
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:29:57

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 1184 ウィルバーフォース ガリ ウィルバーフォース ガリ 東京都 南蛮連合 0:31:51

2 1120 下村 和也 シモムラ カズヤ 松戸市 市川マラソンクラブ 0:31:51

3 1158 佐々木 雄平 ササキ ユウヘイ 茨城県 0:31:51

4 1179 谷川 徹弥 タニカワ テツヤ 木更津市 自衛隊　木更津 0:32:02

5 1110 鎌田 裕樹 カマタ ユウキ 木更津市 千葉陸協 0:32:45

6 1194 榊原 佑基 サカキバラ ユウキ 船橋市 株式会社交通建設 0:32:57

7 1157 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ 茨城県 茨城陸協 0:33:04

8 1125 宮腰 悠羽 ミヤコシ ユウ 流山市 0:33:44

9 1136 清水 慶一 シミズ ケイイチ 船橋市 0:33:54

10 1118 田村 光生 タムラ コウセイ 成田市 成田国際高校 0:34:02

11 1152 福田 圭介 フクダ ケイスケ 鎌ケ谷市 0:34:04

12 1144 北田 章人 キタダ アキヒト 山武市 坂田戦隊走ルンジャー 0:34:26

13 1150 林 一宏 ハヤシ カズヒロ 埼玉県 ウィングＡＣ 0:34:27

14 1122 黒田 眞生 クロダ マサキ 神奈川県 0:34:42

15 1174 イングリシュ フィリップ イングリシュ フィリップ 東京都 南蛮連合 0:34:43

16 1130 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 船橋市 0:35:10

17 1187 関 直人 セキ ナオト 東京都 Ａｍａｌｙｚｅ 0:35:15

18 1108 松崎 典久 マツザキ ノリヒサ 東京都 荏原 0:35:18

19 1145 高橋 靖典 タカハシ ヤスノリ 匝瑳市 0:35:35

20 1137 鈴木 章宏 スズキ アキヒロ 印西市 成田北高校 0:35:48

21 1107 岡山 悟章 オカヤマ ノリユキ 市川市 市川ＭＣ 0:35:55

22 1123 佐藤 浩士 サトウ ヒロシ 東京都 佐藤学習教室 0:35:58

23 1101 高橋 健人 タカハシ ケント 成田市 0:36:00

24 1133 田畑 健太郎 タバタ ケンタロウ 千葉市 0:36:19

25 1141 廣瀬 量 ヒロセ リョウ 市川市 芙蓉オートリース 0:36:22

26 1182 白鳥 智洋 シロトリ トモヒロ 東金市 西山製作所陸上部 0:36:31

27 1106 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ 船橋市 ＧＲｌａｂ関東 0:36:53

28 1196 渡邉 将太 ワタナベ ショウタ 印旛郡 0:36:59

29 1155 田口 英明 タグチ ヒデアキ 佐倉市 0:37:04

30 1119 大塚 稔 オオツカ ミノル 栃木県 東京陸協 0:37:13

31 1149 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 東京都 ＴＳ 0:37:31

32 1168 佐藤 圭 サトウ ケイ 成田市 0:37:46

33 1121 鈴木 新 スズキ シン 船橋市 0:37:55

34 1169 栗原 慧 クリハラ アキラ 大網白里市 日本天然ガス 0:38:12

35 1191 大澤 諒 オオサワ マコト 東京都 0:38:29
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36 1175 富澤 貴明 トミザワ タカアキ 成田市 印旛練 0:38:31

37 1159 村松 健 ムラマツ ケン 埼玉県 0:38:46

38 1163 岩間 涼 イワマ リョウ 八千代市 0:38:48

39 1166 大瀧 孝太 オオタキ コウタ 千葉市 0:39:01

40 1129 赤堀 佑介 アカホリ ユウスケ 東京都 伯爵ファミリー 0:39:08

41 1154 菊池 裕希 キクチ ユウキ 茨城県 0:39:16

42 1134 今永 達也 イマナガ タツヤ 市原市 上総牛久ＲＣ 0:39:22

43 1128 岡部 和弘 オカベ カズヒロ 船橋市 0:39:28

44 1162 毛利 勇一 モウリ ユウイチ 佐倉市 0:40:15

45 1147 近藤 健介 コンドウ ケンスケ 習志野市 ＣＲ．ｍ 0:40:42

46 1156 清水 彬人 シミズ アキヒト 成田市 Ｐｒｏｊｅｃｔ―ｉ 0:41:01

47 1116 岡野 僚 オカノ リョウ 成田市 0:41:22

48 1135 角田 祐基 カクダ ユウキ 神奈川県 0:42:10

49 1204 大久保 健史 東京都 原町成年寮 0:42:50

50 1185 山田 洋介 ヤマダ ヨウスケ 東京都 0:42:56

51 1200 牧野 善和 マキノ ヨシカズ 富里市 0:43:10

52 1171 瀧奥 祥宏 タキオク ヤスヒロ 成田市 0:43:31

53 1146 鷹野 良平 タカノ リョウヘイ 栃木県 0:43:33

54 1192 前田 憲吾 マエダ ケンゴ 東京都 0:43:36

55 1161 堀川 智史 ホリカワ サトシ 成田市 成田市 0:43:45

56 1189 浅野 淳 アサノ ジュン 山武市 0:43:56

57 1114 丸山 貴広 マルヤマ タカヒロ 我孫子市 鎌ヶ谷第四中学校 0:44:51

58 1111 長谷川 里志 ハセガワ サトシ 八街市 ＮＡＳＣＯ 0:45:01

59 1197 中村 佑 ナカムラ ユウ 成田市 0:45:11

60 1115 星野 正義 ホシノ マサヨシ 市川市 市川ＭＣ 0:45:50

61 1176 熊谷 雄大 クマガイ ユウダイ 千葉市 0:46:08

62 1188 戸田 圭亮 トダ ケイスケ 千葉市 0:46:36

63 1132 板垣 幸樹 イタガキ コウキ 佐倉市 西部家畜診療所 0:46:55

64 1180 八木 伸輔 ヤギ シンスケ 木更津市 0:47:50

65 1198 菱沼 和樹 ヒシヌマ カズキ 富里市 ツチヤ自動車 0:47:51

66 1112 齋藤 稔 サイトウ ミノル 浦安市 0:47:54

67 1203 大久保 徹也 東京都 コナカ 0:48:10

68 1199 二瓶 航 ニヘイ ワタル 市川市 0:48:17

69 1143 村上 洋輔 ムラカミ ヨウスケ 船橋市 0:48:28

70 1190 桐野 雄宇 キリノ ユウ 茨城県 個人 0:48:34

2 / 3 ページ



関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:29:57

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

令和3年12月19日(日)

【種目】壮年男子10キロ　30歳代

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)

71 1142 津島 浩憲 ツシマ ヒロカズ 匝瑳市 0:49:16

72 1172 坂田 航 サカタ ワタル 富里市 0:51:25

73 1177 平川 剛 ヒラカワ ツヨシ 印西市 フリー 0:53:35

74 1202 高野 貴行 成田市 0:54:06

75 1131 藤林 裕樹 フジバヤシ ヒロキ 印西市 0:54:41

76 1153 赤松 真弥 アカマツ シンヤ 東京都 0:54:45

77 1181 岩澤 拓郎 イワサワ タクロウ 千葉市 0:55:25

78 1193 佐々田 純 ササダ ジュン 成田市 千葉県農業共済組合 0:55:35

79 1126 伊藤 和裕 イトウ カズヒロ 東京都 0:57:32

80 1183 中村 泰三 ナカムラ タイゾウ 佐倉市 0:57:33

81 1151 渡辺 陽介 ワタナベ ヨウスケ 茂原市 0:58:36

82 1165 澤 真之介 サワ シンノスケ 八千代市 1:00:03

83 1124 仲嶋 竜太 ナカジマ リュウタ 富里市 1:03:17

84 1205 樋口 靖典 佐倉市 千葉大附養OBRC 1:08:42

85 1195 大谷 夏輝 オオタニ ナツキ 成田市 1:13:16

86 5251 大野 亮太 オオノ リョウタ 八街市 ステイヤーズ 1:14:53

87 1206 戸田　光昭 東金市 名木の里 1:16:19
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