
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:36:12

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 1925 小柴 淳一 コシバ ジュンイチ 市原市 0:39:05

2 2011 鈴木 通弘 スズキ ミチヒロ 東京都 四季の会 0:39:15

3 1920 沢田 正利 サワダ マサトシ 成田市 成田ランハイ 0:39:22

4 1944 中林 将宏 ナカバヤシ マサヒロ 印西市 牧の里楽走会 0:39:59

5 1957 島田 稔 シマダ ミノル 白井市 東箱ｒｃ 0:40:29

6 1972 廣瀬 哲 ヒロセ サトル 栃木県 広信走友会 0:40:33

7 1967 早稲田 周 ワセダ アマネ 千葉市 ＪＲＣ 0:41:21

8 1922 坂本 佳隆 サカモト ヨシタカ 佐倉市 0:41:26

9 1946 鳥飼 重友 トリカイ シゲトモ 東京都 0:41:32

10 1977 山崎 亨二 ヤマザキ キョウジ 茨城県 0:41:53

11 1996 桃井 浩 モモイ ヒロシ 松戸市 松戸健走会 0:42:06

12 1971 増田 健 マスダ ケン 銚子市 銚子マリーナＲＣ 0:42:08

13 1949 中村 彰利 ナカムラ アキトシ 千葉市 ちばぎん 0:42:23

14 1903 西岡 雅彦 ニシオカ マサヒコ 東京都 ナイアガラ 0:42:27

15 1970 最上 浩昭 モガミ ヒロアキ 栃木県 0:42:48

16 2000 高橋 雅人 タカハシ マサト 市川市 0:43:42

17 1973 渡辺 紳一郎 ワタナベ シンイチロウ 成田市 ちーむにゃ～ 0:43:51

18 1966 杉原 忍 スギハラ シノブ 松戸市 松戸２１ＲＣ 0:43:54

19 2002 石毛 信幸 イシゲ ノブユキ 千葉市 茂原ＡＣ 0:43:59

20 2037 石川　勝蔵 富里市 消防走友会 0:43:59

21 1955 神谷 康夫 カミヤ ヤスオ 埼玉県 南中野走友会 0:44:08

22 1994 広瀬 直人 ヒロセ ナオト 市川市 市川マラソンクラブ 0:44:16

23 2008 塚本 裕之 ツカモト ヒロユキ 東京都 0:44:30

24 2014 小林 和夫 コバヤシ カズオ 船橋市 船橋走遊会 0:44:34

25 1989 藤崎 正志 フジサキ マサシ 成田市 ウィング 0:44:53

26 1905 武藤 実 ムトウ ミノル 埼玉県 カナガワクラブ 0:44:53

27 1968 菅谷 浩 スガヤ ヒロシ 香取市 芳源マッシュルーム株式会社 0:45:24

28 1919 高城 正 タカギ タダシ 神奈川県 0:46:11

29 2007 伊藤 弘美 イトウ ヒロミ 成田市 0:46:11

30 2017 金子 好彦 カネコ ヨシヒコ 船橋市 千葉マスターズ 0:46:12

31 1942 寺園 正治 テラゾノ ショウジ 白井市 白井陸友会 0:46:13

32 1914 安達 孝弘 アダチ タカヒロ 佐倉市 佐倉市陸上競技協会 0:46:15

33 1931 山田 正良 ヤマダ マサヨシ 千葉市 0:46:44

34 2029 古川 大二郎 松戸市 川崎OBMC 0:46:59

35 1936 林 雄一 ハヤシ ユウイチ 白井市 白井陸友会 0:47:08
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天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)
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36 1978 有馬 孝行 アリマ タカユキ 千葉市 0:47:09

37 2025 安藤 隆 千葉市 東電PG 0:47:17

38 1915 宍倉 達也 シシクラ タツヤ 市川市 市川マラソン 0:47:32

39 1997 鹿野 貴史 シカノ タカシ 埼玉県 たーちゃん 0:47:43

40 1958 樋口 政行 ヒグチ マサユキ 八街市 アルファＲＣ 0:47:46

41 1951 満 秀文 ミツ ヒデフミ 佐倉市 佐倉山王ＲＣ 0:47:59

42 2041 三木　栄一 印西市 牧の里楽走会 0:48:12

43 1935 鈴木 博 スズキ ヒロシ 東京都 江戸川区役所 0:48:22

44 1956 土井 清 ドイ キヨシ 茨城県 どいさ～～～～ん！！ 0:48:49

45 1939 白鳥 保雄 シラトリ ヤスオ 船橋市 海老川ＪＣ 0:48:58

46 1952 宮本 昭一 ミヤモト ショウイチ 東京都 0:49:14

47 2003 亀田 悟 カメダ サトシ 千葉市 0:49:20

48 2028 大久保 博司 東京都 宮園バス 0:49:39

49 2038 宇野　國雄 千葉市 青場走友会 0:49:50

50 2012 鈴木 善雄 スズキ ヨシオ 松戸市 白井陸友会 0:49:57

51 1959 奥田 淳 オクダ ジユン 市川市 市川市走友会 0:50:14

52 1918 太田 充男 オオタ ミツオ 神奈川県 千村健走会 0:50:23

53 1962 飯田 正義 イイダ マサヨシ 野田市 0:50:41

54 1910 萩原 明 ハギワラ アキラ 東京都 刀水ＡＣ 0:50:53

55 1926 藤井 健司 フジイ ケンジ 東京都 横河電機 0:50:56

56 1916 崎山 宏 サキヤマ ヒロシ 東金市 ベル 0:51:19

57 1906 藤田 博之 フジタ ヒロユキ 佐倉市 ニッポンランナーズ 0:52:18

58 1980 東角 敦雄 トウカク アツオ 千葉市 ランナーズ 0:52:39

59 1985 太田 耕造 オオタ コウゾウ 千葉市 太田歯科クリニック 0:52:47

60 1943 初鳥 俊夫 ハツトリ トシオ 千葉市 ＴＰＴ 0:52:52

61 1947 山本 昌利 ヤマモト マサトシ 四街道市 Ｅ＆Ｍ 0:53:09

62 2013 鈴木 誠 スズキ マコト 千葉市 0:53:12

63 9008 谷中 修 君津市 安房特RC 0:53:33

64 1913 青木 健司 アオキ ケンジ 東京都 浦安ハーフを走る会 0:54:05

65 1917 太田和 良幸 オオタワ ヨシユキ 船橋市 蒼穹会 0:54:17

66 1992 三浦 光生 ミウラ ミツオ 白井市 0:54:22

67 1934 久我 竜二 クガ リュウジ 市川市 市川マラソンクラブ 0:54:32

68 2031 中村 政弘 佐倉市 0:54:36

69 1901 林 俊和 ハヤシ トシカズ 旭市 チームのぐち 0:55:07

70 2044 田邉　仁幸 成田市 0:55:15
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71 1909 遠藤 広明 エンドウ ヒロアキ 松戸市 松戸２１ 0:55:29

72 1975 中田 克己 ナカタ カツミ 香取市 （一社）日本健康倶楽部 0:55:37

73 1923 馬場 範夫 ババ ノリオ 佐倉市 ＮＹＲＣ 0:55:44

74 1998 田中 猛訓 タナカ タケノリ 東京都 0:55:50

75 2042 鈴木　敏雄 柏市 0:56:09

76 1976 滝谷 晃彦 タキヤ アキヒコ 印旛郡 0:56:28

77 1948 坂口 和彦 サカグチ カズヒコ 茨城県 0:56:38

78 2019 永井 公三郎 柏市 牧の里楽走会 0:56:50

79 2022 平井 隆史 市川市 市川マラソンクラブ 0:56:53

80 1982 椎名 章司 シイナ ショウジ 千葉市 0:57:31

81 1979 長久 武司 チョウキュウ タケシ 兵庫県 西神ＮＴ９ 0:57:37

82 1995 大嶋 貴 オオシマ タカシ 千葉市 0:57:43

83 1954 佐藤 貢 サトウ ミツギ 成田市 0:57:57

84 2018 三浦 俊和 印西市 成田小学校 0:58:02

85 2026 中島 秋次 東京都 0:58:08

86 1928 狩野 拓史 カノ タクシ 千葉市 東洋エンジランニングクラブ 0:58:37

87 1960 永長 亥佐夫 ナガオサ イサオ 東京都 楽走会 0:59:03

88 1965 高橋 信行 タカハシ ノブユキ 東京都 0:59:11

89 2021 野口 春雄 八街市 0:59:13

90 2020 佐野 真次 市川市 FMC-63 0:59:20

91 1930 嵯峨 要一 サガ ヨウイチ 東京都 0:59:25

92 2030 吉野 享 東金市 1:00:11

93 2001 石渡 敬 イシワタ タカシ 香取郡 県南観光バス 1:00:11

94 1984 大場 伸児 オオバ シンジ 松戸市 1:00:20

95 1964 山本 智司 ヤマモト トモジ 東京都 1:00:32

96 1932 横田 昌治 ヨコタ ショウジ 千葉市 日立習志野 1:00:42

97 2005 中台 静雄 ナカダイ シズオ 佐倉市 1:00:51

98 1911 成実 則行 ナルミ ノリユキ 千葉市 1:00:59

99 1950 鈴木 博之 スズキ ヒロユキ 船橋市 1:01:07

100 2035 阿津　好昭 佐倉市 1:01:37

101 2024 保科 正之 成田市 日本代表 1:01:52

102 1981 吉江 雅人 ヨシエ マサト 富里市 1:02:15

103 1924 高橋 康二 タカハシ ヤスジ 旭市 八日市場ＲＣ 1:02:50

104 1941 林 孝弘 ハヤシ タカヒロ 香取市 チームベア 1:03:31

105 1999 加藤 光男 カトウ ミツオ 大網白里市 チーム　いろは 1:03:52
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106 1991 北川 慎一 キタガワ シンイチ 埼玉県 1:03:59

107 2010 大村 貢 オオムラ ミツグ 市川市 明海大学庶務課の星 1:04:03

108 1961 片岡 英人 カタオカ ヒデト 市原市 ＵＢＥ爆走クラブ 1:04:53

109 1927 持田 哲郎 モチダ テツロウ 佐倉市 ニッポンランナーズ 1:05:12

110 2045 中山　慎一 富里市 吾妻小学校 1:06:25

111 2027 藤本 英夫 印旛郡 トライフォース 1:06:46

112 1993 佐藤 稔 サトウ ミノル 松戸市 1:06:52

113 2040 池内　豊 船橋市 二和J・C 1:06:53

114 1969 田中 昌一 タナカ ショウイチ 東京都 浅草田中歯科 1:07:55

115 1908 清水 正久 シミズ マサヒサ 東金市 1:08:13

116 1986 篠原 清則 シノハラ キヨノリ 茨城県 1:08:25

117 2023 押元 史政 市原市 1:08:38

118 2047 國井 光男 千葉市 千葉大附養RCOB 1:08:42

119 1929 角田 和義 カクタ カズヨシ 千葉市 ＪＩＳＨＡＲＣ 1:09:15

120 1902 田村 浩 タムラ ヒロシ 茨城県 1:09:29

121 2033 元島　玉雄 流山市 1:09:56

122 1974 竹田 臣一 タケダ シンイチ 富里市 1:10:12

123 2043 高橋　敏雄 船橋市 塚田S＆J 1:12:00

124 2048 石原 隆 東京都 大田ランナーズ 1:14:36

125 1988 大野 隆二 オオノ リュウジ 八街市 ステイヤーズ 1:14:53

126 2039 石井　保弘 佐倉市 佐倉陸上クラブ 1:20:03

127 2006 永作 浩章 ナガサク ヒロアキ 茨城県 1:20:34
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