柳　海音 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐｵﾝ 群馬県 　　 21分13秒

15 12033 瀧原　菜摘 ﾀｷﾊﾗ ﾅﾂﾐ 群馬県 　　 21分41秒

16 12010 田代　鈴果 ﾀｼﾛ ｽｽﾞｶ 群馬県 境西中 21分55秒

17 12032 中川　玲奈 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾅ 群馬県 　　 22分00秒

18 12035 長谷川　怜菜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 群馬県 　　 22分10秒

19 12018 國安　夏実 ｸﾆﾔｽ ﾅﾂﾐ 群馬県 伊勢崎一中 22分17秒

20 12015 高山　怜那 ﾀｶﾔﾏ ﾚｲﾅ 群馬県 境西中 22分22秒

21 12012 藤田　日南 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾐ 群馬県 境西中 22分25秒

22 12009 山下　詩乃 ﾔﾏｼﾀ ｳﾀﾉ 群馬県 境西中 22分48秒

23 12013 萩原　那緒 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵ 群馬県 境西中 23分05秒

24 12029 川村　琴音 ｶﾜﾑﾗ ｺﾄﾈ 群馬県 　　 23分06秒

25 12017 田中　真琴 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 群馬県 境西中 23分28秒

26 12005 小林　莉菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 群馬県 境西中 23分45秒

27 12014 高橋　祐奈 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 群馬県 境西中 24分31秒

28 12021 町田　帆乃香 ﾏﾁﾀﾞ ﾎﾉｶ 群馬県 伊勢崎一中 24分39秒

29 12031 佐藤　香名美 ｻﾄｳ ｶﾅﾐ 群馬県 　　 25分01秒

30 12001 松本　芽以梨 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲﾘ 群馬県 　　 25分18秒

31 12039 近藤　佑紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 群馬県 25分30秒

32 12023 平岡　由真 ﾋﾗｵｶ ﾕﾏ 群馬県 伊勢崎一中 25分53秒

33 12038 竹川　風絵 ﾀｹｶﾜ ｶｴ 群馬県 伊勢崎三中学校 25分54秒

34 12019 島田　梨香子 ｼﾏﾀﾞ ﾘｶｺ 群馬県 伊勢崎一中 26分08秒

35 12022 鈴木　沙季 ｽｽﾞｷ ｻｷ 群馬県 伊勢崎一中 26分29秒

36 12024 齋藤　純菜 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ 群馬県 　　 28分08秒
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5km 一般男子39歳以下

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 13020 山本　遼太 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木県 東京福祉大学 16分24秒
2 13024 根岸　泰雄 ﾈｷﾞｼ ﾔｽｵ 群馬県 　　 16分57秒
3 13025 隅野　辰則 ｽﾐﾉ ﾀﾂﾉﾘ 群馬県 　　 17分25秒
4 13022 立川　和章 ﾀﾃｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 群馬県 東京福祉大学 17分25秒
5 13028 五十嵐　利男 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼｵ 群馬県 境クラブ 17分26秒
6 13074 井田　正寛 ｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 　　 18分40秒

7 13039 根岸　朋之 ﾈｷﾞｼ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 ちーむぴーちこ 18分48秒

8 13013 須田　竜也 ｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 群馬県 　　 18分49秒

9 13023 金井　勇二 ｶﾅｲ ﾕｳｼﾞ 群馬県 ナイス☆バルク 19分00秒

10 13011 大山　真史 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｼ 群馬県 　　 19分01秒

11 13051 楢原　亘 ﾅﾗﾊﾗ ﾜﾀﾙ 群馬県 ナイス☆バルク 19分08秒

12 13026 谷口　記章 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 群馬県 　　 19分19秒

13 13021 須藤　大地 ｽﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 群馬県 東京福祉大学 19分36秒

14 13016 村杉　哲央 ﾑﾗｽｷﾞ ﾃﾂｵ 群馬県 伊勢崎西部スポーツクラブ 20分04秒

15 13030 越田　雅仁 ｺｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 群馬県 　　 20分17秒

16 13073 古川　良太 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳﾀ 群馬県 　　 20分18秒

17 13010 長谷川　克巳 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾐ 栃木県 　　 20分36秒

18 13056 松本　和樹 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 20分49秒

19 13018 原田　憲人 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 群馬県 前橋工業高等学校 20分50秒

20 13033 藤井　靖之 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ 群馬県 境Ｆクラブ 21分27秒

21 13014 尾原　隆博 ｵﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 　　 22分03秒

22 13041 田口　潤 ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 群馬県 　　 22分06秒

23 13008 羽鳥　龍次 ﾊﾄﾘ ﾘｭｳｼﾞ 群馬県 やぎさん走友会 22分12秒

24 13035 高木　俊之 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾕｷ 群馬県 チームドラゴン 22分52秒

25 13040 宮下　かずや ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 群馬県 　　 22分56秒

26 13049 滝川　有史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｳｼ 群馬県 　　 23分24秒

27 13048 綱　淳壱郎 ﾂﾅ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 群馬県 ごんべえ７４部 23分36秒

28 13060 徳永　直季 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵｷ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 23分47秒

29 13069 松原　陽祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｽｹ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 23分50秒

30 13034 栗原　康徳 ｸﾘﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 群馬県 いこいの里 24分15秒

31 13052 横川　貴志 ﾖｺｶﾜ ﾀｶｼ 群馬県 　　 24分16秒

32 13072 下野　幸生 ｼﾓﾉ ｺｳｾｲ 群馬県 　　 24分26秒

33 13053 奥村　寿良 ｵｸﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 群馬県 　　 24分33秒

34 13027 大河内　俊希 ｵｵｺｳﾁ ﾄｼｷ 群馬県 三菱電機群馬 24分36秒

35 13005 小田切　貴志 ｵﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 群馬県 　　 24分43秒

36 13075 坪井　一三 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞﾐ 群馬県 　　 25分14秒

37 13065 國定　純一 ｸﾆｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 25分14秒

38 13063 坂庭　将和 ｻｶﾆﾜ ﾏｻｶｽﾞ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 25分21秒

39 13046 毒島　章寿 ﾌﾞｽｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 ぶどうの木 25分49秒

40 13067 須藤　陽一 ｽﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 25分53秒

41 13071 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 25分59秒

42 13015 八木　秀行 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 群馬県 　　 26分51秒

43 13044 新井　清都 ｱﾗｲ ｷﾖﾄ 群馬県 　　 27分02秒

44 13007 牛山　鈴乃輔 ｳｼﾔﾏ ｽｽﾞﾉｽｹ 長野県 イカレライダー 27分06秒

45 13001 渡　隆史 ﾜﾀﾙ ﾀｶｼ 群馬県 　　 27分13秒

46 13082 松本　知之 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 　　 28分15秒

47 13068 大窪　隆文 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾌﾐ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 28分18秒

48 13076 坂本　拓男 ｻｶﾓﾄ ﾀｸｵ 群馬県 　　 28分44秒

49 13057 国定　成世 ｸﾆｻﾀﾞ ﾅﾙﾖ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 28分49秒
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50 13036 福島　正章 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｱｷ 群馬県 チームドラゴン 28分52秒

51 13002 井田　智夫 ｲﾀﾞ ﾄﾓｵ 群馬県 　　 29分06秒

52 13066 大山　祐介 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｽｹ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 29分40秒

53 13037 松宮　芳明 ﾏﾂﾐﾔ ﾖｼｱｷ 群馬県 　　 30分45秒

54 13070 小暮　良太 ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ 群馬県 伊勢崎市役所野球部 31分11秒

55 13078 猪股　司 ｲﾉﾏﾀ ﾂｶｻ 群馬県 　　 31分55秒

56 13080 島津　孝宏 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 　　 32分06秒

57 13055 上口　俊介 ｶﾐｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 群馬県 　　 32分47秒

58 13009 岩崎　茂 ｲﾜｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 群馬県 大丸テクノ 33分13秒

59 13077 清水　俊和 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｶｽﾞ 群馬県 　　 33分24秒

60 13029 新井　隆広 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 　　 34分48秒

61 13042 矢内　慎吾 ﾔﾅｲ ｼﾝｺﾞ 群馬県 　　 36分05秒

62 13043 新堀　兼司 ｼﾝﾎﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 群馬県 フェニックス 36分06秒

63 13045 田沼　大輔 ﾀﾇﾏ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 伊勢崎福島病院 36分51秒

64 13081 工藤　祐介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 群馬県 　　 38分20秒

65 13006 鈴木　麻世 ｽｽﾞｷ ﾏﾖ 群馬県 　　 39分33秒

5km 一般男子40歳～49歳

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 14034 設楽　道明 ｼﾀﾗ ﾐﾁｱｷ 群馬県 AC王山 17分28秒
2 14009 松井　義明 ﾏﾂｲ ﾖｼｱｷ 群馬県 Mebius 17分35秒
3 14021 都丸　真和 ﾄﾏﾙ ﾏｻｶｽﾞ 群馬県 プロファ設計㈱ 17分51秒
4 14039 鈴木　直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 栃木県 ﾔｸｻﾞｲﾙ 18分26秒
5 14007 松澤　達也 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 群馬県 宝書店あぁ走快 18分37秒
6 14026 堀米　一也 ﾎﾘｺﾞﾒ ｶｽﾞﾔ 群馬県 ケーエム自動車 18分54秒

7 14014 小泉　誠 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 群馬県 　　 19分40秒

8 14030 高山　博 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 群馬県 　　 19分52秒

9 14017 上野　浩一 ｳｴﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 　　 20分25秒

10 14037 荻野　正 ｵｷﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 伊勢崎市立第二中学校 20分34秒

11 14033 中島　正朝 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾁｮｳ 群馬県 利久ル会 20分37秒

12 14012 安達　保之 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 群馬県 積水化学 20分51秒

13 14019 藤井　謙一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ 群馬県 境Ｆクラブ 21分03秒

14 14005 大塚　義人 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾋﾄ 群馬県 　　 22分07秒

15 14003 近藤　勝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 群馬県 　　 22分29秒

16 14040 坂本　武志 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ 群馬県 　　 22分47秒

17 14028 松田　昌之 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 群馬県 伊勢崎福島病院 23分38秒

18 14041 有賀　行 ｱﾘｶﾞ ｺｳ 福島県 　　 23分49秒

19 14029 茂木　圭一 ﾓﾃｷﾞ ｹｲｲﾁ 群馬県 　　 23分53秒

20 14020 阪下　潤一 ｻｶｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 　　 23分54秒

21 14013 武藤　康一 ﾑﾄｳ ｺｳｲﾁ 群馬県 　　 24分12秒

22 14011 並木　正則 ﾅｷﾐ ﾏｻﾉﾘ 群馬県 　　 25分23秒

23 14008 西野　直之 ﾆｼﾉ ﾅｵﾕｷ 埼玉県 　　 25分29秒
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24 14001 山根　敏男 ﾔﾏﾈ ﾄｼｵ 群馬県 　　 26分07秒

25 14023 大池　八十美 ｵｵｲｹ ﾔｿﾐ 群馬県 　　 26分14秒

26 14038 高橋　直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 群馬県 　　 26分21秒

27 14042 及川　幸二 ｵｲｶﾜ ｺｳｼﾞ 群馬県 　　 26分59秒

28 14027 鍵山　俊克 ｶｷﾞﾔﾏ ﾄｼｶﾂ 群馬県 伊勢崎福島病院 28分13秒

29 14043 飯野　善和 ｲｲﾉ ﾖｼｶｽﾞ 群馬県 　　 28分14秒

30 14024 梅津　清 ｳﾒﾂ ｷﾖｼ 群馬県 三菱電機群馬 28分15秒

31 14035 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 長野県 　　 29分07秒

32 14010 三輪　浩章 ﾐﾜ ﾋﾛｱｷ 群馬県 　　 29分23秒

33 14002 村山　康博 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 群馬県 　　 29分35秒

34 14022 坂瀬　進 ｻｶｾ ｽｽﾑ 群馬県 　　 31分03秒

35 14015 清水　克己 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾐ 新潟県 バスで行きばす 32分05秒

36 14018 吉澤　恵一 ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 群馬県 　　 32分16秒

37 14031 柳田　和彦 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 群馬県 ぶどうの木 32分23秒

38 14006 横島　国夫 ﾖｺｼﾏ ｸﾆｵ 群馬県 　　 32分51秒

39 14036 田口　英男 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 　　 35分44秒

40 14025 矢内　三男 ﾔﾅｲ ﾐﾂｵ 群馬県 　　 36分05秒

41 14032 亀岡　長生 ｶﾒｵｶ ｵｻｵ 群馬県 ＴＥＡＭ龍渕寺 40分12秒

5km 一般男子50歳～59歳

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 15007 岸本　秀雄 ｷｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 ヤマト発動機 18分29秒
2 15010 霜下　猛 ｼﾓｼﾀ ﾀｹｼ 群馬県 沼田市役所 19分31秒
3 15042 武藤　実 ﾑﾄｳ ﾐﾉﾙ 埼玉県 Jアスリーツ 19分47秒
4 15002 大澤　武志 ｵｵｻﾜ ﾀｹｼ 群馬県 砥砥走友会 19分53秒
5 15003 武田　一夫 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｵ 埼玉県 　　 20分01秒
6 15001 村岡　勉 ﾑﾗｵｶ ﾂﾄﾑ 群馬県 本郷小RC 20分03秒

7 15009 須田　甚一郎 ｽﾀﾞ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 群馬県 どりかむ太田 20分27秒

8 15021 関根　英一 ｾｷﾈ ｴｲｲﾁ 群馬県 日本精工 21分09秒

9 15011 白川　正夫 ｼﾗｶﾜ ﾏｻｵ 群馬県 　　 21分34秒

10 15037 田島　由啓 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 群馬県 　　 21分41秒

11 15016 飯島　義春 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 群馬県 宝書店あぁ走快 22分22秒

12 15039 平野　高広 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 　　 22分36秒

13 15004 香村　立也 ｺｳﾑﾗ ﾀﾂﾔ 群馬県 　　 22分45秒

14 15024 渋沢　和雄 ｼﾌﾞｻﾜ ｶｽﾞｵ 群馬県 三菱群馬 23分02秒

15 15035 末松　英夫 ｽｴﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ 静岡県 　　 23分19秒

16 15033 大山　宝 ｵｵﾔﾏ ﾀｶﾗ 群馬県 　　 23分39秒

17 15008 根立　浩伸 ﾈﾀﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 群馬県 　　 24分24秒
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18 15019 杉村　祐一 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 群馬県 三菱電機群馬 24分41秒

19 15022 根岸　初雄 ﾈｷﾞｼ ﾊﾂｵ 群馬県 　　 24分57秒

20 15025 吉野　朗 ﾖｼﾉ ｱｷﾗ 群馬県 　　 25分27秒

21 15028 川島　和美 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾐ 群馬県 　　 25分27秒

22 15018 滝本　信明 ﾀｷﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 群馬県 三菱電機群馬 25分50秒

23 15032 勅使川原　徹 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 群馬県 　　 26分03秒

24 15020 多賀谷　修 ﾀｶﾞﾔ ｵｻﾑ 群馬県 三菱電機群馬 27分06秒

25 15036 山田　修也 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 群馬県 チームＢＳＣ 27分07秒

26 15014 阿久津　盛夫 ｱｸﾂ ﾓﾘｵ 群馬県 　　 27分48秒

27 15038 塩崎　順一 ｼｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 　　 28分06秒

28 15005 松崎　雅叔 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 群馬県 　　 28分34秒

29 15006 佐藤　肇 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 群馬県 　　 29分14秒

30 15017 榛澤　宏平 ﾊﾝｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 群馬県 　　 29分45秒

31 15026 菅原　三男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾂｵ 東京都 　　 30分09秒

32 15013 蜂須賀　徳二 ﾊﾁｽｶ ﾄｸｼﾞ 群馬県 　　 30分22秒

33 15015 堤　隆夫 ﾂﾂﾐ ﾀｶｵ 群馬県 宮城電業ＲＣ 30分25秒

34 15043 佐藤　克昌 ｻﾄｳ ｶﾂﾏｻ 群馬県 　　 30分46秒

35 15027 石原　公二 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 群馬県 日本公庫前橋支店 31分22秒

36 15041 深沢　裕之 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 　　 31分46秒

37 15023 井上　剛 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 群馬県 　　 33分54秒

38 15012 梅山　浩一 ｳﾒﾔﾏ ｺｳｲﾁ 群馬県 　　 36分33秒

39 15040 長尾　正 ﾅｶﾞｵ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 アクセス№5 36分50秒

40 15044 白川　千秋 ｼﾗｶﾜ ﾁｱｷ 群馬県 　　 38分44秒

5km 一般男子60歳以上

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 16008 渡辺　孝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 群馬県 26走友会 19分37秒
2 16028 齊藤　敏幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 埼警走友会 19分47秒
3 16015 高橋　喜一 ﾀｶﾊｼ ｷｲﾁ 群馬県 荒砥走友会 20分20秒
4 16022 大竹　茂敏 ｵｵﾔｹ ｼｹﾞﾄｼ 群馬県 沼田走ろう会 20分41秒
5 16021 水沢　明且 ﾐｽﾞｻﾜ ｱｷｶﾂ 群馬県 勢多マスターズ 21分00秒
6 16018 田島　栄三 ﾀｼﾞﾏ ｴｲｿﾞｳ 群馬県 境クラブ 22分10秒

7 16014 橋本　和夫 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ 群馬県 　　 23分27秒

8 16016 田部井　喜内 ﾀﾍﾞｲ ｷﾅｲ 群馬県 伊勢崎マスターズ 23分41秒

9 16011 今泉　充司 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐﾂｼﾞ 群馬県 伊勢崎西部スポーツクラブ 23分49秒

10 16027 杵渕　喜久男 ｷﾈﾌﾞﾁ ｷｸｵ 群馬県 三菱電機群馬 23分52秒

11 16009 高橋　澤 ﾀｶﾊｼ ﾀｸ 群馬県 桐生走ろう会 24分11秒

12 16020 櫻井　勉 ｻｸﾗｲ ﾂﾄﾑ 群馬県 新田どんがめ倶楽部 24分40秒

13 16026 阿久澤　進 ｱｸｻﾞﾜ ｽｽﾑ 群馬県 　　 25分09秒

14 16019 岩下　哲三 ｲﾜｼﾀ ﾃﾂｿﾞｳ 群馬県 　　 26分23秒

15 16004 柳内　孝行 ﾔﾅｲ ﾀｶﾕｷ 群馬県 　　 26分26秒

16 16007 室橋　伊知郎 ﾑﾛﾊｼ ｲﾁﾛｳ 群馬県 伊勢崎市ハイキング協会 27分39秒

17 16025 板垣　仁 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾄｼ 群馬県 　　 27分53秒

18 16023 阿部　孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 福島荒井完走会 28分39秒

19 16010 池之上　昭義 ｲｹﾉｴ ｱｷﾖｼ 群馬県 　　 29分24秒

20 16001 小宮山　秀男 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 　　 29分59秒

21 16017 菊池　栄二 ｷｸﾁ ｴｲｼﾞ 群馬県 東電群馬OB 30分14秒
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22 16003 本間　利男 ﾎﾝﾏ ﾄｼｵ 群馬県 　　 30分39秒

23 16012 髙橋　哲雄 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 群馬県 　　 33分47秒

24 16013 柿沼　正利 ｶｷﾇﾏ ﾏｻﾄｼ 群馬県 フジレース 33分48秒

25 16006 阿佐見　義光 ｱｻﾞﾐ ﾖｼﾐﾂ 群馬県 赤堀クラブ 37分06秒

26 16024 多賀谷　俊男 ﾀｶﾞﾔ ﾄｼｵ 群馬県 　　 39分00秒

27 16005 高草木　重テル ﾀｶｸｻｷ ｼｹﾞﾃﾙ 群馬県 　　 39分10秒

5km 一般女子39歳以下

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 17011 高橋　里実 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 群馬県 東京福祉大学 18分20秒
2 17039 田中　杏樹 ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 群馬県 高崎商業高校 19分12秒
3 17041 金子　美悠 ｶﾈｺ ﾐﾕ 群馬県 高崎商業高校 19分28秒
4 17040 茂木　美貴子 ﾓｷﾞ ﾐｷｺ 群馬県 高崎商業高校 20分31秒
5 17061 菊池　紗樹 ｷｸﾁ ｻｷ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 20分40秒
6 17042 馬場　春香 ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙｶ 群馬県 高崎商業高校 20分51秒

7 17072 菊池　遥 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 21分30秒

8 17063 今井　陽香 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 21分32秒

9 17052 中村　藍子 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｺ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 21分59秒

10 17060 秋山　磨貴子 ｱｷﾔﾏ ﾏｷｺ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 22分16秒

11 17043 松田　具子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ 群馬県 チームＢＳＣ 22分25秒

12 17053 小長井　美希 ｺﾅｶﾞｲ ﾐｷ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 22分27秒

13 17062 中村　麻衣子 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾜｺ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 22分31秒

14 17004 福島　穂乃花 ﾌｸｼﾏ ﾎﾉｶ 群馬県 太田市立商業高等学校 22分37秒

15 17006 国定　美和 ｸﾆｻﾀﾞ ﾐﾜ 群馬県 伊勢崎たむら眼科 22分55秒

16 17047 石原　千春 ｲｼﾊﾗ ﾁﾊﾙ 群馬県 　　 23分04秒

17 17056 丹野　朝香 ﾀﾝﾉ ｻﾔｶ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 23分06秒

18 17066 南　美憂 ﾐﾅﾐ ﾐﾕｳ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 23分06秒

19 17059 蛯名　沙季 ｴﾋﾞﾅ ｻｷ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 23分07秒

20 17071 福野　香織 ﾌｸﾉ ｶｵﾘ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 23分45秒

21 17054 平子　智恵美 ﾋﾗｺ ﾁｴﾐ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 23分51秒

22 17058 小澤　麻美 ｵｻﾞﾜ ｱｻﾐ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 23分53秒

23 17068 中村　美奈子 ﾌｶｵ ｱｲﾘ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 24分15秒

24 17070 太田　美穂 ﾀﾅｶ ﾓｴｺ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 24分40秒

25 17010 坂牧　美咲 ｻｶﾏｷ ﾐｻｷ 群馬県 東京福祉大学 24分41秒

26 17017 田代　道子 ﾀｼﾛ ﾐﾁｺ 群馬県 　　 24分50秒

27 17036 牛久　美代子 ｳｼｸ ﾐﾖｺ 群馬県 　　 25分02秒

28 17028 永井　順子 ﾅｶﾞｲ ﾖﾘｺ 群馬県 ぶどうの木 25分20秒

29 17002 深澤　真依子 ﾌｶｻﾜ ﾏｲｺ 群馬県 　　 25分28秒

30 17050 久保田　千鶴 ｸﾎﾞﾀ ﾁﾂﾞ 群馬県 　　 25分40秒

31 17073 川越　恭子 ｶﾜｺﾞｴ ｷｮｳｺ 群馬県 　　 25分54秒

32 17064 大塚　枝里香 ｵｵﾂｶ ｴﾘｶ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 25分56秒

33 17018 須田　真砂子 ｽﾀﾞ ﾏｻｺ 群馬県 　　 26分00秒

34 17033 小塚　泉 ｺﾂﾞｶ ｲｽﾞﾐ 群馬県 日本政策公庫 26分14秒

35 17013 高橋　悠喜 ﾀｶﾊｼ ﾕｷ 群馬県 　　 26分37秒
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36 17057 岩本　典子 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 27分12秒

37 17055 村中　梢 ﾑﾗﾅｶ ｺｽﾞｴ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 27分20秒

38 17005 堀越　さわ子 ﾎﾘｺｼ ｻﾜｺ 群馬県 　　 27分51秒

39 17020 齋藤　紫保 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 群馬県 　　 28分27秒

40 17044 渡辺　希美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 群馬県 チームＢＳＣ 28分28秒

41 17025 秋庭　広子 ｱｷﾆﾜ ﾋﾛｺ 群馬県 伊勢崎福島病院 28分36秒

42 17022 大池　美澄 ｵｵｲｹ ﾐｽﾐ 群馬県 　　 29分17秒

43 17008 齋藤　直子 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ 群馬県 　　 30分03秒

44 17021 阿久澤　輝 ｱｸｻﾞﾜ ﾃﾙ 群馬県 　　 30分06秒

45 17046 柿沼　優子 ｶｷﾇﾏ ﾕｳｺ 群馬県 　　 30分08秒

46 17032 塚原　鮎美 ﾂｶﾊﾗ ｱﾕﾐ 群馬県 　　 30分09秒

47 17023 宮澤　昌子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｺ 群馬県 三菱電機群馬 30分17秒

48 17048 金子　舞 ｶﾈｺ ﾏｲ 群馬県 　　 30分21秒

49 17034 鈴木　貴美子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 群馬県 　　 30分29秒

50 17049 柴崎　秀美 ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾐ 埼玉県 　　 30分31秒

51 17076 井上　和慧 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｴ 群馬県 　　 31分03秒

52 17031 中村　育美 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 群馬県 　　 31分03秒

53 17037 村岡　千沙栄 ﾑﾗｵｶ ﾁｻｴ 群馬県 　　 31分09秒

54 17027 上原　由貴 ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 群馬県 　　 31分29秒

55 17001 桑原　知子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｺ 群馬県 　　 31分30秒

56 17075 和佐田　恵未 ﾜｻﾀﾞ ｴﾐ 群馬県 　　 32分01秒

57 17067 関口　彩 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞ 群馬県 ペヤング女子ソフトボール部 32分22秒

58 17016 市川　由香利 ｲﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 群馬県 　　 32分24秒

59 17038 川島　佳保里 ｶﾜｼﾏ ｶｵﾘ 群馬県 　　 32分46秒

60 17009 山本　好美 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾐ 群馬県 　　 32分53秒

61 17030 石関　春美 ｲｼｾﾞｷ ﾊﾙﾐ 群馬県 　　 33分14秒

62 17029 桑原　浩子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 群馬県 　　 33分22秒

63 17026 斉藤　梢 ｻｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 群馬県 伊勢崎福島病院 33分39秒

64 17014 鹿沼　亜有美 ｶﾇﾏ ｱﾕﾐ 群馬県 　　 34分50秒

65 17074 奥村　美香 ｵｸﾑﾗ ﾐｶ 東京都 小林美容室 35分15秒

66 17012 鈴木　広恵 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｴ 群馬県 　　 35分45秒

67 17003 岩崎　晃子 ｲﾜｻﾞｷ ｱｷｺ 群馬県 大丸テクノ 36分04秒

68 17024 新堀　奈津美 ｼﾝﾎﾞﾘ ﾅﾂﾐ 群馬県 　　 36分05秒

69 17019 高野　真美 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 群馬県 　　 37分47秒

5km 一般女子40歳以上

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 18001 鈴木　礼子 ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ 群馬県 青木食肉 20分15秒
2 18006 安達　一恵 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｴ 群馬県 日本システム 21分47秒
3 18008 栗田　寿美 ｸﾘﾀ ｽﾐ 群馬県 境クラブ 23分29秒
4 18024 栗原　裕美子 ｸﾘﾊﾗ ﾕﾐｺ 群馬県 　　 24分50秒
5 18004 橋本　てる江 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙｴ 群馬県 　　 24分59秒
6 18005 清家　由美子 ｾｲｹ ﾕﾐｺ 群馬県 　　 25分05秒

7 18015 稲垣　紀子 ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾘｺ 群馬県 　　 26分37秒

8 18036 大井　宏美 ｵｵｲ ﾋﾛﾐ 群馬県 ＴＳＯＨ 27分29秒

9 18013 国安　友紀恵 ｸﾆﾔｽ ﾕｷｴ 群馬県 　　 27分37秒
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10 18002 根岸　美佐子 ﾈｷﾞｼ ﾐｻｺ 群馬県 　　 27分45秒

11 18037 飯野　里美 ｲｲﾉ ｻﾄﾐ 群馬県 　　 28分14秒

12 18016 齋藤　百代 ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾖ 群馬県 　　 28分23秒

13 18028 篠崎　裕子 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｺ 群馬県 チームＢＳＣ 28分30秒

14 18007 椎名　隆子 ｼｲﾅ ﾀｶｺ 群馬県 ﾏｲﾍﾟｰｽC 29分10秒

15 18034 和佐田　史子 ﾜｻﾀﾞ ﾌﾐｺ 群馬県 　　 29分11秒

16 18032 千葉　玲子 ﾁﾊﾞ ﾚｲｺ 群馬県 　　 29分30秒

17 18017 渋澤　美代子 ｼﾌﾞｻﾜ ﾐﾖｺ 群馬県 　　 29分50秒

18 18033 島津　さと子 ｼﾏﾂﾞ ｻﾄｺ 群馬県 　　 29分59秒

19 18029 真下　昌子 ﾏｼﾓ ﾏｻｺ 群馬県 チームＢＳＣ 30分55秒

20 18010 清水　千佳子 ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 新潟県 バスで行きばす 31分11秒

21 18019 頌彦　守眞 ｳﾀｻﾄ ﾓﾘﾐ 群馬県 ぶどうの木 31分14秒

22 18031 田沼　公代 ﾀﾇﾏ ｷﾐﾖ 群馬県 　　 31分37秒

23 18020 松村　眞知子 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾁｺ 群馬県 　　 31分39秒

24 18026 岡部　由美子 ｵｶﾍﾞ ﾕﾐｺ 群馬県 　　 31分52秒

25 18025 鈴木　治代 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾖ 群馬県 　　 32分31秒

26 18023 成塚　明美 ﾅﾘﾂｶ ｱｹﾐ 群馬県 東邦病院 33分27秒

27 18009 川崎　教子 ｶﾜｻｷ ｷｮｳｺ 群馬県 チームBANBI 34分22秒

28 18012 齊藤　邦子 ｻｲﾄｳ ｸﾆｺ 栃木県 山越の鶴 34分27秒

29 18030 花野　三千代 ﾊﾅﾉ ﾐﾁﾖ 群馬県 　　 38分53秒

30 18011 児島　真由美 ｺｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ 群馬県 　　 39分35秒

31 18022 亀岡　美鈴 ｶﾒｵｶ ﾐｽｽﾞ 群馬県 ＴＥＡＭ龍渕寺 40分12秒
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