
記録一覧表
第５７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 ２００９年１月２５日（日） ひたちなか市周辺コース

男子
種　目

マラソン 伊藤　伸一 2:21.25 依田　崇弘 2:21.58 福永　勝彦 2:24.00 高橋　雅一 2:25.18 早坂　光司 2:26.09 藪下　大雄 2:26.17 山本　泰明 2:26.47 田代　直希 2:27.35

総合 秋田陸協：秋田 東京大大学院：山梨 茨城陸協 チームカイロス：東京 迫リコーＲＣ：宮城 立川警察署：神奈川 岡山陸協：岡山 郡山自衛隊：福島

10km 草野　翔平 31.37 二平　智裕 32.00 相原　知明 32.00 根本　祥平 32.06 郡司　康平 32.16 石田　航平 32.22 北村　渉 32.35 立原　翔太 32.40

高校生の部 銚子商：千葉 水城高 藤代高 緑岡高 緑岡高 茨城キリスト高 銚子商：千葉 水城高

10km 山口　航 30.06 西川　耕平 31.10 日隈　由成 31.35 大山　研二 31.51 山越　貴洋 32.07 大場　直樹 32.10 斉藤　啓明 32.10 矢内　孝亮 32.17

39歳以下の部 日立電線 日立電線 小森コーポレーション 美野里クラブ 牛久走友会 東北大：宮城 陸上自衛隊大村：福岡 玉川大：茨城

10km 鈴木　嘉次 32.03 北　　重治 33.30 菅野　義則 33.35 高木　　望 34.10 三輪　宏行 34.16 山口　雅敏 34.21 宮谷　聡 34.35 矢津　一正 35.21

40歳代以上の部 日製日立 ハートブレイク：神奈川 高萩走友会 米沢陸協：山形 東京電力茨城 やまぐち薬局 ＮＴＳｐａｃｅ：神奈川 茨城マスターズ

10km 中村　清志 33.27 小林　一美 35.30 吉田　正 35.50 平塚　貢 36.02 藤田　秀彦 36.31 鈴木　稔 36.33 柳澤　晃宏 36.44 山口　泰広 36.47

50歳代の部 横河電機：東京 ポポロＡＣ ウィズラン 常陸走友会 東京都水道局：埼玉 ＪＲ東日本水戸 茨城県庁陸上部 笠間走友会

10km 鳥取　克行 37.34 下工垣　孝行 38.01 山口　　功 38.22 萩谷　博美 38.59 長岐　治雄 39.47 渡邉　　誠 39.57 林　　信夫 40.00 菊池　由美 40.13

60歳代の部 いきいきクラブ：栃木 出島走友会 土浦走友会 太田一高教員 ＪＰＴ まごの手：福島 笠松走友会 日立珍竹林

10km 森田　春男 42.47 苅部　正雄 43.22 須佐　進之助 43.54

７0歳以上の部 結城ＲＣ 茨城エルダー みさとスリー：埼玉

女子
種　目

マラソン 野田　春香 2:42.19 翔　ひろ子 2:47.32 廣瀬　光子 2:49.17 永井　真友美 2:54.14 大谷　祐美 2:56.37 村松　夏子 2:56.54 篠崎　友美 3:01.52 松延　香保里 3:02.06

総合 茨城大：茨城 飛禄利富ＲＣ：千葉 東京ＷＩＮＧＳ：東京 ｅＡ茨城 東京都 静岡県 ハートブレイク：神奈川 美野里クラブ

10km 来栖　梓 34.09 河口　文 34.30 工藤　真衣 34.35 植木　杏実 34.50 黒澤　夏楠 35.20 村元　玲奈 35.20 尾形　ひとみ 35.46 小室　美穂 35.49

高校生の部 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 白鵬女子高：神奈川 白鵬女子高：神奈川 茨城キリスト高

10km 中村　里沙 34.04 茶園　美紗子 34.36 上谷田　愛美 34.58 山口　紗也加 35.59 小田倉　香織 36.45 菊池　理沙 37.10 田村　幸江 37.38 三村　彩 37.59

39歳以下の部 日立 日立 日立 日立 千葉大 日立 葛西ランナーズ：東京 玉川大

10km 石井　幸枝 37.50 茅根　亮子 38.45 小山　奈津子 39.19 鈴木　由美子 43.22 宇野　通子 43.31 君塚　佳代子 44.09 稲田　章子 44.57 河野　明子 45.53

40歳代の部 日立多賀 ウィズラン 習志野市役所：千葉 北茨城２０００ 茨城技研 おとみ会 日本茶々チャ！ ひたちなか市陸協

10km 楡井　三恵子 43.40 服部　ひとみ 44.42 今井　純子 46.53 西野　恵子 47.30 軍司　敏恵 47.40 根目澤　五子 47.55 滑川　美智枝 49.33 冨岡　和子 50.28

50歳代の部 多摩走友会：東京 葛西ランナーズ：東京 常陸太田市 リラひたち 中山病院 茨城県 勝田自衛隊 ２１世紀の森ＲＣ：福島

10km 鴨志田　麗子 45.23 諸岡　ヤヨヒ 46.25 金山　佐司子 48.55 厚海　陽子 49.47 高橋　千賀子 51.15 内海　純江 51.16 和田　のりこ 51.43 広木　文子 52.04

60歳代の部 リラひたち もろおか寝具店 石岡市 日立珍竹林 スタジオーネ 牛久走友会 水戸市 常陸大宮三耕園

10km 吉田　千枝子 54.03 高橋 54.14 藍　啓子 55.11

７0歳以上の部 牛久市 東京 日本トレセン

※所属不明の選手は，県名のみ記載してあります。 ※県名記載のない選手は，茨城県の選手 記録主任 田中　昭

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


