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5kmウォーキング一般男女
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/3

スタート： 10:05:00

会場: 神宮外苑周回道路およびその周辺

主催: 神宮外苑チャレンジフェスティバル実行委員

42分03秒1 島田　敏恵5116 シマダ　トシエ

42分03秒2 斉藤　二三男5190 サイトウ　フミオ

42分04秒3 新谷　真以5232 ヨビ

42分05秒4 森本　順子5233 ヨビ

42分05秒5 森本　結愛5234 ヨビ

42分11秒6 今井　陽子5231 -

42分13秒7 佐々木　百合子5223 ササキ　ユリコ

42分14秒8 塩津　知世子5219 シオツ　チヨコ

42分15秒9 島田　すばる5117 シマダ　スバル

42分16秒10 今野　久美子5112 コンノ　クミコ

42分24秒11 金田　傑5214 カネダ　マサル

42分45秒12 門井　義夫5218 カドイ　ヨシオ

46分48秒13 瀧川　優5230 ｲﾏｲ ﾖｳｺ

47分04秒14 兎本　牧子5172 ウモト　マキコ

47分06秒15 兎本　大樹5178 ウモト　ヒロキ

47分45秒16 人見　あや子5200 ヒトミ　アヤコ

48分28秒17 河田　守江5197 カワタ　モリエ

48分29秒18 梅野　俊一郎5191 ウメノ　シュンイチロウ

49分51秒19 渡辺　小澄5196 ワタナベ　コスミ

50分23秒20 近内　美紗子5229 コンナイ　ミサコ

50分23秒21 近内　純子5228 コンナイ　ジュンコ

50分23秒22 田中　信夫5121 タナカ　ノブオ

50分23秒23 森岡　礼子5225 モリオカ　アヤコ

50分25秒24 服部　智5176 ハットリ　サトシ

52分36秒25 古庄　靖男5192 －

52分39秒26 江口　純子5167 エグチ　ジュンコ

52分39秒27 小林　みどり5169 コバヤシ　ミドリ

52分45秒28 嶋﨑　基5193 シマザキ　モトキ

52分54秒29 並木　典子5171 ナミキ　ノリコ

52分54秒30 山口　恵美子5170 ヤマグチ　エミコ

53分11秒31 窪山　美恵子5140 クボヤマ　ミエコ

53分12秒32 星野　陽美5141 ホシノ　ハルミ

53分15秒33 大石　裕一5139 オオイシ　ユウイチ

53分16秒34 小西　麻里5183 コニシ　マリ

53分16秒35 横山　広一5138 ヨコヤマ　コウイチ

54分10秒36 藤原　幸雄5150 フジワラ　ユキオ

54分11秒37 藤原　愛5149 フジワラ　アイ

56分51秒38 竹下　裕5152 タケシタ　ヒロシ

56分52秒39 生方　文城5173 ウブカタ　フミシロ

56分52秒40 山神千華子5186 ヤマガミチカコ

56分53秒41 山神信太郎5185 ヤマガミシンタロウ

57分40秒42 松岡　健次5221 マツオカ　ケンジ

57分42秒43 松岡　恒子5222 マツオカ　ツネコ

57分47秒44 羽田　匠子5158 ハダ　ショウコ

57分47秒45 羽田　隼人5159 ハダ　ハヤト

57分55秒46 土佐　むつみ5168 トサ　ムツミ

58分01秒47 野村　雅弘5142 ノムラ　マサヒロ

58分01秒48 野村　早苗5160 ノムラ　サナエ

59分27秒49 西尾　貴美子5195 ニシオ　キミコ

1時間00分13秒50 牛久保　裕子5153 ウシクボ　ユウコ
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1時間00分14秒51 柴　晃代5207 シバ　テルヨ

1時間01分04秒52 岩田　絵里香5146 イワタ　エリカ

1時間01分05秒53 小牧　遥5145 コマキ　ハルカ

1時間01分05秒54 余　志勤5147 ユー　ツーチン

1時間01分05秒55 岩田　嵐旻5143 イワタ　ランミン

1時間01分13秒56 江守常男5187 エモリツネオ

1時間01分13秒57 田口正治5188 タグチショウジ

1時間01分28秒58 川島　真弓5101 カワシマ　マユミ

1時間01分31秒59 川島　顕二5102 カワシマ　ケンジ

1時間03分33秒60 牧豪5189 マキツヨシ

1時間04分36秒61 君塚　俊行5182 キミヅカ　トシユキ

1時間04分36秒62 君塚　浩代5181 キミヅカ　ヒロヨ

1時間05分47秒63 杉浦　正樹5177 スギウラ　マサキ

1時間05分48秒64 門前　浩一5184 モンゼン　コウイチ

1時間05分48秒65 増田　かおり5134 マスダ　カオリ

1時間05分48秒66 平川　晶子5135 ヒラカワ　アキコ

1時間06分17秒67 谷口　いずみ5136 タニグチ　イズミ

1時間06分18秒68 谷口　みなみ5137 タニグチ　ミナミ

1時間07分02秒69 浦　瞳5132 ウラ　ヒトミ

1時間07分02秒70 浦　雅和5131 ウラ　マサカズ

1時間07分27秒71 高野　清英5194 タカノ　キヨヒデ

1時間09分14秒72 石野　花江5212 イシノ　ハナエ

1時間09分15秒73 桝井　ミツエ5156 マスイ　ミツエ

1時間09分15秒74 野崎　ひさ子5165 ノザキ　ヒサコ

1時間09分30秒75 近藤　穂高5128 コンドウ　ホタカ

1時間09分31秒76 野中　彰5127 ノナカ　アキラ

1時間09分31秒77 鈴木　大地5125 スズキ　ダイチ

1時間09分45秒78 広上　隆之5123 ヒロガミ　タカユキ

1時間09分45秒79 西井　和宏5124 ニシイ　カズヒロ

1時間09分50秒80 村山　研人5129 ムラヤマ　ケント

1時間10分42秒81 中里　敏子5209 ナカザト　トシコ

1時間10分43秒82 渡辺　ツタ子5211 ワタナベ　ツタコ

1時間10分44秒83 桑﨑　昭紀子5201 クワザキ　アキコ

1時間11分13秒84 市川　健二5174 イチカワ　ケンジ

1時間11分16秒85 野崎　幸伸5175 ノザキ　ヨシノブ

1時間11分19秒86 野﨑　美智子5154 ノザキ　ミチコ

1時間11分19秒87 北村　恵心5155 キタムラ　エシン

1時間11分24秒88 染谷　賀代子5198 ソメヤ　カヨコ

1時間11分25秒89 高野　栄子5204 タカノ　エイコ

1時間11分53秒90 内田　真男5226 ウチダ　マサオ

1時間11分54秒91 神林　貴代美5227 カンバヤシ　キヨミ

1時間12分19秒92 宮岡　富美子5208 ミヤオカ　フミコ

1時間12分43秒93 征矢　雅子5180 ソヤ　マサコ

1時間12分43秒94 征矢　哲夫5179 ソヤ　テツオ

1時間13分05秒95 髙橋　理恵5203 タカハシ　リエ

1時間13分05秒96 半田　芙美子5206 ハンダ　フミコ

1時間13分13秒97 江川　知栄子5106 エガワ　チエコ

1時間13分14秒98 早坂　裕美5107 ハヤサカ　ユミ

1時間13分29秒99 志村　直弘5105 シムラ　ナオヒロ

1時間13分29秒100 稲葉　邦子5161 イナバ　クニコ
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1時間13分31秒101 長野　正寿5104 ナガノ　マサトシ

1時間13分32秒102 生方　健5109 ウブカタ　ケン

1時間13分33秒103 小斉　俊介5110 コサイ　シュンスケ

1時間13分33秒104 佐藤　勇太5111 サトウ　ユウタ

1時間13分34秒105 楮本　真里5163 カズモト　マリ

1時間16分54秒106 渋山　雅子5213 シブヤマ　マサコ

1時間16分56秒107 石塚　智子5205 イシヅカ　トモコ

1時間16分57秒108 工藤　和子5210 クドウ　カズコ

1時間16分57秒109 坂口　節子5199 サカグチ　セツコ

1時間19分19秒110 小関　三津枝5220 コセキ　ミツエ

1時間19分20秒111 三浦　静子5162 ミウラ　シズコ

1時間19分21秒112 松川　成子5202 マツカワ　シゲコ
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