
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:33:06

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 1653 吉田 浩二 ヨシダ コウジ 松戸市 ウィングＡＣ 0:34:22

2 1637 林 輝雄 ハヤシ テルオ 習志野市 ＲＵＮＷＥＢ 0:34:35

3 1767 湊原 学 ミナトハラ マナブ 佐倉市 オートウェーブ 0:34:40

4 1687 住田 龍也 スミダ タツヤ 船橋市 ＲＦＡ　Ｊａｐａｎ 0:34:52

5 1640 西尾 健一 ニシオ ケンイチ 佐倉市 0:35:22

6 1603 浜崎 秀雄 ハマサキ ヒデオ 茨城県 笠松走友会 0:35:43

7 1698 金崎 泰光 カネザキ ヤスミツ 市原市 0:35:53

8 1759 柴澤 聡 シバサワ サトシ 白井市 ２０３ＭＳＱ 0:35:57

9 1778 西海 和也 ニシウミ カズヤ 流山市 完走し酔う会 0:36:04

10 1679 五味 崇 ゴミ タカシ 成田市 ニッポンランナーズ 0:36:12

11 1799 神長 忠信 カミナガ タダノブ 埼玉県 0:36:18

12 1655 石倉 康範 イシクラ ヤスノリ 佐倉市 ニッポンランナーズ 0:36:37

13 1722 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 東京都 東京陸協 0:36:41

14 1622 財前 渉 ザイゼン ワタル 香取郡 日本製鉄鹿島 0:36:54

15 1609 宮崎 博之 ミヤザキ ヒロユキ 柏市 0:36:58

16 1810 森本 伸吾 モリモト シンゴ 千葉市 0:36:59

17 1706 東山 孝生 ヒガシヤマ タカオ 千葉市 ＩＴ＆Ｆ 0:37:12

18 9007 上田 宏則 ウエダ ヒロノリ 大阪府 0:37:13

19 1658 上村 英生 カミムラ ヒデオ 我孫子市 ウィング 0:37:14

20 1606 駒村 勉 コマムラ ツトム 習志野市 はやとの風 0:37:45

21 1605 飯島 直之 イイジマ ナオユキ 神奈川県 ランニングデポ 0:37:47

22 1628 鈴木 伸明 スズキ ノブアキ 東京都 拓練 0:37:53

23 1647 藤木 久士 フジキ ヒサシ 白井市 松戸２１ＲＣ 0:37:53

24 1686 熊谷 修 クマガイ オサム 柏市 ウィングＡＣ 0:38:06

25 1680 高橋 幹也 タカハシ ミキヤ 千葉市 秋篠走友会 0:38:07

26 1729 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ 船橋市 チャレンジャーズ 0:38:09

27 1701 真船 光平 マフネ コウヘイ 神奈川県 エビトラＡＣ 0:38:20

28 1677 間下 英一郎 マシタ エイイチロウ 柏市 0:38:39

29 1629 川崎 幹男 カワサキ ミキオ 八千代市 八千代走友会 0:38:56

30 1803 前田 君彦 マエダ キミヒコ 千葉市 マリナーズ 0:38:59

31 1727 温水 良一 ヌクミ リョウイチ 八千代市 二宮産業ＲＣ 0:39:20

32 1825 宇山 俊明 我孫子市 完走し酔う会／県陸協（千葉78） 0:39:34

33 1674 久保田 利彦 クボタ トシヒコ 船橋市 0:39:35

34 1705 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 東京都 0:39:48

35 1688 尾花 拓也 オバナ タクヤ 東京都 0:39:50

令和3年12月19日(日)

【種目】壮年男子10キロ　50歳代

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)
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36 1816 山中 和雄 柏市 0:39:54

37 1654 和田 靖 ワダ ヤスシ 神奈川県 チームネボ 0:40:22

38 1736 寺沢 正行 テラサワ マサユキ 成田市 0:40:30

39 1782 松岡 広明 マツオカ ヒロアキ 佐倉市 佐倉陸友会 0:40:33

40 1607 会本 信秀 エモト ノブヒデ 船橋市 千葉ランナーズ 0:40:37

41 1636 藤川 裕三 フジカワ ユウゾウ 船橋市 奏坂４６ 0:40:42

42 1786 藤崎 一美 フジサキ カズミ 成田市 成田陸上クラブ 0:40:44

43 1785 豊福 嘉弘 トヨフク ヨシヒロ 千葉市 幕張ランニング 0:40:56

44 1675 芹澤 和哉 セリザワ カズヤ 神奈川県 湘南アスリート 0:41:02

45 1712 千枝 知晴 チエダ トモハル 成田市 ランハイ 0:41:03

46 1641 若松 博樹 ワカマツ ヒロキ 木更津市 千葉マスターズ 0:41:10

47 1642 鬼澤 文彰 オニザワ フミアキ 佐倉市 佐倉陸上クラブ 0:41:15

48 1725 大久保 覚 オオクボ サトル 東京都 チームパックン 0:41:23

49 1620 大高 一彰 オオタカ カズアキ 神奈川県 グラスルーツＡＣ 0:41:28

50 1793 高松 弘宗 タカマツ ヒロムネ 千葉市 0:41:39

51 1818 斉藤 敏彦 八千代市 0:42:04

52 1836 石井 重克 我孫子市 0:42:06

53 1702 斉藤 晃一 サイトウ コウイチ 東京都 0:42:20

54 1625 菅原 洋行 スガワラ ヒロユキ 岩手県 ＣＲｍ 0:42:21

55 1633 安倍 孝幸 アベ タカユキ 船橋市 海老川ＪＣ 0:42:44

56 1667 新井 吉光 アライ ヨシミツ 茂原市 ＲＵＮＷＥＢ 0:42:45

57 1623 坂本 雅治 サカモト マサハル 千葉市 0:43:03

58 1608 秋沢 貴雄 アキザワ タカオ 埼玉県 埼玉ふじみ野市 0:43:05

59 1632 平野 明彦 ヒラノ アキヒコ 船橋市 0:43:08

60 1672 平山 謙司 ヒラヤマ ケンジ 東京都 匝瑳＋ＲＣ 0:43:08

61 1665 引地 正樹 ヒキチ マサキ 千葉市 ＣＲ．ｍ 0:43:13

62 1822 梅原 之郎 習志野市 0:43:27

63 1773 西村 道夫 ニシムラ ミチオ 茨城県 ルネサンス竜ヶ崎ＮＴ 0:43:40

64 1812 前田 聡 千葉市 幸はやぶさ 0:43:41

65 1704 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ 船橋市 エビトラＡＣ 0:43:42

66 1797 高野 正美 タカノ マサミ 成田市 クレンサ 0:43:47

67 1616 坂尾 俊之 サカオ トシユキ 柏市 0:43:48

68 1711 寳代 昭光 ホウダイ アキミツ 成田市 ＪＡＦＳ 0:44:05

69 1617 藤原 浩泰 フジワラ ヒロヤス 埼玉県 埼玉陸協 0:44:17

70 1663 川崎 健 カワサキ ケン 佐倉市 0:44:21
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71 1802 片瀬 章博 カタセ アキヒロ 流山市 流山市消防本部 0:44:33

72 1693 津久井 豊 ツクイ ユタカ 松戸市 0:44:46

73 1724 石坂 眞志 イシザカ シンジ 船橋市 ＫＣＭＫ 0:44:50

74 1644 前木場 健一 マエコバ ケンイチ 千葉市 0:44:52

75 1646 河野 篤志 コウノ アツシ 千葉市 恵藤計器 0:44:52

76 1763 宇賀 誠 ウガ マコト 白井市 共同貨物元気部 0:45:00

77 1742 清水 隆博 シミズ タカヒロ いすみ市 走｀ｚ 0:45:01

78 1745 西原 雅之 ニシハラ マサユキ 東京都 伯爵ファミリー 0:45:20

79 1716 後藤 剛 ゴトウ タケシ 東京都 0:45:25

80 1776 阿部 毅 アベ タケシ 柏市 ウイングＡＣ 0:45:27

81 1673 武田 豊三 タケダ トヨミ 宮城県 トライ東北 0:45:37

82 1837 林 伸幸 我孫子市 0:45:43

83 1774 相川 久 アイカワ ヒサシ 千葉市 アリゾナ 0:45:45

84 1718 武江 康弘 タケエ ヤスヒロ 東京都 ＦＫＭ－ＡＣ 0:45:46

85 1811 田中 洋 四街道市 栗山中央病院 0:45:52

86 1733 小西 英夫 コニシ ヒデオ 市川市 市川ＭＣ 0:45:58

87 1730 太田 雅道 オオタ マサミチ 船橋市 0:45:58

88 1676 竹内 裕次 タケウチ ユウジ 千葉市 0:45:58

89 1700 木戸 孝男 キド タカオ 松戸市 0:46:02

90 1728 前田 満男 マエダ ミチオ 千葉市 大輔航平武尊 0:46:03

91 1761 佐伯 哲朗 サエキ テツロウ 木更津市 0:46:11

92 1657 高井 一徳 タカイ カズノリ 埼玉県 カナガワＲＣ 0:46:14

93 1631 松本 孝一 マツモト コウイチ 柏市 ウィングＡＣ 0:46:20

94 1615 根目沢 浩幸 ネメザワ ヒロユキ 茨城県 メロディハウス 0:46:21

95 1801 谷川 進 タニカワ ススム 成田市 朝活クロカン部 0:46:31

96 1660 植村 正和 ウエムラ マサカズ 印西市 八千代走友会 0:46:43

97 1656 田中 裕之 タナカ ヒロユキ いすみ市 千葉スーパーマン 0:46:44

98 1817 塚本 路明 八千代市 八千代走友会 0:46:46

99 1635 木村 直宏 キムラ ナオヒロ 神奈川県 0:47:08

100 1808 篠田 智之 シノダ トモユキ 印旛郡 東京エレクトロン 0:47:18

101 1627 尾崎 克洋 オザキ カツヒロ 埼玉県 ２＋２／３ＬＡＰＳ 0:47:23

102 1839 中野 裕司 四街道市 ニッポンランナーズ 0:47:24

103 1707 加藤 郁峰 カトウ イクオ 松戸市 Ｉ＆ＳＢＢＤＯ 0:47:36

104 1691 今澤 博史 イマザワ ヒロシ 東京都 0:47:41

105 1714 馬地 功 ウマチ イサオ 我孫子市 0:47:55
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106 1835 田中 潤一 成田市 0:48:05

107 1694 高橋 賢一 タカハシ ケンイチ 船橋市 0:48:09

108 1756 小川 剛弘 オガワ タケヒロ 東京都 一之江ランナーズ 0:48:11

109 1746 平山 仁治 ヒラヤマ ヒロハル 船橋市 0:48:14

110 1762 石河 敦仁 イシカワ アツヒト 埼玉県 0:48:16

111 1697 倉内 智幸 クラウチ トモユキ 東京都 0:48:19

112 1681 渡辺 雄吾 ワタナベ ユウゴ 神奈川県 0:48:24

113 1684 林 宏光 ハヤシ ヒロミツ 市川市 市川ＭＣ 0:48:34

114 1747 高本 嗣久 タカモト ツグヒサ 京都府 0:48:55

115 1753 富田 進 トミタ ススム 埼玉県 さいたま中央郵便局 0:48:57

116 1794 正井 正彦 マサイ マサヒコ 八街市 0:49:13

117 1602 五島 一浩 ゴシマ カズヒロ 広島県 0:49:23

118 1713 林 安司 ハヤシ ヤスジ 四街道市 0:49:35

119 1766 仲地 賢一 ナカジ ヨシカズ 千葉市 ＪＡＣ 0:49:41

120 1721 垣内 則行 カキウチ ノリユキ 京都府 0:49:44

121 1723 松本 茂樹 マツモト シゲキ 千葉市 0:50:12

122 1735 尾崎 康二 オザキ コウジ 四街道市 0:50:16

123 1751 飯高 宏一 イイタカ コウイチ 神奈川県 0:50:28

124 1754 田邊 英雄 タナベ ヒデオ 銚子市 0:50:31

125 1740 西尾 暢之 ニシオ ノブユキ 神奈川県 0:50:46

126 1807 野澤 純 ノザワ ジユン 船橋市 津田沼えびす会 0:50:53

127 1643 伊藤 裕久 イトウ ヒロヒサ 匝瑳市 クロネコ 0:50:57

128 1771 森 健司 モリ ケンジ 成田市 0:50:59

129 1613 中村 涼 ナカムラ リョウ 佐倉市 佐倉陸友会 0:51:01

130 1791 戸上 浩 トガミ ヒロシ 八街市 鬼怒川ゴム工業 0:51:06

131 1823 伊藤 稔 成田市 0:51:35

132 1813 三本 雅樹 印旛郡 0:51:41

133 1834 相川 渉 佐倉市 0:52:03

134 1638 岩澤 孝之 イワサワ タカユキ 富里市 ＮＡＴＥＣＨ 0:52:19

135 1783 冨澤 美津男 トミザワ ミツオ 千葉市 都賀の台ＪＡＣ 0:52:39

136 1652 大野 克彦 オオノ カツヒコ 茨城県 大野建材　陸上部 0:52:44

137 1765 滝本 勝 タキモト マサル 松戸市 0:53:07

138 1661 宮川 岳晴 ミヤガワ タケハル 船橋市 チーム送料無料 0:53:14

139 1755 渡辺 剛 ワタナベ ツヨシ 東京都 ＬＵＡＮＡ 0:53:21

140 1618 梅木 右志 ウメキ ユウジ 船橋市 0:53:30
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141 1792 竹内 清和 タケウチ キヨカズ 市川市 昭和電工 0:53:37

142 1719 森 一正 モリ カズマサ 市川市 0:53:46

143 1634 白鳥 信隆 シラトリ ノブタカ 埼玉県 そごう・西武 0:53:51

144 1769 大浦 通久 オオウラ ミチヒサ 千葉市 チームすしろー 0:53:57

145 1784 間宮 定雄 マミヤ サダオ 市川市 ヴィーグル 0:54:03

146 1820 吉永 真二 成田市 NONUKES 0:54:20

147 1649 辻村 茂樹 ツジムラ シゲキ 佐倉市 つじおランナーズ 0:54:22

148 1832 寺本　直弘 東京都 TRC 0:54:38

149 1804 白崎 克典 シロサキ カツノリ 船橋市 海老川ジョギングクラブ 0:54:45

150 1752 松江 寿夫 マツエ ヒサオ 佐倉市 0:55:10

151 1682 土屋 敬信 ツチヤ タカノブ 船橋市 船橋夏見クラブ 0:55:11

152 1689 江口 太朗 エグチ タロウ 印西市 0:55:21

153 1664 安室 正則 ヤスムロ マサノリ 千葉市 京葉銀行ランニングクラブ 0:55:24

154 1692 久保田 良 クボタ リョウ 神奈川県 0:55:25

155 1777 岡崎 正和 オカザキ マサカズ 東京都 0:55:41

156 1800 佐藤 裕一 サトウ ユウイチ 松戸市 0:55:55

157 1739 佐々木 吉之 ササキ ヨシユキ 東京都 0:56:13

158 1741 渡部 重雄 ワタナベ シゲオ 成田市 0:56:23

159 1610 堀田 昭彦 ホッタ アキヒコ 八千代市 0:56:28

160 1645 後藤 秦剛 ゴトウ シンゴウ 浦安市 0:56:41

161 1828 大船　早三 東京都 0:57:19

162 1695 西村 栄一郎 ニシムラ エイイチロウ 東京都 0:57:38

163 1833 菱倉　仁 神奈川県 0:57:50

164 1757 香取 正 カトリ タダシ 成田市 0:57:52

165 1809 相川 浩一 アイカワ コウイチ 千葉市 川組 0:57:57

166 1787 上川 和弘 ウエカワ カズヒロ 佐倉市 川組 0:58:19

167 1743 大土 康規 オオド ヤスノリ 千葉市 0:58:53

168 1708 池 道生 イケ ミチオ 茨城県 0:58:56

169 1806 齋藤 博 サイトウ ヒロシ 成田市 0:58:59

170 1775 杣 幹生 ソマ ミキオ 富里市 ハイテックケミ 0:59:01

171 1795 徳應 学 トクオウ マナブ 千葉市 弁天サマーズ 0:59:31

172 1699 伊庭 伸幸 イバ ノブユキ 市川市 0:59:45

173 1805 鈴木 武史 スズキ タケシ 千葉市 0:59:48

174 1690 永井 淳 ナガイ アツシ 成田市 0:59:52

175 1829 大船　晃也 東京都 1:00:00
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176 1683 平山 正志 ヒラヤマ マサシ 成田市 1:00:19

177 1709 熊田 泰瑞 クマタ ヤスミツ 茨城県 1:00:24

178 1760 末永 聡 スエナガ タダシ 成田市 1:00:34

179 1748 高地 猛 コウチ タケシ 神奈川県 ＴＥＡＭ２８ 1:01:02

180 1826 佐久間 良治 千葉市 1:01:34

181 1703 小林 利孝 コバヤシ トシタカ 東京都 1:01:40

182 1827 古島 健治 船橋市 海老川JC 1:03:01

183 1788 荻原 績 オギハラ イサオ 印西市 1:03:44

184 1624 姫野 和正 ヒメノ カズマサ 市川市 ＮＥＣ 1:03:54

185 1614 石井 慎一 イシイ シンイチ 千葉市 1:04:09

186 1770 安藤 則道 アンドウ ノリミチ 千葉市 チームすしろー 1:04:32

187 1651 石川 渉 イシカワ ワタル 千葉市 1:04:43

188 1831 門間　忠 印西市 門間道場 1:05:32

189 1621 田中 弘行 タナカ ヒロユキ 印旛郡 佐倉自動車学校 1:06:13

190 1726 丹羽 智昭 ニワ トモアキ 埼玉県 1:06:58

191 1669 高橋 慶一 タカハシ ケイイチ 船橋市 1:07:36

192 1666 相馬 洋之 ソウマ ヒロユキ 船橋市 チームＮＲＣ 1:09:50

193 1731 小野 一美 オノ カズミ 白井市 1:11:09

194 1758 右原 昌幸 ウハラ マサユキ 静岡県 1:14:01

195 1764 渡邊 正幸 ワタナベ マサユキ 千葉市 ＢＢ 1:14:08

196 1662 小亀 一重 コガメ カズシゲ 八街市 1:14:40

197 1840 石井 光 印西市 トライフォース 1:15:21

198 1798 高村 学 タカムラ マナブ 木更津市 みかちやん大好き 1:16:35

199 1750 米増 豊 ヨネマス ユタカ 東京都 1:41:35
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