
記録一覧表
第５６回勝田全国マラソン大会
主催：ひたちなか市・ひたちなか市教育委員会・茨城陸上競技協会・勝田全国マラソン大会実行委員会 ２００８年１月２７日（日） ひたちなか市周辺コース

男子
種　目

マラソン 福永　勝彦 2:21.30 藤原　敏 2:22.57 秋山　陽祐 2:24.46 平沢　直樹 2:27.21 高橋　雅一 2:27.26 能城　秀雄 2:27.34 根本　　強 2:27.51 今木　一充 2:28.49

総合 小森コーポレーション 羽後町役場：秋田 茨城大 埼玉県 東京陸協：東京 パル千葉：千葉 住友金属鹿島 筑波大

マラソン 福永　勝彦 2:21.30 藤原　敏 2:22.57 秋山　陽祐 2:24.46 平沢　直樹 2:27.21 高橋　雅一 2:27.26 能城　秀雄 2:27.34 根本　　強 2:27.51 今木　一充 2:28.49

39歳以下の部 小森コーポレーション 羽後町役場：秋田 茨城大 埼玉県 東京陸協：東京 パル千葉：千葉 住友金属鹿島 筑波大

マラソン 篠原　充 2:33.49 中村　清志 2:34.46 高橋　英雄 2:36.32 下迫田　義昭 2:38.04 池上　宏 2:40.25 渡部　勝巳 2:41.07 土屋　正幸 2:41.16 本田　正彦 2:41.49

40歳代の部 テレビ東京：東京 モランボン：東京 爆走オーテック:神奈川 千葉陸協：千葉 ミクロＲＣ：神奈川 常陸走友会 中野建設佐渡島：新潟 M@ひらつか：神奈川

マラソン 千葉　　淳 2:48.31 中瀬　博夫 2:49.27 三宅　　徹 2:50.34 横尾　和夫 2:52.51 大和　悦郎 2:56.09 中川　勝八郎 2:57.21 小泉　行洋 2:57.39 大和田　稔 2:57.53

50歳代の部 石巻ＲＣ：宮城 新潟県 滋賀マスターズ：福島 ハートブレイク：神奈川 セイトウ社：宮城 クッキークラブ：東京 不忍池ＡＣ：千葉 原子力機構

マラソン 森田　勝治 3:02.07 大吉　秀則 3:03.21 久朗津　英夫 3:08.21 関口　智 3:09.11 飯島　明蔵 3:09.40 飯田　昭夫 3:10.51 須藤　秀夫 3:14.17 宮内　秀雄 3:15.03

60歳代の部 リラひたち 明野元気館 所沢走友会：埼玉 ＲＵＮ札幌：北海道 船橋クラブ：千葉 横浜市交通局：神奈川 横浜市大楽走会：神奈川 町田いだ天：東京

マラソン 山本　欽也 3:36.33 坪井　利男 3:42.25 桜井　茂雄 3:42.47 細田　元治 3:44.20 前原　清春 3:45.05 川辺　成巳 3:45.32 根目沢　庄治 3:47.49 深見　庫三 3:48.49

７0歳以上の部 塩釜ＦＭＣ：宮城 栃木県 多摩湖ＲＣ：東京 日光杉並木ＲＣ：栃木 尾道走友会：広島 茨城エルダー 日立市陸協 塚田Ｊ＆Ｓ：東京

10km 雲類鷲　慶太 30.49 鈴木　友也 31.12 海老原　匠 31.45 三浦　斗夢 32.00 立原　翔太 32.19 冨山　莉己 32.33 菅野　陽平 32.37 中根　隆浩 32.40

高校生の部 水城高 藤代高 水城高 水城高 水城高 日立工業高 水城高 水城高

10km 実井　謙二郎 29.52 橘　明徳 30.09 笠井　大輔 31.08 山家　翔 31.43 吉田　祐樹 31.51 山越　貴洋 32.01 青木　純 32.03 田貝　英明 32.05

39歳以下の部 日清食品 日産自動車：神奈川 日立電線 仙台大：宮城 常磐大高教員 牛久走友会 東京電力茨城 せたかんＪＣ：神奈川

10km 鈴木　嘉次 32.28 北　　重治 32.46 佐々木　秋夫 32.48 大原　良雄 33.38 山口　雅敏 33.53 菅野　義則 34.07 高木　　望 34.19 嶋　徹 34.26

40歳代の部 日製日立 ハートブレイク：神奈川 ＮＥＣ府中：東京 神栖ＴＣ やまぐち薬局 高萩走友会 米沢陸協：山形 神宮ＡＣ：埼玉

10km 鈴木　稔 35.10 平塚　貢 35.15 小林　一美 35.48 北野　光昭 36.56 青山　　努 37.04 鈴木　浩明 37.05 坂本　勇二 37.26 尾崎　弘志 37.28

50歳代の部 ＪＲ東日本水戸 常陸走友会 ポポロＡＣ 茨城陸協 茨城労働局ＲＣ ウィズラン 八千代菅谷ＲＣ 上尾サブトラ：埼玉

10km 鳥取　克行 36.54 渡邉　　誠 37.45 山口　　功 37.52 多田　八朗 38.25 林　　信夫 39.33 大賀　貞夫 40.19 金子　志郎 40.59 高橋　一郎 40.59

60歳代の部 いきいきクラブ：栃木 まごの手：福島 土浦走友会 笠松走友会 笠松走友会 鳳明館ＪＣ：東京 茨城県 茨城エルダー

10km 森田　春男 41.59 苅部　正雄 42.27 田中　喜慶 43.02 須佐　進之助 43.08 小澤　賢一 44.49 佐藤　光春 45.28 西谷　秀雄 45.53 那須村　啓次 47.14

７0歳以上の部 結城ＲＣ 茨城エルダー バラの会：千葉 みさとスリー：埼玉 茨城マスターズ 茨城エルダー 並木遊楽会 日立市民ランナー

女子
種　目

マラソン 中島　麻貴恵 2:49.24 山嵜　麻子 2:51.09 鈴木　夏樹 2:54.55 大胡　由美子 2:55.53 矢原　美浦 2:56.02 田中　優子 2:57.39 篠原　広美 3:01.31 神原　明日香 3:05.38

総合 東京女子体育大：東京 福島県 東京女子体育大：東京 ＲＵＮＷＥＢ：千葉 つくば市 東京レディース：東京 ひたちなか市陸協 勝田養護学校教員

マラソン 中島　麻貴恵 2:42.11 山嵜　麻子 2:51.09 鈴木　夏樹 2:54.55 大胡　由美子 2:55.53 矢原　美浦 2:56.02 篠原　広美 3:01.31 神原　明日香 3:05.38 加藤　真由美 3:06.13

39歳以下の部 東京女子体育大：東京 福島県 東京女子体育大：東京 ＲＵＮＷＥＢ：千葉 つくば市 ひたちなか市陸協 勝田養護学校教員 美野里クラブ

マラソン 田中　優子 2:57.39 田尻　正子 3:10.02 五十嵐　涼子 3:12.58 和地　朋子 3:13.55 河合　淳子 3:15.04 絵野澤　恵 3:17.28 中嶋　裕子 3:18.17 内窪　洋子 3:18.37

40歳代の部 東京レディース：東京 笠松走友会 長岡市陸協：新潟 武蔵ウルトラ：東京 駒沢公園ＪＣ：東京 横浜ＰＭクラブ：神奈川 茨城県 茗渓学園

マラソン 青山　節子 3:13.32 滝口　淳子 3:16.25 佐藤　春枝 3:17.53 金網　あけみ 3:29.25 大井　敏子 3:29.54 中田　ハルエ 3:35.11 竹村　順子 3:36.49 山本　美恵子 3:37.06

50歳代の部 チームＡＩ走：埼玉 神宮ＡＣ：東京 神宮ＡＣ：東京 千代田走友会：東京 チームのこのこ：長野 不忍池ＡＣ：埼玉 茨城県 茨城県

マラソン 田中　ゆり子 3:19.48 田村　しのぶ 3:48.09 松田　秀子 3:56.50 加藤　弘子 4:02.02 関　房子 4:12.34 只野　百合子 4:13.48 木内　紀子 4:19.29 山田　民子 4:23.00

60歳代の部 仙台明走会：宮城 美野里クラブ 小金井公園ＲＣ：東京 小山向野ＪＣ：栃木 小山向野ＪＣ：栃木 ぶどうの木 水戸石川走友会 神奈川県

マラソン 中川　ひな子 4:25.36

７0歳以上の部 取手ランナーズ ※出場　１名

10km 青山　瑠衣 33.46 臼井　智美 34.18 黒澤　莉楠 34.46 来栖　梓 34.55 植木　杏実 35.16 鳥居　美由紀 35.25 河口　文 35.27 鈴木　渚 35.34

高校生の部 白鵬女子高：神奈川 白鵬女子高：神奈川 茨城キリスト高 茨城キリスト高 白鵬女子高：神奈川 茨城キリスト高 白鵬女子高：神奈川 茨城キリスト高

10km 赤石　久美 33.13 野田　春香 34.16 成毛　志麻 34.23 鈴木　美帆 34.30 北島　弘美 34.42 三浦　麻鈴 35.10 増本　菜津子 35.13 大渕　真波 37.12

39歳以下の部 日立 茨城大 日立 日立 日立 白鷗大 日立 東北大

10km 茅根　亮子 37.05 幸田　昌代 37.23 石井　幸枝 38.31 宇野　通子 41.33 堀川　昌子 42.26 藤田　裕美子 42.38 桜井　裕子 42.49 菅野　由美子 44.19

40歳代の部 ウィズラン 大会新 結城ＲＣ 大会新 日立多賀 茨城技研 新潟県 茨城県 埼玉県 福島県

10km 菅野　愛子 42.01 加藤　孝子 43.18 軍司　敏恵 45.39 諸岡　ヤヨヒ 46.28 小薗　孝子 46.40 本多　恵子 47.17 石橋　昭子 47.57 根目澤　五子 48.26

50歳代の部 東京レディース：東京 大会新 所沢走友会：埼玉 中山病院 もろおか寝具店 金砂郷 茨城県 茨城県 茨城県

10km 広沢　玲子 45.00 金山　佐司子 47.05 厚海　陽子 48.23 久米　愛子 49.39 斉藤　弘子 50.49 金井　博子 51.05 村上　蘭子 52.27 齊藤　京子 52.41

60歳代の部 武蔵村山市陸協：東京 大会新 茨城県 日立珍竹林 茨城県 埼玉県 埼玉県 松戸ＫＲＣ：千葉 北茨城走友会

10km 藍　啓子 54.08 黒澤　幸江 1:00:55 落合　ふさ井 1:07:24 樋口　玲子 1:10:10 深谷　澄 1:22:51

７0歳以上の部 日本トレセン 大会新 茨城県 大会新 千葉県 神奈川県 茨城県 ※出場　５名

※所属不明の選手は，県名のみ記載してあります。 記録主任 田中　昭

※県名記載のない選手は，茨城県の選手です。

８　　　位２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位1　　　位

５　　　位 ６　　　位 ７　　　位

６　　　位 ７　　　位

８　　　位1　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位

時　刻 天　候 気温 ℃ 湿度 ％ 風　向
11:00 晴 4.5 32 西南西
12:00 晴 6.4 28 西
13:00 晴 9.9 23 北西
14:00 晴 7.8 25 西


