
総合１位 牧野 冴希 埼玉県 1:07:09 吉田 潤 千葉県 1:10:12 藤松 利之 神奈川県 1:06:23 松本 翔 埼玉県 1:06:42

総合２位 吉田 潤 千葉県 1:10:30 柱 欽也 渋谷区 1:10:42 吉田 潤 千葉県 1:07:54 平田 繁聡 静岡県 1:07:18

総合３位 中本 亮太郎 千葉県 1:10:45 戸村 浩一 練馬区 1:12:00 早坂 光司 三鷹市 1:09:23 内野 雅貴 調布市 1:08:02

39歳以下１位 牧野 冴希 埼玉県 1:07:09 吉田 潤 千葉県 1:10:12 藤松 利之 神奈川県 1:06:23 松本 翔 埼玉県 1:06:42

40歳代１位 板鼻 誠一 足立区 1:16:57 島本 涼平 杉並区 1:14:53 星 貴城 千葉県 1:12:49 新井 修 埼玉県 1:13:41

50歳代１位 石井 英和 埼玉県 1:22:14 寺根 秀幸 町田市 1:18:07 上田 祥晴 埼玉県 1:18:07 名取 正彦 小平市 1:17:09

60歳代１位 馬込 和明 八王子市 1:23:24 馬込 和明 八王子市 1:23:45 小金 啓志 神奈川県 1:22:52 小金 啓志 神奈川県 1:22:02

70歳以上１位 金沢 和良 千葉県 1:35:23 大塩東 洋一 八王子市 1:33:09 野澤 佐介 埼玉県 1:31:49 野澤 佐介 埼玉県 1:32:17

総合１位 相川 友香 江戸川区 1:23:02 我妻 美穂 茨城県 1:25:42 青山 由佳 神奈川県 1:18:45 鈴木 莉紗 神奈川県 1:17:49

総合２位 松原 いづみ 中央区 1:23:34 新倉 麻貴 神奈川県 1:25:51 松本 恭子 千葉県 1:19:40 松本 恭子 千葉県 1:19:18

総合３位 森江 美帆 足立区 1:26:53 平野 泰子 千葉県 1:25:56 唐木 景子 神奈川県 1:23:06 鈴木 遙 豊島区 1:21:43

39歳以下１位 相川 友香 江戸川区 1:23:02 我妻 美穂 茨城県 1:25:42 青山 由佳 神奈川県 1:18:45 鈴木 莉紗 神奈川県 1:17:49

40歳代１位 横山 牧子 板橋区 1:28:11 中村 光代 足立区 1:29:09 松本 恭子 千葉県 1:19:40 松本 恭子 千葉県 1:19:18

50歳代１位 松井 一葉 神奈川県 1:34:14 海老澤 敦子 世田谷区 1:37:23 金舩 圭子 世田谷区 1:26:44 渡辺 きよみ 台東区 1:31:33

60歳代１位 広沢 玲子 武蔵村山市 1:48:57 広沢 玲子 武蔵村山市 1:46:15 広沢 玲子 武蔵村山市 1:41:50 広沢 玲子 武蔵村山市 1:42:59

70歳以上１位 大野 正子 足立区 2:07:56 大野 正子 足立区 2:09:21 大野 正子 足立区 2:06:38 大野 正子 足立区 2:13:20

男子の部優勝 ※一部門のみ ※一部門のみ ※一部門のみ 3:29:55

女子の部優勝 みそパン化粧品 3:46:10 テムジンＲＣ 3:39:43 テムジンＲＣ 3:31:30 4:45:10

混合の部優勝 4:00:15

総合１位 袴田 翔 足立区 0:32:52 川又 諭 茨城県 0:32:29 亀田 健一 杉並区 0:32:41 斉藤 弦太 群馬県 0:31:58

総合２位 澤渡 知成 長野県 0:32:53 小野塚 隆珠 世田谷区 0:32:44 小川 徹 墨田区 0:32:48 原田 将徳 埼玉県 0:32:05

総合３位 武田 竜馬 足立区 0:33:26 高林 努 足立区 0:33:21 稲垣 陽平 茨城県 0:32:55 坂本 貴亮 新宿区 0:32:26

39歳以下１位 袴田 翔 足立区 0:32:52 川又 諭 茨城県 0:32:29 亀田 健一 杉並区 0:32:41 斉藤 弦太 群馬県 0:31:58

40歳代１位 礒間 浩幸 八王子市 0:34:34 風祭 正樹 練馬区 0:34:41 平塚 潤 豊島区 0:34:07

50歳代１位 ※40歳以上 佐々木 邦道 千葉県 0:37:16 江森 弘明 埼玉県 0:34:44 江森 弘明 埼玉県 0:34:56

60歳代１位 浜崎 秀雄 茨城県 0:35:25 佐藤 伸一 神奈川県 0:38:11 仙石 光男 羽村市 0:37:11 佐藤 隆一 渋谷区 0:40:31

70歳以上１位 細谷 重次 埼玉県 0:45:16 岩本 俊信 杉並区 0:42:59 明石 博孝 千葉県 0:44:10

総合１位 井口 えい子 埼玉県 0:40:38 元木 弘美 足立区 0:39:22 菊池 厚子 足立区 0:40:40 尾池 望 足立区 0:37:46

総合２位 長谷川 ゆり 葛飾区 0:42:36 菊池 厚子 足立区 0:39:24 鈴木 さおり 品川区 0:41:29 佐々木 愛 品川区 0:38:11

総合３位 星野 昭世 世田谷区 0:42:54 安川 裕子 中央区 0:39:50 佐藤 夢香 群馬県 0:41:31 井口 えい子 埼玉県 0:41:16

39歳以下１位 井口 えい子 埼玉県 0:40:38 元木 弘美 足立区 0:39:22 佐藤 夢香 群馬県 0:41:31 尾池 望 足立区 0:37:46

40歳代１位 天方 美和 港区 0:41:12 菊池 厚子 足立区 0:40:40 佐藤 敦子 神奈川県 0:42:19

50歳代１位 ※40歳以上 狩野 緑 埼玉県 0:42:34 狩野 緑 埼玉県 0:41:39 狩野 緑 埼玉県 0:42:18

60歳代１位 山下 正子 足立区 0:42:54 半田 直子 江戸川区 0:48:44 半田 直子 江戸川区 0:49:07 安岡 洋子 千葉県 0:48:46

70歳以上１位 藤井 勝子 品川区 0:57:48 佐藤 マツイ 足立区 0:58:33 丸山 夏枝 埼玉県 0:57:15

男子の部優勝 ※一部門のみ ※一部門のみ 1:41:41

女子の部優勝 足立学園高校 1:43:35 WR☆☆☆ 1:42:56 2:12:37

混合の部優勝 2:02:06

男子の部1位

女子の部1位

中学女子2km１位 佐藤 みな実 足立区 0:06:40 石井 星麗菜 足立区 0:06:53 佐藤 みな実 足立区 0:06:33 橋詰 友乃 千葉県 0:06:51

小高男子2km１位 佐々木 楓 千葉県 0:07:04 伊原 達哉 葛飾区 0:06:53 長谷川 泰生 足立区 0:06:31 片野 優一 千葉県 0:06:28

小高女子2km１位 森田 千遼 葛飾区 0:07:21 森田 千遼 葛飾区 0:06:58 長谷川 絢音 足立区 0:06:52 高橋 実里 茨城県 0:06:43

小低男子2km１位 岡本 優星 千葉県 0:07:23 小林 祐大 江戸川区 0:07:26 稲光 希竜 神奈川県 0:07:12 新井 虎次郎 群馬県 0:07:18

小低女子2km１位 長谷川 絢音 足立区 0:07:50 石塚 ゆかり 葛飾区 0:07:58 境 真衣 千葉県 0:07:39 坂元 夏希 長野県 0:07:25

は第1回～第4回までの最高記録

中学男子3km１位 水戸 周平 足立区 0:09:43 水戸 周平 足立区 0:09:40 赤星 静海 埼玉県 0:09:22 0:09:35足立区三浦 拓哉
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足立フレンドリーマラソン歴代参考記録
※第5回大会より日本陸連公認大会として開催
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小山 真一 千葉県 1:09:09 児玉 雄介 北区 1:06:18 下澤 聖哉 小平市 1:08:37 鈴木 太基 渋谷区 1:05:11 鈴木 太基 渋谷区 1:05:11

増田 知臣 千葉県 1:09:42 紺野 勇樹 埼玉県 1:07:17 大滝 健司 足立区 1:09:29 甲斐 大貴 渋谷区 1:06:21

秋元 佑介 千葉県 1:09:43 元川 嵩大 足立区 1:07:49 早坂 光司 宮城県 1:09:33 成田 元一 渋谷区 1:06:42

小山 真一 千葉県 1:09:09 児玉 雄介 北区 1:06:18 下澤 聖哉 小平市 1:08:37 鈴木 太基 渋谷区 1:05:11 鈴木 太基 渋谷区 1:05:11

木田 哲治 杉並区 1:13:55 長江 隆行 杉並区 1:09:13 長江 隆行 杉並区 1:12:36 久保 健二 神奈川県 1:08:07 久保 健二 神奈川県 1:08:07

及川 篤 江戸川区 1:14:41 礒間 浩幸 八王子市 1:14:57 千葉 公介 目黒区 1:17:21 山下 善幸 江東区 1:14:51 及川 篤 江戸川区 1:14:41

仙石 光男 羽村市 1:25:15 加藤 裕巳 茨城県 1:23:05 小泉 憲司 埼玉県 1:27:03 片岡 広志 群馬県 1:24:45 加藤 裕巳 茨城県 1:23:05

古川 良孝 福島県 1:31:49 古川 良孝 福島県 1:30:50 下工垣 孝行 茨城県 1:37:12 小金 啓志 神奈川県 1:30:15 小金 啓志 神奈川県 1:30:15

綾部 しのぶ 神奈川県 1:20:33 松本 恭子 千葉県 1:18:20 松本 恭子 千葉県 1:18:35 田中 百子 千葉県 1:18:04 田中 百子 千葉県 1:18:04

伊藤 恵梨 愛知県 1:22:30 綾部 しのぶ 神奈川県 1:19:32 田中 百子 千葉県 1:19:26 松本 恭子 千葉県 1:18:31

加藤 美紀 目黒区 1:23:33 田村 幸江 江戸川区 1:25:56 服部 綾実 愛知県 1:21:15 永田 幸栄 渋谷区 1:18:57

綾部 しのぶ 神奈川県 1:20:33 綾部 しのぶ 神奈川県 1:19:32 田中 百子 千葉県 1:19:26 田中 百子 千葉県 1:18:04 田中 百子 千葉県 1:18:04

宮本 明子 千葉県 1:25:16 松本 恭子 千葉県 1:18:20 松本 恭子 千葉県 1:18:35 松本 恭子 千葉県 1:18:31 松本 恭子 千葉県 1:18:20

平川 裕子 千葉県 1:29:17 庄内 菜穂子 足立区 1:30:19 金舩 圭子 世田谷区 1:33:49 上田 陽子 埼玉県 1:23:35 上田 陽子 埼玉県 1:23:35

濱本 みよ子 杉並区 1:40:45 濱本 みよ子 杉並区 1:40:56 大井 敏子 長野県 1:44:42 大井 敏子 長野県 1:43:43 濱本 みよ子 杉並区 1:40:45

松本 榮子 新宿区 2:28:25 山﨑 久美子 八王子市 2:04:06 宮下 宏子 群馬県 2:06:21 宮下 宏子 群馬県 2:02:36 宮下 宏子 群馬県 2:02:36

テムジンＲＣ 3:35:37 テムジンＲＣ 3:29:50 東京経済大学 3:31:41 ランニングデポ 3:31:38 テムジンＲＣ 3:29:50

おやつママ’Ｓ 4:28:42 ＭＹ☆ＳＴＡＲ 4:26:36 TKDかがやき 4:18:53 梅干しどら焼き 4:13:39 梅干しどら焼き 4:13:39

DAC-A 3:49:21 ＤＡＣ－Ｃ 3:43:50 TKDはくたか 4:24:06 アラスカAC 4:01:07 ＤＡＣ－Ｃ 3:43:50

江本 卓 港区 0:34:17 三宅 翔太 神奈川県 0:31:26 権守 竜也 神奈川県 0:32:21 福村 拳太 渋谷区 0:30:39 福村 拳太 渋谷区 0:30:39

一條 拓也 足立区 0:34:46 佐藤 和音 千葉県 0:31:29 佐原 和真 足立区 0:34:57 熊谷  光 渋谷区 0:30:55

清水 勝久 台東区 0:35:11 樽木 将吾 神奈川県 0:31:32 風間 龍介 葛飾区 0:34:59 森橋 完介 渋谷区 0:31:00

江本 卓 港区 0:34:17 三宅 翔太 神奈川県 0:31:26 権守 竜也 神奈川県 0:32:21 福村 拳太 渋谷区 0:30:39 福村 拳太 渋谷区 0:30:39

大谷 誠 北区 0:35:17 石井 健作 足立区 0:34:51 和田 孝司 大田区 0:34:01 大竹 基之 埼玉県 0:35:29 和田 孝司 大田区 0:34:01

江森 弘明 埼玉県 0:36:10 亀山 正義 千葉県 0:36:01 亀山 正義 千葉県 0:37:26 野房 和彦 江東区 0:36:25 亀山 正義 千葉県 0:36:01

内田 博文 江東区 0:42:15 馬込 和明 八王子市 0:40:32 仙石 光男 羽村市 0:38:47 速水 隆 神奈川県 0:36:42 速水 隆 神奈川県 0:36:42

金沢 和良 千葉県 0:45:57 山﨑 和男 神奈川県 0:44:03 山﨑 和男 神奈川県 0:45:02 樽谷 剛 神奈川県 0:44:19 山﨑 和男 神奈川県 0:44:03

石井 星麗菜 足立区 0:37:39 里中 志帆 神奈川県 0:37:48 里中 志帆 神奈川県 0:36:53 里中 志帆 神奈川県 0:36:00 里中 志帆 神奈川県 0:36:00

尾池 望 足立区 0:40:29 尾池 望 足立区 0:38:18 田島 美加 埼玉県 0:37:48 伊藤 恵梨 愛知県 0:36:28

富永 里実 足立区 0:43:17 根元 香苗 埼玉県 0:38:36 田中 真子 足立区 0:39:45 森  歩美 渋谷区 0:38:19

石井 星麗菜 足立区 0:37:39 里中 志帆 神奈川県 0:37:48 里中 志帆 神奈川県 0:36:53 里中 志帆 神奈川県 0:36:00 里中 志帆 神奈川県 0:36:00

富永 里実 足立区 0:43:17 海老原 美保 杉並区 0:38:56 海老原 美保 杉並区 0:38:21 髙木 利枝 千葉県 0:39:54 海老原 美保 杉並区 0:38:21

三橋 裕子 神奈川県 0:44:26 川口 みどり 神奈川県 0:45:11 三澤 いずみ 神奈川県 0:43:51 中軽米 恵子 埼玉県 0:45:23 三澤 いずみ 神奈川県 0:43:51

半田 直子 江戸川区 0:49:34 半田 直子 江戸川区 0:49:30 今 貴枝 千葉県 0:49:00 山中 洋子 神奈川県 0:47:08 山中 洋子 神奈川県 0:47:08

佐藤 マツイ 足立区 1:01:15 金山 佐司子 茨城県 0:53:09 丸山 夏枝 埼玉県 0:59:38 丸山 夏枝 埼玉県 0:59:31 金山 佐司子 茨城県 0:53:09

ＲＪＫ勇躍 1:50:24 小田原ＮＲ 1:35:39 小田原ＮＲ 1:44:07 すみラン狼 1:52:17 小田原ＮＲ 1:35:39

オーリンゲン狼 2:15:44 オーリンゲン狼 2:09:54 オーリンゲン狼 2:14:51 大地穂クラブ 1:58:39 大地穂クラブ 1:58:39

アベちゃん 2:03:19 アラスカＡＣａ 1:52:46 ドカベン競争部 1:51:20 ＲＪＫ★さくら 1:50:42 ＲＪＫ★さくら 1:50:42

佐藤 圭太 福島県 0:10:15 佐藤 圭太 福島県 0:10:15

松本 葉子 千葉県 0:12:07 松本 葉子 千葉県 0:12:07

牛島 頼希 足立区

鍛冶 晃 足立区

橋詰 友乃 千葉県 0:06:46 加藤 花梨 茨城県 0:06:50 樋口 凜 葛飾区 0:06:46 高橋 実里 茨城県 0:06:32 高橋 実里 茨城県 0:06:32

鍛冶 晃 足立区 0:06:35 小野 透 埼玉県 0:06:50 浅水 拓海 足立区 0:06:36 増田 陸斗 足立区 0:06:32 増田 陸斗 足立区 0:06:32

加藤 花梨 茨城県 0:06:40 樋口 凛 葛飾区 0:06:51 加藤 佳怜 静岡県 0:06:56 保坂 萌 足立区 0:06:54 加藤 花梨 茨城県 0:06:40

高橋 北斗 茨城県 0:07:37 増田 陸斗 足立区 0:07:23 小野 耕作 葛飾区 0:07:12 利根川 悠樹 埼玉県 0:07:22 小野 耕作 葛飾区 0:07:12

保坂 萌 足立区 0:07:37 中尾 夕菜 町田市 0:07:39 加藤 来実 茨城県 0:07:14 猪俣 優来 栃木県 0:07:55 加藤 来実 茨城県 0:07:14

松岡 一奴 松岡 一奴

松岡 修斗 松岡 修斗

0:09:15足立区鍛冶 晃

晴れ 12.5℃　37%
北西の風　1m/s

第6回
(2015.12.23）

高砂野球場起点左岸公認

晴れ、6.9℃　54%
北西の風　2.5m/s

８,５９９名７,７０８名

第7回
(2016.12.23）

第8回
(2017.12.23）

高砂野球場起点左岸公認 高砂野球場起点左岸公認

晴れ、19.5℃　38%
西北西の風　1.0m/s

晴れ、13.5℃　41%
北の風　0.5m/s

７,９８２名 ７６４３名

足立フレンドリーマラソン歴代記録・大会記録

第5回
(2014.12.23）

大会記録

高砂野球場起点左岸公認高砂野球場起点左岸公認

0:09:15

埼玉県 0:03:39埼玉県 0:03:39

荻野 直輝 埼玉県 0:09:16 牛島 頼希 足立区 0:09:15 鍛冶 晃 足立区 0:09:37


