
10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

1 小金　啓志 神奈川県 神奈川Ｍ 0:41:44
2 森松　俊司 埼玉県 0:43:46
3 山本　徳雄 静岡県 静岡県南伊豆町 0:45:01
4 武市　銀治郎 神奈川県 武駒 0:45:30
5 鳥山　康見 東京都 ドリームバード 0:46:07
6 橋場　正 東京都 青梅走ろう会 0:46:11
7 伊藤　芳男 東京都 鼓代神・ＲＣ 0:46:13
8 大賀　貞夫 東京都 鳳明館ＪＣ 0:46:23
9 猪島　裕永 富山県 富山走友会 0:46:30

10 林　正敏 東京都 ＷＲＣ 0:46:37
11 樽谷　剛 神奈川県 横浜緑走友会 0:46:40
12 黒岩　孝一 群馬県 0:47:08
13 鈴木　昭二 埼玉県 奥むさしＲＣ 0:47:36
14 内藤　清 東京都 府中サブスリー 0:48:24
15 中村　正 東京都 信金中金ＯＢ 0:49:08
16 渡辺　正英 東京都 0:49:24
17 高草木　正博 埼玉県 リスペクト 0:49:32
18 尾澤　宏 東京都 青梅４中ＯＢ 0:49:34
19 熊谷　勝好 東京都 昭島市陸協 0:49:35
20 小島　知 東京都 八王子コジマズ 0:50:06
21 山田　敏夫 埼玉県 上福岡走る会 0:50:16
22 野島　武夫 埼玉県 朝　霞　陸　協 0:50:46
23 秦　五男 東京都 0:50:54
24 大平　泰夫 埼玉県 毛呂山ＲＣ 0:51:07
25 早坂　三男 東京都 峰すいそう会 0:51:09
26 栗原　孝二 東京都 瑞穂　ＡＣ 0:51:11
27 八幡　成夫 千葉県 市川マラソンＣ 0:51:19
28 川鍋　信夫 東京都 青梅走ろう会 0:52:20
29 菊地　猛三 東京都 八王子走ろう会 0:52:41
30 佐藤　敏博 東京都 成木冷水クラブ 0:52:54
31 山科　元秋 埼玉県 西武入間病院 0:53:13
32 曽根　一郎 東京都 青梅ＪＣたま川 0:53:25
33 笠原　正造 埼玉県 北の丸ＡＣ 0:53:34
34 川井　幸一 東京都 瑞穂ＡＣ 0:53:42
35 櫻井　愼一 埼玉県 毛呂山ＲＣ 0:53:43
36 森脇　弘暢 東京都 日の出走友会 0:53:45
37 坂本　清 埼玉県 0:53:48
38 柘植　賢一 東京都 Ｋクラブ 0:54:07
39 榎本　俊雄 神奈川県 らんでぽ超人 0:54:08
40 森田　和俊 東京都 青梅イーグルス 0:54:19
41 清水　勝 東京都 八王子走ろう会 0:54:19
42 中村　恵一 埼玉県 せいぶ走る仲間 0:54:25
43 榎戸　清 東京都 0:54:26
44 島﨑　博 東京都 日の出走友会 0:54:27
45 加藤　一夫 埼玉県 小金井公園走友 0:54:39
46 佐藤　孝 東京都 忘れないで福島 0:54:48
47 大野　雅章 東京都 0:55:00
48 伊藤　忠一 岩手県 走好酒（走攻守 0:55:20
49 近藤　光男 東京都 小金井公園ＲＣ 0:55:25
50 髙橋　富士男 埼玉県 トッパンＯＢ 0:55:30



10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム

51 吉川　一雄 東京都 峰すいそう会 0:55:34
52 須田　敏男 埼玉県 光ランナーズ 0:55:35
53 内山　秀治 埼玉県 ＲＵＮ 0:55:47
54 高橋　一衛 東京都 鎌倉走友会 0:55:56
55 三島　文一 東京都 小金井公園ＲＣ 0:56:10
56 中村　孝 東京都 0:56:17
57 守屋　和利 東京都 富士森走友会 0:56:25
58 直海　康寛 東京都 0:56:26
59 佐藤　正治郎 東京都 青梅走ろう会 0:56:36
60 太田　今朝男 東京都 ポポローＡＣ 0:56:37
61 渡辺　賢治 東京都 0:57:00
62 神前　博 東京都 八王子走ろう会 0:57:15
63 三枝　稔 山梨県 0:57:22
64 下野　雅志 東京都 0:57:27
65 見髙　信男 東京都 レガリアＲＣ 0:57:27
66 三島　光博 東京都 くにたちＪＣ 0:57:46
67 島田　幸雄 埼玉県 せいぶ走る仲間 0:57:50
68 工藤　幸夫 東京都 0:57:53
69 最上　洋悦 栃木県 宇都宮横山ク 0:57:56
70 佐藤　勉 東京都 かしわぎくらぶ 0:58:04
71 石本　喜春 東京都 八王子走ろう会 0:58:07
72 橋爪　敏夫 東京都 0:58:22
73 石田　伸 埼玉県 毛呂山ＲＣ 0:58:34
74 久保　洋二 東京都 勝沼自治会 0:58:41
75 川口　弘一 東京都 東中神睦走友会 0:58:49
76 杉山　栄一 東京都 ＥＨＹＭＯＯＳ 0:58:55
77 片田　正喜 埼玉県 0:58:58
78 関向　秀志 東京都 0:59:00
79 古田土　一雄 東京都 0:59:06
80 芝田　穂 東京都 赤羽楽走会 0:59:10
81 乙顔　元 東京都 0:59:12
82 中村　俊弘 東京都 0:59:14
83 横田　哲男 東京都 福生ＲＣ 0:59:17
84 左近　勉 東京都 0:59:22
85 井上　勝次 神奈川県 横浜中央クラブ 0:59:24
86 菅野　正稔 東京都 0:59:28
87 中田　千敏 静岡県 0:59:30
88 加藤　純夫 東京都 はむすぽ 0:59:34
89 中村　正 東京都 いだてん 0:59:42
90 竹内　俊夫 東京都 0:59:43
91 中川　俊一 東京都 立高走る会 0:59:48
92 佐野　廣司 東京都 0:59:51
93 鈴木　博 埼玉県 川越走友会 0:59:52
94 戸川　一雄 東京都 タテマチクラブ 0:59:52
95 斉藤　武夫 埼玉県 入間市金子ＲＣ 0:59:55
96 斉藤　靖夫 神奈川県 0:59:56
97 島田　好啓 東京都 ビューティ島田 0:59:59
98 田中　恒彦 東京都 1:00:01
99 小島　博司 神奈川県 4373 1:00:04

100 辻　穎昭 東京都 1:00:13



10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
101 東　陽三 東京都 1:00:14
102 有吉　正博 東京都 東学大ＡＲＣ 1:00:24
103 松本　憲二 東京都 宿ＳＲＣ 1:00:31
104 佐藤　進 東京都 1:00:37
105 水野　裕人 東京都 1:00:40
106 福田　通 東京都 八王子走ろう会 1:00:40
107 石川　均 東京都 どんぐりまなこ 1:00:42
108 栗田　弘之 東京都 1:00:56
109 和地　孝三 東京都 国分寺走ろう会 1:01:09
110 嶋﨑　昭夫 東京都 1:01:10
111 水野　浩夫 東京都 1:01:18
112 山口　政満 東京都 1:01:20
113 藤嶋　亘 東京都 1:01:22
114 梅津　定一 群馬県 ポポロＡＣ 1:01:26
115 萩原　今朝男 埼玉県 岩槻槻の森ＪＣ 1:01:29
116 小島　瑛史 東京都 1:01:36
117 佐藤　清 福島県 ｓｍｉｌｅｒｕ 1:01:51
118 林　勉 東京都 国分寺走ろう会 1:01:53
119 渡辺　靖夫 東京都 マイセルオート 1:01:55
120 本田　博 埼玉県 東京ガスＯＢ会 1:01:56
121 庭田　俊美 東京都 1:02:05
122 鏑木　凡夫 東京都 根ケ２ソフト 1:02:09
123 三浦　健司 埼玉県 1:02:16
124 下村　良介 東京都 1:02:21
125 原田　征三 東京都 五日市ＲＣ 1:02:22
126 亀井　攻 東京都 八王子走ろう会 1:02:24
127 荒川　正雄 埼玉県 岩槻槻の森ＪＣ 1:02:24
128 池　登志邦 東京都 1:02:25
129 鈴木　義雄 東京都 秋川健ラン 1:02:31
130 井上　俊之 埼玉県 1:02:39
131 山口　和海 東京都 ナンの会 1:02:53
132 町田　和美 東京都 1:03:02
133 三ツ沢　博 神奈川県 多摩川クラブ 1:03:10
134 石坂　登 東京都 1:03:14
135 中島　茂夫 群馬県 1:03:24
136 小笠原　邦夫 東京都 木星会 1:03:41
137 鈴木　二三夫 神奈川県 1:03:43
138 石原　和夫 東京都 1:03:43
139 荒井　克明 東京都 ＡＢＣの会 1:03:44
140 渡邊　繁 埼玉県 入間金子ＲＣ 1:03:46
141 竹崎　忠男 東京都 玉川上水ＲＣ 1:03:46
142 佐藤　栄二 埼玉県 1:03:48
143 浜田　実男 東京都 三鷹市陸協 1:03:54
144 川島　康雄 千葉県 セントラル長沼 1:04:15
145 渡辺　英男 東京都 羽村健康クラブ 1:04:22
146 稲川　芳雄 神奈川県 個人 1:04:29
147 小川　明正 東京都 1:04:32
148 志賀　英雄 埼玉県 1:04:35
149 望月　利一 東京都 ＩＪＣ 1:04:36
150 剣持　昌訓 埼玉県 流域ＲＣミツヤ 1:04:38



10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
151 中村　藤雄 東京都 1:04:42
152 渡邊　基男 東京都 1:04:55
153 井上　育雄 東京都 Ｍ・アカデミー 1:05:02
154 岡田　芳久 東京都 1:05:08
155 三浦　和夫 東京都 1:05:10
156 髙橋　髙雄 東京都 福島製鋼・相模 1:05:10
157 宮川　誠 東京都 1:05:11
158 榎戸　孝次 東京都 1:05:11
159 町田　俊行 東京都 1:05:16
160 人見　光義 神奈川県 らんでぽ超人 1:05:21
161 新田　裕三 千葉県 柏ＣＳＣ 1:05:28
162 安川　邦夫 東京都 1:05:34
163 坂本　即男 東京都 1:05:43
164 近藤　誠二 東京都 1:05:43
165 松川　晃 東京都 卍拳友会 1:05:44
166 岡部　利雄 東京都 警視庁ＯＢ 1:05:46
167 長谷部　光男 東京都 ★長岡走友会★ 1:05:58
168 須﨑　時夫 東京都 ＭＣ青梅 1:06:26
169 内田　年明 東京都 1:06:31
170 金井　金蔵 東京都 宿・ＳＲＣ 1:06:41
171 鶴岡　光彦 東京都 若草ランナーズ 1:06:48
172 山﨑　哲男 東京都 1:06:53
173 田島　彰 東京都 シティボーイズ 1:06:54
174 横山　四郎 東京都 昭島つつじＲＣ 1:06:55
175 松田　吉雄 東京都 町田いだ天 1:06:55
176 小田　一宇 新潟県 ＳＭＣ村上 1:07:07
177 塚越　泉 埼玉県 若草クラブ 1:07:09
178 平林　勝春 東京都 ｈｉｒａ７６ 1:07:10
179 本橋　義雄 東京都 1:07:12
180 尾形　祐幸 東京都 1:07:17
181 芹沢　洋一 東京都 1:07:18
182 八塚　政德 東京都 1:07:24
183 増田　邦雄 埼玉県 1:07:29
184 和木　宏 東京都 たまに走ろう会 1:07:30
185 中沢　壽夫 東京都 1:07:34
186 井上　正義 東京都 青梅ＳＴＣ 1:07:35
187 福島　文夫 東京都 1:07:39
188 藤谷　文康 東京都 1:07:53
189 山谷　千歳 東京都 1:07:57
190 三乘　洋元 千葉県 横浜消防ＯＢ 1:08:04
191 野嵜　正夫 東京都 五日市ＲＣ 1:08:11
192 髙﨑　保郎 神奈川県 1:08:12
193 森　章輔 東京都 八王子走ろう会 1:08:19
194 藤原　俊男 東京都 1:08:23
195 神野　益臣 東京都 羽村健康クラブ 1:08:27
196 星　和康 東京都 谷野走友会 1:08:28
197 海老名　利光 埼玉県 狭山走友会 1:08:42
198 白井　弘伸 東京都 ＮＥＣカメノコ 1:08:43
199 横山　実 東京都 町田いだ天 1:08:44
200 込田　敏則 埼玉県 1:09:01



10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
201 土井　一三 東京都 アクラブ稲城 1:09:05
202 沢尻　廣美 神奈川県 ふるさと階上会 1:09:31
203 平岡　義盛 東京都 1:09:41
204 小澤　俊雄 東京都 1:09:46
205 松田　亘男 東京都 ポポロ　ＡＣ 1:09:47
206 伊藤　勉 東京都 1:09:53
207 中村　正義 東京都 1:09:54
208 村上　良行 東京都 オウメシンマチ 1:09:59
209 本間　廣市 神奈川県 茅ヶ崎梅田 1:09:59
210 中村　常保 東京都 1:10:06
211 山中　克幸 東京都 羽村三四郎 1:10:08
212 峯尾　四郎 東京都 1:10:11
213 城山　興次 東京都 昭島つつじＲＣ 1:10:11
214 賀嶋　英俊 埼玉県 川口戸塚走友会 1:10:14
215 小野　泰裕 東京都 1:10:19
216 入江　昭雄 熊本県 白門４１会 1:10:29
217 井上　武夫 東京都 ゆっくらーず 1:10:36
218 監物　均 東京都 1:10:40
219 四宮　孝史 東京都 1:10:41
220 佐藤　省一 東京都 1:10:46
221 佐藤　孝男 東京都 青梅むつみ会 1:10:49
222 覚張　登 埼玉県 1:10:53
223 相馬　稔 東京都 小金井公園走友 1:11:03
224 小川　正 東京都 青梅どんぐり会 1:11:07
225 酒井　勝 東京都 小金井公園ＲＣ 1:11:11
226 平野　悦雄 東京都 高島平走友会 1:11:16
227 小林　久 山梨県 1:11:17
228 大澤　新次 東京都 1:11:19
229 河辺　繁雄 東京都 河辺北爽健の会 1:11:24
230 横川　照佳 埼玉県 川　越　走友会 1:11:25
231 黒瀬　幸博 愛媛県 しまなみ走友会 1:11:29
232 野村　駒男 東京都 山光会 1:11:35
233 辻　陵治 埼玉県 1:11:37
234 西村　武夫 東京都 田中ＳＵＳ 1:11:43
235 黒田　百樹 東京都 1:11:44
236 久保田　正明 東京都 小金井公園ＲＣ 1:11:55
237 飯島　亮三 東京都 1:12:17
238 髙橋　敏晴 東京都 ＡＴＣ 1:12:21
239 岩間　勝栄 東京都 交通安全協会 1:12:38
240 松尾　昇治 東京都 実践女子大短大 1:12:50
241 藤田　幸生 東京都 1:13:05
242 山崎　亨 東京都 柚木どんぐり会 1:13:10
243 西村　康治 東京都 1:13:13
244 吉澤　幸雄 東京都 1:13:19
245 星　正人 東京都 1:13:22
246 山﨑　久雄 東京都 三鷹陸協 1:13:25
247 八瀬　長三 東京都 ■■ＮＦＳ■■ 1:13:27
248 中野　任要 東京都 1:13:30
249 齊藤　寛治 東京都 南青山クラブ 1:13:31
250 諏佐　達夫 東京都 1:13:44



10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
251 大内　寛 東京都 大内家 1:13:54
252 岩村　義昭 千葉県 市川マラソン 1:13:56
253 寺尾　保 東京都 1:13:59
254 秦野　光雄 東京都 1:14:01
255 山﨑　利三郎 東京都 青梅市勝沼寿会 1:14:04
256 大山　力男 東京都 1:14:06
257 北岡　宏邦 東京都 立川市役所ＯＢ 1:14:08
258 恩田　秀俊 東京都 秋川楽走会 1:14:09
259 森　正一 東京都 昭島つつじＲＣ 1:14:16
260 鈴木　純一 東京都 なし 1:14:22
261 坂内　広蔵 東京都 おうめＬＬ 1:14:25
262 鈴木　次雄 東京都 峰すいそう会 1:14:27
263 浦辺　雄二 東京都 柚木どんぐり会 1:14:39
264 足立　洋二郎 東京都 青梅イーグルス 1:14:40
265 井上　英明 東京都 柚木どんぐり会 1:14:54
266 佐藤　雅文 東京都 1:14:56
267 大木　忠男 東京都 1:14:59
268 比留間　祥郎 東京都 青梅むつみ会 1:15:00
269 干場　幸蔵 愛知県 名古屋ＣＲＣ 1:15:13
270 山谷　和幸 東京都 1:15:18
271 中村　隆一 東京都 1:15:23
272 吉田　新作 東京都 1:15:41
273 岡本　幸治 宮城県 仙台ＳＭＣ 1:15:46
274 飯島　一孝 東京都 1:15:54
275 伊藤　久男 東京都 1:15:55
276 中村　敏郎 東京都 1:15:57
277 井桁　武 東京都 ボストン会 1:15:59
278 山口　實 東京都 ＨＫ走友会 1:16:01
279 湯浅　直史 東京都 1:16:07
280 森岡　達雄 東京都 1:16:09
281 村上　千寿 東京都 山口厚狭校ＯＢ 1:16:11
282 土井　真 東京都 1:16:15
283 榎本　恵治 東京都 1:16:17
284 安江　宏治 東京都 八王子ランナー 1:16:40
285 小野　弘之 静岡県 南御殿場スキー 1:16:41
286 鈴木　逸郎 東京都 青梅むつみ会 1:16:41
287 島田　和幸 東京都 1:16:42
288 直井　誠 東京都 アキレス 1:16:43
289 宮地　由文 東京都 ハセツネクラブ 1:16:49
290 田頭　章 神奈川県 相模原走ろう会 1:17:03
291 小野　茂一 千葉県 1:17:05
292 清水　一洋 東京都 多摩アイナ 1:17:11
293 和野　正典 東京都 1:17:13
294 石井　達也 東京都 1:17:16
295 菊池　昭太郎 東京都 1:17:21
296 小林　健一 東京都 シーダー２ 1:17:26
297 飯山　良之 東京都 シーダー２ 1:17:26
298 木村　保 埼玉県 シブヤＪＣ 1:17:26
299 佐藤　幸夫 東京都 ベストオウメ 1:17:28
300 米窪　義春 東京都 ＩＨＩ技研ＯＢ 1:17:30



10キロの部男子70歳以上
順位 氏　 名 県 名 所　 属 タイム
301 藤澤　好一 東京都 1:17:40
302 村上　明夫 東京都 日の出走友会 1:17:52
303 松井　誠 京都府 1:18:02
304 松田　昌人 東京都 小金井公園走友 1:18:13
305 熊田　武 埼玉県 岩槻ＡＣ 1:18:18
306 仲川　司 千葉県 1:18:21
307 上田　正文 東京都 ＭＥＡ 1:18:25
308 渡部　正夫 東京都 1:18:58
309 榎本　藤三 神奈川県 1:19:10
310 山崎　孝好 東京都 小作クリニック 1:19:11
311 毛塚　祐司 東京都 工房　祐 1:19:14
312 馬場　恒夫 東京都 学大山岳部ＯＢ 1:19:26
313 小林　好男 東京都 1:19:30
314 藤原　了 埼玉県 1:19:32
315 長澤　英雄 群馬県 中之条走遊会 1:19:34
316 宮髙　勇二 東京都 ユキジルシク 1:19:37
317 星　伊佐夫 栃木県 小松健走会ＯＢ 1:19:38
318 波多野　和明 東京都 1:19:42
319 井上　隆造 東京都 1:19:44
320 小池　正雄 群馬県 吾妻ランナーズ 1:19:45
321 岡村　吉行 東京都 1:19:45
322 小野　岩雄 東京都 1:19:56

工藤　直彦 埼玉県 岩槻槻の森ＪＣ
常田　文雄 東京都
古瀬　宏一 埼玉県 岩槻槻の森ＪＣ
田口　昭夫 東京都 東電・中大４１
佐藤　博幸 埼玉県 川越走友会
林　敏雄 東京都 スラット
弓達　公夫 東京都
荒川　金作 東京都 大泉学園幼稚園
佐藤　徹 神奈川県
小林　一正 東京都 瑞穂・ＡＣ
斉藤　萬 東京都
篠崎　喜美雄 東京都
上原　武志 埼玉県 よっちゃん
松下　高光 埼玉県 ＯＭＣ
相原　勝利 東京都
靭矢　時雄 埼玉県
神成　秋郎 神奈川県 長竹走友会
清水　洋邦 東京都 青梅むつみ会
田中　洋治 東京都 秋川ランニング
大舘　洋二 埼玉県 狭山湖走友会
藤本　春美 埼玉県 狭山走友会
橋本　民寿 埼玉県
小山　三男 埼玉県 三ちゃんクラブ
川嵜　純 東京都 国分寺走ろう会
井上　宣之 東京都 万能Ｃ
森谷　清司 東京都 ＡＢＣ
山内　倫国 東京都
蓬田　利夫 東京都 スエヒーローズ
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小島　晃 東京都
羽田　岩夫 東京都
西川　晴洋 東京都
吉成　昭明 東京都 瑞穂ＡＣ
中村　佳美 東京都
伊藤　昇 東京都 東京マスターズ
百田　敬 東京都
堀口　豊 東京都 ポポロＡＣ
井上　徹 東京都
出村　勝信 東京都 羽根木公園
井山　一雄 神奈川県
西村　卓二 東京都 東京富士大学
沼田　譲 東京都
岡根　博之 東京都
田代　成之 東京都
伊藤　隆 東京都
蛭間　日出夫 東京都 三井住友　ＯＢ
山﨑　八郎 神奈川県 相模原市走ろ会


