
順位 ゼッケン 名称 名称カナ 所属 都道府県 フィニッシュタイム

1 34 森口　広也 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ 滝ケ原自衛隊 静岡県 2:40:15
2 33 柳澤　隼人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 滝ケ原自衛隊 静岡県 2:44:15
3 3067 小林　彰人 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾄ 海老川の力 千葉県 2:57:02
4 35 栗原　健誠 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 習志野第一空挺団 千葉県 2:57:29
5 3064 井上　智弘 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市消防局 静岡県 2:58:11
6 36 小田島　賢也 ｵﾀﾞｼﾏ ｹﾝﾔ 2:58:40
7 32 小山　真一 ｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 習志野第一空挺団 千葉県 2:59:20
8 3072 石上　裕康 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ らうんど５ 静岡県 3:00:48
9 3004 杉本　一登 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 静岡南 静岡県 3:07:13

10 3008 北村　修二 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 東京都 3:14:52
11 3057 岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 都留文科大 山梨県 3:20:50
12 3044 南浦　拓郎 ﾐﾅﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 東京都 3:22:36
13 3061 内藤　聖貴 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 東京都 3:23:10
14 3020 伊藤　伸 ｲﾄｳ ｼﾝ ゆいはるま 東京都 3:26:11
15 3001 荒　嶺樹 ｱﾗ ﾚｲｼﾞｭ ｎｏｉｐｕ 山梨県 3:40:06
16 3069 餌打　竜二 ｴｳﾁ ﾘｭｳｼﾞ ＨＤＲＣ 神奈川県 3:43:55
17 3022 牧野　禎也 ﾏｷﾉ ｼﾝﾔ がっこー陸上部 静岡県 3:47:46
18 3053 神部　直哉 ｶﾝﾍﾞ ﾅｵﾔ エルブレス 東京都 3:52:31
19 3073 佐藤　邦享 ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ 山梨県 4:03:42
20 3070 清水　龍正 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨県 4:07:18
21 3024 ウォルシュ　エイデン ｳｫﾙｼｭ ｴｲﾃﾞﾝ 山梨県 4:09:37
22 3018 菅原　稔 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ 軍団アオキ 東京都 4:09:52
23 3042 児玉　良夫 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｵ 東京都 4:10:35
24 3026 ドミトリエフ　ビタリ ﾄﾞﾐﾄﾘｴﾌ ﾋﾞﾀﾘ 東京都 4:13:52
25 3059 橋本　洋太 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳﾀ 茨城県 4:14:38
26 3028 海野　晃裕 ｳﾝﾉ ｱｷﾋﾛ 静岡県 4:22:41
27 3063 椎名　寛也 ｼｲﾅ ﾋﾛﾔ 千葉県警察 千葉県 4:32:27
28 3038 尾崎　美智央 ｵｻﾞｷ ﾐﾁｵ 鎌倉ガチ錬隊 神奈川県 4:37:34
29 3065 池田　暁志 ｲｹﾀﾞ ｱｷｼ 千葉県 4:37:44
30 3009 江上　達人 ｴｶﾞﾐ ﾀﾂﾋﾄ 東京都 4:43:20
31 3010 高橋　宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 4:48:08
32 3060 伊藤　公利司 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 東京都 4:50:30
33 3048 倉品　良輔 ｸﾗｼﾅ ﾘｮｳｽｹ 東京都 4:50:42
34 3054 真貝　優 ｼﾝｶｲ ﾕｳ 神奈川県 4:54:08
35 3033 清重　直隆 ｷﾖｼｹﾞ ﾅｵﾀｶ 神奈川県 4:54:47
36 3045 石塚　義久 ｲｼﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ たけのこクラブ 神奈川県 4:56:13
37 3003 岡本　隆 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 静岡県 4:58:41
38 3071 小山　俊介 ｺﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 東京都 4:59:35
39 3049 清水　崇志 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 5:06:25
40 3036 永沼　秀彰 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ きたのかい 山梨県 5:13:17
41 3046 岡本　夕 ｵｶﾓﾄ ﾕｳ オリックス 東京都 5:15:24
42 3006 福井　翼 ﾌｸｲ ﾂﾊﾞｻ オレトレ 静岡県 5:18:51
43 3040 井上　敬 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 神奈川県 5:19:21
44 3068 波田野　全 ﾊﾀﾉ ｾﾞﾝ 神奈川県 5:21:56
45 3015 高野　智史 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾋﾄ 山梨県 5:26:05
46 3016 高橋　充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ エビトレ 神奈川県 5:30:42
47 3023 小林　孝司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ キャメロット 埼玉県 5:43:30
48 3066 酒楽　忠 ｼｭﾗｸ ﾀﾀﾞｼ 神商Ｒｕｎ部 東京都 5:45:15
49 3029 福井　謙一 ﾌｸｲ ｹﾝｲﾁ えびラン 埼玉県 5:48:55
50 3043 宮村　太輔 ﾐﾔﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 5:50:54
51 3021 野村　良英 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 千葉県 5:51:01
52 3051 コンソレティ　瑠偉主 ｺﾝｿﾚﾃｨ ﾙｲｽ 東京都 5:51:50
53 3052 西山　友和 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 5:52:30

ハーフ男子３９歳以下

第9回道志村トレイルレース（2017年5月14日（日）開催）
ハーフコース大会結果

出走者238名/完走者166名/完走率69.7％



54 3032 倉田　英吾 ｸﾗﾀ ｴｲｺﾞ セキモト 千葉県 5:58:06

順位 ゼッケン 名称 名称カナ 所属 都道府県 フィニッシュタイム

1 3105 草薙　眞一郎 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:59:36
2 3104 橋本　健太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ ＫＫスポーツ 東京都 3:22:39
3 3169 腰越　浩二 ｺｼｺﾞｴ ｺｳｼﾞ エルブレス 東京都 3:33:08
4 3114 大森　裕二 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ チームＩＮＴＩ 山梨県 3:49:12
5 3132 小林　麻咲樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ キウイ 愛知県 3:52:33
6 3107 鈴木　政継 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾂｸﾞ 神奈川県 3:59:54
7 3153 戸張　雅実 ﾄﾊﾞﾘ ﾏｻﾐ 神奈川県 4:05:43
8 3122 木村　保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 田原車体 愛知県 4:14:04
9 3125 谷口　正樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ 神奈川県 4:14:05

10 3152 鈴木　清文 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾌﾐ 栃木県走好会 栃木県 4:14:17
11 3101 大澤　雄一郎 ｵｵｻﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 4:16:32
12 3137 中藤　智 ﾅｶﾄｳ ｻﾄﾙ 静岡市役所 静岡県 4:20:49
13 3159 原口　和也 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 増田　河原崎 静岡県 4:22:23
14 3157 宮本　昭栄 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｴｲ ＧＥａｒｅｓ 東京都 4:30:03
15 3128 内野　大輔 ｳﾁﾉ ﾀﾞｲｽｹ 内野医院 東京都 4:33:55
16 3139 クラーク　アーロン ｸﾗｰｸ ｱｰﾛﾝ 東京都 4:35:26
17 3140 本司　博 ﾎﾝｼﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:37:43
18 3173 箱田　有亮 ﾊｺﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 4:37:59
19 3156 宮崎　桂輔 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｽｹ 神奈川県 4:43:27
20 3149 松澤　大輔 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ やまりく 神奈川県 4:43:36
21 3143 廣瀬　朗人 ﾋﾛｾ ｱｷﾋﾄ 埼玉県 4:50:33
22 3180 ファン　タンバオ ﾌｧﾝ ﾀﾝﾊﾞｵ ｔｅａｍ　ＮＳ 東京都 4:53:56
23 3141 風間　洋一 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁ 東京都 4:54:58
24 3160 河合　博幸 ｶﾜｲ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 5:00:10
25 3175 西村　武士 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 5:04:19
26 3130 向後　茂樹 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞｷ 神奈川県 5:04:43
27 3120 横尾　克久 ﾖｺｵ ｶﾂﾋｻ 闘牛教室 東京都 5:06:18
28 3126 小坂　賢 ｺｻｶ ｻﾄｼ 東京都 5:07:26
29 3190 吉田　克也 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾔ ノキア 神奈川県 5:09:15
30 3151 廣澤　一 ﾋﾛｻﾜ ﾊｼﾞﾒ 山梨県 5:11:06
31 3144 菅沼　淳 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 静岡県 5:13:43
32 3179 小林　仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 藤枝市役所 静岡県 5:16:20
33 3177 山上　直幹 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾅｵｷ 神奈川県 5:19:28
34 3119 中村　智弘 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 5:19:28
35 3161 白井　淑夫 ｼﾗｲ ﾖｼｵ 静岡県 5:22:12
36 3121 菅野　智也 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 子隣走友会 静岡県 5:24:00
37 3135 村松　昇 ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾎﾞﾙ 静岡市 静岡県 5:24:17
38 3109 古屋　元 ﾌﾙﾔ ｹﾞﾝ 田中消防士 神奈川県 5:27:59
39 3117 松井　秀道 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾐﾁ 静岡県 5:30:36
40 3116 富田　靖司 ﾄﾐﾀ ﾔｽｼ 東京都 5:34:17
41 3166 三浦　耕司 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ ヴィクトリア 東京都 5:34:33
42 3146 内田　敏寛 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ きたのかい 静岡県 5:37:48
43 3129 日向　真一 ﾋﾅﾀ ｼﾝｲﾁ 山梨県 5:40:06
44 3115 吉原　宏 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾛｼ えびトレ 東京都 5:40:35
45 3155 河田　匡教 ｶﾜﾀ ﾏｻﾉﾘ 品川山走塾 東京都 5:47:55
46 3138 岩澤　秀幸 ｲﾜｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ ＹＮＫ 山梨県 5:48:10
47 3110 藤橋　司 ﾌｼﾞﾊｼ ﾂｶｻ 三原会 東京都 5:48:36
48 3158 滝村　泰 ﾀｷﾑﾗ ﾔｽｼ セキモト 千葉県 5:48:42
49 3106 小泉　清志 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖｼ ｔｅａｍ　ｎ．ｓ． 東京都 5:52:30
50 3102 澤　慎二郎 ｻﾜ ｼﾝｼﾞﾛｳ 東京都 5:52:53
51 3136 角田　裕 ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 5:53:23
52 3184 広永　崇志 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾀｶｼ 静岡県 5:53:35
53 3103 鈴木　貴久 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｻ 東京都 5:58:11
54 3108 水野　勝弘 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ 長野県 5:58:15
55 3165 岡田　桂一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 埼玉県 5:58:19

ハーフ男子５０歳以上

ハーフ男子４０歳代



順位 ゼッケン 名称 名称カナ 所属 都道府県 フィニッシュタイム

1 3236 岡　清久 ｵｶ ｷﾖﾋｻ 甲府陸協 山梨県 3:24:52
2 3217 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ ＡＶＡＮＴ 東京都 3:56:11
3 3248 パーカー　グレゴリー ﾊﾟｰｶｰ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 東京都 4:12:12
4 3213 池田　光政 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ クミカ御前崎 静岡県 4:14:29
5 3212 白鳥　慶一 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ アラジンＴＲ部 静岡県 4:22:18
6 3233 清水　彰 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ ＳＬＤＲＣ 神奈川県 4:22:37
7 3204 籾山　広行 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ｐｅｇａｓｕｓ 愛知県 4:24:04
8 3214 森川　徹治 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂｼﾞ ＡＶＡＮＴ 東京都 4:31:55
9 3261 佐藤　裕之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 4:35:19

10 3210 青沼　崇生 ｱｵﾇﾏ ﾀｶｵ 東京都 4:38:21
11 3263 北林　義美 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾐ 住友電工　横浜 神奈川県 4:50:26
12 3266 松崎　全成 ﾏﾂｻﾞｷ ｾﾞﾝｾｲ 山梨県 5:00:31
13 3225 秋野　惠洋 ｱｷﾉ ｼｹﾞﾋﾛ 相良前浜西 静岡県 5:01:24
14 3234 長谷川　啓治 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ ユニ缶 静岡県 5:06:08
15 3218 小林　正宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 5:06:25
16 3228 清水　英 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ ＮＯＮＡＣ 神奈川県 5:19:18
17 3211 都築　晋平 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ ニッポンランナ 千葉県 5:26:27
18 3207 新井　正樹 ｱﾗｲ ﾏｻｷ 千葉県庁 千葉県 5:27:24
19 3222 山本　俊明 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ 秀ちゃんクラブ 山梨県 5:27:29
20 3221 品村　浩一 ｼﾅﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 旭ＲＣ 千葉県 5:30:14
21 3255 鈴木　康志 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 神奈川県 5:31:37
22 3259 池田　明 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ ＴＲＣ 千葉県 5:33:51
23 3257 吉田　正幸 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ Ｖｉｔｓｙｕ 東京都 5:37:03
24 3245 城倉　雅次 ｼﾛｸﾗ ﾏｻｼﾞ 神奈川県 5:41:03
25 3206 村井　英昭 ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 5:45:59
26 3223 水原　忠光 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞﾐﾂ 静岡県 5:48:54
27 3220 中森　徹 ﾅｶﾓﾘ ﾄｵﾙ 静岡県 5:52:13
28 3216 依田　博樹 ﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ チームエルク 山梨県 5:53:20
29 3227 大林　誉史 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 神奈川県 5:55:00
30 3215 大井　利広 ｵｵｲ ﾄｼﾋﾛ 静岡県 5:58:13

順位 ゼッケン 名称 名称カナ 所属 都道府県 フィニッシュタイム

1 4007 福田　恵里佳 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ 山梨県 3:30:46
2 47 政　正恵 ﾏｻ ﾏｻｴ 3:39:27
3 4024 高橋　いずみ ﾀｶﾊｼ ｲｽﾞﾐ ウィンドラン 埼玉県 4:43:41
4 4032 生田　宏美 ｲｸﾀ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:50:28
5 4008 望月　沙織 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻｵﾘ 韮山保育園 静岡県 4:54:40
6 4030 野瀬　友望 ﾉｾ ﾄﾓﾐ 神奈川県 5:08:59
7 4033 岡本　唯 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 神奈川県 5:13:07
8 4022 柴田　詩織 ｼﾊﾞﾀ ｼｵﾘ 神奈川県 5:13:46
9 4023 内田　夏苗 ｳﾁﾀﾞ ｶﾅｴ 鈴蘭台ＡＣ 神奈川県 5:19:28

10 4031 竹野　緑 ﾀｹﾉ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 5:27:27
11 4009 新庄　良美 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾐ 静岡県 5:31:39
12 4012 清水　陽子 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 5:32:43
13 4019 石川　智美 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 神奈川県 5:34:18
14 4016 坂元　千絵 ｻｶﾓﾄ ﾁｴ 東京都 5:51:36
15 4028 海籐　よしみ ｶｲﾄｳ ﾖｼﾐ 千葉県 5:56:33
16 4011 橋本　育恵 ﾊｼﾓﾄ ｲｸｴ ＴＢＲＣ 東京都 5:58:15

順位 ゼッケン 名称 名称カナ 所属 都道府県 フィニッシュタイム

1 4122 近藤　知佳子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶｺ 青春ランナーズ 神奈川県 5:19:20
2 4101 大野　陽子 ｵｵﾉ ﾖｳｺ 東京都 5:21:06
3 4111 鈴木　陽子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県 5:22:05
4 4117 伊藤　亜紀子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 神奈川県 5:24:34
5 4116 稲田　恵美子 ｲﾅﾀﾞ ｴﾐｺ 千葉県 5:29:39
6 4103 恩田　富士子 ｵﾝﾀﾞ ﾌｼﾞｺ 厚木荻野走友会 神奈川県 5:30:39
7 4110 磯　暁子 ｲｿ ｱｷｺ 神奈川県 5:34:20
8 4120 岩壁　恵美子 ｲﾜｶﾍﾞ ｴﾐｺ 神奈川県 5:42:07

ハーフ女子３９歳以下

ハーフ女子４０歳以上



9 4123 鈴木　裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 千葉県 5:58:13
10 4109 山本　栄子 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｺ 秀ちゃんクラブ 山梨県 5:58:16
11 4124 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ チームハネハネ 東京都 5:59:20


