
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:31:22

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 1316 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 船橋市 ｂｏｔｃｈｉ凸 0:31:45

2 1368 原 慎弥 ハラ シンヤ 船橋市 多摩川クラブ 0:33:39

3 1382 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ 埼玉県 ＮＥＣ三田 0:33:46

4 1310 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 東京都 三鷹市陸上競技協会 0:33:48

5 1304 藤田 健 フジタ ケン 八千代市 八千代走友会 0:34:02

6 1339 窪寺 義幸 クボデラ ヨシユキ 東京都 国立競技場長距離教室 0:34:09

7 1413 岡本 敏明 オカモト トシアキ 栃木県 栃木陸協 0:34:11

8 1389 本間 次郎 ホンマ ジロウ 習志野市 0:34:13

9 1436 島津 正孝 シマヅ マサタカ 東京都 東京陸協 0:34:15

10 1407 藤枝 秀幸 フジエダ ヒデユキ 船橋市 藤枝法務事務所 0:34:16

11 1456 多田 理 タダ オサム 佐倉市 ＦＲＰ 0:34:25

12 1414 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ 君津市 0:34:29

13 1425 小関 訓 コセキ サトシ 山武郡 0:34:50

14 1375 千葉 浩介 チバ コウスケ 松戸市 松戸２１ＲＣ 0:34:54

15 1387 松井 章 マツイ アキラ 東京都 0:34:57

16 1302 佐藤 圭 サトウ ケイ 群馬県 上州ＡＣ 0:35:03

17 1362 吉岡 修 ヨシオカ オサム 袖ケ浦市 0:35:03

18 1330 松本 潤 マツモト ジュン 千葉市 西山製作所陸上競技部 0:35:25

19 1369 山崎 剛士 ヤマザキ ツヨシ 神奈川県 かながわクラブ 0:35:30

20 1434 中村 誓志 ナカムラ セイジ 船橋市 クラブＲ２東 0:35:30

21 1402 澤田 洋志 サワダ ヒロシ 木更津市 トラック野郎ＡＣ 0:35:31

22 1464 高木 重人 タカギ シゲト 静岡県 印旛練 0:35:34

23 1328 谷口 和久 タニグチ カズヒサ 千葉市 ＣＲ．ｍ 0:35:46

24 1418 森下 浩 モリシタ ヒロシ 流山市 0:35:50

25 1483 神座 豊 ジンザ ユタカ 八千代市 二葉空調株式会社 0:35:56

26 1311 中岡 秀二 ナカオカ シュウジ 茨城県 神栖ＴＣ 0:35:56

27 1435 落石 大介 オチイシ ダイスケ 千葉市 西山製作所陸上競技部 0:36:05

28 1331 今井 雄太 イマイ ユウタ 東京都 0:36:14

29 1358 多田 政則 タダ マサノリ 印西市 チームどんぐり 0:36:15

30 1422 田中 裕也 タナカ ユウヤ 大阪府 ララ学園ＡＣ 0:36:18

31 1301 菊地 重樹 キクチ シゲキ 柏市 ＲＵＮでぶう 0:36:55

32 1386 眞々田 義則 ママダ ヨシノリ 印旛郡 酒々井ＡＣ 0:37:05

33 1306 木村 昭悟 キムラ アキサト 神奈川県 白井陸友会 0:37:09

34 1391 石田 直也 イシダ ナオヤ 山武郡 0:37:22

35 1394 藤井 圭介 フジイ ケイスケ 八千代市 ボンズ 0:37:23

令和3年12月19日(日)

【種目】壮年男子10キロ　40歳代

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)
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36 1384 松浦 圭二 マツウラ ケイジ 神奈川県 0:37:30

37 1317 酒師 隆治 サカシ リュウジ 神奈川県 ＴＭクラブ 0:37:33

38 1494 坂本 新吾 東京都 東京メトロ 0:37:35

39 1348 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸市 松戸２１ＲＣ 0:37:36

40 1360 近藤 悟司 コンドウ サトシ 柏市 0:37:42

41 1356 田中 勇 タナカ イサム 東京都 ドリームアシストクラブ 0:37:43

42 1452 松山 弘樹 マツヤマ ヒロキ 成田市 0:37:44

43 1322 渡部 浩一 ワタナベ コウイチ 東京都 Ｊ－ＢＥＡＮＳ 0:37:45

44 1324 菊間 靖尚 キクマ ヤスタカ 習志野市 0:37:58

45 1421 鈴木 幸夫 スズキ サチオ 神奈川県 0:38:02

46 1415 清水 崇弘 シミズ タカヒロ 佐倉市 印旛クロカン警備隊 0:38:03

47 1326 齊藤 隆 サイトウ タカシ 静岡県 聖隷佐倉市民病院 0:38:16

48 1399 今井 輝生 イマイ テルオ 茨城県 神栖ＴＣ 0:38:18

49 1320 鶴田 太 ツルタ フトシ 東京都 東京陸上競技協会 0:38:26

50 1454 渡邉 昌樹 ワタナベ マサキ 勝浦市 0:38:27

51 1305 竹内 将夫 タケウチ マサオ 市原市 サンコーテック 0:38:34

52 1448 里見 武洋 サトミ タケヒロ 千葉市 西山製作所陸上競技部 0:38:41

53 1451 北田 幸一 キタダ コウイチ 茂原市 西山製作所陸上競技部 0:38:41

54 1455 戸栗 厚 トグリ アツシ 柏市 柏市消防局 0:38:42

55 1332 山部 英行 ヤマベ エイコウ 神奈川県 ＭＭナイトラン 0:38:52

56 1459 坂尾 裕介 サカオ ユウスケ 千葉市 0:38:53

57 1498 小峰 隆 勝浦市 0:38:56

58 1353 藤井 教之 フジイ ノリユキ 船橋市 0:39:07

59 1411 早乙女 暢洋 ソオトメ マサヒロ 八千代市 0:39:09

60 1469 田村 健輔 タムラ ケンスケ 船橋市 0:39:14

61 1398 小幡 聡 オバタ サトシ 千葉市 0:39:16

62 1307 中川 暢生 ナカガワ ノブオ 柏市 柏おやじの会 0:39:26

63 1367 佐藤 嘉記 サトウ ヨシキ 千葉市 ＪＲＴピオーネ 0:39:26

64 1423 桑名 幸治 クワナ コウジ 千葉市 0:39:27

65 1416 宮内 健士 ミヤウチ タケシ 千葉市 印旛練 0:39:33

66 1430 磯部 喜孝 イソベ ヨシタカ 成田市 0:39:34

67 1396 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市 松戸市民ランナーズ 0:39:49

68 1380 望月 良太 モチヅキ リョウタ 東京都 こすげ走友会 0:39:53

69 1417 池田 剛紀 イケダ タケノリ 市原市 0:39:55

70 1373 中台 孔一 ナカダイ ヨシカズ 印旛郡 ＪＲＲ 0:40:08
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71 1403 吉田 潤 ヨシダ ジュン 我孫子市 0:40:09

72 1343 森川 暁 モリカワ アキラ 成田市 0:40:23

73 1433 古市 正 フルイチ タダシ 千葉市 0:40:27

74 1314 中村 光真 ナカムラ コウシン 千葉市 佐倉陸友会 0:40:30

75 1342 川上 和男 カワカミ カズオ 成田市 0:41:06

76 1364 長谷川 淳一 ハセガワ ジュンイチ 八千代市 アーステクニカ 0:41:09

77 1445 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 東京都 チームコスモス 0:41:10

78 1450 石黒 崇人 イシグロ タカヒト 印旛郡 0:41:11

79 1327 杉山 貴之 スギヤマ タカユキ 木更津市 0:41:31

80 1340 武藤 理 ムトウ オサム 市川市 0:41:55

81 1346 倉持 宏 クラモチ ヒロシ 四街道市 0:41:57

82 1443 平沼 繁行 ヒラヌマ シゲユキ 東京都 0:41:58

83 1376 近藤 志道 コンドウ モトミチ 神奈川県 ウルプロ 0:41:59

84 1313 野村 佳史 ノムラ ヨシフミ 松戸市 0:42:03

85 1438 石毛 幸雄 イシゲ サチオ 香取市 銚子マリーナ 0:42:06

86 1359 蛭田 将広 ヒルタ マサヒロ 福島県 0:42:40

87 1499 吉田 賢 いすみ市 吉田自動車 0:42:45

88 1377 市川 隼人 イチカワ ハヤト 習志野市 美走ならしのＲＣ 0:42:58

89 1345 倉持 崇 クラモチ タカシ 四街道市 0:42:59

90 1439 阿部 暁 アベ サトル 四街道市 0:43:00

91 1491 宮崎 健太郎 ミヤザキ ケンタロウ 八千代市 マリナーズ 0:43:02

92 1472 佐藤 純 サトウ ジュン 印旛郡 酒々井アスリートクラブ 0:43:14

93 1481 作田 光司 サクタ コウジ 八千代市 0:43:15

94 1337 小堀 淳 コボリ ジュン 千葉市 れんふく 0:43:20

95 1440 佐藤 友紀 サトウ トモキ 船橋市 0:44:01

96 1458 齋藤 文夫 サイトウ フミオ 東京都 フェイスマネジメント 0:44:08

97 1325 小板橋 彰 コイタバシ アキラ 成田市 0:44:11

98 1475 大友 美嗣 オオトモ ヨシツグ 千葉市 マツゲンＲＣ 0:44:24

99 1420 若山 謙一 ワカヤマ ケンイチ 埼玉県 ●Θ＿Θ● 0:44:25

100 1427 牧岡 憲之介 マキオカ ケンノスケ 茨城県 マッキーまちおか 0:44:30

101 1467 行方 栄治 ナメカタ エイジ 成田市 ＮＡＸ 0:44:43

102 1350 元村 誠 モトムラ マコト 船橋市 0:44:48

103 1419 榊原 光樹 サカキハラ コウキ 東京都 0:44:54

104 1447 鈴木 浩治 スズキ コウジ 木更津市 0:45:18

105 1321 岩村 正憲 イワムラ マサノリ 松戸市 0:45:27
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106 1457 山口 巌 ヤマグチ イワオ 佐倉市 0:45:28

107 1355 中西 隆裕 ナカニシ タカヒロ 市川市 0:45:34

108 1431 池上 幸司 イケガミ コウジ 千葉市 幕張ＲＣ 0:45:41

109 1404 齋木 二郎 サイキ ジロウ 松戸市 0:45:49

110 1466 田谷 好克 タヤ ヨシミ 山武郡 坂田戦隊ハシルンジヤー 0:45:57

111 1487 丹羽 紳 ニワ シン 船橋市 個人参加 0:46:12

112 1484 坪内 一裕 ツボウチ カズヒロ 八千代市 京成バス 0:46:18

113 1334 小濱 英幸 コハマ ヒデユキ 船橋市 爪書大師堂 0:46:19

114 1366 高橋 聖 タカハシ サトシ 印旛郡 0:46:47

115 1323 長嶺 由秀 ナガミネ ヨシヒデ 成田市 京葉東和薬品 0:47:00

116 1349 天神林 隆一 テンジンバヤシ リュウイチ 市原市 0:47:02

117 1397 大野 俊幸 オオノ トシユキ 袖ケ浦市 0:47:02

118 1463 山口 哲 ヤマグチ サトシ 千葉市 0:47:04

119 9003 小板橋 誠 コイタバシ マコト 東京都 駒井ハルテック 0:47:08

120 9006 白川 剛 シラカワ ゴウ 習志野市 0:47:22

121 1497 木下 寛之 東京都 0:47:33

122 1374 滝 直行 タキ ナオユキ 千葉市 ゼロベースランニングクラブ 0:47:49

123 1460 岩井 豊 イワイ ユタカ 印旛郡 0:48:04

124 1449 田頭 宜典 タガシラ ヨシノリ 茨城県 0:48:16

125 1477 酒井 和彦 サカイ カズヒコ 習志野市 0:49:00

126 1341 飯田 慎一 イイダ シンイチ 成田市 0:49:02

127 1336 高橋 健一 タカハシ ケンイチ 茨城県 高橋家 0:49:02

128 1393 大塚 大樹 オオツカ タイキ 千葉市 0:49:40

129 1474 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ 東京都 0:50:25

130 1489 小野寺 亮 オノデラ リョウ 松戸市 0:50:28

131 1409 有光 文修 アリミツ フミノブ 千葉市 0:50:49

132 1482 長沼 正人 ナガヌマ マサト 茨城県 0:50:56

133 1476 冨田 勝則 トミタ カツノリ 旭市 株式会社アイ・テック南関東支店 0:51:34

134 1357 小森 知彦 コモリ トモヒコ 埼玉県 0:51:41

135 1488 中村 哲也 ナカムラ テツヤ 佐倉市 0:52:00

136 1365 佐藤 進一 サトウ シンイチ 長生郡 千葉大整形 0:52:09

137 1329 中崎 昌徳 ナカザキ マサノリ 埼玉県 春日部市役所 0:52:46

138 1309 木内 義次 キウチ ヨシツグ 香取市 ＴＧアルバ 0:52:53

139 1490 石原 誠 イシハラ マコト 千葉市 0:52:54

140 1392 永尾 威一 ナガオ イイチ 千葉市 0:53:00
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141 1383 栗崎 慎也 クリサキ シンヤ 白井市 0:53:01

142 1303 熊倉 慎悟 クマクラ シンゴ 埼玉県 0:53:03

143 1428 伊藤 正寿 イトウ マサトシ 印西市 洋二先生の子分 0:53:04

144 1501 久保 隆 成田市 0:53:23

145 1424 二川 享 フタガワ トオル 茨城県 0:53:25

146 1470 柳沼 基 ヤギヌマ モトキ 佐倉市 0:53:30

147 1453 田村 康宏 タムラ ヤスヒロ 印旛郡 ティエフケー 0:53:32

148 1471 浜渦 敦史 ハマウズ アツシ 市原市 出光興産 0:53:33

149 1406 田村 雄彦 タムラ タカヤス 神奈川県 人魚の眠る家 0:53:45

150 1405 昼間 正行 ヒルマ マサユキ 埼玉県 0:53:48

151 1354 深作 雅則 フカサク マサノリ 佐倉市 武蔵野ロジスティクス 0:54:08

152 1444 宗像 宜久 ムナカタ ヨシヒサ 四街道市 ち～む旅ＲＵＮ 0:54:14

153 1473 本間 智浩 ホンマ トモヒロ 埼玉県 シンテゴンテクノロジ–株式会社 0:55:04

154 1479 三瓶 隆之 サンペイ タカユキ 市原市 0:55:04

155 1400 井上 宏之 イノウエ ヒロユキ 東京都 0:55:33

156 1485 松田 孝慶 マツダ タカヨシ 四街道市 0:55:45

157 1395 小林 竜二 コバヤシ リュウジ 香取市 0:55:50

158 1390 ハナモト シェルドン ハナモト シェルドン 成田市 0:55:54

159 1351 鈴木 善行 スズキ ヨシユキ 習志野市 習志野市スポーツ振興協会 0:56:16

160 1495 藤野 修 船橋市 おにころ 0:56:26

161 1319 金野 誠昭 コンノ マサアキ 佐倉市 ＴＧＲＣ 0:56:42

162 1468 中山 貴友 ナカヤマ タカトモ 成田市 川奈亮司の鬼テン倶楽部 0:56:56

163 1318 宮内 和成 ミヤウチ カズナリ 成田市 ＮＡＴＥＣＨ 0:57:26

164 1388 竹田 洋人 タケダ ヒロト 富里市 0:58:26

165 1442 吉田 正 ヨシダ タダシ 四街道市 0:59:00

166 1486 菊地 聡 キクチ サトシ 成田市 さとし 0:59:36

167 1381 平岡 正寿 ヒラオカ マサトシ 成田市 ドラオサザン 0:59:36

168 1347 中野 隆司 ナカノ タカシ 佐倉市 0:59:47

169 1446 笠原 聖樹 カサハラ マサキ 千葉市 1:00:10

170 1333 福田 明宏 フクダ アキヒロ 東京都 ＣＲ．ｍ 1:00:25

171 1480 鈴木 哲也 スズキ テツヤ 成田市 1:00:52

172 1370 松崎 喜正 マツザキ ヨシマサ 東京都 東水元マラソン部 1:00:56

173 1372 伊藤 倫志 イトウ トモユキ 佐倉市 1:01:18

174 1401 済賀 智啓 サイガ トモヒロ 千葉市 ジェイコムハート 1:02:09

175 1465 鳥越 雅文 トリゴエ マサフミ 東京都 1:04:00
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令和3年12月19日(日)

【種目】壮年男子10キロ　40歳代

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)

176 1371 中村 俊明 ナカムラ トシアキ 成田市 1:05:17

177 1432 池田 将 イケダ マサル 木更津市 千葉信用金庫 1:06:21

178 1338 佐々木 裕之 ササキ ヒロユキ 神奈川県 ＦＦＣ 1:13:06

179 1385 佐々木 隆之 ササキ タカユキ 佐倉市 1:18:06
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