
記録一覧表
第５５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 ２００７年１月２８日（日） ひたちなか市周辺コース

男子
種　目

マラソン 渡辺　　豊 2:21.38 薮下　大雄 2:26.40 平沢　直樹 2:27.26 能城　秀雄 2:27.33 根本　　強 2:28.33 堀越　勝太郎 2:30.31 秋山　陽祐 2:31.33 津島　　亨 2:32.48

総合 福島自衛隊 第一機動隊 シティランナー：埼玉 RUN WED：千葉 住友金属鹿島 小森コーポレーション 茨城大 日本CMK：埼玉

マラソン 渡辺　　豊 2:21.38 薮下　大雄 2:26.40 平沢　直樹 2:27.26 能城　秀雄 2:27.33 根本　　強 2:28.33 堀越　勝太郎 2:30.31 秋山　陽祐 2:31.33 津島　　亨 2:32.48

39歳以下の部 福島自衛隊 第一機動隊 シティランナー：埼玉 RUN WED：千葉 住友金属鹿島 小森コーポレーション 茨城大 日本CMK：埼玉

マラソン 高橋　英雄 2:34.55 関口　祐志 2:39.14 江森　弘明 2:41.51 谷口　　茂 2:42.15 河野　　寛 2:42.27 上重　文夫 2:43.24 山口　昭一 2:44.03 本田　正彦 2:46.00

40歳代の部 爆走オーテック:神奈川 埼玉葵ＡＣ：埼玉 春日部高哲人会：埼玉 美野里クラブ 山梨大：山梨 信濃川走友会：新潟 常陸走友会 神奈川県

マラソン 千葉　　淳 2:49.06 大野　謙一 2:52.53 三宅　　徹 2:53.47 大場　信也 2:54.02 村上　史雄 2:54.51 中川　勝八郎 2:55.33 横尾　和夫 2:56.05 伊坂　重春 2:57.06

50歳代の部 石巻ＲＣ：宮城 日立物流 滋賀マスターズ：福島 流山ＪＣ：千葉 埼玉県 クッキークラブ：東京 ハートブレイク：神奈川 東京ＲＣ：東京

マラソン 川井　正一 2:59.28 多田　八朗 3:00.21 佐藤　利治 3:04.24 江川　力平 3:10.42 宮内　秀雄 3:11.17 落合　健二 3:11.42 飯田　昭夫 3:13.47 石井　　圭 3:14.39

60歳代の部 茨城県教育財団 笠松走友会 三沢４２クラブ：青森 明走会：千葉 町田いだ天：東京 神奈川県 横浜市交通局：神奈川 ＡＧＣ走ろう会：千葉

マラソン 前原　清春 3:30.33 小口　親司 3:34.51 下條　道晴 3:39.39 深見　庫三 3:40.14 山本　欽也 3:44.29 柏木　幹男 3:45.17 我妻　國安 3:45.59 川野部　満 3:53.03

７0歳以上の部 尾道走友会：広島 親陽技研：長野 ＥＲＣ山岳軍団：東京 東京都 塩釜ＦＭＣ：宮城 千葉県 彩湖ランニングC：埼玉 米沢ランランＣ：山形

10km 菅谷　篤人 31.45 雲類鷲　慶太 31.59 佐藤　圭修 32.02 田村　侑己 32.05 菅野　陽平 32.08 千田　洋輔 32.09 住谷　勇樹 32.12 岡根　卓哉 32.44

高校生の部 銚子西高：千葉 水城高 波崎柳川高 銚子西高：千葉 水城高 日立工業高 水戸桜ノ牧高 銚子西高：千葉

10km 笹谷　　甲 29.50 木村　明彦 31.01 長嶋　翔太 31.03 大山　研二 31.23 八木沼　和夫 31.47 山越　貴洋 31.50 青木　正之 31.53 エバン　マラーサ 32.11

39歳以下の部 日立電線 仙台大：宮城 茨城大OB 美野里クラブ ハートブレイク：福島 牛久走友会 日立ＨＴ 茨城環境企業

10km 佐々木　秋夫 32.07 北　　重治 32.34 鈴木　嘉次 32.34 高木　　望 33.39 土屋　正幸 34.11 菅野　義則 34.14 宮谷　　聡 34.50 柳澤　晃宏 34.58

40歳代の部 ＮＥＣ府中：東京 ハートブレイク：神奈川 日製日立 米沢陸協：山形 中野建設佐渡島：新潟 茨城同窓電機 ＮＴＳｐａｃｅ：神奈川 茨城県庁

10km 阿部　知之 34.28 岩本　　隆 35.16 藤田　秀彦 35.36 風張　清志 35.58 小林　一美 36.02 青山　　努 36.15 北野　光昭 36.28 小林　　修 37.00

50歳代の部 笠松走友会 東京都 東京都水道局：埼玉 丸木工務店九戸：青森 ポポロＡＣ 茨城労働局ＲＣ 茨城陸協 日北ＹＭＯ

10km 山口　　功 36.26 下川　三郎 36.44 鳥取　克行 36.47 田崎　　毅 37.18 渡邉　　誠 37.27 下工垣　孝行 37.31 林　　信夫 38.54 高橋　一郎 39.57

60歳代の部 土浦走友会 鹿嶋げっぴ会 いきいきクラブ：栃木 日立水戸 まごの手：福島 日立建機ＯＢ 笠松走友会 茨城県

10km 佐藤　久雄 39.59 田中　喜慶 42.32 須佐　進之助 42.35 小澤　賢一 44.02 佐藤　光春 46.09 多田　睦夫 47.02 仁平　　勇 47.28 神谷　次雄 47.32

７0歳以上の部 前橋東郵便局：群馬 バラの会：千葉 みさとスリー：埼玉 茨城エルダー 茨城エルダー 北越パッケージ 茨城県 谷田川ラン

女子
種　目

マラソン 櫻井　敦美 2:42.11 三沢　明子 2:51.53 田中　優子 2:52.23 西野　　綾 2:53.08 枳殻　智恵 2:54.57 篠原　広美 3:01.06 松延　香保里 3:02.32 遠藤　千尋 3:04.23

総合 東京陸協：東京 横浜市陸協：神奈川 東京レディース：東京 茨城キリスト高 ｅＡ神奈川：神奈川 ひたちなか市陸協 美野里クラブ 茨城県庁

マラソン 櫻井　敦美 2:42.11 三沢　明子 2:51.53 西野　　綾 2:53.08 枳殻　智恵 2:54.57 篠原　広美 3:01.06 松延　香保里 3:02.32 遠藤　千尋 3:04.23 熊澤　妙子 3:08.01

39歳以下の部 東京陸協：東京 横浜市陸協：神奈川 茨城キリスト高 ｅＡ神奈川：神奈川 ひたちなか市陸協 美野里クラブ 茨城県庁 東京レディース：東京

マラソン 田中　優子 2:52.23 沖山　裕子 3:06.06 神作　広美 3:17.26 室山　充子 3:20.32 小川　恵里砂 3:20.51 中嶋　裕子 3:20.55 秋守　恵子 3:21.40 稲野邊　緑 3:23.23

40歳代の部 東京レディース：東京 東京都 大地を走る会：東京 日立 チーム平野：東京都 茨城県 ランニャーズ：東京 笠原中教員

マラソン 青山　節子 3:11.16 金澤　恵子 3:13.50 滝口　淳子 3:14.21 松吉　富美代 3:20.51 武者　俊子 3:40.34 大滝　典子 3:40.43 竹村　順子 3:41.00 柳戸　和江 3:41.03

50歳代の部 チームＡＩ走：埼玉 埼玉県 神宮ＡＣ：東京 埼玉県 東京ＲＣ：東京 東京都 茨城県 横浜鶴見ＲＣ：神奈川

マラソン 井手　雅子 3:33.36 加藤　弘子 3:49.45 松田　秀子 3:51.11 南　　博子 3:55.22 日塔　芙美 3:56.00 小田　一子 4:00.28 山田　民子 4:11.18 藍　　啓子 4:11.54

60歳代の部 阿見アスリート 小山向野ＪＣ：栃木 小金井公園ＲＣ：東京 塚田Ｊ＆Ｓ：千葉 神奈川県 東京都 神奈川県 日本トレセン

マラソン 川口　郁代 4:42.43

７0歳以上の部 埼玉県 ※出場1名

10km 青山　瑠衣 32.52 三浦　麻鈴 34.31 植木　杏実 35.06 尾形　ひとみ 35.16 三村　　彩 35.23 臼井　智美 35.26 井上　智美 35.53 阿南　　光 35.59

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

10km 赤石　久美 33.40 野口　美穂 34.06 川嶋　則恵 34.31 北島　弘美 34.59 中村　里沙 35.15 石川　愛美 36.25 野田　春香 36.31 嶋田　恵子 37.32

39歳以下の部 日立 日立 日立 日立 日立 日立 茨城大 美野里クラブ

10km 石井　幸枝 38.16 幸田　昌代 38.28 田尻　正子 38.37 茅根　亮子 41.42 金子　久子 42.48 鈴木　由美子 42.48 宇野　通子 43.04 石川　美代子 43.11

40歳代の部 日立多賀 結城ＲＣ 笠松走友会 茨城県 刀水クラブ：埼玉 北茨城２０００ ココミ＆サクミ ＹＡＣ：神奈川

10km 加藤　孝子 43.11 和田　由美子 43.22 諸岡　ヤヨヒ 43.57 武藤　敦子 44.05 軍司　敏恵 46.47 石橋　昭子 47.22 根目澤　五子 48.32 福嶋　敬子 49.23

50歳代の部 所沢走友会：埼玉 美野里クラブ もろおか寝具店 ニュー富士見：神奈川 中山病院 茨城県 茨城県 茨城県

10km 金山　佐司子 45.47 厚海　陽子 49.05 村上　蘭子 50.17 金井　博子 53.32 只野　百合子 53.48 齊藤　京子 54.06 豊嶋　くり 54.21 矢幡　京子 54.34

60歳代の部 茨城県 日立珍竹林 松戸ＫＲＣ：千葉 埼玉県 キッズガーデン 北茨城走友会 茨城県 げっぴ会鹿島

10km 落合　ふさ井 1:04:00 町田　治子 1:11:48 深谷　　澄 1:35:42

７0歳以上の部 千葉県 東京のがわＲＣ：東京 茨城県 ※出場3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 柴田　幸義

※県名記載のない選手は，茨城県です。

８　　　位1　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位

1　　　位

５　　　位 ６　　　位 ７　　　位

６　　　位 ７　　　位 ８　　　位２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位

時　刻 天　候 気温 ℃ 湿度 ％ 風　向 風速 m/s
11:00 晴 11.5 33.0 南東 1.2
12:00 晴 13.9 30.0 北東 1.3
13:00 晴 12.7 37.4 南 1.1
14:00 曇 11.9 38.4 東 1.9
16:30 曇 9.3 53.0 － －


