
第26回 かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン
開催日：2016年4月17日

総合 総合順位 氏名漢字 氏名ｶﾅ 伴走者 所属ｸﾗﾌﾞ名 フィニッシュ

マラソンB-1男子 1 福原　良英 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 鈴木　健/聞谷　賢人 JBMA  3:07:25

マラソンB-1男子 2 新野　正仁 ﾆｲﾉ ﾏｻﾋﾄ 杉浦　直 JBMA  3:17:21

マラソンB-1男子 3 望月　健太郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 出澤　孝臣  3:24:24

マラソンB-1男子 4 尼野　次郎 ｱﾏﾉ ｼﾞﾛｳ 岡芹　大 バンバンクラブ  3:48:48

マラソンB-1男子 5 影澤　哲二 ｶｹﾞｻﾜ ﾃﾂｼﾞ 横山　牧子 バンバンクラブ  3:56:12

マラソンB-1男子 6 安永　博史 ﾔｽﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 戸田　昭彦 広島ランパ  4:11:48

マラソンB-1男子 7 高橋　三雄 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ カワタ　アユコ バンバンクラブ  4:26:38

マラソンB-1男子 8 浅見　清 ｱｻﾐ ｷﾖｼ 藤田　正幸 南三陸応援し隊  4:38:55

マラソンB-1男子 9 山田　茂 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  4:46:40

マラソンB-1男子 10 下田　智 ｼﾓﾀﾞ ｻﾄｼ 武石　義正 八走会  4:59:40

マラソンB-1男子 11 千葉　健一 ﾁﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 日高　智明  5:03:14

マラソンB-1男子 12 菊池　正光 ｷｸﾁ ﾏｻﾐﾂ 小針　勉 JBMA  5:06:36

マラソンB-1男子 13 阿部　幸男 ｱﾍﾞ ﾕｷｵ 佐久間　貞吉  5:08:59

マラソンB-1男子 14 石山　朋史 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾌﾐ 安達　沙織  5:17:43

マラソンB-1男子 15 林　美典 ﾊﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 朝野　憲司 八走会  5:25:58

マラソンB-1男子 16 柳川　春己 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾐ 田中　康裕  5:38:53

マラソンB-2男子 1 池永　敦 ｲｹﾅｶﾞ ｱﾂｼ 久保　光法/西川　尚希 JBMA  2:55:01

マラソンB-2男子 2 川村　慎児 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｼﾞ  3:11:21

マラソンB-2男子 3 堀越　雅也 ﾎﾘｺｼ ﾏｻﾔ 湯川　清克 バンバン　深ラン  3:38:03

マラソンB-2男子 4 小野寺　正 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾀﾞｼ 齊藤　芳徳 八走会  3:41:52

マラソンB-2男子 5 三國　文敬 ﾐｸﾆ ﾌﾐﾉﾘ 郷野　聡  3:56:37

マラソンB-2男子 6 大杉　勝則 ｵｵｽｷﾞ ｶﾂﾉﾘ 曽根　タカシ 広島ランパ  4:00:48

マラソンB-2男子 7 白石　正弘 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾋﾛ 谷　昌典  4:18:00

マラソンB-2男子 8 絹見　昭洋 ｷﾇﾐ ｱｷﾋﾛ SFDC  4:36:06

マラソンB-2男子 9 金浦　慎治 ｶﾅｳﾗ ｼﾝｼﾞ 山崎　倫明 牛久走友会  4:39:24

マラソンB-2男子 10 人見　哲 ﾋﾄﾐ ｱｷﾗ 勝田　誠 ばんばんクラブ  4:50:30

マラソンB-2男子 11 當山　良一 ﾄﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 神山　典子 バンバンクラブ  5:45:55

マラソンB-3男子 1 新井　啓介 ｱﾗｲ ｹｲｽｹ  3:54:31

マラソンB-3男子 2 小堀　清房 ｺﾎﾞﾘ ｷﾖﾌｻ JBMA  4:03:45

マラソンB-3男子 3 高橋　孝幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ  4:20:38

マラソンB-3男子 4 吉田　孝則 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ  4:43:37

マラソンB-3男子 5 奥原　修 ｵｸﾊﾗ ｵｻﾑ バンバンクラブ  5:15:07

マラソンB-1女子 1 安部　直美 ｱﾍﾞ ﾅｵﾐ 成田  フサイ / 藤原 慎太郎 JBMA  3:28:05
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マラソンB-1女子 2 杉田　美保子 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎｺ 石橋　早希江  4:04:27

マラソンB-1女子 3 青竹　レイ子 ｱｵﾀｹ ﾚｲｺ 尾幡　正子 福井楽障クラブ  4:11:36

マラソンB-1女子 4 新野　紀代美 ﾆｲﾉ ｷﾖﾐ 木村　悟  4:26:14

マラソンB-1女子 5 北牧　希羊子 ｷﾀﾏｷ ｷﾖｺ 杉山　隆 バンバンクラブ  4:27:15

マラソンB-1女子 6 安彦　幸江 ｱﾋﾞｺ ﾕｷｴ バンバンクラブ  5:25:31

マラソンB-1女子 7 長澤　伸子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾌﾞｺ 吉田　晃 バンバンクラブ  5:45:55

マラソンB-1女子 8 畑　千尋 ﾊﾀ ﾁﾋﾛ 山口　陽子 アキレス  5:49:05

マラソンB-2女子 1 曽我　香織 ｿｶﾞ ｶｵﾘ 百武　宏之 バンバンクラブ  5:26:48

マラソンB-2女子 2 和泉　俊子 ｲｽﾞﾐ ﾄｼｺ 栗田　寿美  5:59:47

マラソンB-2女子 3 一ノ瀬　ヨシ ｲﾁﾉｾ ﾖｼ 青山　弘子 JBMA  6:10:24

マラソンB-3女子 1 境　恵子 ｻｶｲ ｹｲｺ  4:57:09

１０マイルB-1男子 1 高橋　勇市 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 千島　悠司  1:02:29

１０マイルB-1男子 2 米岡　聡 ﾖﾈｵｶ ｻﾄｼ 樋口　裕介 三井住友海上  1:04:35

１０マイルB-1男子 3 八木　陽平 ﾔｷﾞ ﾖｳﾍｲ 齋藤　房喜  1:15:22

１０マイルB-1男子 4 井辺　光治 ｲﾝﾍﾞ ﾐﾂﾊﾙ 森川　優 和歌山走ろう会  1:23:46

１０マイルB-1男子 5 高木　秀和 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 中山　竹通  1:24:08

１０マイルB-1男子 6 鈴木　宏泰 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 渡辺　俊一 バンバンクラブ  1:32:43

１０マイルB-1男子 7 村上　守 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾓﾙ 喜多　秀喜  1:44:26

１０マイルB-1男子 8 鈴木　義美 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 奥永　俊也 伴走伴歩の会  1:44:58

１０マイルB-1男子 9 中西　良輔 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 飯島　豊 東京光の家  1:46:50

１０マイルB-1男子 10 井上　裕治 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 長島　孝一 JBMA  1:47:37

１０マイルB-1男子 11 福島　正利 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾄｼ 渡部　幹則 なごや楽走会  1:55:37

１０マイルB-1男子 12 吉塚　尚郎 ﾖｼﾂﾞｶ ﾋｻｵ 竹澤　桂介 JBMA  2:00:00

１０マイルB-1男子 13 狩野　昇 ｶﾉｳ ﾉﾎﾞﾙ サトウ　ヒロユキ  2:08:00

１０マイルB-1男子 14 平山　貴朗 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｵ 山﨑　秀彦 JBMAアキレス  2:14:04

１０マイルB-2男子 1 吉田　登輝夫 ﾖｼﾀﾞ ﾄｷｵ 藤原　新 福井楽障クラブ  1:18:53

１０マイルB-2男子 2 中野　覚 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ 遠藤　清賢  1:20:09

１０マイルB-2男子 3 大岡　義博 ｵｵｵｶ ﾖｼﾋﾛ DSP  1:21:04

１０マイルB-2男子 4 石井　義信 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 大杉　美可 広島ランパ  1:37:06

１０マイルB-2男子 5 藤崎　義彦 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｼﾋｺ 松田　信治 バンバンクラブ  1:43:57

１０マイルB-2男子 6 村田　清司 ﾑﾗﾀ ｾｲｼﾞ 直井　誠 JBMA  1:58:57

１０マイルB-3男子 1 大竹　等 ｵｵﾀｹ ﾋﾄｼ チーム湊  1:10:10

１０マイルB-3男子 2 木村　和訓 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  1:48:54
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１０マイルB-1女子 1 黒澤　絵美 ｸﾛｻﾜ ｴﾐ 上村　志保 バンバンクラブ  1:31:00

１０マイルB-1女子 2 小林　里美 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ 市木　知宏 バンバンクラブ  1:39:28

１０マイルB-1女子 3 島田　朋子 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ シマダ　ケイ バンバンクラブ  1:46:26

１０マイルB-1女子 4 伊藤　淳子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 益森　まり  1:48:54

１０マイルB-1女子 5 恩田　奈津子 ｵﾝﾀﾞ ﾅﾂｺ 中川　ひな子  1:51:06

１０マイルB-1女子 6 川添　由紀 ｶﾜｿﾞｴ ﾕｷ 丹野　美有紀  1:58:58

１０マイルB-1女子 7 細川　早苗 ﾎｿｶﾜ ｻﾅｴ 有森　裕子 アキレス  1:59:35

１０マイルB-1女子 8 浦上　由美子 ｳﾗｶﾞﾐ ﾕﾐｺ 長谷川　朋子 広島ランパ  2:17:34

１０マイルB-2女子 1 多田　佳美 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾐ 首藤　徳義 バンバンクラブ  1:28:22

１０マイルB-2女子 2 小野　沙織 ｵﾉ ｻｵﾘ 奥山　吉秋 バンバンクラブ  1:31:09

１０マイルB-2女子 3 音野　芳美 ｵﾄﾉ ﾖｼﾐ  1:59:01

１０マイルB-2女子 4 増尾　広美 ﾏｽｵ ﾋﾛﾐ ヤマナカ　ヨシアキ バンバンクラブ  1:59:57

１０マイルB-2女子 5 伊藤　つえみ ｲﾄｳ ﾂｴﾐ 吉田　求子 バンバンクラブ  2:05:06

１０マイルB-3女子 1 大竹　美智子 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｺ みなと整形  1:33:36

１０マイルB-3女子 2 千葉　信野 ﾁﾊﾞ ｼﾉ 筑波技術大学  1:57:59

１０マイルB-3女子 3 飯泉　規子 ｲｲｽﾞﾐ ﾉﾘｺ  2:08:28

５ｋｍB-1男子 1 三上　直人 ﾐｶﾐ ﾅｵﾄ 伊藤　一則  0:24:15

５ｋｍB-1男子 2 近藤　則男 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｵ 三谷　真一 土沢整形外科  0:30:07

５ｋｍB-1男子 3 和田　周二 ﾜﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 海野　広行  0:30:47

５ｋｍB-1男子 4 市村　直哉 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 森山　潤三  0:35:00

５ｋｍB-1男子 5 生井　正宏 ﾅﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 森川　嘉男  0:48:18

５ｋｍB-1男子 6 田所　正員 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻｶｽﾞ 鈴木　雄大 視覚障害協会  0:51:13

５ｋｍB-2男子 1 菊島　昌保 ｷｸｼﾏ ﾏｻﾔｽ 佐藤　信之  0:21:24

５ｋｍB-2男子 2 染谷　章則 ｿﾒﾔ ｱｷﾉﾘ 飯野　利明 牛久走友会  0:23:44

５ｋｍB-2男子 3 細川　一 ﾎｿｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 廣田　康人 アキレす  0:31:20

５ｋｍB-3男子 1 秋葉　茂 ｱｷﾊﾞ ｼｹﾞﾙ  0:21:46

５ｋｍB-3男子 2 吉田　英世 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ  0:22:37

５ｋｍB-3男子 3 石井　勝己 ｲｼｲ ｶﾂﾐ 植村整形外科  0:22:38

５ｋｍB-3男子 4 伊藤　博正 ｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ JBMA  0:27:29

５ｋｍB-3男子 5 小林　邦一 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｶｽﾞ  0:33:42

５ｋｍB-1女子 1 高澤　節子 ﾀｶｻﾞﾜ ｾﾂｺ 山崎　ひろみ バンバンクラブ  0:30:09

５ｋｍB-1女子 2 古川　雅代 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾖ 杉田　将生 バンバンクラブ  0:30:47

５ｋｍB-2女子 1 生井　レイ子 ﾅﾏｲ ﾚｲｺ 市河　麻由美  0:34:27


