
- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間02分26秒1 関口　雄大9733 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

1時間02分33秒2 田中　悠登9749 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

1時間02分35秒3 ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾑｲﾊﾞ・ｷﾄﾆｰ9590 ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾑｲﾊﾞ･ｷﾄﾆｰ

1時間02分36秒4 横田　俊吾9737 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ

1時間02分44秒5 鶴川　正也9750 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ

1時間02分45秒6 山内　健登9745 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ

1時間02分51秒7 目片　将大9736 ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間02分58秒8 西久保　遼9734 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ

1時間03分02秒9 畦地　貴斗9731 ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ

1時間03分03秒10 富安 央4815 ﾄﾐﾔｽ ｱｷﾗ

1時間03分27秒11 佐々木　塁9741 ｻｻｷ ﾙｲ

1時間03分48秒12 喜多村　慧9747 ｷﾀﾑﾗ ｹｲ

1時間03分53秒13 鈴木　竜太朗9742 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1時間03分54秒14 松並　昂勢9744 ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ

1時間03分57秒15 小原　響9739 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ

1時間04分01秒16 辻川 諒4817 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

1時間04分28秒17 大澤　佑介9732 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ

1時間04分44秒18 阿部 飛雄馬4816 ｱﾍﾞ ﾋｭｳﾏ

1時間04分47秒19 多田　奏太9743 ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ

1時間04分48秒20 池田　知史9738 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ

1時間04分49秒21 坪井 響己4818 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ

1時間04分56秒22 山下　悠河9746 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ

1時間05分13秒23 牛山 純一4864 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間05分16秒24 松井 俊介4821 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ

1時間05分20秒25 横内 佑太朗4845 ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

1時間05分26秒26 河野 孝志4834 ｺｳﾉ ﾀｶｼ

1時間05分38秒27 倉本　玄太9740 ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ

1時間05分46秒28 宮坂　大器9735 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ

1時間06分07秒29 加藤 拓海4824 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

1時間06分16秒30 門出 康孝4823 ﾓﾝﾃﾞ ﾔｽﾀｶ

1時間06分21秒31 池上 秀志4838 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間06分28秒32 才村 流成4826 ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

1時間06分28秒33 大久保 誠吾4849 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲｺﾞ

1時間06分37秒34 田中 良幸4852 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ

1時間06分42秒35 児玉　雄介9585 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ

1時間06分44秒36 廣木 大地4859 ﾋﾛｷ ﾀﾞｲﾁ

1時間06分47秒37 山口　大徳9589 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ

1時間06分47秒38 川内 鮮輝4835 ｶﾜｳﾁ ﾖｼｷ

1時間06分49秒39 宮部 広季4862 ﾐﾔﾍﾞ ﾋﾛｷ

1時間07分08秒40 井下 裕貴4822 ｲﾉｼﾀ ﾕｳｷ

1時間07分11秒41 山田 祐生4833 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間07分11秒42 清谷 公紀4876 ｾﾀﾞﾆ ｺｵｷ

1時間07分14秒43 新田 雄大32283 ﾆｯﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

1時間07分15秒44 田中 佑磨11250 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ

1時間07分20秒45 白石　光星9748 ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ

1時間07分29秒46 木村 大地4861 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ

1時間07分29秒47 河合 謙一4870 ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁ

1時間07分46秒48 齋藤 拓也4848 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ

1時間07分51秒49 唐澤　剣也4802 ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾔ

1時間07分55秒50 棚橋 建太4855 ﾀﾅﾊｼ ｹﾝﾄ
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1時間07分57秒51 高橋 佳希4863 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ

1時間08分00秒52 行場 竹彦4874 ｷﾞｮｳﾊﾞ ﾀｹﾋｺ

1時間08分02秒53 高木　元郁4807 ﾀｶｷ ﾓﾄｲ

1時間08分09秒54 藤原 拓4886 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸ

1時間08分10秒55 菅原　叶夢4803 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾑ

1時間08分15秒56 土谷 和貴4856 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｷ

1時間08分16秒57 横内 悠4836 ﾖｺｳﾁ ﾕｳ

1時間08分18秒58 宮寺 祐輝4971 ﾐﾔﾃﾞﾗ ﾕｳｷ

1時間08分23秒59 小山 大輝4873 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

1時間08分26秒60 岡本 拓也4832 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

1時間08分36秒61 上村 直也4814 ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ

1時間08分46秒62 中平　海人4804 ﾅｶﾋﾗ ｶｲﾄ

1時間08分47秒63 平山 大智4920 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

1時間08分49秒64 清水 琢馬4897 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ

1時間08分49秒65 山村 征希4918 ﾔﾏﾑﾗ ｾｲｷ

1時間08分50秒66 大澤 太一4883 ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ

1時間08分52秒67 田村 翼4930 ﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

1時間08分57秒68 日野原 智也4825 ﾋﾉﾊﾗ ﾄﾓﾔ

1時間09分00秒69 伊藤 育生3014 ｲﾄｳ ﾔｽｵ

1時間09分01秒70 佐藤 栄寿4922 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

1時間09分05秒71 三宅 陸斗4896 ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ

1時間09分05秒72 徳本 一善9606 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ

1時間09分05秒73 村山 知之4880 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

1時間09分06秒74 猫ひろし7108 ﾈｺﾋﾛｼ

1時間09分10秒75 増田 勇太4925 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ

1時間09分11秒76 堀 貴博4904 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ

1時間09分15秒77 日野 裕貴4909 ﾋﾉ ﾕｳｷ

1時間09分16秒78 尾曲 和輝4938 ｵﾏｶﾞﾘ ｶｽﾞｷ

1時間09分16秒79 浜崎 成平4827 ﾊﾏｻｷ ﾅﾙﾍｲ

1時間09分18秒80 大久保 利哉4907 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ

1時間09分22秒81 下村 和也4995 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間09分27秒82 岡田 拓己4974 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間09分29秒83 平沼 宏明4882 ﾋﾗﾇﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間09分35秒84 吉村 匠4858 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ

1時間09分36秒85 瀬川 京祐4842 ｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

1時間09分44秒86 佐藤 真也4879 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間09分44秒87 森永 嵩也5018 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶﾔ

1時間09分47秒88 東小薗 慎介4915 ﾋｶﾞｼｺｿﾞﾉ ｼﾝｽｹ

1時間09分49秒89 西澤 誠二4940 ﾆｼｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

1時間09分50秒90 宮川 研悟4949 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ

1時間09分52秒91 山田 瑞穂4931 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

1時間09分52秒92 秋葉 直人4913 ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾄ

1時間09分53秒93 三原 佑太4932 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀ

1時間10分00秒94 青木 純4887 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ

1時間10分00秒95 園田 勝貴4900 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間10分01秒96 下村　柊太郎4805 ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ

1時間10分01秒97 須崎 裕也4865 ｽｻﾞｷ ﾕｳﾔ

1時間10分02秒98 坂上 佳也3008 ｻｶｶﾞﾐ ﾖｼﾔ

1時間10分02秒99 松本 翔4828 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ

1時間10分02秒100 飯田 康平4944 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ
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1時間10分03秒101 石上 裕康4916 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ

1時間10分05秒102 森　一生9586 ﾓﾘ ｲｯｾｲ

1時間10分07秒103 吉野　恭平4810 ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ

1時間10分11秒104 蒲生 晟也4912 ｶﾞﾓｳ ｾｲﾔ

1時間10分11秒105 五十嵐 颯新4903 ｲｶﾗｼ ｿｳｼ

1時間10分17秒106 杉山 悠4989 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ

1時間10分18秒107 平野 慶介4939 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ

1時間10分20秒108 佐藤 勝太5016 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

1時間10分22秒109 倉地 智哉4942 ｸﾗﾁ ﾄﾓﾔ

1時間10分27秒110 瀬古 優太4987 ｾｺ ﾕｳﾀ

1時間10分28秒111 嶋崎 敬太4847 ｼﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ

1時間10分30秒112 佐川 元太4991 ｻｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ

1時間10分31秒113 平塚　潤23302 ﾋﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝ

1時間10分31秒114 嵜本 晃次4998 ｻｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間10分35秒115 山口純平32282 ﾔﾏｸﾞﾁｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間10分43秒116 藤永 紘基4867 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

1時間10分43秒117 千葉 悟4966 ﾁﾊﾞ ｻﾄﾙ

1時間10分45秒118 三浦 拓哉4860 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ

1時間10分45秒119 鈴木 健太20106 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ

1時間10分46秒120 井上 崇4970 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ

1時間10分49秒121 中川 慎太郎4884 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間10分50秒122 佐藤 傑4905 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ

1時間10分51秒123 三浦 優平4957 ﾐｳﾗ ﾕｳﾍｲ

1時間10分52秒124 生井 将人4994 ﾅﾏｲ ﾏｻﾄ

1時間10分53秒125 大橋 虎也4914 ｵｵﾊｼ ｺｳﾔ

1時間10分54秒126 高田 裕之4892 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間10分58秒127 飯塚 匠4846 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ

1時間10分58秒128 伊藤 健介5064 ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ

1時間11分00秒129 田中 友歩4948 ﾀﾅｶ ﾕｳﾎ

1時間11分01秒130 田尻 聡太郎5058 ﾀｼﾞﾘ ｿｳﾀﾛｳ

1時間11分01秒131 松尾　陽輝4806 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ

1時間11分02秒132 根本 夏生4977 ﾈﾓﾄ ﾅﾂｵ

1時間11分03秒133 鈴木 龍弥4926 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾔ

1時間11分03秒134 内山 雄貴4872 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ

1時間11分04秒135 濱崎 武雅4850 ﾊﾏｻﾞｷ ﾑｶﾞ

1時間11分12秒136 佐藤 怜5104 ｻﾄｳ ﾚｲ

1時間11分14秒137 齊藤 悠介5091 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ

1時間11分15秒138 新田 魁洲5008 ﾆｯﾀ ｶｲｼｭｳ

1時間11分18秒139 佐々木 雄平4945 ｻｻｷ ﾕｳﾍｲ

1時間11分27秒140 葛窪 千晴4933 ｸｽﾞｸﾎﾞ ﾁﾊ

1時間11分30秒141 宇野 議浩5024 ｳﾉ ﾉﾘﾋﾛ

1時間11分33秒142 増田 雄樹4956 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間11分34秒143 新井 龍20111 ｱﾗｲ ﾘｮｳ

1時間11分35秒144 市毛 大也4923 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾔ

1時間11分35秒145 平野 賢5017 ﾋﾗﾉ ｹﾝ

1時間11分38秒146 宮澤 賢太4877 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

1時間11分39秒147 長束 優輝20115 ﾅｶﾞﾂｶ ﾕｳｷ

1時間11分42秒148 加藤 淳司4961 ｶﾄｳ ｱﾂｼ

1時間11分44秒149 志村 史雄5021 ｼﾑﾗ ﾌﾐｵ

1時間11分45秒150 山田 泰生4837 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ
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1時間11分46秒151 生玉 顕5006 ｲｸﾀﾏ ｱｷﾗ

1時間11分48秒152 斎藤 健也4889 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾔ

1時間11分48秒153 小林 勝太5009 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ

1時間11分49秒154 高原 翼5055 ﾀｶﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ

1時間11分51秒155 蓮見 明久5000 ﾊｽﾐ ｱｷﾋｻ

1時間11分59秒156 枡本 裕真4853 ﾏｽﾓﾄ ﾕｳﾏ

1時間12分00秒157 武藤 有亮5002 ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ

1時間12分01秒158 上川 英一郎4975 ｶﾐｶﾜ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間12分02秒159 原田 恵伍5171 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ

1時間12分12秒160 高野 勇登5045 ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ

1時間12分15秒161 丸山 裕樹4986 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ

1時間12分17秒162 林 英明4954 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間12分19秒163 植松 裕基5062 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛｷ

1時間12分22秒164 安田 京介20118 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

1時間12分23秒165 大友 理貴5053 ｵｵﾄﾓ ﾘｷ

1時間12分24秒166 外池 翔太郎5020 ﾄｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間12分26秒167 高村 一樹5032 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

1時間12分27秒168 太田 智也4992 ｵｵﾀ ﾄﾓﾔ

1時間12分29秒169 宗石 和久4950 ﾑﾈｲｼ ｶｽﾞﾋｻ

1時間12分34秒170 大駒 宗帥喜5139 ｵｵｺﾏ ｶｽﾞｷ

1時間12分37秒171 小川 将弥20145 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

1時間12分40秒172 山本 晃之5010 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ

1時間12分41秒173 石河 正実5096 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾐ

1時間12分44秒174 浅井 創太4980 ｱｻｲ ｿｳﾀ

1時間12分48秒175 加藤 達大4895 ｶﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ

1時間12分49秒176 小川 勝也4898 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ

1時間12分50秒177 岩佐 快斗4820 ｲﾜｻ ｶｲﾄ

1時間12分51秒178 横坂 卓也4983 ﾖｺｻｶ ﾀｸﾔ

1時間12分51秒179 舩越 悠介9597 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｽｹ

1時間12分56秒180 永見 聡一朗4943 ﾅｶﾞﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間12分56秒181 麻田 悠馬4885 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ

1時間13分02秒182 福本　聖真4809 ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾏ

1時間13分06秒183 古賀 稔基5145 ｺｶﾞ ﾄｼｷ

1時間13分07秒184 川嶋 洋平4934 ｶﾜｼﾏ ﾖｳﾍｲ

1時間13分09秒185 吉村 仁志3015 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾄｼ

1時間13分11秒186 金澤 大輔5075 ｶﾈｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間13分13秒187 玉澤　良太32281 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

1時間13分14秒188 萩原 久也5061 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻﾔ

1時間13分16秒189 田島 祐介3016 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

1時間13分17秒190 手塚 知樹5022 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓｷ

1時間13分17秒191 高本 崇一郎20141 ﾀｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間13分18秒192 石井 琉聖4988 ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ

1時間13分20秒193 田中 幸二5082 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間13分20秒194 皆木 晴20117 ﾐﾅｷ ﾊﾙ

1時間13分21秒195 小松 由和20113 ｺﾏﾂ ﾖｼｶｽﾞ

1時間13分22秒196 上高原 充5080 ｶﾐﾀｶﾊﾗ ﾐﾂﾙ

1時間13分24秒197 矢島 和樹5153 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ

1時間13分24秒198 堀内 翔太4978 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ

1時間13分28秒199 湯村 天星20138 ﾕﾑﾗ ﾀｶﾄｼ

1時間13分30秒200 高澤 啓之4929 ﾀｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ
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ハーフマラソン男子　総合
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 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間13分30秒201 長田 公喜4953 ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ

1時間13分33秒202 清水 誠3013 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

1時間13分34秒203 池上 大輔5030 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ

1時間13分36秒204 一楽 信尚5079 ｲﾁﾗｸ ﾉﾌﾞﾋｻ

1時間13分37秒205 軽部 智4893 ｶﾙﾍﾞ ｻﾄｼ

1時間13分39秒206 前川 元気4947 ﾏｴｶﾜ ｹﾞﾝｷ

1時間13分39秒207 荒谷 義成5127 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ

1時間13分39秒208 絹山 誉紹4952 ｷﾇﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ

1時間13分41秒209 山崎 和行5014 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ

1時間13分41秒210 五十嵐 聡5337 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ

1時間13分41秒211 小板橋 大史20110 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ

1時間13分45秒212 藤代 大輝20128 ﾌｼﾞｼﾛ ﾀﾞｲｷ

1時間13分46秒213 菅野 辰也5036 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

1時間13分46秒214 新見 雅志5044 ﾆｲﾐ ﾏｻｼ

1時間13分48秒215 渡辺 祐矢5040 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

1時間13分50秒216 佐藤 幸夫3021 ｻﾄｳ ﾕｷｵ

1時間13分51秒217 河合 勇樹5056 ｶﾜｲ ﾕｳｷ

1時間13分53秒218 岩瀬 弘之4921 ｲﾜｾ ﾋﾛﾕｷ

1時間13分54秒219 高木 健太5154 ﾀｶｷ ｹﾝﾀ

1時間13分54秒220 伊藤 正隆4982 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ

1時間13分54秒221 永井 義之5110 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾕｷ

1時間13分55秒222 吉田 尚平5112 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間14分01秒223 石澤 卓也5088 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾔ

1時間14分02秒224 萩原 裕磨5004 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ

1時間14分02秒225 西片 優二5011 ﾆｼｶﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間14分03秒226 大久保 貴之20156 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間14分04秒227 武藤 真弘3031 ﾑﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

1時間14分04秒228 行本 尚史4857 ﾕｷﾓﾄ ﾋｻｼ

1時間14分06秒229 吉田 武志5155 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間14分06秒230 飯村 優介5060 ｲｲﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間14分09秒231 網谷 直紀5071 ｱﾐﾀﾆ ﾅｵｷ

1時間14分10秒232 矢岸 啓悟5158 ﾔｷﾞｼ ｹｲｺﾞ

1時間14分11秒233 阿部 靖3018 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ

1時間14分11秒234 丸山 俊紀4964 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼｷ

1時間14分12秒235 石井 洋平20143 ｲｼｲ ﾖｳﾍｲ

1時間14分12秒236 鈴木 利幸20211 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間14分13秒237 千田 俊輔5109 ｾﾝﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間14分15秒238 丸岡 真輝5092 ﾏﾙｵｶ ﾏｻｷ

1時間14分15秒239 鳥越 健吾5028 ﾄﾘｺﾞｴ ｹﾝｺﾞ

1時間14分16秒240 榊原 佑基20112 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｷ

1時間14分18秒241 横山　順一23304 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間14分19秒242 武川 幸史20171 ﾑｶﾜ ｺｳｼ

1時間14分19秒243 郷間 章5106 ｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ

1時間14分20秒244 伊豆倉 健城20148 ｲｽﾞｸﾗ ﾀｹｷ

1時間14分21秒245 船木 和成5205 ﾌﾅｷ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間14分21秒246 山田 健太郎20157 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間14分22秒247 eyeron7107 ｱｲﾛﾝ

1時間14分23秒248 渡辺 絢也5089 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間14分23秒249 前島 慶太5187 ﾏｴｼﾏ ｹｲﾀ

1時間14分23秒250 藤曲 夏樹3023 ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾅﾂｷ
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1時間14分23秒251 藤原 岳久3044 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹﾋｻ

1時間14分24秒252 工藤 康平20130 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

1時間14分28秒253 竹田 拓海5035 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間14分29秒254 及川 篤3052 ｵｲｶﾜ ｱﾂｼ

1時間14分29秒255 大野 瑛9027 ｵｵﾉ ｱｷﾗ

1時間14分31秒256 新田 寛二20190 ﾆｯﾀ ｶﾝｼﾞ

1時間14分33秒257 豊岳 雄大4963 ﾄﾖﾀｹ ｶﾂﾋﾛ

1時間14分34秒258 高橋 勇気5175 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

1時間14分35秒259 高見 瑞樹5179 ﾀｶﾐ ﾐｽﾞｷ

1時間14分36秒260 赤澤 省吾32285 ｱｶｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ

1時間14分38秒261 後藤 憲仁5115 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ

1時間14分43秒262 星 秀明21256 ﾎｼ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間14分44秒263 河野 誠3027 ｺｳﾉ ﾏｺﾄ

1時間14分46秒264 大橋 陽5108 ｵｵﾊｼ ﾖｳ

1時間14分47秒265 灰谷 知純5085 ﾊｲﾀﾆ ﾄﾓｽﾐ

1時間14分47秒266 坂本 達哉5034 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1時間14分49秒267 工藤 遼太郎5042 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間14分49秒268 森本 悠理5097 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾘ

1時間14分50秒269 杉田 大5152 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾙ

1時間14分50秒270 菊地 正治21251 ｷｸﾁ ｼｮｳｼﾞ

1時間14分52秒271 加瀬谷 拓4937 ｶｾﾔ ﾀｸ

1時間14分53秒272 宮腰 悠羽5128 ﾐﾔｺｼ ﾕｳ

1時間14分58秒273 吉田 秀諭4928 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ

1時間15分03秒274 高橋 英雄3037 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ

1時間15分03秒275 信原 邦啓3024 ﾉﾌﾞﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ

1時間15分04秒276 井上 真弥5098 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ

1時間15分06秒277 大滝 一夫3025 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｵ

1時間15分08秒278 斎藤 湧歩5031 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾎ

1時間15分10秒279 岡本 敏明5063 ｵｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ

1時間15分11秒280 半藤 昂5199 ﾊﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

1時間15分13秒281 山本 貴政21253 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ

1時間15分14秒282 浜名 哲也21257 ﾊﾏﾅ ﾃﾂﾔ

1時間15分15秒283 奥宮 俊祐32303 ｵｸﾉﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

1時間15分16秒284 妹尾 創太5083 ｾﾉｵ ｿｳﾀ

1時間15分18秒285 菊地 篤5087 ｷｸﾁ ｱﾂｼ

1時間15分18秒286 原田 和久4349 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ

1時間15分20秒287 山下　善幸9595 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾕｷ

1時間15分22秒288 藤枝 秀幸5015 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間15分23秒289 増嶋 祐樹5173 ﾏｽｼﾞﾏ ﾕｳｷ

1時間15分24秒290 渡辺 淳二5081 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間15分25秒291 小堀 光5130 ｺﾎﾞﾘ ﾋｶﾘ

1時間15分25秒292 田村 嘉浩5164 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

1時間15分26秒293 小林 大起20144 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間15分28秒294 打木 寛之5095 ｳﾁｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間15分28秒295 肥沼 宏樹5117 ｺｴﾇﾏ ﾋﾛｷ

1時間15分28秒296 広井 海人20107 ﾋﾛｲ ｶｲﾄ

1時間15分29秒297 島津 正孝4968 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間15分30秒298 岡北 慎司20114 ｵｶｷﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間15分32秒299 野村 茂行5101 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ

1時間15分33秒300 後藤 哲4973 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ
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1時間15分35秒301 松田 和磨5019 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

1時間15分36秒302 猿楽 武志21262 ｻﾙｶﾞｸ ﾀｹｼ

1時間15分37秒303 田中 角治5113 ﾀﾅｶ ｶｸﾊﾙ

1時間15分44秒304 後口 洋史3019 ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間15分45秒305 長 秀憲5195 ﾁｮｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間15分47秒306 吉澤 剛司5057 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ

1時間15分53秒307 吉田 直史5178 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ

1時間15分53秒308 萩原 重寿5039 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾄｼ

1時間15分53秒309 田井 慎一郎5070 ﾀｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間15分54秒310 伊藤 勇磨5165 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

1時間15分55秒311 副島 陽也20173 ｿｴｼﾞﾏ ﾊﾙﾔ

1時間15分59秒312 柳下 健太郎5190 ﾔｷﾞｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間16分01秒313 林 佑二5100 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ

1時間16分03秒314 鷲巣 雄一20154 ﾜｼﾉｽ ﾕｳｲﾁ

1時間16分04秒315 小西 亘3012 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ

1時間16分04秒316 小澤 昂平5051 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ

1時間16分04秒317 吉見 政悟5169 ﾖｼﾐ ｾｲｺﾞ

1時間16分05秒318 須田 正彦5050 ｽﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間16分06秒319 村川　雄一4965 ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ

1時間16分06秒320 柏井 太郎20116 ｶｼﾜｲ ﾀﾛｳ

1時間16分09秒321 渡邉 成隆4927 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾀｶ

1時間16分10秒322 飯田 隼人5116 ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1時間16分11秒323 大畑 亮介20149 ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ

1時間16分14秒324 古川 昌司20164 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｼ

1時間16分17秒325 佐藤 友飛4875 ｻﾄｳ ﾕｳﾋ

1時間16分19秒326 花澤 通孝5217 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾐﾁﾀｶ

1時間16分19秒327 佐々木 大輔5076 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間16分21秒328 櫻山 雄也20291 ｻｸﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ

1時間16分22秒329 本仁 善英21281 ﾓﾄﾆ ﾖｼﾋﾃﾞ

1時間16分23秒330 原 孝太朗4955 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ

1時間16分24秒331 若生 昇太5054 ﾜｺｳ ｼｮｳﾀ

1時間16分24秒332 藤塚 亮5204 ﾌｼﾞﾂｶ ﾘｮｳ

1時間16分24秒333 加藤 義裕5125 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

1時間16分25秒334 有田 健介5114 ｱﾘﾀ ｹﾝｽｹ

1時間16分25秒335 平井 慎吾5134 ﾋﾗｲ ｼﾝｺﾞ

1時間16分26秒336 長野 和生5072 ﾅｶﾞﾉ ｶｽﾞｷ

1時間16分27秒337 池内 雅裕32284 ｲｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間16分28秒338 中川 和将20167 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ

1時間16分28秒339 鈴木 裕也5094 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ

1時間16分30秒340 竹内 勇季5227 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

1時間16分31秒341 北川 誠晃5073 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

1時間16分32秒342 泉 朋行3050 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾕｷ

1時間16分33秒343 鳥居 恒太5150 ﾄﾘｲ ｺｳﾀ

1時間16分34秒344 本間 次郎5207 ﾎﾝﾏ ｼﾞﾛｳ

1時間16分34秒345 濱村 太一5078 ﾊﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ

1時間16分40秒346 桑原 大樹5132 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

1時間16分43秒347 国府 貴大5151 ｺｸﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間16分44秒348 古田 茂3061 ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾙ

1時間16分46秒349 住田 龍也3026 ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間16分46秒350 成田 圭佑5140 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ
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1時間16分46秒351 高橋 保幸3049 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ

1時間16分47秒352 城所 哲宏20181 ｷﾄﾞｺﾛ ﾃﾂﾋﾛ

1時間16分48秒353 金内 正5156 ｶﾈｳﾁ ﾀﾀﾞｼ

1時間16分52秒354 近江屋 拓5160 ｵｵﾐﾔ ﾀｸ

1時間16分52秒355 坂田 亮20250 ｻｶﾀ ﾘｮｳ

1時間16分54秒356 真鍋 一郎5246 ﾏﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間16分55秒357 神田 靖彦5240 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

1時間16分56秒358 大築 隆之5136 ｵｵﾂｷ ﾀｶﾕｷ

1時間16分56秒359 松本 勝治5215 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾊﾙ

1時間16分58秒360 大石 真裕5189 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間17分00秒361 坂本 直希5067 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間17分02秒362 佐々木 克20121 ｻｻｷ ｽｸﾞﾙ

1時間17分04秒363 阿部 祐樹20132 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

1時間17分04秒364 増田 翔5135 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳ

1時間17分05秒365 高橋 律雄3163 ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｵ

1時間17分05秒366 森 健也4906 ﾓﾘ ｹﾝﾔ

1時間17分06秒367 新井 瑛佑5221 ｱﾗｲ ｴｲｽｹ

1時間17分08秒368 高橋 良太20226 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

1時間17分09秒369 穴原 健5123 ｱﾅﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間17分12秒370 岸 哲也5325 ｷｼ ﾃﾂﾔ

1時間17分15秒371 林 正浩5142 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間17分18秒372 秋山 貫太5172 ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾀ

1時間17分20秒373 平塚 知成4969 ﾋﾗﾂｶ ﾄﾓｼｹﾞ

1時間17分20秒374 吉田 健吾5099 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

1時間17分21秒375 金久保 慧20127 ｶﾅｸﾎﾞ ｻﾄｼ

1時間17分21秒376 川口 翔平5124 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

1時間17分23秒377 佐藤 和仁3051 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間17分23秒378 高橋 寛行3045 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間17分23秒379 柏 智康5090 ｶｼﾜ ﾄﾓﾔｽ

1時間17分23秒380 渡邉 友希紘5102 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間17分24秒381 丸尾 擁平20146 ﾏﾙｵ ﾖｳﾍｲ

1時間17分25秒382 佐藤 圭太5170 ｻﾄｳ ｹｲﾀ

1時間17分28秒383 奥洞 雄也5166 ｵｸﾎﾞﾗ ﾕｳﾔ

1時間17分30秒384 中村 和寛5299 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間17分31秒385 高野 英二3095 ﾀｶﾉ ｴｲｼﾞ

1時間17分34秒386 浪川 智弘5288 ﾅﾐｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間17分36秒387 高瀬 快20123 ﾀｶｾ ｶｲ

1時間17分37秒388 井出 岳人20204 ｲﾃﾞ ｶﾞｸﾄ

1時間17分38秒389 矢野間 悟21273 ﾔﾉﾏ ｻﾄﾙ

1時間17分38秒390 相浦 勇人5261 ｱｲｳﾗ ﾊﾔﾄ

1時間17分40秒391 高野 良樹5157 ﾀｶﾉ ﾖｼｷ

1時間17分40秒392 杉山 佑介20264 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1時間17分41秒393 前嶋 裕治20169 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間17分41秒394 宮本 健矢4910 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾔ

1時間17分44秒395 芳澤 康太郎5191 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

1時間17分44秒396 野村 高弘3029 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間17分45秒397 高橋 航平5265 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ

1時間17分47秒398 門脇 健児21293 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ

1時間17分48秒399 熊谷 尚久20202 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾋｻ

1時間17分50秒400 井上 明弘4976 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間17分53秒401 高橋 豪一21279 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間17分54秒402 俵屋 義雄3159 ﾀﾜﾗﾔ ﾖｼｵ

1時間17分54秒403 関谷 卓也5182 ｾｷﾔ ﾀｸﾔ

1時間17分55秒404 浜田 尚輝20301 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間17分58秒405 上野 力3148 ｳｴﾉ ﾂﾄﾑ

1時間17分58秒406 稲田 旭斗5225 ｲﾅﾀﾞ ｱｷﾄ

1時間17分59秒407 佐野 繁5086 ｻﾉ ｼｹﾞﾙ

1時間18分00秒408 宮崎 栄一5133 ﾐﾔｻﾞｷ ｴｲｲﾁ

1時間18分00秒409 松井 清人3108 ﾏﾂｲ ｷﾖﾄ

1時間18分01秒410 国友 祐磨5120 ｸﾆﾄﾓ ﾕｳﾏ

1時間18分01秒411 山本 淳5196 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間18分02秒412 難波 友揮20126 ﾅﾝﾊﾞ ﾄﾓｷ

1時間18分03秒413 江嶋 康之20147 ｴｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ

1時間18分04秒414 菅原 伸明5234 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間18分05秒415 松永 健士5162 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｼ

1時間18分05秒416 小林 広量5209 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間18分06秒417 村上 寛之3076 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間18分06秒418 嶋岡 雄大5141 ｼﾏｵｶ ﾕｳﾀ

1時間18分08秒419 山崎 剛士3053 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ

1時間18分09秒420 谷口 和久3156 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ

1時間18分10秒421 松尾 真嗣3030 ﾏﾂｵ ｼﾝｼﾞ

1時間18分12秒422 郡司 真彦5012 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間18分15秒423 高橋 靖典5286 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ

1時間18分15秒424 原 和裕5281 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間18分16秒425 米津 健太20289 ﾖﾈﾂ ｹﾝﾀ

1時間18分16秒426 大西 文平5241 ｵｵﾆｼ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

1時間18分17秒427 三橋 和弘20192 ﾐﾂﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間18分19秒428 徳永 裕介20179 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ

1時間18分20秒429 伊藤 健一3043 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

1時間18分21秒430 天野 亜寅20274 ｱﾏﾉ ｱﾄﾗ

1時間18分22秒431 本長谷 好富3040 ﾓﾄﾊｾ ﾖｼﾄﾐ

1時間18分23秒432 星原 啓人20442 ﾎｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ

1時間18分26秒433 鈴木 衛3102 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ

1時間18分28秒434 中野 裕介3048 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ

1時間18分29秒435 岩橋 和彦5285 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ

1時間18分29秒436 石田 克成3047 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ

1時間18分30秒437 上野 翔悟20142 ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ

1時間18分32秒438 大友 圭介5213 ｵｵﾄﾓ ｹｲｽｹ

1時間18分32秒439 中西 悠5231 ﾅｶﾆｼ ﾄｵﾙ

1時間18分32秒440 山田 政俊5353 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄｼ

1時間18分33秒441 齋藤 弘朗5214 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1時間18分33秒442 小松 春信5163 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾉﾌﾞ

1時間18分34秒443 吉成 篤32286 ﾖｼﾅﾘ ｱﾂｼ

1時間18分34秒444 森本 善智5026 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾄﾓ

1時間18分35秒445 見原 哲哉20153 ﾐﾊﾗ ﾃﾂﾔ

1時間18分36秒446 中森 啓太4843 ﾅｶﾓﾘ ｹｲﾀ

1時間18分37秒447 渡邊 拓馬20129 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ

1時間18分38秒448 荻原 慶也20229 ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲﾔ

1時間18分38秒449 平田 明寛5161 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間18分39秒450 白井 隆政5202 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間18分40秒451 秋山 優20419 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾙ

1時間18分42秒452 那須 佑太20337 ﾅｽ ﾕｳﾀ

1時間18分42秒453 横尾 孔一郎23307 ﾖｺｵ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間18分43秒454 中野 光3091 ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ

1時間18分43秒455 田中 裕也3073 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

1時間18分45秒456 石倉 康範3185 ｲｼｸﾗ ﾔｽﾉﾘ

1時間18分46秒457 小野 拓蔵20213 ｵﾉ ﾀｸｿﾞｳ

1時間18分46秒458 我妻 総4911 ﾜｶﾞﾂﾏ ｻﾄｼ

1時間18分47秒459 島田 裕二3074 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間18分47秒460 鳥井 亮吾5298 ﾄﾘｲ ﾘｮｳｺﾞ

1時間18分48秒461 岩崎 太郎20187 ｲﾜｻｷ ﾀﾛｳ

1時間18分48秒462 岡本 哲馬20219 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾏ

1時間18分48秒463 矢崎 将一5194 ﾔｻﾞｷ ｼｮｳｲﾁ

1時間18分50秒464 関 直人20200 ｾｷ ﾅｵﾄ

1時間18分51秒465 木下 有一郎3130 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間18分52秒466 川口 大貴5181 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

1時間18分52秒467 葛本 貴史20283 ｸｽﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間18分52秒468 岡本 太郎20431 ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ

1時間18分52秒469 八木 雅久3117 ﾔｷﾞ ﾏｻﾋｻ

1時間18分53秒470 新井 雄斗5047 ｱﾗｲ ﾕｳﾄ

1時間18分53秒471 神林 知将20161 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ

1時間18分54秒472 高橋 篤史20184 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ

1時間18分57秒473 玉田 祐介5242 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間18分58秒474 成島 一輝5188 ﾅﾙｼﾏ ｶｽﾞｷ

1時間19分00秒475 高田 和義3083 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間19分02秒476 高橋 龍太20205 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ

1時間19分02秒477 菊地 孝夫20349 ｷｸﾁ ﾀｶｵ

1時間19分03秒478 冨川 継太20177 ﾄﾐｶﾜ ｹｲﾀ

1時間19分06秒479 徳重 卓史5105 ﾄｸｼｹﾞ ﾀｶｼ

1時間19分07秒480 山多 慶彦5344 ﾔﾏﾀ ﾖｼﾋｺ

1時間19分07秒481 渡辺 伸吾5084 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間19分08秒482 山中 章宣5147 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾉﾘ

1時間19分09秒483 久保 雅利20176 ｸﾎﾞ ﾏｻﾄｼ

1時間19分09秒484 塩川 忠徳20174 ｼｵｶﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ

1時間19分09秒485 多田 怜史20233 ﾀﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間19分11秒486 栗脇 生実20230 ｸﾘﾜｷ ｲｸﾐ

1時間19分12秒487 宮下 毅3034 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｼ

1時間19分14秒488 木村 大典3191 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間19分15秒489 大岡 稜5267 ｵｵｵｶ ﾘｮｳ

1時間19分16秒490 亀山 佐保22329 ｶﾒﾔﾏ ｻﾎ

1時間19分16秒491 古賀 宏志5277 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ

1時間19分17秒492 佐藤 懸4972 ｻﾄｳ ｹﾝ

1時間19分18秒493 宮西 淳3068 ﾐﾔﾆｼ ｼﾞｭﾝ

1時間19分21秒494 本山 佑磨5271 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾏ

1時間19分24秒495 芳村 淳5235 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間19分24秒496 大高 圭太5270 ｵｵﾀｶ ｹｲﾀ

1時間19分25秒497 橋本 一秋3135 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

1時間19分26秒498 藤田 剣20304 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ

1時間19分26秒499 池田 大助5122 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間19分27秒500 北村 裕3122 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間19分29秒501 鈴木 貴雄20322 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ

1時間19分29秒502 中野 航平20306 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ

1時間19分30秒503 駒場 貴裕22338 ｺﾏﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間19分30秒504 森下 浩20341 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ

1時間19分30秒505 神谷 賢3097 ｶﾐﾔ ｹﾝ

1時間19分32秒506 佐々木 雅典5330 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾘ

1時間19分34秒507 越取 雄策4993 ｺｼﾄﾘ ﾕｳｻｸ

1時間19分35秒508 寺田　修3078 ﾃﾗﾀﾞ ｵｻﾑ

1時間19分36秒509 大山 良樹20407 ｵｵﾔﾏ ﾖｼｷ

1時間19分36秒510 中野 喜文3042 ﾅｶﾉ ﾖｼﾌﾐ

1時間19分39秒511 廣瀬 量20191 ﾋﾛｾ ﾘｮｳ

1時間19分40秒512 宮田 弥5245 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ

1時間19分40秒513 日高 雄貴5343 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ

1時間19分45秒514 沼田 英之20253 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間19分45秒515 森 孝博5103 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ

1時間19分46秒516 山下 雅人4935 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ

1時間19分46秒517 上野 剛嗣3137 ｳｴﾉ ﾀｹｼ

1時間19分47秒518 山家 宏士3231 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾛｼ

1時間19分48秒519 柳澤 仁弥20238 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ

1時間19分49秒520 ＬｅＢｒａｓ Ｅｒｗａｎ3092 ﾙﾌﾞﾗｽ ｴﾙﾜﾝ

1時間19分50秒521 徳山 孝太郎5497 ﾄｸﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ

1時間19分51秒522 小山 清和32287 ｺﾔﾏ ｷﾖｶｽﾞ

1時間19分52秒523 村崎 克則20231 ﾑﾗｻｷ ｶﾂﾉﾘ

1時間19分52秒524 古波蔵 洋平20310 ｺﾊｸﾗ ﾖｳﾍｲ

1時間19分53秒525 鈴木 慶3103 ｽｽﾞｷ ｹｲ

1時間19分54秒526 森田 裕太郎5107 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾛｳ

1時間19分55秒527 小山 礼仁3075 ｺﾔﾏ ﾚｲｼﾞ

1時間19分55秒528 瀧澤 圭一郎20312 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間19分55秒529 川野 雅博3133 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間19分56秒530 坪地 宏嘉3099 ﾂﾎﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ

1時間19分59秒531 根本 貴弘3089 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間20分00秒532 馬越 貴洋5247 ｳﾏｺｼ ﾀｶﾋﾛ

1時間20分01秒533 笹田 哲文3151 ｻｻﾀﾞ ﾃﾂﾌﾐ

1時間20分01秒534 長坂 潤司21284 ﾅｶﾞｻｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間20分02秒535 八本 直季5336 ﾔﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間20分03秒536 木野内 健次郎21269 ｷﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間20分04秒537 柳田 靖20315 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾔｽｼ

1時間20分07秒538 向井 陸5185 ﾑｶｲ ﾘｸ

1時間20分10秒539 片山 真人3041 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾄ

1時間20分11秒540 後藤 公秀5254 ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾋﾃﾞ

1時間20分13秒541 佐々木 俊輔5255 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

1時間20分16秒542 小澤 弘明3067 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

1時間20分17秒543 中林 亮5259 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

1時間20分17秒544 塚野 満22002 ﾂｶﾉ ﾐﾂﾙ

1時間20分18秒545 本郷 孝知5208 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｶｱｷ

1時間20分18秒546 前原 雅樹5048 ﾏｴﾊﾗ ﾏｻｷ

1時間20分18秒547 坂本 拓己5238 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ

1時間20分19秒548 佐藤 健5239 ｻﾄｳ ｹﾝ

1時間20分22秒549 片桐 雄一郎20203 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間20分22秒550 河野 祐介5226 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ
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ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9
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1時間20分24秒551 有村 智成22340 ｱﾘﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ

1時間20分24秒552 橋口 勝利5455 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ

1時間20分26秒553 磯口 貴史20196 ｲｿｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ

1時間20分27秒554 玉田 健次5074 ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間20分29秒555 中村 雅20221 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間20分29秒556 作田 幸洋20218 ｻｸﾀ ﾕｷﾋﾛ

1時間20分32秒557 橘川 大地32288 ｷｯｶﾜ ﾀﾞｲﾁ

1時間20分33秒558 中山 知昭5174 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

1時間20分34秒559 小菅 雄太郎20228 ｺｽｹﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

1時間20分35秒560 小田切 俊人20195 ｵﾀｷﾞﾘ ﾄｼﾋﾄ

1時間20分35秒561 野島 雄太5250 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

1時間20分36秒562 坂東    篤3002 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ

1時間20分37秒563 柳沢 敬司3121 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲｼﾞ

1時間20分37秒564 友重 剛3107 ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｹｼ

1時間20分38秒565 坂本 唯真20324 ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾏ

1時間20分38秒566 奥村 哲生3183 ｵｸﾑﾗ ﾃﾂｵ

1時間20分40秒567 佐藤 浩士20168 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間20分40秒568 奥山 賢20183 ｵｸﾔﾏ ｹﾝ

1時間20分41秒569 長野 晋3181 ﾅｶﾞﾉ ｽｽﾑ

1時間20分43秒570 竹内 真3229 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ

1時間20分45秒571 栗原 英嗣21270 ｸﾘﾊﾗ ｴｲｼﾞ

1時間20分45秒572 外崎 博之22333 ﾄﾉｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間20分46秒573 善福 太一20209 ｾﾞﾝﾌﾟｸ ﾀｲﾁ

1時間20分46秒574 関口 奨20273 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳ

1時間20分46秒575 箱田 秀治3101 ﾊｺﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ

1時間20分46秒576 鳥海 一仁3118 ﾄﾘｳﾐ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間20分47秒577 今井 泰徳3195 ｲﾏｲ ﾔｽﾉﾘ

1時間20分48秒578 山本 和音20396 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄ

1時間20分50秒579 伊藤 駿20239 ｲﾄｳ ｼｭﾝ

1時間20分52秒580 大倉 裕史5296 ｵｵｸﾗ ﾋﾛｼ

1時間20分52秒581 上園 一知3193 ｳｴｿﾞﾉ ｶｽﾞﾄﾓ

1時間20分54秒582 北野 耕平3192 ｷﾀﾉ ｺｳﾍｲ

1時間20分55秒583 重松 健由3186 ｼｹﾞﾏﾂ ｹﾝﾕｳ

1時間20分56秒584 小西 宏明20355 ｺﾆｼ ﾋﾛｱｷ

1時間20分56秒585 志田 浩章5367 ｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間20分57秒586 尾張 純一20150 ｵﾜﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間20分58秒587 鈴木 光太郎5230 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

1時間20分59秒588 平出 健治3140 ﾋﾗｲﾃﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間20分59秒589 井関 純二21285 ｲｾｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間21分00秒590 古怒田 修3085 ｺﾇﾀ ｵｻﾑ

1時間21分00秒591 松田 文貴20240 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ

1時間21分00秒592 今井 純一5237 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間21分01秒593 井口 良20756 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ

1時間21分03秒594 稲井 雄哉20246 ｲﾅｲ ﾕｳﾔ

1時間21分04秒595 八巻 太郎20282 ﾔﾏｷ ﾀﾛｳ

1時間21分04秒596 永井 雅樹5212 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ

1時間21分10秒597 安田 訓裕3110 ﾔｽﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

1時間21分10秒598 喜多 秀至20275 ｷﾀ ｼｭｳｼﾞ

1時間21分11秒599 大塚 稔5059 ｵｵﾂｶ ﾐﾉﾙ

1時間21分12秒600 村山 昇平5375 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
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1時間21分12秒601 加賀美 淳21278 ｶｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ

1時間21分14秒602 松本 賢志郎11100 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ

1時間21分14秒603 春木 祥伸21282 ﾊﾙｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間21分14秒604 斉藤 芳典22346 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

1時間21分16秒605 源 倫幸20224 ﾐﾅﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ

1時間21分16秒606 吉川 蒼20321 ｷｯｶﾜ ｿｳ

1時間21分17秒607 金沢 雄一郎23211 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間21分17秒608 牛角 淳5284 ｺﾞｶｸ ｼﾞｭﾝ

1時間21分18秒609 竹崎 泰史3155 ﾀｹｻﾞｷ ﾔｽｼ

1時間21分18秒610 古市 哲也32302 ﾌﾙｲﾁ ﾃﾂﾔ

1時間21分18秒611 多田 善龍20344 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾀﾂ

1時間21分19秒612 平山 光典3022 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ

1時間21分19秒613 神木 紀之23513 ｶﾐｷ ﾉﾘﾕｷ

1時間21分20秒614 伊藤 孝義21250 ｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ

1時間21分20秒615 秦泉寺 大興3166 ｼﾞﾝｾﾞﾝｼﾞ ﾋﾛｵｷ

1時間21分21秒616 篠倉 智明5321 ｼﾉｸﾗ ﾄﾓｱｷ

1時間21分21秒617 大藤 駿哉5328 ｵｵﾌｼﾞ ｼｭﾝﾔ

1時間21分22秒618 島袋 雄一郎5177 ｼﾏﾀｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間21分24秒619 荒木 孝文5186 ｱﾗｷ ﾉﾘﾕｷ

1時間21分26秒620 太田 雅信3098 ｵｵﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間21分26秒621 新井 康之5252 ｱﾗｲ ﾔｽﾕｷ

1時間21分26秒622 中村 径22732 ﾅｶﾑﾗ ｹｲ

1時間21分27秒623 片山 等20170 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間21分28秒624 井上 浩5119 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ

1時間21分29秒625 高木 重人20245 ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾄ

1時間21分31秒626 久川 裕也20725 ﾋｻｶﾜ ﾕｳﾔ

1時間21分31秒627 橋本 健太郎3056 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間21分31秒628 真栄城 均3224 ﾏｴｼﾛ ﾋﾄｼ

1時間21分31秒629 高野 貴彦5220 ﾀｶﾉ ﾀｶﾋｺ

1時間21分32秒630 佐藤 弘3197 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間21分34秒631 平野 武5033 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ

1時間21分35秒632 中村 真20352 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

1時間21分37秒633 酒本 寛之5264 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間21分38秒634 山市 剛20223 ﾔﾏｲﾁ ﾂﾖｼ

1時間21分38秒635 松下　孝洋9021 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間21分40秒636 奥田 一平3184 ｵｸﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ

1時間21分40秒637 平川 太陽20350 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾔｽ

1時間21分43秒638 山口 亮太郎21276 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間21分45秒639 岸山 修22350 ｷｼﾔﾏ ｵｻﾑ

1時間21分45秒640 中原 祐介20232 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1時間21分45秒641 佐伯 孝志3350 ｻｴｷ ﾀｶｼ

1時間21分46秒642 丸山 敬樹23309 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ

1時間21分46秒643 梅谷 公哉20334 ｳﾒﾀﾆ ｷﾐﾔ

1時間21分47秒644 松浦 圭二20241 ﾏﾂｳﾗ ｹｲｼﾞ

1時間21分48秒645 寺西 利之3127 ﾃﾗﾆｼ ﾄｼﾕｷ

1時間21分49秒646 小高 潤3132 ｵﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝ

1時間21分49秒647 中野 雅明20332 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ

1時間21分50秒648 宇野 敏和3129 ｳﾉ ﾄｼｶｽﾞ

1時間21分51秒649 小林 幸夫5263 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ

1時間21分51秒650 田沢 康至20182 ﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ

Athlete-Tag by ACHIEVEMENT



- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間21分51秒651 田村 健太郎5310 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間21分52秒652 蟻塚 啓太20389 ｱﾘﾂﾞｶ ｹｲﾀ

1時間21分54秒653 高橋 良平5224 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ

1時間21分54秒654 神田 友和20180 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間21分54秒655 中村 賢次3039 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間21分55秒656 吉田 利幸5307 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間21分55秒657 松谷 祐輔20303 ﾏﾂﾀﾆ ﾕｳｽｹ

1時間21分56秒658 木村 康之5258 ｷﾑﾗ ﾔｽﾕｷ

1時間21分57秒659 大場 達也5335 ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ

1時間21分57秒660 桑野 博輔3057 ｸﾜﾉ ﾋﾛｽｹ

1時間21分57秒661 井出　富雄3007 ｲﾃﾞ ﾄﾐｵ

1時間21分58秒662 栗田 淳一3179 ｸﾘﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間21分59秒663 三竹 雅也5256 ﾐﾀｹ ﾏｻﾔ

1時間22分00秒664 喜多 芳久4936 ｷﾀ ﾖｼﾋｻ

1時間22分00秒665 岡嶋 智己20102 ｵｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ

1時間22分02秒666 田所 剛20405 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾂﾖｼ

1時間22分03秒667 福永 晃樹裕20311 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間22分04秒668 北川 祐作3274 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ

1時間22分05秒669 須藤 建5219 ｽﾄｳ ﾀﾂﾙ

1時間22分07秒670 宮田 昌一3248 ﾐﾔﾀ ｼｮｳｲﾁ

1時間22分08秒671 藤木 悠平5334 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ

1時間22分09秒672 佐藤 孝樹5046 ｻﾄｳ ﾀｶｷ

1時間22分10秒673 澤田 善信5232 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間22分10秒674 太田　英輝3143 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ

1時間22分11秒675 垣端 正樹3370 ｶｷﾊﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間22分11秒676 稲垣 督久3060 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｸﾋｻ

1時間22分12秒677 永井　宏明4812 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ

1時間22分12秒678 常見 昌朗22603 ﾂﾈﾐ ﾏｻｱｷ

1時間22分13秒679 橋本 隆正3106 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ

1時間22分15秒680 小林 啓一20375 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ

1時間22分16秒681 北川 立也20706 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾔ

1時間22分16秒682 菅 洋3233 ｶﾝ ﾋﾛｼ

1時間22分17秒683 新井 隆仁20244 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾄ

1時間22分17秒684 杉本 孝公5211 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾏｻ

1時間22分17秒685 野神 航一20316 ﾉｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ

1時間22分17秒686 渡辺 大輔3194 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間22分18秒687 広瀬 弘宣5292 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間22分18秒688 柳沢 春樹20160 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ

1時間22分18秒689 舟田 正芳3223 ﾌﾅﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間22分22秒690 井出 洋平20215 ｲﾃﾞ ﾖｳﾍｲ

1時間22分22秒691 坂出 竜弥5301 ｻｶﾃﾞ ﾘｭｳﾔ

1時間22分23秒692 金田 慎23199 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間22分23秒693 小松 靖史3142 ｺﾏﾂ ﾔｽｼ

1時間22分23秒694 尾崎 大吾20383 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ

1時間22分25秒695 照内 義明20259 ﾃﾙｳﾁ ﾖｼｱｷ

1時間22分25秒696 佐藤 大輔20327 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

1時間22分28秒697 井田 健一11046 ｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間22分29秒698 和田　耕一20318 ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間22分29秒699 森川 雅樹5290 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻｷ

1時間22分30秒700 齋藤 明2222 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ
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 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間22分31秒701 福山 昇20268 ﾌｸﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

1時間22分31秒702 河上 徹22336 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂ

1時間22分32秒703 乗松 良昌22341 ﾉﾘﾏﾂ ﾖｼﾏｻ

1時間22分32秒704 山中 達也3111 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾂﾔ

1時間22分32秒705 白濱 宏樹5003 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛｷ

1時間22分32秒706 増田 辰也11161 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間22分32秒707 西川 拓弥5183 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾔ

1時間22分34秒708 青木 茂22730 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ

1時間22分36秒709 丁野 克己20378 ﾁｮｳﾉ ｶﾂﾐ

1時間22分36秒710 浅田 英吾4919 ｱｻﾀﾞ ｴｲｺﾞ

1時間22分37秒711 星川 賢3175 ﾎｼｶﾜ ｻﾄｼ

1時間22分38秒712 小林 圭佑20178 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ

1時間22分39秒713 北野 健太郎3230 ｷﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間22分41秒714 小森 俊伸3180 ｺﾓﾘ ﾄｼﾉﾌﾞ

1時間22分42秒715 武田 哲治21296 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ

1時間22分42秒716 寺田 秀路2232 ﾃﾗﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間22分46秒717 福永 泰幸5180 ﾌｸﾅｶﾞ ﾔｽﾕｷ

1時間22分46秒718 鈴木 洋行2000 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間22分47秒719 光田 国広5300 ﾐﾂﾀ ｸﾆﾋﾛ

1時間22分47秒720 小泉 大輔20710 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ

1時間22分49秒721 阿部 哲也4941 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ

1時間22分50秒722 坂下 敏之20329 ｻｶｼﾀ ﾄｼﾕｷ

1時間22分50秒723 小堀 将史5311 ｺﾎﾘ ﾏｻｼ

1時間22分50秒724 奥村 寿之1464 ｵｸﾑﾗ ﾋｻﾕｷ

1時間22分51秒725 大久保 由紀夫20225 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷｵ

1時間22分53秒726 松本 玲磨3113 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾏ

1時間22分54秒727 牧野 渡21295 ﾏｷﾉ ﾜﾀﾙ

1時間22分54秒728 大橋 拳登11181 ｵｵﾊｼ ｹﾝﾄ

1時間22分55秒729 小杉 淳一24054 ｺｽｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間22分55秒730 佐伯 辰徳5362 ｻｴｷ ﾀﾂﾉﾘ

1時間22分56秒731 小長谷 友也21291 ｺﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾔ

1時間22分57秒732 籾山 勇次3189 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間22分57秒733 藤井 貴啓20201 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

1時間22分58秒734 境野 光昭20162 ｻｶｲﾉ ﾐﾂｱｷ

1時間22分59秒735 米山 修平5278 ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ

1時間23分00秒736 市橋 健20243 ｲﾁﾊｼ ﾀｹｼ

1時間23分02秒737 黒澤 遥介20255 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｽｹ

1時間23分03秒738 平山 崇20410 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間23分03秒739 東 充良5274 ｱｽﾞﾏ ﾐﾂﾖｼ

1時間23分03秒740 田中 毅3171 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ

1時間23分03秒741 静谷 智泰20313 ｼｽﾞﾔ ﾄﾓﾔｽ

1時間23分05秒742 谷田 茂5340 ﾀﾆﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間23分06秒743 田口 茂和3063 ﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞｶｽﾞ

1時間23分07秒744 高橋 正徳5386 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ

1時間23分07秒745 根岸 洋一郎22005 ﾈｷﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間23分07秒746 平田 将也20328 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾔ

1時間23分07秒747 金子 誠22325 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ

1時間23分08秒748 津川 隆史20320 ﾂｶﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間23分08秒749 葛西 未来5389 ｶｻｲ ﾐﾗｲ

1時間23分08秒750 島田 悟5131 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間23分10秒751 山崎 和義20356 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ

1時間23分10秒752 熊谷 修3236 ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ

1時間23分11秒753 北川 悟5206 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾄﾙ

1時間23分12秒754 ガリドディアス 大樹20287 ｶﾞﾘﾄﾞﾃﾞｨｱｽ ﾀｲｷ

1時間23分12秒755 磯野 公男21288 ｲｿﾉ ｷﾐｵ

1時間23分12秒756 村井 昂志5251 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ

1時間23分13秒757 荒井 賢治1802 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ

1時間23分13秒758 田中 真吾20206 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ

1時間23分13秒759 金子 実32304 ｶﾈｺ ﾐﾉﾙ

1時間23分14秒760 杉山 巧3069 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間23分15秒761 井島 守5369 ｲｼﾞﾏ ﾏﾓﾙ

1時間23分15秒762 菊地 重樹21298 ｷｸﾁ ｼｹﾞｷ

1時間23分17秒763 里中 英二22510 ｻﾄﾅｶ ｴｲｼﾞ

1時間23分17秒764 草薙 雄太3178 ｸｻﾅｷﾞ ﾕｳﾀ

1時間23分18秒765 大川　高輝3207 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ

1時間23分18秒766 菊地 和行5418 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾕｷ

1時間23分19秒767 坂田 尚彦3256 ｻｶﾀ ﾅｵﾋｺ

1時間23分19秒768 鶴 一磨3235 ﾂﾙ ｶｽﾞﾏ

1時間23分19秒769 郡司　岳人9587 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｹﾋﾄ

1時間23分20秒770 巖淵 京20217 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間23分21秒771 永田 一博5216 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間23分21秒772 美和　正道3365 ﾐﾜ ﾏｻﾐﾁ

1時間23分23秒773 内藤 兵磨20151 ﾅｲﾄｳ ﾋｮｳﾏ

1時間23分24秒774 冨田 道也23194 ﾄﾐﾀ ﾐﾁﾔ

1時間23分24秒775 古宮 聡2212 ｺﾐﾔ ｻﾄｼ

1時間23分25秒776 廣瀬 隆輔5283 ﾋﾛｾ ﾘｭｳｽｹ

1時間23分25秒777 早川 浩司23187 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間23分26秒778 井原 康孝3201 ｲﾊﾗ ﾔｽﾀｶ

1時間23分26秒779 津金 豊11199 ﾂｶﾞﾈ ﾕﾀｶ

1時間23分27秒780 秋山 充二郎3216 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂｼﾞﾛｳ

1時間23分28秒781 佐藤 慎二3212 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ

1時間23分29秒782 松本 真3202 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間23分29秒783 新井 輝海11209 ｱﾗｲ ﾃﾙｵﾐ

1時間23分30秒784 藤吉 亮輔20256 ﾌｼﾞﾖｼ ﾘｮｳｽｹ

1時間23分30秒785 奥村 幸治22335 ｵｸﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間23分31秒786 生越 寿彦3126 ｵｺﾞｾ ﾄｼﾋｺ

1時間23分31秒787 宅島 豊人3257 ﾀｸｼﾏ ﾄﾖﾋﾄ

1時間23分31秒788 長屋 博之3094 ﾅｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ

1時間23分32秒789 酒師 隆治3114 ｻｶｼ ﾘｭｳｼﾞ

1時間23分33秒790 関 優20293 ｾｷ ｽｸﾞﾙ

1時間23分33秒791 安藤 地平22604 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾍｲ

1時間23分34秒792 高橋　修身7967 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾐ

1時間23分35秒793 田中 秀章20252 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間23分40秒794 坂口　慎21244 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ

1時間23分40秒795 高橋 賢3072 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

1時間23分40秒796 新澤 英典3241 ｼﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間23分40秒797 中西 智雄22731 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｵ

1時間23分41秒798 松永 大佑20429 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間23分42秒799 野口 之男20395 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｵ

1時間23分43秒800 熊谷 充弘3330 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間23分44秒801 青嶋 和夫3173 ｱｵｼﾏ ｶｽﾞｵ

1時間23分44秒802 坂口 幸一5289 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

1時間23分45秒803 宝井 良輔20428 ﾀｶﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間23分45秒804 村中 共太郎23521 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ

1時間23分46秒805 林田 裕介20307 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間23分46秒806 大西 淳志5329 ｵｵﾆｼ ｱﾂｼ

1時間23分47秒807 齋藤 憲一22339 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

1時間23分48秒808 矢ケ部 章二3220 ﾔｶﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ

1時間23分48秒809 土本 優作5354 ﾂﾁﾓﾄ ﾕｳｻｸ

1時間23分48秒810 千葉 義弘22337 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間23分48秒811 粕川 洋司3324 ｶｽｶﾜ ﾖｳｼﾞ

1時間23分49秒812 小西 隆弘22334 ｺﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

1時間23分49秒813 関野 敏正3215 ｾｷﾉ ﾄｼﾏｻ

1時間23分51秒814 中村 誓志3058 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ

1時間23分52秒815 三枝　秀徳3003 ｻｲｸﾞｻ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間23分52秒816 西上 昌樹5401 ﾆｼｶﾞﾐ ﾏｻｷ

1時間23分53秒817 千葉 修平21252 ﾁﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間23分54秒818 中里 大介20207 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間23分55秒819 菅原 渉5339 ｽｶﾞﾜﾗ ﾜﾀﾙ

1時間23分55秒820 渡邊 陽介5357 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ

1時間23分57秒821 花枝 聡3321 ﾊﾅｴﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間23分57秒822 立岡 健太20714 ﾀﾂｵｶ ｹﾝﾀ

1時間23分57秒823 永井 大輔5363 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

1時間23分58秒824 北村 崚馬20175 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾏ

1時間23分58秒825 北川 浩之3244 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間23分58秒826 濱野 幸次郎3152 ﾊﾏﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間23分59秒827 安田 裕輔5398 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間24分00秒828 西山 広記22906 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｷ

1時間24分00秒829 小林 祐一20172 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ

1時間24分00秒830 塚田 周平20295 ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間24分00秒831 鹿児島 和宏22746 ｶｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間24分00秒832 中野 聡3259 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ

1時間24分02秒833 湯澤 雄一郎11076 ﾕｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間24分03秒834 岡田 琢磨3174 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ

1時間24分04秒835 佐伯 智3104 ｻｴｷ ｻﾄｼ

1時間24分04秒836 成田 元司3338 ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｼﾞ

1時間24分04秒837 葛西 響5397 ｶｻｲ ﾋﾋﾞｷ

1時間24分05秒838 古野 勝久20347 ﾌﾙﾉ ｶﾂﾋｻ

1時間24分06秒839 大坪 義明32289 ｵｵﾂﾎﾞ ﾖｼｱｷ

1時間24分07秒840 豊巻 剛20365 ﾄﾖﾏｷ ﾀｹｼ

1時間24分08秒841 栗山 盛行3320 ｸﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ

1時間24分08秒842 板倉 保市3208 ｲﾀｸﾗ ﾔｽｲﾁ

1時間24分08秒843 篠崎 公一3306 ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｲﾁ

1時間24分09秒844 檜垣 千尋22512 ﾋｶﾞｷ ﾁﾋﾛ

1時間24分09秒845 渡井 誠一22344 ﾜﾀｲ ｾｲｲﾁ

1時間24分10秒846 加藤 公一22741 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

1時間24分10秒847 永田 佳秀22345 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ

1時間24分10秒848 森安 利之3120 ﾓﾘﾔｽ ﾄｼﾕｷ

1時間24分11秒849 井川 辰朗5304 ｲｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ

1時間24分11秒850 鈴木 将夫3176 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間24分11秒851 山内 孝志5377 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｼ

1時間24分11秒852 田邊 大幸5400 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間24分12秒853 鈴木 瞬也20357 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ

1時間24分12秒854 田村 優明23228 ﾀﾑﾗ ﾏｻｱｷ

1時間24分13秒855 江頭 敏明5268 ｴｶﾞｼﾗ ﾄｼｱｷ

1時間24分14秒856 北爪 啓一11144 ｷﾀﾂﾞﾒ ｹｲｲﾁ

1時間24分15秒857 島田 佐智夫3204 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｵ

1時間24分16秒858 細田 操21272 ﾎｿﾀﾞ ﾐｻｵ

1時間24分16秒859 吉村 篤22513 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間24分16秒860 陣内 浩一3379 ｼﾞﾝﾅｲ ｺｳｲﾁ

1時間24分18秒861 尾方 優作5427 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ

1時間24分19秒862 佐藤 隆志3601 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

1時間24分21秒863 岡 浩二郎23204 ｵｶ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間24分22秒864 中島 隆幸23311 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ

1時間24分23秒865 飯田 竜也5408 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間24分24秒866 寺澤 敏行22739 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

1時間24分25秒867 野沢 剛23202 ﾉｻﾞﾜ ﾂﾖｼ

1時間24分25秒868 戸田 優輝5372 ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間24分25秒869 井上 恵輔20702 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ

1時間24分25秒870 堀内 浩司20254 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ

1時間24分26秒871 関谷 英樹3210 ｾｷﾔ ﾋﾃﾞｷ

1時間24分27秒872 栗原 恒3190 ｸﾘﾊﾗ ﾋｻｼ

1時間24分28秒873 木住野 善男23301 ｷｼﾉ ﾖｼｵ

1時間24分28秒874 平 征三朗20326 ﾀｲﾗ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

1時間24分28秒875 水越 勇也5295 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾔ

1時間24分31秒876 深瀬 雅文3009 ﾌｶｾ ﾏｻﾌﾐ

1時間24分31秒877 加納 学23203 ｶﾉｳ ｻﾄﾙ

1時間24分31秒878 菅野 渉5303 ｶﾝﾉ ﾜﾀﾙ

1時間24分32秒879 村山 晋22518 ﾑﾗﾔﾏ ｽｽﾑ

1時間24分33秒880 多田 将英22348 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間24分34秒881 高橋 勇揮20370 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

1時間24分35秒882 竹内　紀彦3390 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋｺ

1時間24分35秒883 高津　孝太郎9594 ﾀｶﾂ ｺｳﾀﾛｳ

1時間24分35秒884 菅原 勇司22904 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間24分36秒885 向 正道22727 ﾑｶｲ ﾏｻﾐﾁ

1時間24分36秒886 宮本 類20258 ﾐﾔﾓﾄ ﾙｲ

1時間24分37秒887 大和田 淳也20382 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間24分37秒888 白方　健一9588 ｼﾗｶﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間24分37秒889 下津 公敬5324 ｼﾓﾂ ﾋﾛﾀｶ

1時間24分38秒890 金子 昌央3081 ｶﾈｺ ﾏｻﾃﾙ

1時間24分38秒891 福田 宏之2705 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間24分38秒892 阿部 裕樹5385 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

1時間24分39秒893 佐藤 崇史20732 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ

1時間24分39秒894 片倉 尚人20437 ｶﾀｸﾗ ﾅｵﾄ

1時間24分40秒895 松藤 久5168 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋｻｼ

1時間24分40秒896 重村 庸介23218 ｼｹﾞﾑﾗ ﾖｳｽｹ

1時間24分42秒897 藤原 篤史20391 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ

1時間24分42秒898 小林 竜大5454 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾞｲ

1時間24分42秒899 吉田 直幸5384 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾕｷ

1時間24分42秒900 遠藤　滉太11002 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ

Athlete-Tag by ACHIEVEMENT



- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間24分43秒901 平原 渉太5280 ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾀ

1時間24分44秒902 長田 章秀3341 ｵｻﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ

1時間24分44秒903 浅田 智也5409 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓﾔ

1時間24分45秒904 平片 正憲3150 ﾋﾗｶﾀ ﾏｻﾉﾘ

1時間24分45秒905 馬場 建一20288 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間24分46秒906 工藤 毅3209 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｼ

1時間24分46秒907 銭 ヨウシュウ11053 ｾﾝ ﾖｳｼｭｳ

1時間24分47秒908 木屋村 守3059 ｷﾔﾑﾗ ﾏﾓﾙ

1時間24分47秒909 石田 延英20381 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

1時間24分48秒910 石田 賢5332 ｲｼﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間24分48秒911 保岡 昌彦22514 ﾔｽｵｶ ﾏｻﾋｺ

1時間24分48秒912 湯浅 英樹3125 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｷ

1時間24分48秒913 津久井 大輔11006 ﾂｸｲ ﾀﾞｲｽｹ

1時間24分48秒914 増田 貴之3269 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間24分49秒915 木室 英之22519 ｷﾑﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間24分50秒916 増井 桐郎3251 ﾏｽｲ ｷﾘｵ

1時間24分50秒917 持田 英治3253 ﾓﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ

1時間24分50秒918 早河 輝幸5380 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾙﾕｷ

1時間24分51秒919 川野輪 隆22742 ｶﾜﾉﾜ ﾀｶｼ

1時間24分51秒920 山田 聡一郎5420 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間24分52秒921 岡田 拓海20415 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間24分52秒922 鈴木 嘉明20384 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ

1時間24分53秒923 嶋田 耕士20199 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間24分53秒924 松丸 勇馬5382 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｳﾏ

1時間24分54秒925 間下 英一郎22520 ﾏｼﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間24分56秒926 古谷 俊治22747 ﾌﾙﾔ ﾄｼﾊﾙ

1時間24分56秒927 池 陽平20308 ｲｹ ﾖｳﾍｲ

1時間24分56秒928 寺島 岳20441 ﾃﾗｼﾏ ﾀｶｼ

1時間24分57秒929 高嶺 寛己20284 ﾀｶﾐﾈ ﾋﾛｷ

1時間24分57秒930 平野 雅士5374 ﾋﾗﾉ ﾏｻｼ

1時間24分57秒931 伊藤 英樹2206 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間24分59秒932 かぶら木 順一11013 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間24分59秒933 野尻 裕貴20269 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳｷ

1時間25分01秒934 儘田 光和2417 ﾏﾏﾀﾞ ﾐﾂｶｽﾞ

1時間25分03秒935 西詰 英敏23200 ﾆｼﾂﾞﾒ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間25分03秒936 国狭 亜輝臣22908 ｸﾆｻ ｱｷｵﾐ

1時間25分03秒937 林　諒9591 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ

1時間25分03秒938 石田 久貴5282 ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾀｶ

1時間25分04秒939 佐藤 忠男24053 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵ

1時間25分07秒940 折原 正明3105 ｵﾘﾊﾗ ﾏｻｱｷ

1時間25分07秒941 川原井 司3262 ｶﾜﾗｲ ﾂｶｻ

1時間25分08秒942 岩澤 恵史20404 ｲﾜｻﾜ ｹｲｼ

1時間25分09秒943 掛田 宏二22511 ｶｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間25分10秒944 小澤 智宏4869 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間25分11秒945 石田 真20418 ｲｼﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間25分11秒946 宮本 輝21263 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間25分11秒947 松田 裕行20425 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間25分12秒948 渡辺 昭啓3340 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間25分12秒949 内海 基2229 ｳﾁｳﾐ ﾓﾄｲ

1時間25分13秒950 栗原 裕太20386 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾀ
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1時間25分13秒951 河津 洋一22750 ｶﾜﾂﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間25分14秒952 木村 敏郎3481 ｷﾑﾗ ﾄｼﾛｳ

1時間25分16秒953 貝塚 京義20406 ｶｲﾂﾞｶ ｱﾂﾖｼ

1時間25分16秒954 渡邉 義広20317 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間25分17秒955 目黒 一行3284 ﾒｸﾞﾛ ｶｽﾞﾕｷ

1時間25分18秒956 上野 祥夫2321 ｳｴﾉ ﾖｼｵ

1時間25分19秒957 乙崎 健一2463 ｵﾄｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ

1時間25分19秒958 根守 英明20392 ﾈﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間25分20秒959 小林 直樹22349 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

1時間25分20秒960 貫見 優太5361 ﾇｸﾐ ﾕｳﾀ

1時間25分21秒961 中村 真一3213 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間25分21秒962 佐久間 大輔5293 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間25分21秒963 宇井 俊一21268 ｳｲ ｼｭﾝｲﾁ

1時間25分22秒964 中村 敏久5366 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｻ

1時間25分23秒965 浅野 朗宏3161 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ

1時間25分23秒966 牟田口 泰秀3221 ﾑﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ

1時間25分23秒967 戸田 良平11041 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

1時間25分27秒968 橋本 清弘2216 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾋﾛ

1時間25分27秒969 宮内 真一20422 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｲﾁ

1時間25分28秒970 林 俊宏11005 ﾊﾔｼ ﾄｼﾋﾛ

1時間25分28秒971 西澤 知典3232 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ

1時間25分28秒972 永井　豊3004 ﾅｶﾞｲ ﾕﾀｶ

1時間25分29秒973 小知和 勇希5379 ｺﾁﾜ ﾕｳｷ

1時間25分29秒974 中島 洋一2253 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間25分29秒975 狩谷 茂一20426 ｶﾘﾔ ｼｹﾞｶｽﾞ

1時間25分30秒976 嶋崎 博亮20358 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ

1時間25分31秒977 服部 浩典3136 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾉﾘ

1時間25分31秒978 鈴木 一也3286 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ

1時間25分31秒979 富澤 薫3188 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｵﾙ

1時間25分31秒980 齊藤 賢裕20740 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

1時間25分32秒981 生越 広行3214 ｵｺﾞｾ ﾋﾛﾕｷ

1時間25分33秒982 矢崎 祐司2263 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ

1時間25分33秒983 新井 良和3225 ｱﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ

1時間25分33秒984 本舘 信3275 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｺﾄ

1時間25分34秒985 和泉 雄也20750 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ

1時間25分35秒986 野口 純平20376 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間25分35秒987 汐月 健太郎23217 ｼｵﾂｷ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間25分37秒988 宮澤 一輝11062 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ

1時間25分37秒989 松田 将大20397 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間25分38秒990 奈良 仁克3226 ﾅﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間25分39秒991 谷尻 将史20359 ﾀﾆｼﾞﾘ ﾏｻｼ

1時間25分39秒992 坂部 達也5412 ｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ

1時間25分40秒993 清水 淳3336 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間25分40秒994 竹田 宏之3254 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間25分40秒995 橋村　直樹5273 ﾊｼﾑﾗ ﾅｵｷ

1時間25分41秒996 松原 健吾5272 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝｺﾞ

1時間25分42秒997 松浦 隆都20411 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間25分44秒998 堀川 翔悟5422 ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

1時間25分45秒999 庄田 真人3243 ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻﾄ

1時間25分45秒1000 松田 剛3293 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ
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1時間25分45秒1001 鈴木 一憲3100 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間25分47秒1002 森崎 竜二5458 ﾓﾘｻｷ ﾘｭｳｼﾞ

1時間25分47秒1003 小島 洋平20345 ｺｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ

1時間25分48秒1004 戸根木 大輔11014 ﾄﾈｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間25分48秒1005 元垣内 隆史3518 ﾓﾄｶﾞｲﾄ ﾀｶｼ

1時間25分48秒1006 金田 知久20439 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ

1時間25分49秒1007 橘 良祐5368 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳｽｹ

1時間25分49秒1008 深澤 健一5308 ﾌｶｻﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間25分50秒1009 小松 遼太郎11412 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間25分52秒1010 石塚 貴則20135 ｲｼﾂﾞｶ ﾖｼﾉﾘ

1時間25分52秒1011 中町 昭人22326 ﾅｶﾏﾁ ｱｷﾋﾄ

1時間25分52秒1012 平野 佳紀23206 ﾋﾗﾉ ﾖｼｷ

1時間25分53秒1013 明田 圭一郎5356 ｱｹﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間25分53秒1014 宇野 庄太郎11130 ｳﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間25分54秒1015 百武 大希20348 ﾋｬｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ

1時間25分54秒1016 梶原 豊3227 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕﾀｶ

1時間25分56秒1017 池谷 桂一5269 ｲｹﾔ ｹｲｲﾁ

1時間25分57秒1018 浜田 和樹5316 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間25分57秒1019 永瀬 譲二3170 ﾅｶﾞｾ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間25分57秒1020 風間 健範5121 ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ

1時間25分58秒1021 蓮見 裕介20371 ﾊｽﾐ ﾕｳｽｹ

1時間25分58秒1022 入山 育司5429 ｲﾘﾔﾏ ﾔｽｼ

1時間25分59秒1023 大湯 忠彦3115 ｵｵﾕ ﾀﾀﾞﾋｺ

1時間25分59秒1024 山崎 恵介11162 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ

1時間25分59秒1025 金子 高志22915 ｶﾈｺ ﾀｶｼ

1時間26分01秒1026 山田 真治3384 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間26分03秒1027 小池 雄一郎20745 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間26分04秒1028 永田 光雄20420 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ

1時間26分05秒1029 横溝 輝人22907 ﾖｺﾐｿﾞ ﾃﾙﾋﾄ

1時間26分05秒1030 松田 好弘5381 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間26分05秒1031 遠藤 崇夫11001 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ

1時間26分07秒1032 山部 英行3268 ﾔﾏﾍﾞ ｴｲｺｳ

1時間26分08秒1033 橋本 卓磨20704 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

1時間26分08秒1034 小栗 啓志2204 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｼ

1時間26分09秒1035 村上 晃央20338 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾙｵ

1時間26分10秒1036 梅本 祥弘5253 ｳﾒﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間26分11秒1037 小島 和之22508 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ

1時間26分11秒1038 佐々木 亮司3265 ｻｻｷ ﾘｮｳｼﾞ

1時間26分11秒1039 会田 真22515 ｱｲﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間26分11秒1040 澤田 悠5431 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳ

1時間26分11秒1041 茂木 敏史20436 ﾓﾃｷ ｻﾄｼ

1時間26分12秒1042 大塚 秀人23222 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ

1時間26分12秒1043 北條 雄輔5371 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ

1時間26分13秒1044 星野　和昭20101 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｱｷ

1時間26分13秒1045 松浦 義貴20729 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ

1時間26分14秒1046 畠山 康平5351 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾍｲ

1時間26分14秒1047 秋山 滉樹20299 ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ

1時間26分16秒1048 堀 洋一3354 ﾎﾘ ﾖｳｲﾁ

1時間26分17秒1049 久保川 繁樹2448 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｹﾞｷ

1時間26分17秒1050 鵜瀬 和秀20385 ｳｾ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
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1時間26分18秒1051 中村 覚5402 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間26分18秒1052 小田中 隆二3437 ｵﾀﾞﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ

1時間26分18秒1053 井合 公義11068 ｲｱｲ ｷﾐﾖｼ

1時間26分19秒1054 矢島 秀悟5223 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間26分19秒1055 松原 徹5360 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ

1時間26分20秒1056 岡本 武宏3525 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ

1時間26分20秒1057 関井 草太11009 ｾｷｲ ｿｳﾀ

1時間26分22秒1058 古川 竜之介20707 ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

1時間26分22秒1059 石塚 泰啓2268 ｲｼﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間26分22秒1060 豊嶋 聡23213 ﾄﾖｼﾏ ｻﾄﾙ

1時間26分23秒1061 小山 征弘3011 ｵﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間26分23秒1062 廣瀬 健太郎20719 ﾋﾛｾ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間26分23秒1063 池亀 康彦2681 ｲｹｶﾞﾒ ﾔｽﾋｺ

1時間26分24秒1064 岩間 涼20716 ｲﾜﾏ ﾘｮｳ

1時間26分24秒1065 津田 寛司3196 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間26分24秒1066 伊藤 一規11035 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

1時間26分24秒1067 大場 孝志5405 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ

1時間26分26秒1068 鈴木 新5197 ｽｽﾞｷ ｼﾝ

1時間26分26秒1069 正木 圭11222 ﾏｻｷ ｹｲ

1時間26分26秒1070 柳崎 正徳9028 ﾔﾅｷﾞｻｷ ﾏｻﾉﾘ

1時間26分28秒1071 石井 周二3141 ｲｼｲ ｼｭｳｼﾞ

1時間26分28秒1072 三沢 秀樹3273 ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞｷ

1時間26分28秒1073 渡部 晃彦3479 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ

1時間26分29秒1074 片桐 駿介20433 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭﾝｽｹ

1時間26分30秒1075 中村　凌11208 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

1時間26分30秒1076 前田 將太郎11021 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間26分31秒1077 野村 洋一5069 ﾉﾑﾗ ﾖｳｲﾁ

1時間26分31秒1078 保坂 隆3371 ﾎｻｶ ﾀｶｼ

1時間26分32秒1079 山本　要6102 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾒ

1時間26分32秒1080 長谷川 将人20361 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

1時間26分32秒1081 溝口 哲22911 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻﾄﾙ

1時間26分33秒1082 長谷川 哲也3308 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

1時間26分33秒1083 近藤　貴宏21243 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ

1時間26分33秒1084 岡田 健太郎20746 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間26分35秒1085 三島 一23182 ﾐｼﾏ ﾊｼﾞﾒ

1時間26分36秒1086 川口 晋平20735 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間26分36秒1087 西村 憲太郎12004 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間26分37秒1088 増永 康行23315 ﾏｽﾅｶﾞ ﾔｽﾕｷ

1時間26分37秒1089 野村 知毅3242 ﾉﾑﾗ ﾄﾓｷ

1時間26分39秒1090 伊藤 岳11029 ｲﾄｳ ｶﾞｸ

1時間26分40秒1091 山田 義丈11003 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｹ

1時間26分41秒1092 中薗    茂樹21245 ﾅｶｿﾞﾉ ｼｹﾞｷ

1時間26分43秒1093 井上 雄太11243 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ

1時間26分43秒1094 池田 千代和20364 ｲｹﾀﾞ ﾁﾖｶｽﾞ

1時間26分43秒1095 草野 翔吾20166 ｸｻﾉ ｼｮｳｺﾞ

1時間26分44秒1096 櫻山 雄大11065 ｻｸﾗﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

1時間26分45秒1097 齋藤 雅英20712 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間26分45秒1098 國本 真司2258 ｸﾆﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間26分45秒1099 船山 洋祐20751 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｳｽｹ

1時間26分48秒1100 木村 正顯3317 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ
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1時間26分48秒1101 福永 良治22507 ﾖｼﾊﾙ ﾌｸﾅｶﾞ

1時間26分48秒1102 吉野 弘23190 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ

1時間26分50秒1103 佐々木 克之3351 ｻｻｷ ｶﾂﾕｷ

1時間26分50秒1104 瀧川 順3312 ﾀｷｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

1時間26分51秒1105 野口 寛之5449 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間26分51秒1106 齊藤 友彦3557 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋｺ

1時間26分52秒1107 小島 忠5433 ｺｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ

1時間26分52秒1108 河野 友哉20292 ｺｳﾉ ﾄﾓﾔ

1時間26分53秒1109 井形 繁雄3263 ｲｶﾞﾀ ｼｹﾞｵ

1時間26分54秒1110 鈴木 達矢2247 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

1時間26分54秒1111 佐藤 朋哉23216 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

1時間26分54秒1112 河内 淳平2516 ｶﾜｳﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間26分55秒1113 中川 聡3153 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

1時間26分56秒1114 大江 俊博5338 ｵｵｴ ﾄｼﾋﾛ

1時間26分57秒1115 星 敬3519 ﾎｼ ｹｲ

1時間26分58秒1116 鈴木 貴之20711 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

1時間26分58秒1117 白戸　太朗9592 ｼﾗﾄ ﾀﾛｳ

1時間26分58秒1118 比田井 貴之22740 ﾋﾀﾞｲ ﾀｶﾕｷ

1時間26分59秒1119 竹 裕太郎20705 ﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ

1時間27分00秒1120 児玉 明知11224 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾄﾓ

1時間27分01秒1121 川合 治功20709 ｶﾜｲ ﾊﾙﾖｼ

1時間27分02秒1122 水谷 祐治20726 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｼﾞ

1時間27分04秒1123 三好 健治1917 ﾐﾖｼ ｹﾝｼﾞ

1時間27分05秒1124 長坂 浩樹20423 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ

1時間27分06秒1125 有賀 圭一3270 ｱﾘｶﾞ ｹｲｲﾁ

1時間27分06秒1126 藤田 真幸11032 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間27分07秒1127 中村 則彦2430 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ

1時間27分08秒1128 広瀬 和也5383 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾔ

1時間27分08秒1129 立川 京市23229 ﾀﾁｶﾜ ｷｮｳｲﾁ

1時間27分08秒1130 岡崎 修一5466 ｵｶｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ

1時間27分09秒1131 伊藤 大史3164 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

1時間27分09秒1132 岡田　力23314 ｵｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ

1時間27分11秒1133 鈴木 秀男2249 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ

1時間27分12秒1134 中野 拓3355 ﾅｶﾉ ﾀｸ

1時間27分12秒1135 金澤 幸一3234 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ

1時間27分13秒1136 南 良典3134 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾉﾘ

1時間27分13秒1137 山田 俊介11251 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間27分13秒1138 阿久澤　隆23306 ｱｸｻﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間27分14秒1139 土井 洋二20434 ﾄﾞｲ ﾖｳｼﾞ

1時間27分15秒1140 勢力 翔太20728 ｾｲﾘｷ ｼｮｳﾀ

1時間27分16秒1141 山田 明憲5410 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ

1時間27分16秒1142 石田 勇人5445 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1時間27分17秒1143 佐藤 純平11101 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間27分17秒1144 羽川 英一5049 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ

1時間27分18秒1145 佐藤 伸哉20336 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間27分18秒1146 安田 昌泰3217 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間27分20秒1147 吉川 利道2257 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾐﾁ

1時間27分20秒1148 浅見 大紀20421 ｱｻﾞﾐ ﾋﾛｷ

1時間27分21秒1149 布川 将之5428 ﾌｶﾜ ﾏｻﾕｷ

1時間27分21秒1150 竹田 隆夫3147 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｵ
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1時間27分22秒1151 堤 俊行22327 ﾂﾂﾐ ﾄｼﾕｷ

1時間27分22秒1152 山本 一輝11601 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｷ

1時間27分23秒1153 藤井 教之3292 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾕｷ

1時間27分23秒1154 丹内 禎史11108 ﾀﾝﾅｲ ﾖｼﾌﾐ

1時間27分24秒1155 宮尾 裕二2548 ﾐﾔｵ ﾕｳｼﾞ

1時間27分25秒1156 棚田 徹5417 ﾀﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間27分27秒1157 北 寿一3177 ｷﾀ ﾄｼｶｽﾞ

1時間27分28秒1158 磯崎 崇2663 ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間27分29秒1159 岩瀬 豪3252 ｲﾜｾ ｺﾞｳ

1時間27分29秒1160 澤山 進20260 ｻﾜﾔﾏ ｽｽﾑ

1時間27分30秒1161 佐藤 陽介20408 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

1時間27分32秒1162 越智 繁樹11093 ｵﾁ ｼｹﾞｷ

1時間27分32秒1163 水村 浩一21266 ﾐｽﾞﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間27分33秒1164 名取 卓哉22330 ﾅﾄﾘ ﾀｸﾔ

1時間27分33秒1165 竹田 英司2439 ﾀｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ

1時間27分33秒1166 中桐 慧20432 ﾅｶｷﾞﾘ ｹｲ

1時間27分34秒1167 大久保 健3326 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝ

1時間27分35秒1168 福永 真也11342 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾝﾔ

1時間27分36秒1169 村上 時弘3281 ﾑﾗｶﾐ ﾄｷﾋﾛ

1時間27分36秒1170 岩切 信泰3138 ｲﾜｷﾘ ﾉﾌﾞﾔｽ

1時間27分37秒1171 渡邉 聖吾5322 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間27分37秒1172 富岡 聡文22328 ﾄﾐｵｶ ｻﾄﾌﾐ

1時間27分37秒1173 前山 雄弘20414 ﾏｴﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間27分39秒1174 平沼 繁行2359 ﾋﾗﾇﾏ ｼｹﾞﾕｷ

1時間27分40秒1175 篠田 和彦3417 ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1時間27分40秒1176 元木 克幸3515 ﾓﾄｷ ｶﾂﾕｷ

1時間27分41秒1177 大森 陽生5201 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ

1時間27分41秒1178 和久 諭22331 ﾜｸ ｻﾄｼ

1時間27分42秒1179 熊木 敏3398 ｸﾏｷ ｻﾄｼ

1時間27分42秒1180 高橋 功児20374 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間27分42秒1181 内堀 拡11018 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾋﾛﾑ

1時間27分42秒1182 福田 徹21283 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間27分43秒1183 中島 圭一5138 ﾅｶｼﾏ ｹｲｲﾁ

1時間27分43秒1184 勝原 直樹22517 ｶﾂﾊﾗ ﾅｵｷ

1時間27分44秒1185 谷川 史雄11283 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾌﾐｵ

1時間27分45秒1186 松山 文人21249 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾄ

1時間27分45秒1187 高橋 立志22743 ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｼ

1時間27分46秒1188 稲木 正宏23186 ｲﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間27分46秒1189 安部 康2278 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ

1時間27分46秒1190 明石 征大3146 ｱｶｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間27分46秒1191 藪下 顕史3304 ﾔﾌﾞｼﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間27分47秒1192 原田 慎一20403 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間27分47秒1193 宮口 穂高20227 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ

1時間27分47秒1194 山本 大二朗5315 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

1時間27分48秒1195 島田 進司3402 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間27分48秒1196 安田 大輔2214 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間27分49秒1197 稲垣 光剛11040 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾀｶ

1時間27分50秒1198 川上 徹之輔3376 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾉｽｹ

1時間27分50秒1199 三澤 誠2481 ﾐｻﾞﾜ ﾏｺﾄ

1時間27分52秒1200 高野 修司22734 ﾀｶﾉ ｼｭｳｼﾞ
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1時間27分52秒1201 長南 拓20360 ﾁｮｳﾅﾝ ﾀｸ

1時間27分52秒1202 堤 威史20368 ﾂﾂﾐ ﾀｹｼ

1時間27分53秒1203 大森 和幸5463 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ

1時間27分54秒1204 鈴木 俊之11117 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間27分54秒1205 沖 健吏20717 ｵｷ ﾀｹｼ

1時間27分55秒1206 山名 一彰22509 ﾔﾏﾅ ｶｽﾞｱｷ

1時間27分55秒1207 野村 佳範3363 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

1時間27分55秒1208 高橋 誠23308 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

1時間27分56秒1209 中村 利峰3062 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾐﾈ

1時間27分56秒1210 天笠　伸行3006 ｱﾏｶｻ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間27分56秒1211 川本 晃義3160 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾖｼ

1時間27分56秒1212 有村 正隆3323 ｱﾘﾑﾗ ﾏｻﾀｶ

1時間27分57秒1213 鈴木 啓市3238 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ

1時間27分57秒1214 安達 好彦3303 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋｺ

1時間27分58秒1215 片桐 暁文20330 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｷﾌﾐ

1時間27分58秒1216 竹本 晋一2261 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

1時間27分59秒1217 鈴木 俊祐22737 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

1時間27分59秒1218 中村 和宏3454 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間28分00秒1219 坂口 裕紀5275 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

1時間28分02秒1220 青木 文伸22726 ｱｵｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

1時間28分02秒1221 鵜沼 巧11078 ｳﾇﾏ ﾀｸﾐ

1時間28分03秒1222 松下 良32306 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ

1時間28分04秒1223 黒河 鋭輔3318 ｸﾛｶﾜ ｴｲｽｹ

1時間28分04秒1224 下村 舜20363 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾄｼ

1時間28分04秒1225 高田 文洋2311 ﾀｶﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ

1時間28分06秒1226 山野 悠5451 ﾔﾏﾉ ﾕｳ

1時間28分07秒1227 角田 賢紀3425 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

1時間28分07秒1228 清水 恒芳3529 ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾖｼ

1時間28分07秒1229 岩崎 俊介11180 ｲﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ

1時間28分07秒1230 滝澤 圭一郎23209 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間28分09秒1231 加島　長八6107 ｶｼﾏ ﾁｮｳﾊﾁ

1時間28分10秒1232 高田 幸典3246 ﾀｶﾀ ﾕｷﾉﾘ

1時間28分10秒1233 北森 芳徳20752 ｷﾀﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ

1時間28分10秒1234 中山 普義2517 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷﾞ

1時間28分11秒1235 根本 歩21299 ﾈﾓﾄ ｱﾕﾑ

1時間28分11秒1236 中村 宏一3796 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間28分12秒1237 林 洋平20247 ﾊﾔｼ ﾖｳﾍｲ

1時間28分12秒1238 吉武 満之2555 ﾖｼﾀｹ ﾐﾂﾕｷ

1時間28分13秒1239 山口 亮生20401 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ

1時間28分13秒1240 清水 良紀3362 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ

1時間28分13秒1241 清水 一希20236 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ

1時間28分14秒1242 高須 進一3495 ﾀｶｽ ｼﾝｲﾁ

1時間28分14秒1243 佐藤 徳憲22602 ｻﾄｳ ﾄｸﾉﾘ

1時間28分15秒1244 武部 雄一20333 ﾀｹﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間28分15秒1245 池田 篤彦2240 ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾋｺ

1時間28分16秒1246 山田 貴之3228 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間28分16秒1247 月岡 崇3278 ﾂｷｵｶ ﾀｶｼ

1時間28分17秒1248 小池 悠貴11004 ｺｲｹ ﾕｳｷ

1時間28分17秒1249 高山 洋一20739 ﾀｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間28分18秒1250 井上 宜久3374 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｻ
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1時間28分19秒1251 大塚 高樹3219 ｵｵﾂｶ ﾀｶｷ

1時間28分19秒1252 林　幹人9596 ﾊﾔｼ ﾐｷﾄ

1時間28分19秒1253 高橋 威士21259 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ

1時間28分20秒1254 山口 智裕3331 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ

1時間28分20秒1255 石井 利之3435 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ

1時間28分20秒1256 畑中 高広23192 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間28分21秒1257 井戸根　裕之23316 ｲﾄﾞﾈ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分21秒1258 中村 春彦11177 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ

1時間28分23秒1259 松崎 雅春5395 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾊﾙ

1時間28分23秒1260 穂谷野 智2211 ﾎﾔﾉ ｻﾄｼ

1時間28分24秒1261 林 智史3240 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ

1時間28分25秒1262 西田 淳一5243 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間28分25秒1263 馬場 敏2483 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾄｼ

1時間28分25秒1264 秋元 秀介2327 ｱｷﾓﾄ ｼｭｳｽｹ

1時間28分26秒1265 吉野 匠5424 ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ

1時間28分26秒1266 関根 秀明20708 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間28分26秒1267 大熊 賢司2230 ｵｵｸﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間28分26秒1268 萩元 章次2491 ﾊｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

1時間28分26秒1269 伊藤 真和2362 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ

1時間28分27秒1270 大鐘 淳平11238 ｵｵｶﾞﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間28分28秒1271 原田 潤2542 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間28分28秒1272 関端 進2377 ｾｷﾊﾀ ｽｽﾑ

1時間28分28秒1273 長尾 大喜5373 ﾅｶﾞｵ ﾀﾞｲｷ

1時間28分28秒1274 和田 直也11249 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ

1時間28分30秒1275 北村 修造3123 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｿﾞｳ

1時間28分32秒1276 龍野 貴光3335 ﾘｭｳﾉ ﾀｶﾐﾂ

1時間28分32秒1277 中田 正成3327 ﾅｶﾀ ﾏｻﾅﾘ

1時間28分34秒1278 山内 久3339 ﾔﾏｳﾁ ﾋｻｼ

1時間28分34秒1279 中村 直博20703 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

1時間28分35秒1280 山口 幸博22343 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ

1時間28分36秒1281 木村 哲11060 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間28分36秒1282 佐竹 啓明3046 ｻﾀｹ ﾋﾛｱｷ

1時間28分36秒1283 指山 浩志3393 ｻｼﾔﾏ ﾋﾛｼ

1時間28分37秒1284 佐々木 卓郎3342 ｻｻｷ ﾀｸﾛｳ

1時間28分37秒1285 岸 博之3311 ｷｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分38秒1286 高際 晃2384 ﾀｶｷﾞﾜ ｱｷﾗ

1時間28分39秒1287 木村 正樹3200 ｷﾑﾗ ﾏｻｷ

1時間28分39秒1288 川中 和幸2224 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ

1時間28分40秒1289 中嶋 智史3361 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ

1時間28分40秒1290 神宮寺 龍一2360 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾘｭｳｲﾁ

1時間28分40秒1291 山田 泰三3245 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ

1時間28分41秒1292 関 修行5391 ｾｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間28分41秒1293 北浜 秀則3385 ｷﾀﾊﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間28分41秒1294 程 近文3475 ﾎﾄﾞ ﾁｶﾌﾐ

1時間28分42秒1295 山田 高広3467 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間28分43秒1296 佐原 賢司5473 ｻﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間28分43秒1297 山田 安秀3501 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ

1時間28分43秒1298 ウェスト ティム11360 ｳｪｽﾄ ﾃｨﾑ

1時間28分43秒1299 山中 哲二3409 ﾔﾏﾅｶ ﾃﾂｼﾞ

1時間28分45秒1300 藤木 研治2513 ﾌｼﾞｷ ｹﾝｼﾞ

Athlete-Tag by ACHIEVEMENT



- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9
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1時間28分46秒1301 柴田 慎一郎11023 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間28分46秒1302 田代 友樹11141 ﾀｼﾛ ﾕｳｷ

1時間28分47秒1303 和泉 真輝2205 ｲｽﾞﾐ ﾏｷ

1時間28分48秒1304 小田原 亮治3346 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ

1時間28分49秒1305 西 理広32305 ﾆｼ ﾐﾁﾋﾛ

1時間28分50秒1306 小山 智弘20340 ｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

1時間28分50秒1307 池田 亘5444 ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ

1時間28分51秒1308 湯澤 優登11634 ﾕｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

1時間28分52秒1309 佐々木 雅幸2462 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ

1時間28分52秒1310 曽根 大樹23196 ｿﾈ ﾀｲｷ

1時間28分52秒1311 星宮 一木5352 ﾎｼﾐﾔ ｶｽﾞｷ

1時間28分54秒1312 氏本 育史2386 ｳｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ

1時間28分55秒1313 赤羽 悠11036 ｱｶﾊﾈ ﾋｻｼ

1時間28分56秒1314 土屋 浩幸2397 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分57秒1315 道正 俊明20372 ﾄﾞｳｼｮｳ ﾄｼｱｷ

1時間28分57秒1316 伏木 智哉5365 ﾌｼｷ ﾄﾓﾔ

1時間29分00秒1317 野間 清尚22001 ﾉﾏ ｷﾖﾋｻ

1時間29分01秒1318 川瀬 直也3403 ｶﾜｾ ﾅｵﾔ

1時間29分03秒1319 齋藤 信行2486 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間29分03秒1320 久野 晋一郎20353 ﾋｻﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間29分04秒1321 石川 貴康3473 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾔｽ

1時間29分06秒1322 小甲 将史11175 ｺｶﾌﾞ ﾏｻｼ

1時間29分07秒1323 城野 翼20701 ｼﾞｮｳﾉ ﾂﾊﾞｻ

1時間29分08秒1324 直井 博二11270 ﾅｵｲ ﾋﾛﾂｸﾞ

1時間29分08秒1325 関矢 芳樹2514 ｾｷﾔ ﾖｼｷ

1時間29分09秒1326 近澤 裕行11257 ﾁｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間29分10秒1327 五味 敏明5317 ｺﾞﾐ ﾄｼｱｷ

1時間29分11秒1328 加瀬 康武2301 ｶｾ ﾔｽﾀｹ

1時間29分11秒1329 木本 剛史5443 ｷﾓﾄ ﾂﾖｼ

1時間29分12秒1330 市原 巧20197 ｲﾁﾊﾗ ﾀｸﾐ

1時間29分13秒1331 大前 晋3513 ｵｵﾏｴ ｽｽﾑ

1時間29分13秒1332 小林 信行2275 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間29分14秒1333 濱津 正行20722 ﾊﾏﾂ ﾏｻﾕｷ

1時間29分14秒1334 松島 淳11191 ﾏﾂｼﾏ ｼﾞｭﾝ

1時間29分14秒1335 前田 拓哉11059 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ

1時間29分15秒1336 粉川 幸司6261 ｺｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

1時間29分16秒1337 岡部 和弘11028 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間29分16秒1338 宮川 雅洋11282 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間29分16秒1339 荒井 寛太5313 ｱﾗｲ ｶﾝﾀ

1時間29分16秒1340 ヴェチェレック マリアン2645 ｳﾞｪﾁｪﾚｯｸ ﾏﾘｱﾝ

1時間29分17秒1341 細井 雄平11007 ﾎｿｲ ﾕｳﾍｲ

1時間29分18秒1342 安原 良昭20234 ﾔｽﾊﾗ ﾖｼｱｷ

1時間29分18秒1343 山崎 攻一3388 ﾔﾏｻｷ ｺｳｲﾁ

1時間29分19秒1344 佐藤 真彦11114 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間29分19秒1345 田平 政彦11073 ﾀﾋﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間29分20秒1346 郡 光眞11122 ｺｵﾘ ﾋﾛﾏｻ

1時間29分20秒1347 小林 央人11136 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾄ

1時間29分20秒1348 柴 尚只2676 ｼﾊﾞ ﾅｵﾀﾀﾞ

1時間29分21秒1349 新出 航平5043 ｼﾝﾃﾞ ｺｳﾍｲ

1時間29分21秒1350 白鳥 善之11050 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼﾕｷ
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1時間29分23秒1351 小池 良治9770 ｺｲｹ ﾖｼﾊﾙ

1時間29分24秒1352 新保 敦20721 ｼﾝﾎﾞ ｱﾂｼ

1時間29分24秒1353 安田 将人20443 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾄ

1時間29分24秒1354 松嶋 充3625 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾂﾙ

1時間29分25秒1355 石井 秀暁2416 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間29分26秒1356 飯田 徹5416 ｲｲﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間29分26秒1357 渡辺 駿5306 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

1時間29分26秒1358 塩野 隆11070 ｼｵﾉ ﾀｶｼ

1時間29分26秒1359 井上 航颯11391 ｲﾉｳｴ ｺｳｿｳ

1時間29分27秒1360 大木 聡5364 ｵｵｷ ｻﾄｼ

1時間29分27秒1361 西原 高三2503 ﾆｼﾊﾗ ﾀｶｿﾞｳ

1時間29分27秒1362 尾原 儀彦3182 ｵﾊﾗ ﾖｼﾋｺ

1時間29分28秒1363 雨宮 和久3381 ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾋｻ

1時間29分28秒1364 大久保 篤史2621 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ

1時間29分28秒1365 西浜 悟史5413 ﾆｼﾊﾏ ｻﾄｼ

1時間29分29秒1366 石田 勇樹21265 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間29分29秒1367 森岡 芳文5570 ﾓﾘｵｶ ﾖｼﾌﾐ

1時間29分29秒1368 飯田 貴弘20723 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間29分30秒1369 久保田 亮11264 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ

1時間29分30秒1370 鈴木 基弘20367 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ

1時間29分30秒1371 岡部 康矢11113 ｵｶﾍﾞ ｺｳﾔ

1時間29分30秒1372 島本 新22909 ｼﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ

1時間29分31秒1373 高棹 久将11178 ﾀｶｻｵ ﾋｻﾄ

1時間29分32秒1374 中町 智典5394 ﾅｶﾏﾁ ﾄﾓﾉﾘ

1時間29分33秒1375 島岡 秀明11102 ｼﾏｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間29分34秒1376 大畑 輝公5403 ｵｵﾊﾀ ﾃﾙﾏｻ

1時間29分35秒1377 木浦 博史11015 ｷｳﾗ ﾋﾛｼ

1時間29分35秒1378 加藤 徹夫5262 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ

1時間29分35秒1379 加藤 強志3386 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ

1時間29分36秒1380 山崎 規史23224 ﾔﾏｻｷ ﾀﾀﾞｼ

1時間29分36秒1381 大石 嘉昭2292 ｵｵｲｼ ﾖｼｱｷ

1時間29分37秒1382 菅原 伸弥11298 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ

1時間29分39秒1383 山岸 陽介9022 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｳｽｹ

1時間29分40秒1384 杉浦 成3264 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾙ

1時間29分41秒1385 中満 隆行4689 ﾅｶﾐﾂ ﾀｶﾕｷ

1時間29分41秒1386 林 豊11071 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ

1時間29分41秒1387 田之頭 宏明3348 ﾀﾉｶﾞｼﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間29分43秒1388 今道 啓之22729 ｲﾏﾐﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間29分44秒1389 根本 良治30122 ﾈﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

1時間29分44秒1390 伊藤 忠弘24055 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ

1時間29分45秒1391 庄原 龍介2534 ｼｮｳﾊﾞﾗ ﾘｭｳｽｹ

1時間29分46秒1392 今中 英樹3535 ｲﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

1時間29分46秒1393 田岡 健児2305 ﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ

1時間29分48秒1394 田中 寛晃5341 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ

1時間29分48秒1395 辻村 清志2252 ﾂｼﾞﾑﾗ ｾｲｼﾞ

1時間29分48秒1396 高橋　直人11461 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ

1時間29分48秒1397 滴草 拓磨11067 ｼｽﾞｸｻ ﾀｸﾏ

1時間29分50秒1398 美之口 順平20749 ﾐﾉｸﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間29分51秒1399 竹中 弘紀2299 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ

1時間29分51秒1400 池田 陽一2215 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間29分52秒1401 黒澤 清剛3357 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ

1時間29分52秒1402 山本 修平11505 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

1時間29分53秒1403 三島 秀朗3400 ﾐｼﾏ ﾋﾃﾞｵ

1時間29分53秒1404 黒田 健11121 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝ

1時間29分54秒1405 荻窪 恭明2511 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾔｽｱｷ

1時間29分54秒1406 酒井 宏輔3205 ｻｶｲ ｺｳｽｹ

1時間29分54秒1407 水口 晴高5434 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾀｶ

1時間29分55秒1408 松本 良則2569 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

1時間29分55秒1409 橋本 大祐2674 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間29分55秒1410 木村 雅則3360 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

1時間29分58秒1411 高橋 秀臣11442 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵﾐ

1時間29分59秒1412 関口 崇2404 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間29分59秒1413 西口 真11172 ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

1時間30分00秒1414 大東 宏次3307 ﾀﾞｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間30分00秒1415 福山 拡11431 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾛﾑ

1時間30分00秒1416 齋藤 寛11125 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間30分00秒1417 崎山 朗2520 ｻｷﾔﾏ ﾛｳ

1時間30分01秒1418 新谷 保志3128 ｼﾝﾔ ﾔｽｼ

1時間30分02秒1419 石川 貴之5437 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間30分02秒1420 毛利 航平11446 ﾓｳﾘ ｺｳﾍｲ

1時間30分02秒1421 麻生 賢11184 ｱｿｳ ｹﾝ

1時間30分03秒1422 西原 大輔23214 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間30分03秒1423 葛山　秀敏3523 ｶﾂﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間30分04秒1424 白川 敏行3337 ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾕｷ

1時間30分04秒1425 川上 貴志2233 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ

1時間30分05秒1426 鈴木 唯斗11240 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ

1時間30分06秒1427 毛利 拓真5029 ﾓｳﾘ ﾀｸﾏ

1時間30分06秒1428 宮内 健士2251 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ

1時間30分06秒1429 金子 裕治2290 ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ

1時間30分07秒1430 八谷 英佑5144 ﾊﾁﾔ ｴｲｽｹ

1時間30分08秒1431 朝日 宏和11034 ｱｻﾋ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間30分08秒1432 川崎 幹男3387 ｶﾜｻｷ ﾐｷｵ

1時間30分09秒1433 中村 圭成11042 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾅﾘ

1時間30分09秒1434 山本 雄三11085 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ

1時間30分12秒1435 大澤 諒11321 ｵｵｻﾜ ﾏｺﾄ

1時間30分12秒1436 森川 優5291 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳ

1時間30分12秒1437 横田 俊介2208 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｽｹ

1時間30分13秒1438 小澤 和仁20379 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間30分16秒1439 デュフロ シルバン5465 ﾃﾞｭﾌﾛ ｼﾙﾊﾞﾝ

1時間30分16秒1440 石附 遼太郎11095 ｲｼﾂﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間30分17秒1441 古山 貴浩11326 ﾌﾙﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間30分18秒1442 立石 良太郎6119 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間30分18秒1443 芦川 茂樹3358 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ

1時間30分18秒1444 松家 英記11724 ﾏﾂｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間30分19秒1445 新井 和行2315 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ

1時間30分19秒1446 長島 政史2413 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾌﾐ

1時間30分20秒1447 平沢 晋太郎20742 ﾋﾗｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間30分20秒1448 野崎 大志2280 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛｼ

1時間30分21秒1449 鈴木 貴幸3367 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

1時間30分23秒1450 地口 剛3449 ﾁｸﾞﾁ ﾂﾖｼ
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ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間30分23秒1451 西村 隆希5350 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｷ

1時間30分23秒1452 中林 将宏2225 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間30分24秒1453 綿引 智行2745 ﾜﾀﾋﾞｷ ﾄﾓﾕｷ

1時間30分25秒1454 河野 眞弥2213 ｺｳﾉ ｼﾝﾔ

1時間30分27秒1455 坂口 修11049 ｻｶｸﾞﾁ ｵｻﾑ

1時間30分27秒1456 枡 明彦3581 ﾏｽ ｱｷﾋｺ

1時間30分27秒1457 松永 功20242 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｻｵ

1時間30分28秒1458 生亀 浩二郎3109 ｲｷｶﾞﾒ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間30分28秒1459 赤松 賢11284 ｱｶﾏﾂ ｹﾝ

1時間30分28秒1460 富山 佳昭23210 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼｱｷ

1時間30分30秒1461 小杉 史彦5423 ｺｽｷﾞ ﾌﾐﾋｺ

1時間30分30秒1462 松本 崇11266 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間30分32秒1463 清水 陽一20731 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間30分33秒1464 牧野 一成11051 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間30分33秒1465 八木 伸介3434 ﾔｷﾞ ｼﾝｽｹ

1時間30分34秒1466 平賀 広旭11010 ﾋﾗｶﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間30分34秒1467 塚本 隆章2279 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶｱｷ

1時間30分35秒1468 阿部　洋之9634 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間30分35秒1469 入江 卓也5302 ｲﾘｴ ﾀｸﾔ

1時間30分35秒1470 杉山 真也5326 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾔ

1時間30分36秒1471 福田 亮太11054 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間30分37秒1472 遠田 光伸22516 ｵﾝﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ

1時間30分37秒1473 齋藤 雄也5435 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ

1時間30分39秒1474 松本 大吾2494 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ

1時間30分39秒1475 高田 裕司3456 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間30分39秒1476 赤松 洋一郎11090 ｱｶﾏﾂ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間30分40秒1477 岡崎 利紀2536 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｷ

1時間30分40秒1478 森永 修平11214 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間30分41秒1479 御園 和裕23191 ﾐｿﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間30分41秒1480 越川 雅史11644 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ

1時間30分42秒1481 梅田 敬20748 ｳﾒﾀﾞ ｹｲ

1時間30分44秒1482 大越 詳一22749 ｵｵｺｼ ｼｮｳｲﾁ

1時間30分45秒1483 森元 学2244 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

1時間30分45秒1484 白井 正輝20351 ｼﾗｲ ﾏｻｷ

1時間30分46秒1485 河合 竜佐23319 ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間30分49秒1486 芳賀　一5452 ﾊｶﾞ ﾋﾄｼ

1時間30分49秒1487 金子 英一2346 ｶﾈｺ ｴｲｲﾁ

1時間30分49秒1488 有田 浩史2527 ｱﾘﾀ ﾋﾛﾌﾐ

1時間30分50秒1489 石井 新2254 ｲｼｲ ｱﾗﾀ

1時間30分50秒1490 木口 詠辞2618 ｷｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ

1時間30分51秒1491 細谷 智雄3424 ﾎｿﾔ ﾄﾓｵ

1時間30分51秒1492 渡辺 文章11057 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｱｷ

1時間30分52秒1493 田中 宏和2259 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間30分52秒1494 宮野 鉄平2357 ﾐﾔﾉ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間30分53秒1495 牧野 洋知3530 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾁｶ

1時間30分53秒1496 齊藤 譲2630 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ

1時間30分54秒1497 小沢 誠一2539 ｵｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ

1時間30分55秒1498 佐藤 健一23215 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ

1時間30分57秒1499 三井　正勝21246 ﾐｲ ﾏｻｶﾂ

1時間30分58秒1500 高原 秀昌23197 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
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1時間30分58秒1501 上岡 基洋5456 ｳｴｵｶ ﾓﾄﾋﾛ

1時間30分58秒1502 三木 浩之11055 ﾐｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間31分00秒1503 中山 蒼11149 ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ

1時間31分01秒1504 山崎 浩2732 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

1時間31分01秒1505 井上 宏一郎5129 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間31分01秒1506 庭瀬 祐一郎2637 ﾆﾜｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間31分02秒1507 笹木 史則11194 ｻｻｷ ﾌﾐﾉﾘ

1時間31分02秒1508 石渡 太郎3356 ｲｼﾜﾀ ﾀﾛｳ

1時間31分02秒1509 満井 孝哉2505 ﾐﾂｲ ﾀｶﾔ

1時間31分04秒1510 吉澤 隆22913 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間31分05秒1511 山田 斉11069 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ

1時間31分05秒1512 今村 幸一3458 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間31分06秒1513 伊東 秀将2441 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾏｻ

1時間31分08秒1514 五瀬 篤1649 ｺﾞｾ ｱﾂｼ

1時間31分08秒1515 金子 吉樹5355 ｶﾈｺ ﾖｼｷ

1時間31分08秒1516 石川 勝敏5093 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ

1時間31分09秒1517 岡本 真幸3325 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間31分11秒1518 花田 公明3347 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾐｱｷ

1時間31分11秒1519 阿部 章3528 ｱﾍﾞ ｱｷﾗ

1時間31分11秒1520 野崎 裕介20302 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

1時間31分12秒1521 庄司 真陸3493 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾐﾁ

1時間31分12秒1522 岸田 吉史3261 ｷｼﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

1時間31分12秒1523 千葉　恭央2203 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間31分13秒1524 吉田 郁也20733 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾔ

1時間31分13秒1525 若松 直人2411 ﾜｶﾏﾂ ﾅｵﾄ

1時間31分13秒1526 春田 泰徳3406 ﾊﾙﾀ ﾔｽﾉﾘ

1時間31分14秒1527 吉本 教郎11168 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾁｵ

1時間31分14秒1528 長谷川 賀規2348 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ

1時間31分14秒1529 田邉 優11328 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ

1時間31分14秒1530 伊藤　秀樹6103 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間31分15秒1531 大木 雄一11371 ｵｵｷ ﾕｳｲﾁ

1時間31分16秒1532 金井 栄一1928 ｶﾅｲ ｴｲｲﾁ

1時間31分17秒1533 吉木 聡一11116 ﾖｼｷ ｿｳｲﾁ

1時間31分17秒1534 小井関 成司3460 ｺｲｾﾞｷ ｾｲｼﾞ

1時間31分20秒1535 黒木 識敬3154 ｸﾛｷ ﾉﾘﾋﾛ

1時間31分20秒1536 小林 健輔2668 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ

1時間31分21秒1537 橋本 学2852 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

1時間31分22秒1538 池野谷 高志2310 ｲｹﾉﾔ ﾀｶｼ

1時間31分23秒1539 山崎 文隆11352 ﾔﾏｻｷ ﾌﾐﾀｶ

1時間31分23秒1540 ウィリアムズ ティモシー11478 ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾃｨﾓｼｰ

1時間31分24秒1541 中山 隼11024 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

1時間31分25秒1542 石原 勉2234 ｲｼﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間31分27秒1543 遠藤 誠二21300 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾞ

1時間31分28秒1544 竹内 義和11185 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｶｽﾞ

1時間31分28秒1545 角田 政司11294 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｼ

1時間31分29秒1546 大島 信幸2250 ｵｵｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間31分30秒1547 藤元 遼介5349 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

1時間31分31秒1548 佐藤 健3364 ｻﾄｳ ﾀｹｼ

1時間31分32秒1549 鈴木 達也3452 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

1時間31分34秒1550 改発 次郎3457 ｶｲﾎﾂ ｼﾞﾛｳ
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1時間31分34秒1551 小池 由高2390 ｺｲｹ ﾕｷﾀｶ

1時間31分34秒1552 平野　寿謙3005 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間31分35秒1553 平塚 篤久3604 ﾋﾗﾂｶ ﾄｸﾋｻ

1時間31分35秒1554 河田 裕也11031 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ

1時間31分35秒1555 鈴木 智晴11335 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ

1時間31分35秒1556 近藤 万雅3464 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ

1時間31分35秒1557 三好　秀典2444 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間31分36秒1558 渡辺 寿郎2529 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾛｳ

1時間31分37秒1559 田中 聡3397 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

1時間31分37秒1560 吉田 拡司2526 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間31分37秒1561 後藤 聖11104 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾙ

1時間31分38秒1562 磯野 洋一23212 ｲｿﾉ ﾖｳｲﾁ

1時間31分38秒1563 八木 謙一郎2267 ﾔｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間31分38秒1564 北爪 郁哉2433 ｷﾀﾂﾞﾒ ｲｸﾔ

1時間31分38秒1565 後藤 啓介5421 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ

1時間31分38秒1566 徳山 和也11110 ﾄｸﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

1時間31分38秒1567 松井 洋介11124 ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ

1時間31分40秒1568 浅山 章2512 ｱｻﾔﾏ ｼｮｳ

1時間31分40秒1569 槇 英紀2533 ﾏｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間31分41秒1570 沼上 哲也2574 ﾇﾏｶﾐ ﾃﾂﾔ

1時間31分41秒1571 向井 大輔11086 ﾑｶｲ ﾀﾞｲｽｹ

1時間31分41秒1572 新谷 潤二2330 ｼﾝﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間31分42秒1573 太田 耕蔵2700 ｵｵﾀ ｺｳｿﾞｳ

1時間31分44秒1574 佐藤　卓哉7936 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ

1時間31分46秒1575 花房 宏幸5467 ﾊﾅﾌｻ ﾋﾛﾕｷ

1時間31分47秒1576 向井 宏明3329 ﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ

1時間31分47秒1577 阿部 拓也20297 ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ

1時間31分48秒1578 清野 敬3554 ｾｲﾉ ﾀｶｼ

1時間31分48秒1579 森泉 正寿2525 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄｼ

1時間31分49秒1580 秋元 勝2235 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾙ

1時間31分49秒1581 井手 大輔20724 ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間31分49秒1582 吉野 守3477 ﾖｼﾉ ﾏﾓﾙ

1時間31分50秒1583 高橋 順一3282 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間31分51秒1584 倉下 直樹32290 ｸﾗｼﾀ ﾅｵｷ

1時間31分52秒1585 柏坂 康成11395 ｶｼﾜｻﾞｶ ｺｳｾｲ

1時間31分53秒1586 山口 浩満3392 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐﾂ

1時間31分54秒1587 広木 雅之2646 ﾋﾛｷ ﾏｻﾕｷ

1時間31分55秒1588 青木 啓介23223 ｱｵｷ ｹｲｽｹ

1時間31分57秒1589 葛山 貴士11142 ｶﾂﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間31分58秒1590 木村 俊夫2231 ｷﾑﾗ ﾄｼｵ

1時間31分58秒1591 長岡 淳5297 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾞｭﾝ

1時間31分59秒1592 久保 則明2421 ｸﾎﾞ ﾉﾘｱｷ

1時間32分02秒1593 箱田 有亮3651 ﾊｺﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間32分02秒1594 並木 孝司2245 ﾅﾐｷ ﾀｶｼ

1時間32分04秒1595 竹本 健二2591 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間32分05秒1596 笹部 淡二11262 ｻｻﾍﾞ ﾀﾝｼﾞ

1時間32分07秒1597 金坂 光紳2541 ｶﾈｻｶ ﾐﾂﾉﾌﾞ

1時間32分07秒1598 水戸 信幸3667 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間32分08秒1599 及川 信彦11513 ｵｲｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ

1時間32分08秒1600 三輪 恒平1988 ﾐﾜ ｺｳﾍｲ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間32分08秒1601 鈴木 武史11111 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ

1時間32分10秒1602 佐藤 正彦2566 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間32分10秒1603 千田 大介2223 ﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間32分10秒1604 岡本 晃典11221 ｵｶﾓﾄ ｺｳｽｹ

1時間32分11秒1605 松倉 友樹20409 ﾏﾂｸﾗ ﾕｳｷ

1時間32分11秒1606 石原 司20281 ｲｼﾊﾗ ﾂｶｻ

1時間32分12秒1607 高野 尚史2487 ﾀｶﾉ ﾅｵﾌﾐ

1時間32分12秒1608 佐藤 越史2756 ｻﾄｳ ｴﾂｼ

1時間32分13秒1609 黒田 憲一3276 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間32分13秒1610 土井 隆行3504 ﾄﾞｲ ﾀｶﾕｷ

1時間32分14秒1611 鈴木 昭彦2522 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ

1時間32分14秒1612 清滝 太喜11126 ｷﾖﾀｷ ﾀｲｷ

1時間32分14秒1613 中里 悠二11494 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間32分15秒1614 進藤 昭洋21287 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ

1時間32分17秒1615 吉岡 広行20380 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間32分18秒1616 福島 拓治5460 ﾌｸｼﾏ ﾀｸｼﾞ

1時間32分18秒1617 古山 誠3610 ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ

1時間32分18秒1618 成毛 信彰2480 ﾅﾙｹﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間32分19秒1619 森井 保次3301 ﾓﾘｲ ﾔｽﾂｸﾞ

1時間32分19秒1620 羽田野 雄造5439 ﾊﾀﾉ ﾕｳｿﾞｳ

1時間32分19秒1621 町田 直樹2331 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間32分19秒1622 速水 隆3414 ﾊﾔﾐ ﾀｶｼ

1時間32分20秒1623 原田 智紀3287 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ

1時間32分20秒1624 塚越 哲也5475 ﾂｶｺﾞｼ ﾃﾂﾔ

1時間32分20秒1625 馬場 賢一3297 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間32分21秒1626 松永 泰明2532 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽｱｷ

1時間32分21秒1627 海野 友和3372 ｳﾝﾉ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間32分22秒1628 池尻 和広3673 ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間32分23秒1629 河村 正寛2540 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間32分24秒1630 あゆしじゃわ えんふばやる11477 ｱﾕｼｼﾞｬﾜ ｴﾝﾌﾊﾞﾔﾙ

1時間32分25秒1631 梶浦 賢11045 ｶｼﾞｳﾗ ｻﾄｼ

1時間32分26秒1632 市川 圭一11380 ｲﾁｶﾜ ｹｲｲﾁ

1時間32分28秒1633 松本 健太郎11277 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間32分29秒1634 小金丸 浩史3296 ｺｶﾞﾈﾏﾙ ﾋﾛｼ

1時間32分30秒1635 中嶋 信介11131 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｽｹ

1時間32分35秒1636 荒谷 正2580 ｱﾗﾔ ﾀﾀﾞｼ

1時間32分35秒1637 種村 渓太11192 ﾀﾈﾑﾗ ｹｲﾀ

1時間32分36秒1638 鈴木 康一5319 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ

1時間32分36秒1639 片山 晃2585 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ

1時間32分37秒1640 猪瀬 健治2544 ｲﾉｾ ｹﾝｼﾞ

1時間32分40秒1641 土沼 健成2546 ﾄﾞﾇﾏ ｹﾝｾｲ

1時間32分40秒1642 東 陽介2627 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ

1時間32分41秒1643 上形 健3377 ｶﾐｶﾞﾀ ﾀｹｼ

1時間32分41秒1644 武山 幸生11123 ﾀｹﾔﾏ ｻﾁｵ

1時間32分44秒1645 吉本 雄一11176 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

1時間32分44秒1646 鎌形 真悟5411 ｶﾏｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ

1時間32分44秒1647 千葉 勝敏20272 ﾁﾊﾞ ｶﾂﾄｼ

1時間32分46秒1648 新井 寛之11692 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間32分46秒1649 進藤 彰2656 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ

1時間32分47秒1650 池上 拓11263 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間32分48秒1651 白井 永一3294 ｼﾗｲ ｴｲｲﾁ

1時間32分49秒1652 財部 忠信2595 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ

1時間32分49秒1653 漆原 映彦11203 ｳﾙｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ

1時間32分51秒1654 山下 英樹2609 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｷ

1時間32分52秒1655 関口 佳隆2485 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

1時間32分53秒1656 妹尾 元気11347 ｾﾉｵ ｹﾞﾝｷ

1時間32分54秒1657 小幡 聡11365 ｵﾊﾞﾀ ｻﾄｼ

1時間32分54秒1658 早川 信昭2210 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間32分55秒1659 桑形 雅臣3222 ｸﾜｶﾞﾀ ﾏｻｵﾐ

1時間32分55秒1660 藤川 倫成11156 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ

1時間32分55秒1661 岩田 大輔2638 ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間32分56秒1662 吉田 正樹11047 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間32分57秒1663 新井 裕士11094 ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞ

1時間32分58秒1664 加藤 光義2725 ｶﾄｳ ﾐﾂﾖｼ

1時間32分58秒1665 的場 清3395 ﾏﾄﾊﾞ ｷﾖｼ

1時間32分58秒1666 大橋 興5534 ｵｵﾊｼ ｺｳ

1時間32分59秒1667 加藤 慶三2682 ｶﾄｳ ｹｲｿﾞｳ

1時間33分00秒1668 池田 保3332 ｲｹﾀﾞ ﾀﾓﾂ

1時間33分01秒1669 相田 康一郎3426 ｿｳﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間33分02秒1670 松尾 浩司5580 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ

1時間33分02秒1671 小松 健治11027 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ

1時間33分02秒1672 筒井 稔2564 ﾂﾂｲ ﾐﾉﾙ

1時間33分03秒1673 竹内 竜也3492 ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ

1時間33分03秒1674 菊間 直樹11043 ｷｸﾏ ﾅｵｷ

1時間33分03秒1675 秋山 和慶11301 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾁｶ

1時間33分04秒1676 飯沼 慶二3658 ｲｲﾇﾏ ｹｲｼﾞ

1時間33分04秒1677 高居 勇佑11312 ﾀｶｲ ﾕｳｽｹ

1時間33分05秒1678 深澤 誠治31017 ﾌｶｻﾜ ｾｲｼﾞ

1時間33分05秒1679 西村 健一23219 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間33分06秒1680 那須 一樹11316 ﾅｽ ｶｽﾞｷ

1時間33分06秒1681 川松 健太郎11628 ｶﾜﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間33分06秒1682 田渡 理生11337 ﾀﾜﾀﾘ ﾘｵ

1時間33分07秒1683 山田 学2543 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間33分07秒1684 三國 文敬5193 ﾐｸﾆ ﾌﾐﾉﾘ

1時間33分08秒1685 漆島 洋2423 ｳﾙｼﾏ ﾋﾛｼ

1時間33分11秒1686 山口 一郎2351 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ

1時間33分11秒1687 高橋 尚之3549 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ

1時間33分11秒1688 遠藤 悟3455 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ

1時間33分12秒1689 中川 弘道2614 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ

1時間33分12秒1690 関根 正之3474 ｾｷﾈ ﾏｻﾕｷ

1時間33分12秒1691 グレイソン ロバート11319 ｸﾞﾚｲｿﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ

1時間33分12秒1692 平井 太郎3333 ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ

1時間33分13秒1693 井野 直博11080 ｲﾉ ﾅｵﾋﾛ

1時間33分14秒1694 乾 隆政3391 ｲﾇｲ ﾀｶﾏｻ

1時間33分14秒1695 植田 隆広2005 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間33分15秒1696 田辺 保晴2276 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ

1時間33分15秒1697 浅石 優太11174 ｱｻｲｼ ﾕｳﾀ

1時間33分15秒1698 大住 真2594 ｵｵｽﾐ ｼﾝ

1時間33分17秒1699 岩田 恭彦3334 ｲﾜﾀ ﾔｽﾋｺ

1時間33分17秒1700 進 啓明5348 ｼﾝ ﾋﾛｱｷ
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1時間33分17秒1701 齊藤 隆3670 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

1時間33分18秒1702 殿田 大輔11402 ﾄﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間33分18秒1703 冨永 智保5558 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾓﾔｽ

1時間33分18秒1704 小山 拓巳20730 ｺﾔﾏ ﾀｸﾐ

1時間33分19秒1705 谷口 智哉3237 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾔ

1時間33分19秒1706 萩原 徹11120 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ

1時間33分19秒1707 平井 優紀2468 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ

1時間33分21秒1708 加瀬 良一3446 ｶｾ ﾘｮｳｲﾁ

1時間33分21秒1709 中澤 和光3514 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐﾂ

1時間33分21秒1710 浜田 幸二5406 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間33分21秒1711 犬島 顕治3427 ｲﾇｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間33分22秒1712 神保 康彦3546 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾔｽﾋｺ

1時間33分23秒1713 市原　聖大2678 ｲﾁﾊﾗ ｼｮｳﾀ

1時間33分23秒1714 佐伯 竜一3084 ｻｴｷ ﾘｭｳｲﾁ

1時間33分24秒1715 松村 和大5342 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間33分25秒1716 笠原 進2699 ｶｻﾊﾗ ｽｽﾑ

1時間33分26秒1717 石渡戸 良太2358 ｲｼﾜﾀﾘﾄ ﾘｮｳﾀ

1時間33分28秒1718 小林 憲弘23193 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ

1時間33分29秒1719 山下 剛正3533 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾀｶ

1時間33分30秒1720 稲吉 千春20447 ｲﾅﾖｼ ﾁﾊﾙ

1時間33分30秒1721 小野 寛11346 ｵﾉ ﾋﾛｼ

1時間33分30秒1722 田沢 千浩2769 ﾀｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ

1時間33分33秒1723 佐坂 徳成11276 ｻｻｶ ﾄｸﾅﾘ

1時間33分33秒1724 佐藤 大志11331 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間33分33秒1725 石毛 光裕2774 ｲｼｹﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1時間33分34秒1726 豊福 嘉弘2694 ﾄﾖﾌｸ ﾖｼﾋﾛ

1時間33分36秒1727 村上 恭之11308 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾕｷ

1時間33分37秒1728 中尾 直次5446 ﾅｶｵ ﾅｵﾂｸﾞ

1時間33分38秒1729 竹内 隆2559 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ

1時間33分38秒1730 大森 建太郎11190 ｵｵﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間33分39秒1731 廣石 譲治2308 ﾋﾛｲｼ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間33分39秒1732 高橋 啓二22905 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ

1時間33分40秒1733 野澤 俊哉11239 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼﾔ

1時間33分41秒1734 関根 章雄2848 ｾｷﾈ ｱｷｵ

1時間33分41秒1735 中山 勇一3380 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

1時間33分43秒1736 小西 直樹11151 ｺﾆｼ ﾅｵｷ

1時間33分43秒1737 緑川 淳一3418 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間33分43秒1738 広瀬 一雄3447 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｵ

1時間33分43秒1739 和久井 一隆2680 ﾜｸｲ ｶｽﾞﾀｶ

1時間33分48秒1740 角田 祐基11195 ｶｸﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間33分49秒1741 秋本 真裕11132 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

1時間33分50秒1742 泉 貴之3291 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾕｷ

1時間33分50秒1743 島村 啓周3353 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾁｶ

1時間33分50秒1744 廣瀬 匡利3476 ﾋﾛｾ ﾏｻﾄｼ

1時間33分51秒1745 壇 一平3583 ﾀﾞﾝ ｲｯﾍﾟｲ

1時間33分51秒1746 佐藤 忍5608 ｻﾄｳ ｼﾉﾌﾞ

1時間33分51秒1747 高鷲 大介3508 ﾀｶﾜｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間33分52秒1748 原 大輔11056 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間33分53秒1749 辻本 弘20237 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間33分54秒1750 有賀 駿11573 ｱﾘｶﾞ ｼｭﾝ
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1時間33分55秒1751 星野 裕幸2557 ﾎｼﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間33分55秒1752 吉原 功2296 ﾖｼﾊﾗ ｲｻｵ

1時間33分55秒1753 中村 和久2451 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ

1時間33分56秒1754 内田 裕康3616 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

1時間33分57秒1755 原田 和秀2497 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間33分59秒1756 名取 和也11105 ﾅﾄﾘ ｶｽﾞﾔ

1時間34分00秒1757 舘 正尚2431 ﾀﾁ ﾏｻﾅｵ

1時間34分00秒1758 東　利司雄3001 ｱｽﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間34分01秒1759 竹川　大祐2673 ﾀｹｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間34分01秒1760 上田 浩史2394 ｳｴﾀ ﾋﾛﾌﾐ

1時間34分01秒1761 米田 英記23121 ﾖﾈﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間34分02秒1762 山本 利博2207 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

1時間34分03秒1763 高野 洋之23321 ﾀｶﾉ ﾖｳｼﾞ

1時間34分03秒1764 星野 正2583 ﾎｼﾉ ﾀﾀﾞｼ

1時間34分04秒1765 永井 克明2435 ﾅｶﾞｲ ｶﾂｱｷ

1時間34分05秒1766 菰田 悟史3572 ｺﾓﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間34分06秒1767 小林 健23207 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ

1時間34分06秒1768 日下 順詞2651 ｸｻｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間34分07秒1769 植田 友貴20193 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｷ

1時間34分10秒1770 田中 信忠6129 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ

1時間34分11秒1771 桃山 現11324 ﾓﾓﾔﾏ ｹﾞﾝ

1時間34分11秒1772 岡部 智洋3544 ｵｶﾍﾞ ﾄﾓﾐ

1時間34分11秒1773 城野 雄徳2365 ｼﾞｮｳﾉ ﾀｹﾉﾘ

1時間34分12秒1774 山口 朋奈12005 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾅ

1時間34分13秒1775 尾崎 清隆3491 ｵｻﾞｷ ｷﾖﾀｶ

1時間34分13秒1776 熊田 慶司2598 ｸﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ

1時間34分16秒1777 藤田 直哉3310 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ

1時間34分17秒1778 中澤 圭一1971 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ

1時間34分17秒1779 秋本 美津則1934 ｱｷﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ

1時間34分18秒1780 三宅 穣1996 ﾐﾔｹ ﾕﾀｶ

1時間34分18秒1781 森田 啓太20387 ﾓﾘﾀ ｹｲﾀ

1時間34分19秒1782 澤村 大地11640 ｻﾜﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ

1時間34分20秒1783 甲斐 秀仁2660 ｶｲ ﾋﾃﾞﾋﾄ

1時間34分20秒1784 薄井 学2845 ｳｽｲ ﾏﾅﾌﾞ

1時間34分20秒1785 大野 ハルキ20727 ｵｵﾉ ﾊﾙｷ

1時間34分21秒1786 新谷 健城11441 ｱﾗﾔ ﾀｹｷ

1時間34分21秒1787 福井 順22748 ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝ

1時間34分21秒1788 高野　祐二7935 ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ

1時間34分22秒1789 大宮 博昌2582 ｵｵﾐﾔ ﾋﾛﾖｼ

1時間34分23秒1790 山田 隆広2352 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間34分23秒1791 井上 善太11265 ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝﾀ

1時間34分23秒1792 横田 健太郎3423 ﾖｺﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間34分24秒1793 原田 芳明11490 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ

1時間34分24秒1794 小倉 弘彰2788 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間34分24秒1795 近藤 亨成3663 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ

1時間34分24秒1796 田村 雄志11274 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間34分25秒1797 真壁 貴通2333 ﾏｶﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ

1時間34分25秒1798 永井 英彰3548 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間34分26秒1799 平木 康孝5314 ﾋﾗｷ ﾔｽﾀｶ

1時間34分26秒1800 金村 隼介11387 ｶﾅﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
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1時間34分28秒1801 佐藤 高志11351 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

1時間34分28秒1802 元見 彰秀2420 ﾓﾄﾐ ｱｷﾋﾃﾞ

1時間34分28秒1803 前川 真伸11109 ﾏｴｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間34分30秒1804 大森 克実1925 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾐ

1時間34分30秒1805 佐々木 洋介22003 ｻｻｷ ﾖｳｽｹ

1時間34分30秒1806 春日 一浩2635 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間34分30秒1807 森田 進2603 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ

1時間34分34秒1808 小原 浩一2325 ｵﾊﾞﾗ ｺｳｲﾁ

1時間34分37秒1809 小澤 晶2753 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ

1時間34分40秒1810 伊藤 根広11289 ｲﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ

1時間34分40秒1811 小林 嗣久3285 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｸﾞﾋｻ

1時間34分40秒1812 宮石 徹2283 ﾐﾔｲｼ ﾄｵﾙ

1時間34分42秒1813 鈴木 勲11064 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ

1時間34分43秒1814 落合 祐一2388 ｵﾁｱｲ ﾕｳｲﾁ

1時間34分44秒1815 田島　康成12001 ﾀｼﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ

1時間34分44秒1816 三浦 正道2659 ﾐｳﾗ ﾏｻﾐﾁ

1時間34分44秒1817 斎藤 友希5459 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ

1時間34分44秒1818 水島 拓哉11157 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｸﾔ

1時間34分45秒1819 渕野　秀樹2313 ﾌﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間34分45秒1820 海野 俊11390 ｳﾝﾉ ｼｭﾝ

1時間34分46秒1821 古山 陽介5476 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ

1時間34分46秒1822 本多　顕　9667 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間34分48秒1823 河田 陽平5441 ｶﾜﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

1時間34分48秒1824 小出 順3470 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間34分48秒1825 丸山 惇20744 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ

1時間34分48秒1826 小山 治郎2665 ｺﾔﾏ ｼﾞﾛｳ

1時間34分48秒1827 丸岡 洋平11486 ﾏﾙｵｶ ﾖｳﾍｲ

1時間34分49秒1828 福崎 信治11639 ﾌｸｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

1時間34分50秒1829 竹内 剛史11278 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ

1時間34分51秒1830 小口 雄一朗11280 ｺｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間34分51秒1831 江口 吉美20427 ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾐ

1時間34分51秒1832 松本 英之1916 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間34分53秒1833 山本 秀二2414 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

1時間34分54秒1834 中駄 信一3369 ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間34分55秒1835 原田 佳典20747 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間34分55秒1836 竹内 一慶11170 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間34分55秒1837 萩原 貴彦11012 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾋｺ

1時間34分55秒1838 平本 哲広20743 ﾋﾗﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

1時間34分58秒1839 八倉巻 亨2688 ﾔｸﾞﾗﾏｷ ﾄｵﾙ

1時間34分58秒1840 松田 光司3366 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間34分58秒1841 佐田 徹2373 ｻﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間34分58秒1842 浦野 健一3439 ｳﾗﾉ ｹﾝｲﾁ

1時間34分59秒1843 岡 利治3542 ｵｶ ﾄｼﾊﾙ

1時間34分59秒1844 梶原 進一4142 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間35分00秒1845 小林 達也11295 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

1時間35分01秒1846 徐 恩偉3496 ｼﾞｮ ｵﾝｲ

1時間35分02秒1847 津田 雅史11275 ﾂﾀﾞ ﾏｻｼ

1時間35分02秒1848 石井 実6115 ｲｼｲ ﾐﾉﾙ

1時間35分03秒1849 加藤 雅規2764 ｶﾄｳ ﾏｻｷ

1時間35分03秒1850 高橋 勇市3131 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ
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1時間35分04秒1851 高木 崇行2312 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間35分04秒1852 新井 健也20445 ｱﾗｲ ｹﾝﾔ

1時間35分04秒1853 見上 孝一2339 ﾐｶﾐ ｺｳｲﾁ

1時間35分05秒1854 早川 浩二2452 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間35分06秒1855 吉岡 雅之3422 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾕｷ

1時間35分06秒1856 小石原 秀一2409 ｺｲｼﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ

1時間35分07秒1857 平野 友善2241 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾖｼ

1時間35分07秒1858 園山 栄治2380 ｿﾉﾔﾏ ｴｲｼﾞ

1時間35分08秒1859 柳川 誠2716 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

1時間35分09秒1860 五十嵐 崇2382 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｼ

1時間35分09秒1861 戸張 悟3396 ﾄﾊﾞﾘ ｻﾄﾙ

1時間35分10秒1862 石堂 基11366 ｲｼﾄﾞｳ ﾓﾄｲ

1時間35分12秒1863 奥泉 優2719 ｵｸｲｽﾞﾐ ﾕｳ

1時間35分14秒1864 金坂 泰行11522 ｶﾈｻｶ ﾔｽﾕｷ

1時間35分14秒1865 下間 敬之20134 ｼﾓﾏ ﾀｶﾕｷ

1時間35分15秒1866 土屋 智敬2272 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾛ

1時間35分15秒1867 野村 顕弘4981 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

1時間35分18秒1868 五十嵐 治3451 ｲｶﾞﾗｼ ｵｻﾑ

1時間35分19秒1869 堀田 尚史11245 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ

1時間35分20秒1870 菊田 淳司5581 ｷｸﾀ ｱﾂｼ

1時間35分20秒1871 村越 豊2867 ﾑﾗｺｼ ﾕﾀｶ

1時間35分20秒1872 川村 嘉宏11302 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

1時間35分21秒1873 寺田 真大11370 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分22秒1874 梅澤 岳史2342 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｹｼ

1時間35分22秒1875 政谷 学3681 ﾏｻﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ

1時間35分22秒1876 三戸 良彦3656 ｻﾝﾄﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間35分23秒1877 原田 紀人5436 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾄ

1時間35分23秒1878 平田 正博11030 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分24秒1879 池田 公士郎11400 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

1時間35分24秒1880 松井 俊二2507 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｼﾞ

1時間35分25秒1881 高橋 淳2737 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ

1時間35分25秒1882 伊藤 健太23310 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ

1時間35分25秒1883 佐々木 秀典23320 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間35分27秒1884 林 宏之11356 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間35分27秒1885 井上 剛3412 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

1時間35分28秒1886 岩崎 健太郎2626 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間35分29秒1887 渡辺 桂一11165 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ

1時間35分30秒1888 中川 優2415 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

1時間35分30秒1889 河東田 敦2578 ｶﾄｳﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間35分31秒1890 渡辺 敦2689 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

1時間35分32秒1891 大倉 友也11285 ｵｵｸﾗ ﾕｳﾔ

1時間35分32秒1892 町田 暁央11225 ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾋｻ

1時間35分34秒1893 山田 但3486 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間35分35秒1894 白浜 剛11545 ｼﾗﾊﾏ ﾂﾖｼ

1時間35分35秒1895 西岡 隆司2322 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ

1時間35分36秒1896 遠藤 武2770 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ

1時間35分37秒1897 山宮 正樹21297 ﾔﾏﾐﾔ ﾏｻｷ

1時間35分37秒1898 藤田 昭紀11369 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾉﾘ

1時間35分37秒1899 山口 伸弘2755 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間35分37秒1900 高橋 裕11106 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ
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1時間35分38秒1901 早重 成義5635 ﾊﾔｼｹﾞ ﾅﾘﾖｼ

1時間35分38秒1902 中川 望2387 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ

1時間35分39秒1903 木内 博之5248 ｷｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間35分39秒1904 石川 眞一郎6116 ｲｼｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間35分40秒1905 早川 和孝3421 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾀｶ

1時間35分40秒1906 田中 洋行3463 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間35分41秒1907 高松 弘宗2588 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛﾑﾈ

1時間35分41秒1908 清水 孝行3551 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間35分41秒1909 柴田 亮次2632 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ

1時間35分42秒1910 石川 哲史3555 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ

1時間35分42秒1911 山田 慎悟20734 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間35分42秒1912 星野 巧11427 ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ

1時間35分42秒1913 井上 務2264 ｲﾉｳｴ ﾂﾄﾑ

1時間35分44秒1914 夏目　和宏9650 ﾅﾂﾒ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間35分44秒1915 原田 脩平11075 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間35分45秒1916 清水 淳史2484 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ

1時間35分46秒1917 穎原　要介2246 ｴﾊﾞﾗ ﾖｳｽｹ

1時間35分47秒1918 境谷 直人3289 ｻｶｲﾔ ﾅｵﾄ

1時間35分47秒1919 齋藤 秀義2760 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾖｼ

1時間35分49秒1920 坂本 諒11182 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ

1時間35分49秒1921 金子 陽尚3483 ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ

1時間35分50秒1922 鈴木 昭人3516 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

1時間35分54秒1923 内田 匡俊2493 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄｼ

1時間35分54秒1924 牧野 真二3615 ﾏｷﾉ ｼﾝｼﾞ

1時間35分55秒1925 丸山 真平11348 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間35分56秒1926 柴田 和広11407 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間35分56秒1927 荒井 繁2445 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾙ

1時間35分56秒1928 牧野 恵一1942 ﾏｷﾉ ｹｲｲﾁ

1時間35分56秒1929 白鳥 明彦3487 ｼﾗﾄﾘ ｱｷﾋｺ

1時間35分57秒1930 小島 大輔20444 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間35分58秒1931 竹田 一士11084 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ

1時間35分59秒1932 千葉 拓也11378 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ

1時間36分01秒1933 佐々木 義光30123 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ

1時間36分02秒1934 大波多 充3490 ｵｵﾊﾀ ﾐﾂﾙ

1時間36分02秒1935 花崎 広樹1960 ﾊﾅｻｷ ﾋﾛｷ

1時間36分02秒1936 深田 一彦11367 ﾌｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1時間36分03秒1937 向山 忍2401 ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ

1時間36分03秒1938 溝呂木 崇也20424 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ﾀｶﾔ

1時間36分03秒1939 馬詰 義明3450 ｳﾏﾂﾞﾒ ﾖｼｱｷ

1時間36分04秒1940 高際 政義11159 ﾀｶｷﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

1時間36分04秒1941 倉林 健太11218 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

1時間36分05秒1942 山下 善久2606 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋｻ

1時間36分06秒1943 高見 順11417 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾝ

1時間36分07秒1944 原岡 翔11448 ﾊﾗｵｶ ｼｮｳ

1時間36分07秒1945 小又 和徳2454 ｵﾏﾀ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間36分09秒1946 杉山 勉3617 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾄﾑ

1時間36分09秒1947 齋藤 伸一11008 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

1時間36分10秒1948 松尾 隆司2479 ﾏﾂｵ ﾀｶｼ

1時間36分11秒1949 増田 雄介11026 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間36分12秒1950 吉永 純2064 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝ
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1時間36分12秒1951 村田 芳晴23164 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾊﾙ

1時間36分13秒1952 福嶋 進太郎1913 ﾌｸｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間36分13秒1953 坂本 英昭3401 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間36分14秒1954 堀江 昌之3552 ﾎﾘｴ ﾏｻﾕｷ

1時間36分14秒1955 藤原 陽一11358 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳｲﾁ

1時間36分15秒1956 市川 聡1456 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ

1時間36分15秒1957 岸本 忠士11268 ｷｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

1時間36分15秒1958 香川 昌規2425 ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

1時間36分17秒1959 越川 徹也1682 ｺｼｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間36分17秒1960 工藤 正貴5294 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ

1時間36分17秒1961 亀田 幸彦5618 ｶﾒﾀﾞ ｻﾁﾋｺ

1時間36分19秒1962 岩間 政樹11066 ｲﾜﾏ ﾏｻｷ

1時間36分19秒1963 吉田 隆之1678 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間36分19秒1964 金子 英夫3522 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ

1時間36分19秒1965 長野 文秋1541 ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐｱｷ

1時間36分20秒1966 増川 征次2738 ﾏｽｶﾜ ｾｲｼﾞ

1時間36分20秒1967 廣野 一雄3482 ﾋﾛﾉ ｶｽﾞｵ

1時間36分20秒1968 福岡 孝之2515 ﾌｸｵｶ ﾀｶﾕｷ

1時間36分21秒1969 永田 裕三11044 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ

1時間36分21秒1970 塚本　圭祐9649 ﾂｶﾓﾄ ｹｲｽｹ

1時間36分23秒1971 塚越 亮一2446 ﾂｶｺｼ ﾘｮｳｲﾁ

1時間36分23秒1972 城戸 隆司5468 ｷﾄﾞ ﾀｶｼ

1時間36分24秒1973 湯浅 伸俊32307 ﾕｱｻ ﾉﾌﾞﾄｼ

1時間36分24秒1974 高橋 弘道11675 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾁ

1時間36分25秒1975 野田 雄輔3315 ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間36分25秒1976 中川 真一5481 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間36分25秒1977 土屋 志聞2324 ﾂﾁﾔ ｼﾓﾝ

1時間36分26秒1978 加藤 実2294 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ

1時間36分26秒1979 関山 貴識2458 ｾｷﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間36分26秒1980 浅野 方邦2690 ｱｻﾉ ﾏｻｸﾆ

1時間36分27秒1981 戸松 清秀2592 ﾄﾏﾂ ｷﾖﾋﾃﾞ

1時間36分27秒1982 渡辺 哲22745 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ

1時間36分28秒1983 戸ヶ崎 秀樹5654 ﾄｶﾞｻｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間36分28秒1984 大川 浩平11139 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ

1時間36分28秒1985 池田 俊之11336 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間36分29秒1986 田中 陽久3430 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｻ

1時間36分32秒1987 丸山 和彦11410 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ

1時間36分33秒1988 寺倉 万敬20105 ﾃﾗｸﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間36分33秒1989 浅見 恵介2642 ｱｻﾐ ｹｲｽｹ

1時間36分34秒1990 福本 裕一2608 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

1時間36分34秒1991 金平 伸一1962 ｶﾈﾋﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間36分36秒1992 丸山　純平9593 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間36分37秒1993 斎藤 健20331 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ

1時間36分38秒1994 蛭田 将広2317 ﾋﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間36分38秒1995 佐藤 修一3800 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ

1時間36分38秒1996 木川田 勝23225 ｷｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ

1時間36分39秒1997 工藤 直人3597 ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾄ

1時間36分39秒1998 細野 大介4080 ﾎｿﾉ ﾀﾞｲｽｹ

1時間36分41秒1999 藤田 倫久20430 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁﾋｻ

1時間36分42秒2000 角田 誠司3611 ﾂﾉﾀﾞ ｾｲｼﾞ
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1時間36分42秒2001 山田 哲也5549 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間36分44秒2002 古橋 由崇11022 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾀｶ

1時間36分45秒2003 上野 勇太11424 ｳｴﾉ ﾕｳﾀ

1時間36分45秒2004 浜田 隆3343 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間36分46秒2005 森川 信一3485 ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間36分46秒2006 矢野 孝3469 ﾔﾉ ﾀｶｼ

1時間36分46秒2007 下川 勝也11354 ｼﾓｶﾜ ﾏｻﾔ

1時間36分46秒2008 三好 雅史23317 ﾐﾖｼ ﾏｻﾌﾐ

1時間36分46秒2009 吉田 博昭3661 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間36分47秒2010 磯崎 学2804 ｲｿｻﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ

1時間36分47秒2011 田中 友和11353 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間36分48秒2012 松井 弦2549 ﾏﾂｲ ﾕﾂﾞﾙ

1時間36分48秒2013 飯田 健一11269 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間36分49秒2014 林 寛之11011 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間36分49秒2015 村田 拓馬11205 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾏ

1時間36分50秒2016 庄司 拓央2073 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸｵ

1時間36分50秒2017 清水 敦夫2815 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｵ

1時間36分50秒2018 北村 彰朗3584 ｷﾀﾑﾗ ｱｷｵ

1時間36分50秒2019 組橋 尚隆2800 ｸﾐﾊｼ ﾋｻﾀｶ

1時間36分51秒2020 今野 政孝3389 ｺﾝﾉ ﾏｻﾀｶ

1時間36分51秒2021 鈴木 文吾3517 ｽｽﾞｷ ﾌﾞﾝｺﾞ

1時間36分53秒2022 宗形 隆司2686 ﾑﾅｶﾀ ﾀｶｼ

1時間36分53秒2023 ｐｈａｎ ｈｕｙ11186 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ

1時間36分54秒2024 海老原 武22728 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間36分54秒2025 江波戸 康志3568 ｴﾊﾞﾄ ﾔｽｼ

1時間36分56秒2026 横川 真11318 ﾖｺｶﾜ ﾏｺﾄ

1時間36分56秒2027 手塚 荘一6128 ﾃﾂﾞｶ ｿｳｲﾁ

1時間36分56秒2028 西村 傑11614 ﾆｼﾑﾗ ｽｸﾞﾙ

1時間36分59秒2029 木下 修二11540 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳｼﾞ

1時間36分59秒2030 山口 年明2407 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ

1時間36分59秒2031 石川 康平11499 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ

1時間37分03秒2032 土田 泰人30622 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽﾄ

1時間37分03秒2033 國澤 徹雄2332 ｸﾆｻﾜ ﾃﾂｵ

1時間37分04秒2034 渋谷 稔2506 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ

1時間37分04秒2035 三竹 英一郎3489 ﾐﾀｹ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間37分05秒2036 池上 幸司2779 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ

1時間37分05秒2037 柏原 翔一5318 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ

1時間37分06秒2038 奥山 吉秋2361 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｱｷ

1時間37分07秒2039 下田 学3534 ｼﾓﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間37分07秒2040 北之内 孝行11272 ｷﾀﾉｳﾁ ﾀｶﾕｷ

1時間37分08秒2041 田中 竹彦3465 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋｺ

1時間37分09秒2042 溝口 敬司5528 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹｲｼ

1時間37分09秒2043 井手 修平20390 ｲﾃﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間37分09秒2044 中島 友之23230 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ

1時間37分11秒2045 小林 隼人11211 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

1時間37分11秒2046 逢阪 浩嗣3707 ｵｵｻｶ ﾋﾛﾂｸﾞ

1時間37分11秒2047 吉田 和也3842 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間37分11秒2048 宗方 雅志2560 ﾑﾅｶﾀ ﾏｻｼ

1時間37分12秒2049 軸丸 真二3537 ｼﾞｸﾏﾙ ｼﾝｼﾞ

1時間37分15秒2050 中島　秀彰2262 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
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1時間37分15秒2051 押川 耕一郎20400 ｵｼｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間37分16秒2052 宮崎 国久3801 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾆﾋｻ

1時間37分16秒2053 萩野 順二3399 ﾊｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間37分16秒2054 柳澤 英幸11236 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間37分17秒2055 高橋 正弘2366 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間37分17秒2056 山本 大作11253 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｻｸ

1時間37分18秒2057 北原 弘文3394 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ

1時間37分18秒2058 村田 健一23101 ﾑﾗﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間37分19秒2059 斎藤 安弘2271 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間37分19秒2060 横堀 修之4706 ﾖｺﾎﾞﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間37分20秒2061 川上 和男3298 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｵ

1時間37分20秒2062 青野 佑一郎11449 ｱｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間37分21秒2063 京谷 和央3258 ｷｮｳﾔ ｶｽﾞｵ

1時間37分21秒2064 小川 俊介11309 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

1時間37分22秒2065 垣内 信哉2303 ｶｷｳﾁ ｼﾝﾔ

1時間37分22秒2066 山岸 直也11140 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾔ

1時間37分23秒2067 赤尾 佳則2596 ｱｶｵ ﾖｼﾉﾘ

1時間37分24秒2068 梶浦 孝一郎11038 ｶｼﾞｳﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間37分25秒2069 秋山 勇人5438 ｱｷﾔﾏ ﾊﾔﾄ

1時間37分26秒2070 松浦 真義11016 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間37分27秒2071 渥美 渉5471 ｱﾂﾐ ﾜﾀﾙ

1時間37分27秒2072 中村 究2455 ﾅｶﾑﾗ ｷﾜﾑ

1時間37分28秒2073 加藤 裕一郎3378 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間37分28秒2074 神谷 康夫2521 ｶﾐﾔ ﾔｽｵ

1時間37分29秒2075 稲葉 裕亮11166 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ

1時間37分29秒2076 大坂 好和3271 ｵｵｻｶ ﾖｼｶｽﾞ

1時間37分30秒2077 松坂 良一5538 ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｲﾁ

1時間37分30秒2078 古澤 新也23195 ﾌﾙｻﾜ ｼﾝﾔ

1時間37分33秒2079 千葉 丈士20198 ﾁﾊﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間37分35秒2080 松崎 洋一3631 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ

1時間37分35秒2081 藤川 哲也11340 ﾌｼﾞｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間37分37秒2082 丸山 知光11674 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾐﾂ

1時間37分38秒2083 黒坂 実2436 ｸﾛｻｶ ﾐﾉﾙ

1時間37分39秒2084 田中 拓雄7510 ﾀﾅｶ ﾀｸｵ

1時間37分41秒2085 若海 博樹3605 ﾜｶｳﾐ ﾋﾛｷ

1時間37分44秒2086 岩田 裕幸2846 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間37分46秒2087 渡邉 賢悟5457 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ

1時間37分46秒2088 大原 健8282 ｵｵﾊﾗ ｹﾝ

1時間37分46秒2089 山野 正純3563 ﾔﾏﾉ ﾏｻｽﾞﾐ

1時間37分47秒2090 彦坂 景介11633 ﾋｺｻｶ ｹｲｽｹ

1時間37分47秒2091 澤 豪太11394 ｻﾜ ｺﾞｳﾀ

1時間37分48秒2092 杉山 善文2834 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ

1時間37分48秒2093 山本 剛弘2336 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間37分49秒2094 古幡 一彦2239 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾋｺ

1時間37分49秒2095 大谷 英樹2563 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ

1時間37分49秒2096 辻野 純司11529 ﾂｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間37分50秒2097 川 英孝3540 ｶﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間37分50秒2098 西山 征和2498 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ

1時間37分52秒2099 マルコフスキ マレク11557 ﾏﾙｺﾌｽｷ ﾏﾚｸ

1時間37分52秒2100 細野 英一3119 ﾎｿﾉ ｴｲｲﾁ
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1時間37分53秒2101 金田 光生2744 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾂｵ

1時間37分54秒2102 松浦 宏2622 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｼ

1時間37分54秒2103 萩原 康裕3668 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ

1時間37分54秒2104 増井 貴登11445 ﾏｽｲ ﾀｶﾄ

1時間37分55秒2105 奥村 慎一郎30582 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間37分55秒2106 村上 貴彦11405 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋｺ

1時間37分55秒2107 山口 拓也11584 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間37分56秒2108 瀬良 一太11392 ｾﾗ ｲﾁﾀ

1時間37分56秒2109 右田 和実4082 ﾐｷﾞﾀ ｶｽﾞﾐ

1時間37分56秒2110 古市 喜重5562 ﾌﾙｲﾁ ﾖｼｼｹﾞ

1時間37分57秒2111 風間 洋一2647 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間37分58秒2112 遠藤 一馬2658 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ

1時間37分58秒2113 友田 賢一郎3782 ﾄﾓﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間37分58秒2114 山澤 慎一4009 ﾔﾏｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間37分59秒2115 福田 暢英23115 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

1時間37分59秒2116 高木 啓史11393 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間38分01秒2117 高久 靖人3654 ﾀｶｸ ﾔｽﾄ

1時間38分02秒2118 杉野 勝也3606 ｽｷﾞﾉ ｶﾂﾔ

1時間38分02秒2119 上山 健次5488 ｶﾐﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間38分03秒2120 斉藤 昭敏11536 ｻｲﾄｳ ｱｷﾄｼ

1時間38分03秒2121 飯塚 浩一3840 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ

1時間38分04秒2122 脇山　章太6106 ﾜｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ

1時間38分04秒2123 近藤 智輝2572 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾃﾙ

1時間38分05秒2124 大石 憲司2567 ｵｵｲｼ ｹﾝｼﾞ

1時間38分05秒2125 矢崎 義光23201 ﾔｻﾞｷ ﾖｼﾐﾂ

1時間38分07秒2126 西原 雅之2731 ﾆｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

1時間38分07秒2127 山田 英俊3499 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間38分08秒2128 細川 智則5643 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ

1時間38分08秒2129 山崎 耕三2593 ﾔﾏｻｷ ｺｳｿﾞｳ

1時間38分10秒2130 重野 明義2576 ｼｹﾞﾉ ｱｷﾖｼ

1時間38分11秒2131 山下 一誠2304 ﾔﾏｼﾀ ｲｯｾｲ

1時間38分12秒2132 鈴木 太郎3509 ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ

1時間38分14秒2133 宮地 哲生2550 ﾐﾔｼﾞ ﾃﾂｵ

1時間38分15秒2134 新藤 義武3638 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ

1時間38分16秒2135 菊地 正夫5529 ｷｸﾁ ﾏｻｵ

1時間38分16秒2136 金子 秀夫2219 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ

1時間38分17秒2137 佐藤 毅30666 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ

1時間38分18秒2138 小林 建三郎5600 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

1時間38分19秒2139 平井 修3550 ﾋﾗｲ ｵｻﾑ

1時間38分19秒2140 藤井　健一郎9654 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間38分19秒2141 野澤 晃司2018 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ

1時間38分21秒2142 片岡 恭平1518 ｶﾀｵｶ ｷｮｳﾍｲ

1時間38分21秒2143 田中 雄太5464 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

1時間38分21秒2144 村田 雄人11465 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

1時間38分22秒2145 山崎 孝行2617 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ

1時間38分23秒2146 金森 重雄2648 ｶﾅﾓﾘ ｼｹﾞｵ

1時間38分23秒2147 佐藤 勲11320 ｻﾄｳ ｲｻｵ

1時間38分24秒2148 駒形 昌也11103 ｺﾏｶﾞﾀ ﾏｻﾔ

1時間38分24秒2149 串田 将如2554 ｸｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間38分24秒2150 小林 正治1450 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾊﾙ
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1時間38分25秒2151 原島 規之1997 ﾊﾗｼﾏ ﾉﾘﾕｷ

1時間38分26秒2152 義經 剛正11381 ﾖｼﾂﾈ ﾀｶﾏｻ

1時間38分26秒2153 岩永 大作11408 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀﾞｲｻｸ

1時間38分27秒2154 池田 清太郎11167 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ

1時間38分27秒2155 安久 賢治1941 ﾔｽﾋｻ ｹﾝｼﾞ

1時間38分28秒2156 石田 隆2741 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間38分28秒2157 及川 健善11511 ｵﾖｶﾜ ﾀｹﾖｼ

1時間38分30秒2158 石川 善洋11399 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間38分30秒2159 松尾 憲助11398 ﾏﾂｵ ｹﾝｽｹ

1時間38分30秒2160 伊豆倉 正幸11430 ｲｽﾞｸﾗ ﾏｻﾕｷ

1時間38分31秒2161 大野 慶介3779 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ

1時間38分31秒2162 川畑 幸久1945 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷﾋｻ

1時間38分31秒2163 伊藤 治久11648 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋｻ

1時間38分31秒2164 野村 佳史4132 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ

1時間38分32秒2165 川島 卓11315 ｶﾜｼﾏ ﾀｸ

1時間38分32秒2166 中島 智宏5593 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

1時間38分32秒2167 上岡 隆11550 ｶﾐｵｶ ﾀｶｼ

1時間38分32秒2168 三牧 洋介2650 ﾐﾏｷ ﾖｳｽｹ

1時間38分33秒2169 渡辺 紳一郎2492 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間38分33秒2170 木村 秀光3834 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐﾂ

1時間38分34秒2171 荘司 学1882 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間38分35秒2172 小高 紀洋23183 ｵﾀﾞｶ ﾄｼﾋﾛ

1時間38分35秒2173 前原 剛30643 ﾏｴﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間38分35秒2174 安達 高広3462 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間38分36秒2175 児林 昇3539 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ

1時間38分36秒2176 瀬戸崎 毅3382 ｾﾄｻﾞｷ ﾀｹｼ

1時間38分36秒2177 羽野 友紀11037 ﾊﾉ ﾄﾓｷ

1時間38分37秒2178 齋木 洋3531 ｻｲｷ ﾋﾛｼ

1時間38分37秒2179 湯浅 友寛5453 ﾕｱｻ ﾄﾓﾋﾛ

1時間38分39秒2180 坂本 一憲2570 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間38分39秒2181 筒井 茂樹2722 ﾂﾂｲ ｼｹﾞｷ

1時間38分40秒2182 尾花 朋也11364 ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾔ

1時間38分40秒2183 宮下 道夫2829 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾁｵ

1時間38分41秒2184 室田 哲男3543 ﾑﾛﾀ ﾃﾂｵ

1時間38分41秒2185 難波 健太3639 ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝﾀ

1時間38分42秒2186 猪股 将行11428 ｲﾉﾏﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間38分42秒2187 押久保 裕司5541 ｵｼｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間38分42秒2188 古田 幹1926 ﾌﾙﾀ ﾐｷｵ

1時間38分43秒2189 杉浦 秀治2758 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ

1時間38分43秒2190 長瀬 博2850 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｼ

1時間38分44秒2191 佐々木 嘉成3444 ｻｻｷ ﾖｼﾅﾘ

1時間38分44秒2192 柳澤 啓佑11163 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲｽｹ

1時間38分44秒2193 清水 大輔7684 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間38分45秒2194 竹垣 隆2378 ﾀｹｶﾞｷ ﾀｶｼ

1時間38分46秒2195 三木 俊弥11129 ﾐｷ ﾄｼﾔ

1時間38分46秒2196 佐々木 優11570 ｻｻｷ ﾕﾀｶ

1時間38分47秒2197 丸山 浩行2620 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分47秒2198 蛭田 優一5440 ﾋﾙﾀ ﾕｳｲﾁ

1時間38分48秒2199 田口 穣2562 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

1時間38分48秒2200 村田 升3596 ﾑﾗﾀ ﾉﾎﾞﾙ
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1時間38分49秒2201 橋爪 幹幸3585 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐｷﾖｼ

1時間38分49秒2202 佐々木 和也3582 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ

1時間38分49秒2203 庭野 卓也2363 ﾆﾜﾉ ﾀｸﾔ

1時間38分49秒2204 大森 重生11341 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞｵ

1時間38分50秒2205 中村 祐輔2379 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間38分50秒2206 菅野 孝則11414 ｶﾝﾉ ﾀｶﾉﾘ

1時間38分51秒2207 川杉 恒夫22744 ｶﾜｽｷﾞ ﾂﾈｵ

1時間38分51秒2208 大平 耕司2472 ｵｵﾋﾗ ｺｳｼﾞ

1時間38分51秒2209 小島 達也3498 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ

1時間38分51秒2210 住吉 崇彰20720 ｽﾐﾖｼ ﾀｶｱｷ

1時間38分52秒2211 藤田 健司5482 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間38分53秒2212 清水 滋2709 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間38分53秒2213 小木曽 弘幸20277 ｵｷﾞｿ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分54秒2214 佐藤 友紀11396 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ

1時間38分54秒2215 平野 一秀2504 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間38分55秒2216 小堀 貴広3438 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ

1時間38分55秒2217 江坂 泰幸2372 ｴｻｶ ﾔｽﾕｷ

1時間38分56秒2218 長谷川 貴靖4230 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾔｽ

1時間38分57秒2219 岩田 敏秀2783 ｲﾜﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ

1時間38分57秒2220 森田 竜也1944 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ

1時間38分57秒2221 奥山 貴士1911 ｵｸﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間38分57秒2222 鈴木 敏員2426 ｽｽﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ

1時間38分57秒2223 早野 晋2341 ﾊﾔﾉ ｽｽﾑ

1時間38分58秒2224 馬場 幸雅11397 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷﾏｻ

1時間38分59秒2225 小南 貴彦30101 ｺﾐﾅﾐ ﾀｶﾋｺ

1時間38分59秒2226 若尾 聖11515 ﾜｶｵ ｻﾄﾙ

1時間39分00秒2227 乾　敏9666 ｲﾇｲ ｻﾄｼ

1時間39分00秒2228 中谷 誠11357 ﾅｶﾀﾆ ﾏｺﾄ

1時間39分01秒2229 原 哲也2490 ﾊﾗ ﾃﾂﾔ

1時間39分01秒2230 山上 哲也2715 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ

1時間39分01秒2231 土屋 鼓太郎11495 ﾂﾁﾔ ｺﾀﾛｳ

1時間39分02秒2232 浜野 真行2805 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾕｷ

1時間39分03秒2233 平川 幸喜2841 ﾋﾗｶﾜ ｺｳｷ

1時間39分04秒2234 塚原 高志3556 ﾂｶﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間39分05秒2235 深沢　達彦2046 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ

1時間39分05秒2236 安藤 和志11472 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ

1時間39分05秒2237 前木 浩利2489 ﾏｴｷ ﾋﾛﾄｼ

1時間39分06秒2238 武田 強11267 ﾀｹﾀﾞ ﾂﾖｼ

1時間39分06秒2239 関 将人1547 ｾｷ ﾏｻﾄ

1時間39分07秒2240 岡 健太郎11286 ｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間39分08秒2241 大澤 民輔11297 ｵｵｻﾜ ﾀﾐｽｹ

1時間39分09秒2242 西川 嶺11197 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ

1時間39分09秒2243 矢川 智人11567 ﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾄ

1時間39分10秒2244 川村 賢史11455 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ

1時間39分11秒2245 山崎 俊治5629 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾊﾙ

1時間39分11秒2246 井上 大輔23123 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ

1時間39分13秒2247 金子 政史3497 ｶﾈｺ ﾏｻｼ

1時間39分14秒2248 村上 晟11587 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ

1時間39分14秒2249 五十嵐 洋充3768 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾐﾂ

1時間39分15秒2250 村上 勇太5331 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間39分16秒2251 宮崎 忍11459 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ

1時間39分16秒2252 圷 俊裕1413 ｱｸﾂ ﾄｼﾋﾛ

1時間39分17秒2253 坪田 優樹11516 ﾂﾎﾞﾀ ﾕｳｷ

1時間39分17秒2254 瀬谷 徹平11629 ｾﾔ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間39分18秒2255 安齋 純也2345 ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間39分18秒2256 猪股 康明5480 ｲﾉﾏﾀ ﾔｽｱｷ

1時間39分20秒2257 森 宗一郎3698 ﾓﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間39分20秒2258 横山 康治11281 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間39分21秒2259 矢部 正秋2634 ﾔﾍﾞ ﾏｻｱｷ

1時間39分21秒2260 佐藤 貴之2619 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間39分23秒2261 飯山 恵一郎11322 ｲｲﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間39分23秒2262 森田 達也2856 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ

1時間39分23秒2263 金堂　和典9668 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間39分24秒2264 伊藤 勉2242 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ

1時間39分24秒2265 横山 正志5312 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｼ

1時間39分25秒2266 高橋 幸二2742 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間39分25秒2267 座古 竜介11514 ｻﾞｺ ﾘｭｳｽｹ

1時間39分26秒2268 中村 豪11468 ﾅｶﾑﾗ ｺﾞｳ

1時間39分26秒2269 阿部 智洋2761 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1時間39分26秒2270 杉森 英敏5501 ｽｷﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間39分26秒2271 村山 武蔵2537 ﾑﾗﾔﾏ ﾑｻｼ

1時間39分28秒2272 吉田 圭吾11650 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ

1時間39分29秒2273 大谷 純司11406 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間39分29秒2274 小川 晋平1490 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間39分30秒2275 関 裕信2545 ｾｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間39分30秒2276 松本 学2530 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

1時間39分30秒2277 赤羽 弘明5554 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛｱｷ

1時間39分31秒2278 小原 武秀5524 ｵﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾃﾞ

1時間39分31秒2279 横山 照夫1974 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｵ

1時間39分31秒2280 松本 淳史11303 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間39分32秒2281 清水 裕介11343 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ

1時間39分32秒2282 太田 暁也6105 ｵｵﾀ ｱｷﾅﾘ

1時間39分32秒2283 村上 輝弥11226 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾙﾔ

1時間39分32秒2284 丹下 慶一11368 ﾀﾝｹﾞ ｹｲｲﾁ

1時間39分33秒2285 安藤 秀文3657 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間39分33秒2286 中村 裕5518 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ

1時間39分34秒2287 當摩 任史11133 ﾄｳﾏ ﾀｶﾌﾐ

1時間39分34秒2288 星野尾 憲司11082 ﾎｼﾉｵ ｹﾝｼﾞ

1時間39分35秒2289 徳田 誠司5309 ﾄｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1時間39分35秒2290 西野 泰貴11217 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾀｶ

1時間39分35秒2291 深谷 厚輔11273 ﾌｶﾔ ｺｳｽｹ

1時間39分36秒2292 川村 修基11508 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｷ

1時間39分36秒2293 本間 純一2692 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間39分37秒2294 芹澤 充11271 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ

1時間39分37秒2295 高木 清2679 ﾀｶｷﾞ ｷﾖｼ

1時間39分37秒2296 曽我部 雅一2575 ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間39分38秒2297 伊藤 泰寿2370 ｲﾄｳ ﾔｽﾄｼ

1時間39分39秒2298 宇佐美 一穂11147 ｳｻﾐ ｶｽﾞﾎ

1時間39分39秒2299 渡辺 哲央3260 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ

1時間39分39秒2300 村上 貴博32309 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間39分40秒2301 宮崎 長郷11503 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｶﾞｻﾄ

1時間39分41秒2302 小川 崇典2434 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

1時間39分42秒2303 飛知和 康行2457 ﾋﾁﾜ ﾔｽﾕｷ

1時間39分42秒2304 松村 学3526 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ

1時間39分43秒2305 大野 真吾11083 ｵｵﾉ ｼﾝｺﾞ

1時間39分45秒2306 池上 雅人2285 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾄ

1時間39分46秒2307 池畑 俊喜2289 ｲｹﾊﾀ ﾄｼｷ

1時間39分46秒2308 桑江 朝臣2693 ｸﾜｴ ｱｻｵﾐ

1時間39分46秒2309 岡田 博紀23157 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間39分46秒2310 山内 一穂5567 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾎ

1時間39分47秒2311 川北 皓平11451 ｶﾜｷﾀ ｺｳﾍｲ

1時間39分47秒2312 今井 章3433 ｲﾏｲ ｱｷﾗ

1時間39分48秒2313 川上 貴雅11489 ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾏｻ

1時間39分48秒2314 犬竹 浩晴3614 ｲﾇﾀｹ ﾋﾛﾊﾙ

1時間39分49秒2315 中野 智也11386 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾔ

1時間39分49秒2316 小野 晃宏5612 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ

1時間39分50秒2317 福嶋 貞夫2818 ﾌｸｼﾏ ｻﾀﾞｵ

1時間39分51秒2318 多田 淳也11416 ﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間39分51秒2319 内田 佳親2248 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾁｶ

1時間39分52秒2320 赤瀬 崇3448 ｱｶｾ ﾀｶｼ

1時間39分53秒2321 大串 豊2747 ｵｵｸﾞｼ ﾕﾀｶ

1時間39分54秒2322 高橋 哲1453 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂ

1時間39分54秒2323 狐塚 淳11542 ｷﾂﾈﾂﾞｶ ｱﾂｼ

1時間39分54秒2324 岩城 孝一1981 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁ

1時間39分54秒2325 平 泰久11491 ﾀｲﾗ ﾔｽﾋｻ

1時間39分55秒2326 畠山 達也1506 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ

1時間39分56秒2327 紺野 克洋3766 ｺﾝﾉ ｶﾂﾋﾛ

1時間39分56秒2328 吉開 太一5486 ﾖｼｶﾞｲ ﾀｲﾁ

1時間39分57秒2329 木下 元20319 ｷﾉｼﾀ ｹﾞﾝ

1時間39分58秒2330 波間 浩太郎3590 ﾅﾐﾏ ｺｳﾀﾛｳ

1時間39分58秒2331 浜口 恵1412 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ

1時間40分00秒2332 竹輪 耕一11052 ﾀｹﾜ ｺｳｲﾁ

1時間40分00秒2333 猪狩 直哉11134 ｲｶﾞﾘ ﾅｵﾔ

1時間40分00秒2334 藤井 公明3441 ﾌｼﾞｲ ｷﾐｱｷ

1時間40分00秒2335 浜中 浩2685 ﾊﾏﾅｶ ﾋﾛｼ

1時間40分01秒2336 成原 大敬1533 ﾅﾘﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間40分02秒2337 角屋 裕介2757 ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｽｹ

1時間40分02秒2338 佐藤 信哉3680 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間40分03秒2339 竹中 昌也2349 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾔ

1時間40分03秒2340 小松崎 亮5521 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ

1時間40分04秒2341 西垣 智裕3010 ﾆｼｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

1時間40分05秒2342 太井 正人3547 ﾌﾄｲ ﾏｻﾄ

1時間40分06秒2343 大野 誠2727 ｵｵﾉ ﾏｺﾄ

1時間40分06秒2344 杉山 武司11636 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間40分06秒2345 舟橋 真1940 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｺﾄ

1時間40分07秒2346 佐藤 勇介11438 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

1時間40分07秒2347 加藤 敬幸3794 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間40分08秒2348 高野 聡之3545 ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ

1時間40分08秒2349 大越 有人11333 ｵｵｺﾞｼ ｱﾘﾄ

1時間40分08秒2350 長谷川 雅志11543 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ
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ハーフマラソン男子　総合
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会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間40分09秒2351 新井 晃2675 ｱﾗｲ ｱｷﾗ

1時間40分09秒2352 東尾 太郎3603 ﾋｶﾞｼｵ ﾀﾛｳ

1時間40分09秒2353 三木 健一4096 ﾐｷ ｹﾝｲﾁ

1時間40分11秒2354 古野 誠治2683 ﾌﾙﾉ ｾｲｼﾞ

1時間40分11秒2355 中村 寛幸11466 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間40分12秒2356 辻 直也11385 ﾂｼﾞ ﾅｵﾔ

1時間40分12秒2357 松永 和博2629 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間40分12秒2358 松本 宏之2568 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間40分13秒2359 鹿子木 亨紀2613 ｶﾉｺｷﾞ ﾐﾁﾉﾘ

1時間40分13秒2360 谷本 桂一郎11413 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間40分14秒2361 永田 進2007 ﾅｶﾞﾀ ｽｽﾑ

1時間40分16秒2362 大江 一明2662 ｵｵｴ ｶｽﾞｱｷ

1時間40分16秒2363 小林 圭司2866 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ

1時間40分16秒2364 大居 由博11456 ｵｵｲ ﾖｼﾋﾛ

1時間40分16秒2365 清水 義明2859 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ

1時間40分16秒2366 登坂 孝宣2795 ﾄｻｶ ﾀｶﾉﾌﾞ

1時間40分17秒2367 鷹取 敦3660 ﾀｶﾄﾘ ｱﾂｼ

1時間40分17秒2368 上田 正和3655 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間40分19秒2369 西村 穣11484 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾉﾙ

1時間40分20秒2370 阿部 圭佑11518 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ

1時間40分20秒2371 中村 隆志2842 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間40分20秒2372 梶田 幸司1500 ｶｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間40分21秒2373 長倉 利之3685 ﾅｶﾞｸﾗ ﾄｼﾕｷ

1時間40分22秒2374 武藤 恭裕2475 ﾑﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間40分23秒2375 松本 啓一2771 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｲﾁ

1時間40分24秒2376 橋本 究2624 ﾊｼﾓﾄ ｷﾜﾑ

1時間40分24秒2377 良川 孝行11287 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間40分25秒2378 笹本 渡5542 ｻｻﾓﾄ ﾜﾀﾙ

1時間40分25秒2379 橘内 浩二2001 ｷﾂﾅｲ ｺｳｼﾞ

1時間40分26秒2380 齋藤 康平11509 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ

1時間40分27秒2381 眞柄 智博2780 ﾏｶﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ

1時間40分28秒2382 横内 彰太1489 ﾖｺｳﾁ ｼｮｳﾀ

1時間40分29秒2383 渡部 昌彦5526 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間40分29秒2384 松山 貴文11383 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

1時間40分30秒2385 大串 雄一2615 ｵｵｸｼ ﾕｳｲﾁ

1時間40分30秒2386 林 恭之2707 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ

1時間40分31秒2387 枝川 幸司2864 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

1時間40分31秒2388 永井 幹久11530 ﾅｶﾞｲ ﾐｷﾋｻ

1時間40分32秒2389 西出 慎吾3577 ﾆｼﾃﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間40分32秒2390 柿崎 雄斗11422 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ

1時間40分34秒2391 朝永 将5472 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾏｻﾙ

1時間40分35秒2392 末松 剛2729 ｽｴﾏﾂ ﾂﾖｼ

1時間40分35秒2393 居原田 慶史11496 ｲﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

1時間40分36秒2394 平山 信男2641 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ

1時間40分37秒2395 秋沢 貴雄2855 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ

1時間40分38秒2396 藤井 隆弘11483 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

1時間40分38秒2397 西山 修一2474 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ

1時間40分39秒2398 清水 英明1667 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間40分39秒2399 勝沼　実2447 ｶﾂﾇﾏ ﾐﾉﾙ

1時間40分39秒2400 赤羽　利文2827 ｱｶﾊﾞ ﾄｼﾌﾐ
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1時間40分40秒2401 斉藤 昇2466 ｻｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ

1時間40分40秒2402 工藤 武宏3826 ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ

1時間40分41秒2403 田澤 善明2391 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ

1時間40分41秒2404 黒木 龍哉11241 ｸﾛｷ ﾘｭｳﾔ

1時間40分42秒2405 中崎 光男2523 ﾅｶｻﾞｷ ﾐﾂｵ

1時間40分42秒2406 長谷川 智久5621 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ

1時間40分42秒2407 福田 直樹4116 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間40分43秒2408 深町 周輔5531 ﾌｶﾏﾁ ｼｭｳｽｹ

1時間40分43秒2409 佐々木 惇1528 ｻｻｷ ｱﾂｼ

1時間40分43秒2410 志摩 英二2528 ｼﾏ ｴｲｼﾞ

1時間40分43秒2411 山田 亜砂人4456 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾄ

1時間40分44秒2412 鴇澤 省一3443 ﾄｷｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

1時間40分44秒2413 渡辺 弘一4589 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ

1時間40分44秒2414 谷本 要2754 ﾀﾆﾓﾄ ｶﾅﾒ

1時間40分46秒2415 青田 直広3598 ｱｵﾀ ﾅｵﾋﾛ

1時間40分46秒2416 田中 靖士30127 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ

1時間40分47秒2417 大和田 洋一3633 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間40分47秒2418 鳥居 淳一11327 ﾄﾘｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間40分50秒2419 鈴木 隆5623 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

1時間40分50秒2420 高橋 範泰2228 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾔｽ

1時間40分50秒2421 只野 淳2579 ﾀﾀﾞﾉ ｼﾞｭﾝ

1時間40分53秒2422 杉山 博保3953 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ

1時間40分54秒2423 深井 友市3612 ﾌｶｲ ﾄﾓｲﾁ

1時間40分55秒2424 野澤 洋亮5547 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

1時間40分55秒2425 藤岡 宣孝6120 ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ

1時間40分56秒2426 伊東 朋3520 ｲﾄｳ ﾄﾓ

1時間40分56秒2427 石山 泰史1912 ｲｼﾔﾏ ﾔｽｼ

1時間40分57秒2428 細野 晃史2706 ﾎｿﾉ ｱｷﾌﾐ

1時間40分57秒2429 津久井 豊3674 ﾂｸｲ ﾕﾀｶ

1時間40分59秒2430 小泉 裕靖1973 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ

1時間41分00秒2431 長 龍吏2419 ｵｻ ﾀﾂｼﾞ

1時間41分01秒2432 今井 一則2453 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間41分01秒2433 竹内 良憲11664 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾘ

1時間41分01秒2434 小野 健一5559 ｵﾉ ｹﾝｲﾁ

1時間41分01秒2435 武藤 正興3999 ﾑﾄｳ ﾏｻｵｷ

1時間41分03秒2436 高堂 和英11480 ﾀｶﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ

1時間41分03秒2437 賜 昭宏4086 ﾀﾓｳ ｱｷﾋﾛ

1時間41分04秒2438 古江 尚之1532 ﾌﾙｴ ﾅｵﾕｷ

1時間41分06秒2439 関 雅晴2302 ｾｷ ﾏｻﾊﾙ

1時間41分07秒2440 河合 広至11609 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ

1時間41分08秒2441 上木屋 寛光11112 ｶﾐｷﾔ ﾋﾛﾐﾂ

1時間41分09秒2442 水口　直樹11462 ﾐｽﾞｸﾁ ﾅｵｷ

1時間41分10秒2443 河盛 琢磨24049 ｶﾜﾓﾘ ﾀｸﾏ

1時間41分12秒2444 横内 裕3562 ﾖｺｳﾁ ﾋﾛｼ

1時間41分13秒2445 村松 信30521 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｺﾄ

1時間41分13秒2446 菊地 裕太5479 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ

1時間41分15秒2447 西野 幸司2571 ﾆｼﾉ ｺｳｼﾞ

1時間41分16秒2448 杉森 智3488 ｽｷﾞﾓﾘ ｻﾄｼ

1時間41分16秒2449 稲葉 晃2723 ｲﾅﾊﾞ ｱｷﾗ

1時間41分17秒2450 伊藤 直久3536 ｲﾄｳ ﾅｵﾋｻ

Athlete-Tag by ACHIEVEMENT



- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間41分17秒2451 佐々木 努3927 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ

1時間41分17秒2452 堀口 速史6127 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾉﾘ

1時間41分17秒2453 鈴木 康之4284 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ

1時間41分18秒2454 中野 覚3676 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ

1時間41分18秒2455 吉見 鉄也5582 ﾖｼﾐ ﾃﾂﾔ

1時間41分18秒2456 多田 直1919 ﾀﾀﾞ ｽﾅｵ

1時間41分18秒2457 浅見 尚宏1983 ｱｻﾐ ﾅｵﾋﾛ

1時間41分18秒2458 町島 憲之2775 ﾏﾁｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ

1時間41分18秒2459 村田 祐之3678 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分19秒2460 山岸 恵輔11668 ﾔﾏｷﾞｼ ｹｲｽｹ

1時間41分20秒2461 犬飼 優博1872 ｲﾇｶｲ ﾏｻﾋﾛ

1時間41分21秒2462 佐久間 浩11697 ｻｸﾏ ﾋﾛｼ

1時間41分22秒2463 林 進3561 ﾊﾔｼ ｽｽﾑ

1時間41分22秒2464 本間 義晃11470 ﾎﾝﾏ ﾖｼｱｷ

1時間41分22秒2465 橋本 伸二3575 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間41分22秒2466 鈴木　拓也2201 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ

1時間41分23秒2467 齋藤 大彰2004 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1時間41分24秒2468 廣鰭 伸行5634 ﾋﾛﾊﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間41分24秒2469 相川 久23132 ｱｲｶﾜ ﾋｻｼ

1時間41分25秒2470 近藤 弘章11279 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

1時間41分25秒2471 鈴木 晃文11611 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ

1時間41分25秒2472 竹本 睦弘2666 ﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ

1時間41分26秒2473 西野 厚5485 ﾆｼﾉ ｱﾂｼ

1時間41分26秒2474 冨田 佳寿2817 ﾄﾐﾀ ﾖｼﾋｻ

1時間41分27秒2475 直井 淳1836 ﾅｵｲ ｼﾞｭﾝ

1時間41分28秒2476 赤羽 一輝1636 ｱｶﾊﾞ ｶｽﾞｷ

1時間41分30秒2477 田中 賢太郎1442 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間41分31秒2478 江原 智幸3832 ｴﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

1時間41分33秒2479 澤田 太郎11097 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾛｳ

1時間41分33秒2480 岡田 栄徳3593 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間41分34秒2481 横井 司2813 ﾖｺｲ ﾂｶｻ

1時間41分37秒2482 松田 隆宏11305 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間41分37秒2483 鈴木 芳寛11227 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

1時間41分38秒2484 林 宏明11696 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ

1時間41分40秒2485 稲恒 恭介5636 ｲﾅﾂﾈ ｷｮｳｽｹ

1時間41分41秒2486 平野 玲之2843 ﾋﾗﾉ ﾚｲｼﾞ

1時間41分43秒2487 深津 隆二4176 ﾌｶﾂ ﾘｭｳｼﾞ

1時間41分44秒2488 野崎 義朗6125 ﾉｻﾞｷ ﾖｼｱｷ

1時間41分45秒2489 浅原 大二朗3628 ｱｻﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

1時間41分46秒2490 三和 一兆1430 ﾐﾜ ｶｽﾞﾖｼ

1時間41分46秒2491 須賀 謙介23126 ｽｶﾞ ｹﾝｽｹ

1時間41分47秒2492 ヴィエルネザ ジェマーソン2832 ｳﾞｨｴﾙﾈｻﾞ ｼﾞｪﾏｰｿﾝ

1時間41分48秒2493 山崎 恭兵11588 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ

1時間41分48秒2494 松村 憲一1647 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間41分49秒2495 富山 浩靖11662 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ

1時間41分49秒2496 日高 功2631 ﾋﾀﾞｶ ｲｻｵ

1時間41分49秒2497 賀集 泰雄1902 ｶｼｭｳ ﾔｽｵ

1時間41分50秒2498 色川 正広5546 ｲﾛｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間41分51秒2499 坪井 謙二2587 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｼﾞ

1時間41分51秒2500 下田 健吾11350 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
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1時間41分52秒2501 山口 佳彦2068 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋｺ

1時間41分53秒2502 高橋 信之3459 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間41分53秒2503 瀧谷 知行2202 ﾀｷﾔ ﾄﾓﾕｷ

1時間41分53秒2504 斉藤 直一11260 ｻｲﾄｳ ﾅｵｲﾁ

1時間41分54秒2505 桑原 昌史2717 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻｼ

1時間41分54秒2506 鈴木 誠2482 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

1時間41分54秒2507 星野 晃久2844 ﾎｼﾉ ｱｷﾋｻ

1時間41分55秒2508 村田 秀樹11583 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ

1時間41分55秒2509 ヤップ アルドリン1417 ﾔｯﾌﾟ ｱﾙﾄﾞﾘﾝ

1時間41分58秒2510 武政 勲5560 ﾀｹﾏｻ ｲｻｵ

1時間41分58秒2511 米田 一貴4097 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ

1時間41分59秒2512 高澤 徹23226 ﾀｶｻﾜ ﾄｵﾙ

1時間41分59秒2513 三浦 志朗2803 ﾐｳﾗ ｼﾛｳ

1時間42分01秒2514 仲田 勇司11502 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間42分01秒2515 鈴木 順也2649 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間42分01秒2516 生田 理5569 ｲｸﾀ ｵｻﾑ

1時間42分02秒2517 柿谷 守2012 ｶｷﾔ ﾏﾓﾙ

1時間42分03秒2518 岡田 智典1949 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ

1時間42分04秒2519 丸山 賢治3744 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間42分05秒2520 武富　康人2025 ﾀｹﾄﾐ ﾔｽﾄ

1時間42分05秒2521 鶴薗 宏海11164 ﾂﾙｿﾞﾉ ﾋﾛｳﾐ

1時間42分05秒2522 伏見 周平5392 ﾌｼﾐ ｼｭｳﾍｲ

1時間42分06秒2523 岡本 共且2838 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｶﾂ

1時間42分06秒2524 安食 直明2796 ｱｼﾞｷ ﾅｵｱｷ

1時間42分08秒2525 岩本 竜太郎11623 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1時間42分08秒2526 長谷川 仁志2065 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ

1時間42分08秒2527 並木 昭仁2364 ﾅﾐｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間42分09秒2528 青木 康純3771 ｱｵｷ ﾔｽｽﾞﾐ

1時間42分09秒2529 瀬川 憲司2858 ｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間42分09秒2530 北出 智紀11603 ｷﾀﾃﾞ ﾄﾓﾉﾘ

1時間42分10秒2531 佐藤 猛志1918 ｻﾄｳ ﾀｹｼ

1時間42分10秒2532 松井 秀樹4159 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ

1時間42分10秒2533 石井 大5597 ｲｼｲ ﾏｻﾙ

1時間42分10秒2534 高橋 幸男2440 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ

1時間42分10秒2535 矢田部 貴史23105 ﾔﾀﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ

1時間42分12秒2536 三上 諭3532 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ

1時間42分12秒2537 山崎 仁2652 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ

1時間42分14秒2538 新島 直之3618 ﾆｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ

1時間42分14秒2539 高橋 修3819 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ

1時間42分15秒2540 近藤 正樹2835 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ

1時間42分15秒2541 下杉 陽介11701 ｼﾓｽｷﾞ ﾖｳｽｹ

1時間42分15秒2542 戸叶 智3844 ﾄｶﾉ ｻﾄｼ

1時間42分16秒2543 山本 整2281 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲ

1時間42分16秒2544 江木 慎司2057 ｴｷﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間42分16秒2545 千原 秀志2340 ﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞｼ

1時間42分17秒2546 久保 涼平11293 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ

1時間42分17秒2547 青木 玄3375 ｱｵｷ ｹﾞﾝ

1時間42分17秒2548 松崎 主峰2586 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾐﾈ

1時間42分17秒2549 山口 善夫1586 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ

1時間42分18秒2550 岡本 拓弥4206 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ
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1時間42分18秒2551 薄井 重人4010 ｳｽｲ ｼｹﾞﾄ

1時間42分19秒2552 長谷川 正秀2698 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間42分19秒2553 吉岡 範明11586 ﾖｼｵｶ ﾉﾘｱｷ

1時間42分19秒2554 荒瀬 一樹11544 ｱﾗｾ ｶｽﾞｷ

1時間42分20秒2555 榎本　祐樹11363 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｷ

1時間42分21秒2556 村上 武康1658 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾔｽ

1時間42分21秒2557 松浦 義人3453 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾄ

1時間42分21秒2558 関 丈典11421 ｾｷ ﾀｹﾉﾘ

1時間42分21秒2559 渡辺 秀和4068 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間42分22秒2560 山口 勝正4270 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾏｻ

1時間42分22秒2561 菅野 康一9030 ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ

1時間42分23秒2562 西永 晋5568 ﾆｼﾅｶﾞ ｼﾝ

1時間42分23秒2563 川田 洋2625 ｶﾜﾀ ﾋﾛｼ

1時間42分23秒2564 金 哲利11669 ｷﾝ ｱｷﾄｼ

1時間42分24秒2565 廣瀬 太郎1459 ﾋﾛｾ ﾀﾛｳ

1時間42分26秒2566 岩崎 洋士3644 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ

1時間42分27秒2567 Ｍｏｒａｎｇｅ ＪｅａｎＭａｒｃ2736 ﾓﾗﾝｼﾞｭ ｼﾞｬﾝｰﾏﾙｸ

1時間42分28秒2568 堀内 英仁11498 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾃﾞﾋﾄ

1時間42分29秒2569 三角 修司11596 ﾐｽﾐ ｼｭｳｼﾞ

1時間42分30秒2570 松本 重範11304 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間42分31秒2571 長谷川 大樹11492 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

1時間42分32秒2572 西川 徹5584 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ

1時間42分32秒2573 高原 一公3565 ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間42分33秒2574 西浦 淳也2751 ﾆｼｳﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間42分33秒2575 田中 清仁2863 ﾀﾅｶ ｷﾖﾋﾄ

1時間42分34秒2576 赤平　康之3756 ｱｶﾋﾗ ﾔｽﾕｷ

1時間42分34秒2577 宮本 昭一5578 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ

1時間42分34秒2578 増田 直樹11678 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間42分35秒2579 茂木 浩司3706 ﾓｷﾞ ｺｳｼﾞ

1時間42分37秒2580 小椋 正紀3781 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｷ

1時間42分37秒2581 内山 博文5652 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ

1時間42分37秒2582 河合 洋30488 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ

1時間42分39秒2583 青木 俊1436 ｱｵｷ ｼｭﾝ

1時間42分40秒2584 出川 栄30522 ﾃﾞｶﾞﾜ ｻｶｴ

1時間42分41秒2585 村田 隆洋5530 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間42分41秒2586 中尾 浩司30525 ﾅｶｵ ｺｳｼﾞ

1時間42分41秒2587 瀬戸 一富1583 ｾﾄ ｶｽﾞﾋｻ

1時間42分41秒2588 町田 匡2787 ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳ

1時間42分41秒2589 田村 彰啓7605 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

1時間42分42秒2590 許 弘毅1652 ｷｮ ﾋﾛｷ

1時間42分43秒2591 小川 隼人11372 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

1時間42分43秒2592 岩崎 崇3816 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ

1時間42分44秒2593 織田 恵身2318 ｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

1時間42分44秒2594 鈴木 乙郎3943 ｽｽﾞｷ ｵﾂﾛｳ

1時間42分44秒2595 笠羽 晃司2633 ｶｻﾊﾞ ｺｳｼﾞ

1時間42分44秒2596 橋本 有司11566 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間42分45秒2597 伊関 淳2711 ｲｾｷ ｱﾂｼ

1時間42分45秒2598 藤本 克彦3630 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾋｺ

1時間42分45秒2599 石井 義訓2427 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ

1時間42分45秒2600 四阿 健人3965 ｱｽﾞﾏ ﾀｹﾄ
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間42分46秒2601 滝澤 敦5535 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間42分46秒2602 森川 直樹1529 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵｷ

1時間42分46秒2603 矢野 竜也11338 ﾔﾉ ﾀﾂﾔ

1時間42分46秒2604 金子 光延5602 ｶﾈｺ ﾐﾂﾉﾌﾞ

1時間42分46秒2605 中井 宏11653 ﾅｶｲ ﾋﾛｼ

1時間42分47秒2606 滝本 理之2347 ﾀｷﾓﾄ ﾐﾁﾕｷ

1時間42分49秒2607 日高 英二5615 ﾋﾀﾞｶ ｴｲｼﾞ

1時間42分49秒2608 横瀬 正英7280 ﾖｺｾ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間42分49秒2609 村田 翔11528 ﾑﾗﾀ ｼｮｳ

1時間42分49秒2610 鈴木 慎太郎23323 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間42分49秒2611 角 茂11576 ｽﾐ ｼｹﾞﾙ

1時間42分50秒2612 曾我 裕介11561 ｿｶﾞ ﾕｳｽｹ

1時間42分50秒2613 木村 隆寛11527 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間42分51秒2614 都築 一郎5561 ﾂﾂﾞｷ ｲﾁﾛｳ

1時間42分52秒2615 松波 宏尚2831 ﾏﾂﾅﾐ ﾋﾛﾅｵ

1時間42分53秒2616 伊藤 達也3650 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

1時間42分55秒2617 落合 知樹11673 ｵﾁｱｲ ﾄﾓｷ

1時間42分56秒2618 駒井 茂30586 ｺﾏｲ ｼｹﾞﾙ

1時間42分57秒2619 藤井 茂史2350 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞﾌﾐ

1時間42分58秒2620 田中 健司2558 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

1時間42分58秒2621 小船井 光太郎2763 ｵﾌﾞﾅｲ ｺｳﾀﾛｳ

1時間42分59秒2622 土橋達也6101 ﾂﾁﾊｼﾀﾂﾔ

1時間42分59秒2623 田井 健5565 ﾀｲ ﾀｹｼ

1時間43分00秒2624 樽見 正行3623 ﾀﾙﾐ ﾏｻﾕｷ

1時間43分04秒2625 吉川 礼司2623 ﾖｼｶﾜ ﾚｲｼﾞ

1時間43分05秒2626 相澤 良幸5320 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ

1時間43分05秒2627 名本 真一2616 ﾅﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

1時間43分05秒2628 長房 洋介11439 ﾅｶﾞﾌｻ ﾖｳｽｹ

1時間43分06秒2629 梶田 進一郎20377 ｶｼﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間43分07秒2630 丸山 勇3279 ﾏﾙﾔﾏ ｲｻﾑ

1時間43分07秒2631 堀越 建生11635 ﾎﾘｺｼ ﾀﾃｵ

1時間43分07秒2632 長瀬 優木11535 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｷ

1時間43分08秒2633 中山 新吾5545 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

1時間43分09秒2634 中村 慎矢11079 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ

1時間43分09秒2635 池田 敦11619 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間43分10秒2636 二本柳陵介20762 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間43分12秒2637 長谷川 智2802 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ

1時間43分13秒2638 脇屋 博幸11115 ﾜｷﾔ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分14秒2639 中丸 孝典2776 ﾅｶﾏﾙ ﾀｶﾉﾘ

1時間43分14秒2640 山田 泰弘3835 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間43分14秒2641 福本 義忠11376 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾀﾀﾞ

1時間43分14秒2642 近藤 恵彦11476 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾋｺ

1時間43分15秒2643 大庭 雄策1501 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｻｸ

1時間43分16秒2644 菊井 栄治2437 ｷｸｲ ｴｲｼﾞ

1時間43分16秒2645 弘田 春貴2085 ﾋﾛﾀ ﾊﾙﾀｶ

1時間43分17秒2646 渡辺 陽一2047 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間43分18秒2647 鈴木 敦史3820 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ

1時間43分19秒2648 松田 信泰1965 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ

1時間43分19秒2649 柳 永軍23136 ﾔﾅｷﾞ ｴｲｸﾞﾝ

1時間43分20秒2650 八木 洋平11471 ﾔｷﾞ ﾖｳﾍｲ
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1時間43分20秒2651 長谷部 壮平2714 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ

1時間43分20秒2652 北坂 和浩2597 ｷﾀｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間43分21秒2653 木村 康司5614 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間43分21秒2654 佐々木 直樹4154 ｻｻｷ ﾅｵｷ

1時間43分22秒2655 小松 稔1634 ｺﾏﾂ ﾐﾉﾙ

1時間43分23秒2656 土田 祐輔11373 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間43分23秒2657 芹澤 慎吾4138 ｾﾘｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ

1時間43分26秒2658 佐藤 幸太11344 ｻﾄｳ ｺｳﾀ

1時間43分26秒2659 山本 拓也11401 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ

1時間43分26秒2660 藤井 一浩7672 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間43分27秒2661 村野 整5613 ﾑﾗﾉ ﾋﾄｼ

1時間43分27秒2662 青木 宣昌1444 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間43分28秒2663 北村建生9658 ｷﾀﾑﾗﾀﾃｵ

1時間43分28秒2664 摂待 宏文2406 ｾｯﾀｲ ﾋﾛﾌﾐ

1時間43分29秒2665 村岡 卓30648 ﾑﾗｵｶ ﾀｸ

1時間43分29秒2666 小宮山 登使雄3828 ｺﾐﾔﾏ ﾄｼｵ

1時間43分29秒2667 保屋野 博之2509 ﾎﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分29秒2668 東城 尚太11647 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾅｵﾀ

1時間43分29秒2669 朝川 正憲2078 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾉﾘ

1時間43分30秒2670 加藤 浩明3579 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1時間43分30秒2671 松永 洋司2577 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｳｼﾞ

1時間43分31秒2672 太田 晴久11314 ｵｵﾀ ﾊﾙﾋｻ

1時間43分32秒2673 矢田 章浩5551 ﾔﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間43分32秒2674 田中 立夫3607 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ

1時間43分32秒2675 豊田 望11605 ﾄﾖﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

1時間43分32秒2676 有村 利信3704 ｱﾘﾑﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ

1時間43分33秒2677 伊藤 浩司3837 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間43分34秒2678 森本 尊仁7573 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ

1時間43分35秒2679 小島 優1963 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾙ

1時間43分36秒2680 国分 修一5646 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭｳｲ

1時間43分36秒2681 森田 大地11655 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ

1時間43分36秒2682 栗原 淳11475 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間43分37秒2683 境 忠勝2777 ｻｶｲ ﾀﾀﾞｶﾂ

1時間43分37秒2684 高山 拓郎4282 ﾀｶﾔﾏ ﾀｸｵ

1時間43分37秒2685 金澤 康3503 ｶﾅｻﾞﾜ ﾔｽｼ

1時間43分39秒2686 盛岡 博幸3813 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分39秒2687 高橋　純一21247 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間43分40秒2688 菅原 誠昭30561 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間43分40秒2689 吉沼 雅人2810 ﾖｼﾇﾏ ﾏｻﾄ

1時間43分41秒2690 菊田 光昭5649 ｷｸﾀ ﾐﾂｱｷ

1時間43分41秒2691 松本 慎司30527 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間43分41秒2692 山本 潤11630 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

1時間43分43秒2693 矢野 雄久11310 ﾔﾉ ｶﾂﾋｻ

1時間43分43秒2694 小林 智2050 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ

1時間43分46秒2695 西田 浩1915 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間43分46秒2696 御船 俊11252 ﾐﾌﾈ ｼｭﾝ

1時間43分46秒2697 有川 裕3762 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間43分47秒2698 三井所 誠太郎1460 ﾐｲｼｮ ｾｲﾀﾛｳ

1時間43分48秒2699 西澤 英樹5630 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ

1時間43分48秒2700 小野木 雅史2020 ｵﾉｷﾞ ﾏｻﾌﾐ
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1時間43分49秒2701 鈴木 徹平3569 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間43分49秒2702 大野 広康2337 ｵｵﾉ ﾋﾛﾔｽ

1時間43分50秒2703 黒田 明生1590 ｸﾛﾀﾞ ｱｷｵ

1時間43分51秒2704 高宮 譲2826 ﾀｶﾐﾔ ｼﾞｮｳ

1時間43分51秒2705 酒井 辰哉5448 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ

1時間43分52秒2706 川上 祐太11429 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ

1時間43分52秒2707 大桑 仁3818 ｵｵｸﾜ ﾔｽｼ

1時間43分53秒2708 ヴィアロボス ダリル11531 ｳﾞｨｱﾛﾎﾞｽ ﾀﾞﾘﾙ

1時間43分54秒2709 山岸 猛2746 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ

1時間43分54秒2710 坂下 政典30487 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

1時間43分54秒2711 根本 雅昭3788 ﾈﾓﾄ ﾏｻｱｷ

1時間43分55秒2712 長谷川 優1485 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

1時間43分56秒2713 松岡 茂樹5653 ﾏﾂｵｶ ｼｹﾞｷ

1時間43分57秒2714 今井　敏裕9655 ｲﾏｲ ﾄｼﾋﾛ

1時間43分58秒2715 青野 一季2820 ｱｵﾉ ｶｽﾞｷ

1時間43分58秒2716 横田 元2639 ﾖｺﾀ ﾓﾄ

1時間43分59秒2717 遠藤 剛1969 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

1時間44分00秒2718 武内 正憲23184 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分00秒2719 柳田 厚志11556 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間44分01秒2720 谷山 晃規20325 ﾀﾆﾔﾏ ｱｷﾉﾘ

1時間44分01秒2721 大久保 裕之2488 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分01秒2722 小坂 洋介2284 ｺｻｶ ﾖｳｽｹ

1時間44分01秒2723 木下 知昭2519 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｱｷ

1時間44分02秒2724 渡辺 一弘5587 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間44分02秒2725 葉山 秀樹3359 ﾊﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間44分03秒2726 箱崎 真一23104 ﾊｺｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ

1時間44分07秒2727 時實 一磨2670 ﾄｷｻﾞﾈ ｶｽﾞﾏ

1時間44分07秒2728 御船 健2496 ﾐﾌﾈ ｹﾝ

1時間44分07秒2729 一宮 光夫3731 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｵ

1時間44分08秒2730 小越 庸平1414 ｺｺﾞｼ ﾖｳﾍｲ

1時間44分08秒2731 高橋 孝仁11017 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾄ

1時間44分09秒2732 小林 伊織2860 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ

1時間44分09秒2733 齋藤 寿一2739 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ

1時間44分10秒2734 大久保 雅之3580 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間44分11秒2735 中尾 修造11487 ﾅｶｵ ｼｭｳｿﾞｳ

1時間44分11秒2736 北村　一誠2265 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾓﾄ

1時間44分11秒2737 矢野 真一11469 ﾔﾉ ｼﾝｲﾁ

1時間44分11秒2738 千濱 淳一2730 ﾁﾊﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間44分12秒2739 山田 孝章11645 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ

1時間44分12秒2740 小美野 浩明3373 ｵﾐﾉ ﾋﾛｱｷ

1時間44分12秒2741 佐久間 勝彦1521 ｻｸﾏ ｶﾂﾋｺ

1時間44分13秒2742 山本 光2243 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間44分13秒2743 西谷 敏郎23169 ﾆｼﾀﾆ ﾄｼﾛｳ

1時間44分14秒2744 池谷 幸男1999 ｲｹﾔ ﾕｷｵ

1時間44分14秒2745 室家 健吾11201 ﾑﾛﾔ ｹﾝｺﾞ

1時間44分14秒2746 進藤 克己2217 ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾐ

1時間44分15秒2747 岡田 達哉23149 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間44分15秒2748 戸塚 清3466 ﾄﾂｶ ｷﾖｼ

1時間44分16秒2749 角谷 啓太21242 ｶｸﾀﾆ ｹｲﾀ

1時間44分17秒2750 桝田 恭正6123 ﾏｽﾀﾞ ﾔｽﾏｻ
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ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間44分17秒2751 後藤 哲23156 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂ

1時間44分18秒2752 青木 信裕3671 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間44分18秒2753 小林 稔2713 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

1時間44分19秒2754 大東 正和2767 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏｻｶｽﾞ

1時間44分20秒2755 仲村 仁孝20251 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

1時間44分20秒2756 尾崎 友哉11493 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾔ

1時間44分20秒2757 鈴木 勲11454 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ

1時間44分20秒2758 有留 誠一1989 ｱﾘﾄﾒ ｾｲｲﾁ

1時間44分21秒2759 實近 大樹1683 ｻﾈﾁｶ ﾀｲｷ

1時間44分21秒2760 伊勢 健雄23129 ｲｾ ﾀﾃｵ

1時間44分21秒2761 峰岸 達也11436 ﾐﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ

1時間44分22秒2762 橋詰 聡史2269 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾄｼ

1時間44分22秒2763 小野 篤史11384 ｵﾉ ｱﾂｼ

1時間44分23秒2764 行川 賢一郎4287 ﾅﾒｶﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間44分23秒2765 ＬＥ　ＭＩＮＨ ＴＨＡＮＧ11423 ﾚﾐﾝ ﾀﾝ

1時間44分23秒2766 浅川 浩一郎30485 ｱｻｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間44分24秒2767 荻田 俊輔3478 ｵｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

1時間44分24秒2768 飯塚 宏5599 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｼ

1時間44分24秒2769 安井 孝志2573 ﾔｽｲ ﾀｶｼ

1時間44分25秒2770 清水 洋幸1939 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分26秒2771 岡本 夏樹11088 ｵｶﾓﾄ ﾅﾂｷ

1時間44分26秒2772 尾座本 崇4570 ｵｻﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間44分26秒2773 柴田 寛人23175 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄ

1時間44分26秒2774 宮脇 弘徳3987 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛﾉﾘ

1時間44分26秒2775 引地 剛樹4273 ﾋｷﾁ ﾏｻｷ

1時間44分27秒2776 茂木 一穂4045 ﾓｷﾞ ｶｽﾞﾎ

1時間44分28秒2777 長岡 勉23125 ﾅｶﾞｵｶ ﾂﾄﾑ

1時間44分28秒2778 杉俣 大祐11415 ｽｷﾞﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間44分28秒2779 小美野 恭輝2038 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ

1時間44分29秒2780 古西 隆一11555 ｺﾆｼ ﾘｭｳｲﾁ

1時間44分29秒2781 渡辺 雅己2822 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ

1時間44分29秒2782 毛塚 一馬4587 ｹﾂﾞｶ ｶｽﾞﾏ

1時間44分29秒2783 青木 亮輔30589 ｱｵｷ ﾘｮｳｽｹ

1時間44分29秒2784 松沢 充雄5607 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾂｵ

1時間44分32秒2785 森川 尚彦5483 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾋｺ

1時間44分32秒2786 伊藤 俊介11098 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

1時間44分32秒2787 梅木 市朗3797 ｳﾒｷ ｲﾁﾛｳ

1時間44分33秒2788 垣内 昇4071 ｶｷｳﾁ ﾉﾎﾞﾙ

1時間44分33秒2789 増田 駿平11179 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間44分35秒2790 河井 俊樹11652 ｶﾜｲ ﾄｼｷ

1時間44分36秒2791 木下 正幸1407 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間44分37秒2792 田端 隆明5610 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ

1時間44分38秒2793 末澤 光一20296 ｽｴｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ

1時間44分38秒2794 吉野 威志11153 ﾖｼﾉ ﾀｹｼ

1時間44分39秒2795 田中 啓一11379 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ

1時間44分39秒2796 鈴木 明3578 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ

1時間44分39秒2797 諸岡 礼二3595 ﾓﾛｵｶ ﾚｲｼﾞ

1時間44分39秒2798 市川 吉洋11169 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間44分40秒2799 庭野 道雄4148 ﾆﾜﾉ ﾐﾁｵ

1時間44分41秒2800 篠田 悟2058 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間44分41秒2801 田代 敦士1475 ﾀｼﾛ ｱﾂｼ

1時間44分43秒2802 長尾 茂樹5572 ﾅｶﾞｵ ｼｹﾞｷ

1時間44分43秒2803 小柳 芳雄3725 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｵ

1時間44分44秒2804 竹本 幸介11420 ﾀｹﾓﾄ ｺｳｽｹ

1時間44分44秒2805 伊吹 博一2054 ｲﾌﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間44分45秒2806 大川原 真澄3627 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ

1時間44分45秒2807 吉村 賢一11258 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間44分46秒2808 井坂 英樹5625 ｲｻｶ ﾋﾃﾞｷ

1時間44分48秒2809 畑野 仁一1990 ﾊﾀﾉ ｼﾞﾝｲﾁ

1時間44分48秒2810 下澤 秀幸2306 ｼﾓｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間44分48秒2811 成戸 和広2669 ﾅﾘﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間44分49秒2812 三橋 学1946 ﾐﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間44分49秒2813 伊藤 多嘉彦2353 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ

1時間44分49秒2814 神田 浩3939 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間44分49秒2815 青木 裕幸3717 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分50秒2816 島田 源邦2334 ｼﾏﾀﾞ ﾓﾄｸﾆ

1時間44分50秒2817 土田 大貴1462 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

1時間44分51秒2818 森田 俊平5553 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間44分53秒2819 中澤 知威11631 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾀｹ

1時間44分53秒2820 萩尾 明広2789 ﾊｷﾞｵ ｱｷﾋﾛ

1時間44分54秒2821 飯島 康生3783 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽｵ

1時間44分55秒2822 辻 泰士20261 ﾂｼﾞ ﾀｲｼﾞ

1時間44分56秒2823 村上 貴義1792 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾖｼ

1時間44分56秒2824 千賀 章介3599 ｾﾝｶﾞ ｱｷﾖｼ

1時間44分56秒2825 小島 淳一1904 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間44分56秒2826 長倉 拓夢1664 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀｸﾑ

1時間44分57秒2827 益森 貴士11433 ﾏｽﾓﾘ ﾀｶｼ

1時間44分59秒2828 木下 竜太23117 ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳﾀ

1時間44分59秒2829 横尾 裕次1454 ﾖｺｵ ﾋﾛﾂｸﾞ

1時間44分59秒2830 小林 淳記11565 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｷ

1時間45分00秒2831 松崎 圭祐11152 ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ

1時間45分00秒2832 小池 誠治2830 ｺｲｹ ｾｲｼﾞ

1時間45分01秒2833 上田 展裕1895 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間45分01秒2834 勝本 精二1910 ｶﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ

1時間45分02秒2835 中村 真己30568 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ

1時間45分03秒2836 飛田 博史3822 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間45分04秒2837 小澤 一曉2003 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ

1時間45分04秒2838 大内 秀樹7437 ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

1時間45分04秒2839 國時 浩一1938 ｸﾆﾄｷ ｺｳｲﾁ

1時間45分05秒2840 安孫子 博生4595 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛｷ

1時間45分05秒2841 齊藤 裕康2825 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔｽ

1時間45分05秒2842 座間 陽一郎5604 ｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間45分05秒2843 相馬 勝3309 ｿｳﾏ ﾏｻﾙ

1時間45分05秒2844 長崎 隆広3955 ﾅｶﾞｻｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間45分05秒2845 宮本 岳11721 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間45分06秒2846 村木 恒夫6118 ﾑﾗｷ ﾂﾈｵ

1時間45分06秒2847 桐山 魁生11443 ｷﾘﾔﾏ ｶｲｾｲ

1時間45分08秒2848 大川 良太2297 ｵｵｶﾜ ﾘｮｳﾀ

1時間45分09秒2849 小林 将人3795 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

1時間45分10秒2850 畠山 美広23158 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間45分10秒2851 中村 雅夫30647 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ

1時間45分11秒2852 鈴木 正憲11622 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

1時間45分11秒2853 五郎丸 由宜11349 ｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾖｼﾉﾘ

1時間45分11秒2854 中村 圭輔2274 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間45分12秒2855 小松 史朗2295 ｺﾏﾂ ｼﾛｳ

1時間45分13秒2856 山西 健一11460 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝｲﾁ

1時間45分13秒2857 村田 雅晴30528 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ

1時間45分13秒2858 前野 泰之30668 ﾏｴﾉ ﾔｽﾕｷ

1時間45分14秒2859 田浪 優30503 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ

1時間45分15秒2860 石田 泰久2811 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋｻ

1時間45分15秒2861 鳴海 修一2785 ﾅﾙﾐ ｼｭｳｲﾁ

1時間45分15秒2862 石丸 慶三5539 ｲｼﾏﾙ ｹｲｿﾞｳ

1時間45分17秒2863 福井 崇士2220 ﾌｸｲ ﾀｶｼ

1時間45分17秒2864 珍田 真一7601 ﾁﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間45分18秒2865 本城 啓史23116 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ

1時間45分18秒2866 白川 雅之1976 ｼﾗｶﾜ ﾏｻﾕｷ

1時間45分18秒2867 永尾 優磨20271 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾏ

1時間45分19秒2868 大木 謙一11507 ｵｵｷ ｹﾝｲﾁ

1時間45分19秒2869 山田 征史5605 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

1時間45分20秒2870 李 顕史3566 ﾘ ｹﾝｼﾞ

1時間45分20秒2871 佐野 和彦4033 ｻﾉ ｶｽﾞﾋｺ

1時間45分20秒2872 銅坂 慎2854 ﾄﾞｳｻｶ ﾏｺﾄ

1時間45分21秒2873 北條 健20136 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

1時間45分21秒2874 蕪城 俊克4118 ｶﾌﾞﾗｷ ﾄｼｶﾂ

1時間45分22秒2875 早川 恒一郎5540 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間45分22秒2876 小林 大介11137 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間45分22秒2877 松井 誠5504 ﾏﾂｲ ﾏｺﾄ

1時間45分22秒2878 兼田 博史1550 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間45分22秒2879 吉野 雄志11223 ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ

1時間45分23秒2880 長沼 和秋21289 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｱｷ

1時間45分24秒2881 峯崎 貴実1523 ﾐﾈｻﾞｷ ﾀｶﾐ

1時間45分25秒2882 成田 嘉之1937 ﾅﾘﾀ ﾖｼﾕｷ

1時間45分25秒2883 福田 亮5619 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間45分27秒2884 高橋 康男2015 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ

1時間45分28秒2885 渡邉 雅治23162 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ

1時間45分28秒2886 佐々木 優20298 ｻｻｷ ﾕｳ

1時間45分29秒2887 大場 満寿夫3696 ｵｵﾊﾞ ﾏｽｵ

1時間45分30秒2888 橋本 圭一11568 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｲﾁ

1時間45分30秒2889 竹田 隆之3815 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間45分30秒2890 澤本 嘉正2784 ｻﾜﾓﾄ ﾖｼﾏｻ

1時間45分34秒2891 清水 亮11534 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ

1時間45分35秒2892 川上 慶士1455 ｶﾜｶﾐ ｹｲｼ

1時間45分35秒2893 奥山 幸祐1477 ｵｸﾔﾏ ｺｳｽｹ

1時間45分36秒2894 内田 秀明4128 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間45分37秒2895 岩戸　一6104 ｲﾜﾄ ﾊｼﾞﾒ

1時間45分39秒2896 江藤 諒11204 ｴﾄｳ ﾘｮｳ

1時間45分40秒2897 上岡 裕30566 ｳｴｵｶ ﾕﾀｶ

1時間45分40秒2898 広田 和弘12008 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間45分41秒2899 坂井 良治30609 ｻｶｲ ﾘｮｳｼﾞ

1時間45分41秒2900 飯嶋 真弘3755 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ
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1時間45分41秒2901 横川 裕理11261 ﾖｺｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ

1時間45分43秒2902 飯田 和也1479 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間45分44秒2903 皆越 智弘3512 ﾐﾅｺｼ ﾄﾓﾋﾛ

1時間45分44秒2904 竹下 茂雄11600 ﾀｹｼﾀ ｼｹﾞｵ

1時間45分45秒2905 高橋 明人23128 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ

1時間45分45秒2906 内藤 達也5577 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

1時間45分46秒2907 吉田 哲也3648 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間45分47秒2908 茂木 良信3936 ﾓﾃｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間45分47秒2909 遠藤 伊吹4044 ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞｷ

1時間45分47秒2910 宮川 正行11722 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾕｷ

1時間45分49秒2911 川崎 祐之30529 ｶﾜｻｷ ﾕｳｼ

1時間45分49秒2912 八巻 孝夫2061 ﾔﾏｷ ﾀｶｵ

1時間45分49秒2913 米村 航11375 ﾖﾈﾑﾗ ﾜﾀﾙ

1時間45分50秒2914 工藤 幸治4669 ｸﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ

1時間45分50秒2915 蔭西 透11613 ｶｹﾞﾆｼ ﾄｵﾙ

1時間45分50秒2916 和田 一雄30508 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ

1時間45分50秒2917 内野 貴之3679 ｳﾁﾉ ﾀｶﾕｷ

1時間45分50秒2918 林 達郎3636 ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ

1時間45分51秒2919 葛西 信太郎1859 ｶｻｲ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間45分52秒2920 平野 一男4196 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｵ

1時間45分52秒2921 春日 弘章3480 ｶｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間45分53秒2922 冨永 正夫2806 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｵ

1時間45分53秒2923 加藤 裕志30504 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間45分54秒2924 宮田 宜彰3804 ﾐﾔﾀ ﾉﾘｱｷ

1時間45分54秒2925 駒場 研哉31036 ｺﾏﾊﾞ ｹﾝﾔ

1時間45分54秒2926 デウイット ネイサン30584 ﾃﾞｳｲｯﾄ ﾈｲｻﾝ

1時間45分55秒2927 菅野 繁孝3665 ｶﾝﾉ ｼｹﾞﾀｶ

1時間45分56秒2928 佐藤 英二2740 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

1時間45分56秒2929 柴田 智明1760 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｱｷ

1時間45分57秒2930 菊地 孝司3959 ｷｸﾁ ﾀｶｼ

1時間45分57秒2931 陣鎌 弘彰3817 ｼﾞﾝｶﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間45分59秒2932 和泉 孝一3708 ｲｽﾞﾐ ｺｳｲﾁ

1時間45分59秒2933 齊藤 大蔵3776 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｿﾞｳ

1時間46分00秒2934 坂井 史訓23167 ｻｶｲ ﾌﾐﾉﾘ

1時間46分01秒2935 宮本 明3538 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間46分02秒2936 堀川 貴広11621 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間46分02秒2937 大浦 孝文3848 ｵｵｳﾗ ﾀｶﾌﾐ

1時間46分04秒2938 田中 秀一4622 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

1時間46分04秒2939 古井 勇以磨1558 ﾌﾙｲ ﾕｳﾏ

1時間46分05秒2940 大石 直毅3979 ｵｵｲｼ ﾅｵｷ

1時間46分06秒2941 松田 拓馬1726 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ

1時間46分06秒2942 細田 鋭進2255 ﾎｿﾀﾞ ｴｲｼﾝ

1時間46分06秒2943 榎本 佳文1943 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

1時間46分07秒2944 川江 宗太郎2016 ｶﾜｴ ｿｳﾀﾛｳ

1時間46分08秒2945 吉田 聡2695 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間46分08秒2946 玉木 賢二2759 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ

1時間46分09秒2947 櫨本 匡弘4742 ﾊｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

1時間46分11秒2948 向後 好人3471 ｺｳｺﾞ ﾖｼﾋﾄ

1時間46分11秒2949 嘉松 孝友2601 ｶﾏﾂ ﾀｶﾄﾓ

1時間46分11秒2950 押久保 敦弘2765 ｵｼｸﾎﾞ ｱﾂﾋﾛ
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ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間46分12秒2951 谷田 政隆1977 ﾀﾆﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間46分12秒2952 中島 凌20323 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ

1時間46分13秒2953 高野 政徳30481 ﾀｶﾉ ﾏｻﾉﾘ

1時間46分14秒2954 山本 勇2726 ﾔﾏﾓﾄ ｲｻﾑ

1時間46分14秒2955 棚橋 一郎3697 ﾀﾅﾊｼ ｲﾁﾛｳ

1時間46分15秒2956 伊東 正明2467 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ

1時間46分16秒2957 谷内田 益義3827 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｽﾖｼ

1時間46分17秒2958 志村 和哉11671 ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間46分17秒2959 鏡 佳浩4507 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間46分17秒2960 鳴河 洋二1947 ﾅﾙｶﾜ ﾖｳｼﾞ

1時間46分17秒2961 小野寺 博22738 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ

1時間46分18秒2962 岡本 辰也4119 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1時間46分19秒2963 山本 吉信11058 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間46分20秒2964 小野 祥一4650 ｵﾉ ｼｮｳｲﾁ

1時間46分20秒2965 佐藤 良彦2326 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ

1時間46分20秒2966 池田 達彦2667 ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ

1時間46分22秒2967 香月 隆之6134 ｶﾂｷ ﾀｶﾕｷ

1時間46分22秒2968 落合 雅文5548 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾌﾐ

1時間46分22秒2969 富木 英晴4031 ﾄﾐｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ

1時間46分24秒2970 神社 正人1953 ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾏｻﾄ

1時間46分25秒2971 箕輪 祐馬11651 ﾐﾉﾜ ﾕｳﾏ

1時間46分25秒2972 森山 光春5640 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾂﾊﾙ

1時間46分26秒2973 渡邉 学3064 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間46分26秒2974 菅瀬 優生11577 ｽｶﾞｾ ﾕｳｷ

1時間46分26秒2975 板垣 智彦1476 ｲﾀｶﾞｷ ﾄﾓﾋｺ

1時間46分26秒2976 六川 真樹11612 ﾛｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

1時間46分26秒2977 小川 翔志11558 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ

1時間46分27秒2978 安達 晋一郎3821 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間46分27秒2979 山本 満30603 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾙ

1時間46分28秒2980 吉田 成史3938 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄ

1時間46分29秒2981 折原 康貴2048 ｵﾘﾊﾗ ﾔｽﾀｶ

1時間46分29秒2982 竹 直樹2703 ﾀｹ ﾅｵｷ

1時間46分30秒2983 湯浅 康俊2075 ﾕｱｻ ﾔｽﾄｼ

1時間46分32秒2984 長野 啓30530 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

1時間46分33秒2985 陣内 康成23133 ｼﾞﾝﾅｲ ﾔｽﾅﾘ

1時間46分33秒2986 定祐 壽美男3695 ｼﾞｮｳﾕｳ ｽﾐｵ

1時間46分34秒2987 浅井 直人1433 ｱｻｲ ﾅｵﾄ

1時間46分35秒2988 杉山 純也20388 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間46分35秒2989 宮原 光男4046 ﾐﾔﾊﾗ ﾐﾂｵ

1時間46分35秒2990 山田 玄11625 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾞﾝ

1時間46分38秒2991 鈴木 章裕2270 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ

1時間46分39秒2992 竹渕 勝美4181 ﾀｹﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ

1時間46分40秒2993 玉城 陽郎11585 ﾀﾏｷ ｱｷｵ

1時間46分40秒2994 佐藤 詠司23326 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

1時間46分40秒2995 菅原 達也11329 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾔ

1時間46分40秒2996 木村 高徳3998 ｷﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ

1時間46分41秒2997 杉本 淳11683 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

1時間46分42秒2998 内田 真宏11649 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間46分43秒2999 田中 謙一郎4454 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間46分43秒3000 犬塚 伸二3846 ｲﾇﾂﾞｶ ｼﾝｼﾞ
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ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間46分44秒3001 尾藤 剛4076 ﾋﾞﾄｳ ｺﾞｳ

1時間46分44秒3002 龍崎 尚之5589 ﾀﾂｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ

1時間46分44秒3003 佐藤 信洋2028 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間46分44秒3004 大原 英朗11467 ｵｵﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間46分44秒3005 岡本 賢二2510 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間46分45秒3006 萩原 聡23140 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ

1時間46分45秒3007 鈴木 央3759 ｽｽﾞｷ ﾕｳ

1時間46分45秒3008 井上 勝博3055 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ

1時間46分50秒3009 矢嶋 泰啓1542 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ

1時間46分50秒3010 田中 正良2671 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ

1時間46分50秒3011 高島 修3966 ﾀｶｼﾏ ｵｻﾑ

1時間46分50秒3012 平田 恭佐1993 ﾋﾗﾀ ｷｮｳｽｹ

1時間46分51秒3013 佐々木 敬紘1411 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間46分53秒3014 樋口 陽介3647 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ

1時間46分53秒3015 澤田 剛希1621 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｷ

1時間46分54秒3016 板倉 多一2081 ｲﾀｸﾗ ﾀｲﾁ

1時間46分55秒3017 吉清水 秀人5627 ﾖｼｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾄ

1時間46分56秒3018 小林　久也7968 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾔ

1時間46分57秒3019 砂金 眞司4417 ｽﾅｶﾞﾈ ﾏｻｼ

1時間46分58秒3020 杉本 鉄也7410 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間46分58秒3021 柳 俊輝3564 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｷ

1時間46分58秒3022 広瀬 貴之11091 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ

1時間46分59秒3023 大澤 満2743 ｵｵｻﾜ ﾐﾂﾙ

1時間46分59秒3024 柴田　光23303 ｼﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ

1時間46分59秒3025 野上 哲郎3975 ﾉｶﾞﾐ ﾃﾂﾛｳ

1時間46分59秒3026 中島進23305 ﾅｶｼﾞﾏｽｽﾑ

1時間47分01秒3027 荒井 勉2794 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ

1時間47分01秒3028 小川 正晃4705 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

1時間47分01秒3029 平野 智彦23172 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾋｺ

1時間47分03秒3030 佐川 達也11521 ｻｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

1時間47分03秒3031 阿部 啓介1505 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ

1時間47分03秒3032 鈴木 俊之4326 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間47分04秒3033 津島 康人3404 ﾂｼﾏ ﾔｽﾄ

1時間47分04秒3034 竜田 博之6121 ﾀﾂﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間47分05秒3035 中村 光男4549 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ

1時間47分06秒3036 芹川 健司1966 ｾﾘｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間47分06秒3037 山内 健太郎2851 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間47分06秒3038 関口 真一4067 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ

1時間47分07秒3039 鈴木 大介11228 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間47分08秒3040 五味 靖典3763 ｺﾞﾐ ﾔｽﾉﾘ

1時間47分09秒3041 赤見 勇雄1555 ｱｶﾐ ﾀｹｵ

1時間47分09秒3042 佐藤 敏明3909 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ

1時間47分11秒3043 平野 秀夫23130 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ

1時間47分11秒3044 塚本 晃二2021 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間47分13秒3045 中澤 亮7288 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ

1時間47分14秒3046 忠内 貴直2032 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾀｶﾅｵ

1時間47分14秒3047 正田 克成3773 ｼｮｳﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ

1時間47分15秒3048 渡辺　淳30686 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

1時間47分15秒3049 新井 智之2724 ｱﾗｲ ﾄﾓﾕｷ

1時間47分16秒3050 中臺 利也3472 ﾅｶﾀﾞｲ ﾄｼﾔ
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1時間47分17秒3051 大友 拓郎4000 ｵｵﾄﾓ ﾀｸﾛｳ

1時間47分17秒3052 勝又 秀夫3589 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ

1時間47分19秒3053 片岡 勇30630 ｶﾀｵｶ ｲｻﾑ

1時間47分20秒3054 三輪 昌弘2766 ﾐﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間47分20秒3055 小野木 昌史2080 ｵﾉｷﾞ ｼｮｳｼﾞ

1時間47分21秒3056 山浦 秀雄3683 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾞﾃﾞｵ

1時間47分22秒3057 清田 友吾1473 ｾｲﾀ ﾕｳｺﾞ

1時間47分24秒3058 関川 政一2553 ｾｷｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ

1時間47分24秒3059 山口 義弘4188 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間47分24秒3060 角田 逸郎23318 ｽﾐﾀ ｲﾂﾛｳ

1時間47分25秒3061 大角 博章1901 ｵｵｽﾐ ﾋﾛｱｷ

1時間47分26秒3062 鈴木 優4135 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ

1時間47分26秒3063 若林 孝幸2561 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

1時間47分27秒3064 上田 健一4226 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間47分28秒3065 宮田 達哉4343 ﾐﾔﾀ ﾀﾂﾔ

1時間47分29秒3066 本田 聡7698 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間47分29秒3067 先崎 孝道11160 ｾﾝｻﾞｷ ﾀｶﾐﾁ

1時間47分29秒3068 上原 章暢5620 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間47分29秒3069 村井 誠弥1539 ﾑﾗｲ ﾏｻﾔ

1時間47分30秒3070 関根 健太郎2476 ｾｷﾈ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間47分31秒3071 栗原 良平1609 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ

1時間47分32秒3072 古山 健1478 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間47分33秒3073 山崎 正悟3709 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｺﾞ

1時間47分34秒3074 吉川 真和31019 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ

1時間47分34秒3075 西村 直人11409 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾄ

1時間47分35秒3076 蛭子 彰浩4447 ｴﾋﾞｽ ｱｷﾋﾛ

1時間47分36秒3077 安藤 勝3780 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ

1時間47分37秒3078 中川 翔太1509 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

1時間47分37秒3079 金井 威道1408 ｶﾅｲ ﾀｹﾐﾁ

1時間47分37秒3080 山羽 稔3619 ﾔﾏﾊ ﾐﾉﾙ

1時間47分38秒3081 本山 研一3727 ﾓﾄﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間47分38秒3082 加藤 雅士2059 ｶﾄｳ ﾏｻｼ

1時間47分39秒3083 松野 宏治4639 ﾏﾂﾉ ｺｳｼﾞ

1時間47分39秒3084 黒田 武嗣23165 ｸﾛﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ

1時間47分41秒3085 佐藤 和美4004 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ

1時間47分42秒3086 洪 昌文1625 ｺｳ ﾏｻﾌﾐ

1時間47分43秒3087 山根 史義4103 ﾔﾏﾈ ﾌﾐﾖｼ

1時間47分44秒3088 木下 新作2077 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｻｸ

1時間47分45秒3089 五島 新太朗1437 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間47分46秒3090 山本 和男3720 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間47分47秒3091 古山 英治4130 ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ

1時間47分48秒3092 谷 順策2432 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｻｸ

1時間47分48秒3093 小田倉 一寿2035 ｵﾀﾞｸﾗ ｶｽﾞﾄｼ

1時間47分48秒3094 柳澤 伸雄30605 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉﾌﾞｵ

1時間47分49秒3095 小尾 英彰4242 ｵﾋﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間47分49秒3096 渡部 匡顕5647 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ

1時間47分51秒3097 亀川 幹彦5603 ｶﾒｶﾜ ﾐｷﾋｺ

1時間47分52秒3098 小俣 弘之11682 ｵﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間47分54秒3099 嶋村 修23144 ｼﾏﾑﾗ ｵｻﾑ

1時間47分55秒3100 中根 伸悟3772 ﾅｶﾈ ｼﾝｺﾞ
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1時間47分55秒3101 田崎 政史1984 ﾀｻｷ ﾏｻｼ

1時間47分56秒3102 今井 和也11656 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾔ

1時間47分56秒3103 吉原 康彦1687 ﾖｼﾊﾗ ﾔｽﾋｺ

1時間47分56秒3104 瀬能 忠之30489 ｾﾉｳ ﾀﾀﾞﾕｷ

1時間47分56秒3105 阪本 光隆3626 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ

1時間47分56秒3106 杉田 寛之2237 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分00秒3107 陣内 孝輔5491 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｺｳｽｹ

1時間48分00秒3108 後藤 稔功11219 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾉﾘ

1時間48分01秒3109 生駒 徹3728 ｲｺﾏ ﾄｵﾙ

1時間48分02秒3110 山田 哲男6126 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂｵ

1時間48分03秒3111 鈴木 情史6141 ｽｽﾞｷ ｷﾖｼ

1時間48分03秒3112 下野 和孝3758 ｼﾓﾉ ｶｽﾞﾀｶ

1時間48分04秒3113 駒込 大祐20248 ｺﾏｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ

1時間48分04秒3114 永峯 広己2042 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛｷ

1時間48分04秒3115 中河 ユウマ11148 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

1時間48分06秒3116 町田 明11549 ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間48分06秒3117 菅野 覚23108 ｶﾝﾉ ｻﾄﾙ

1時間48分06秒3118 比留間 晋一1491 ﾋﾙﾏ ｼﾝｲﾁ

1時間48分07秒3119 佐藤 公威1909 ｻﾄｳ ｷﾐﾀｹ

1時間48分07秒3120 本吉 智己3831 ﾓﾄﾖｼ ﾄﾓﾐ

1時間48分08秒3121 風間 宣利1908 ｶｻﾞﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ

1時間48分09秒3122 黒田 寿夫5506 ｸﾛﾀﾞ ﾋｻｵ

1時間48分09秒3123 横山 重徳23178 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間48分09秒3124 橋本 茂博30510 ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間48分10秒3125 丸山 知英4539 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ

1時間48分11秒3126 香取 洋宣1525 ｶﾄﾘ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間48分11秒3127 高梨 紀31003 ﾀｶﾅｼ ｵｻﾑ

1時間48分11秒3128 中野 正宏30543 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間48分11秒3129 近藤 剛4431 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾞｳ

1時間48分12秒3130 鈴木 郁雄2791 ｽｽﾞｷ ｲｸｵ

1時間48分12秒3131 飯塚　彰20765 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾗ

1時間48分13秒3132 中島 渉11146 ﾅｶｼﾏ ﾜﾀﾙ

1時間48分13秒3133 水野 徹2814 ﾐｽﾞﾉ ﾄｵﾙ

1時間48分13秒3134 永井 敏博1416 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾋﾛ

1時間48分14秒3135 伊藤 栄1409 ｲﾄｳ ｻｶｴ

1時間48分15秒3136 河村 博之4502 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分15秒3137 丸橋 則夫5573 ﾏﾙﾊｼ ﾉﾘｵ

1時間48分15秒3138 富田 力4499 ﾄﾐﾀ ﾁｶﾗ

1時間48分16秒3139 新井 功3908 ｱﾗｲ ｲｻｵ

1時間48分16秒3140 上田 祐司2808 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間48分17秒3141 沖田 直哉5493 ｵｷﾀ ﾅｵﾔ

1時間48分17秒3142 見海 顕治3907 ﾐｳﾐ ｹﾝｼﾞ

1時間48分18秒3143 中島 正朝1931 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄﾓ

1時間48分18秒3144 大澤 亮二2040 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ

1時間48分18秒3145 相良 堅作11481 ｻｶﾞﾗ ｹﾝｻｸ

1時間48分18秒3146 稲垣 哲哉4152 ｲﾅｶﾞｷ ﾃﾂﾔ

1時間48分18秒3147 菅崎 篤史2643 ｽｶﾞｻｷ ｱﾂｼ

1時間48分19秒3148 岩壁 茂22733 ｲﾜｶﾍﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間48分21秒3149 遠山 健一4291 ﾄｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間48分21秒3150 野口 晴生1639 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ
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1時間48分21秒3151 森 美宣3716 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間48分24秒3152 土田 平和23120 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾀﾞｶ

1時間48分24秒3153 本庄 秀樹30482 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間48分24秒3154 山下 茂樹2450 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｷ

1時間48分24秒3155 渡邊 聡大3903 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間48分25秒3156 新井 大介4059 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ

1時間48分26秒3157 中野 隆之5555 ﾅｶﾉ ﾀｶﾕｷ

1時間48分27秒3158 田村 雄次5571 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間48分27秒3159 藤本 和彦11551 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

1時間48分27秒3160 松田 満康4011 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾔｽ

1時間48分28秒3161 野澤　毅一郎9653 ﾉｻﾞﾜ ｷｲﾁﾛｳ

1時間48分29秒3162 伊藤 岳1420 ｲﾄｳ ｶﾞｸ

1時間48分29秒3163 青地 信弥11637 ｱｵﾁ ｼﾝﾔ

1時間48分29秒3164 渡邊 亮1510 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ

1時間48分29秒3165 荒山 真宏4049 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間48分30秒3166 伊藤 裕之23142 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分31秒3167 和田 達也4276 ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間48分32秒3168 深井 一佳1998 ﾌｶｲ ｶｽﾞﾖｼ

1時間48分33秒3169 坪井 宏之20133 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分33秒3170 田中 庸介1968 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

1時間48分34秒3171 丸岡 淳郎30681 ﾏﾙｵｶ ｱﾂｵ

1時間48分34秒3172 関口 良太1959 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

1時間48分35秒3173 谷口 基1447 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾄｲ

1時間48分37秒3174 鄭 輝建2865 ｼﾞｮﾝ ﾌｨｺﾞﾝ

1時間48分37秒3175 中野 聡2720 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ

1時間48分37秒3176 館坂 博之4342 ﾀﾃｻｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分38秒3177 岩崎 洋樹11676 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｷ

1時間48分40秒3178 新藤 健司5515 ｼﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ

1時間48分40秒3179 原 紘大11520 ﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

1時間48分41秒3180 野内 英樹30124 ﾔﾅｲ ﾋﾃﾞｷ

1時間48分41秒3181 石田 太平23322 ｲｼﾀﾞ ﾀｲﾍｲ

1時間48分42秒3182 夏目 博人3643 ﾅﾂﾒ ﾋﾛﾋﾄ

1時間48分43秒3183 大橋 芳郎30669 ｵｵﾊｼ ﾖｼﾛｳ

1時間48分43秒3184 窪山 信吾11196 ｸﾎﾞﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

1時間48分43秒3185 挾間 克樹3701 ﾊｻﾞﾏ ｶﾂｷ

1時間48分44秒3186 松宮 慶太1421 ﾏﾂﾐﾔ ｹｲﾀ

1時間48分46秒3187 茂木 亮太1690 ﾓｷﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間48分46秒3188 安田 裕哉11547 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾔ

1時間48分47秒3189 松澤 航4331 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳ

1時間48分48秒3190 岸 一朗3586 ｷｼ ｲﾁﾛｳ

1時間48分48秒3191 山田 昌男24056 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｵ

1時間48分49秒3192 香野 貴大4281 ｺｳﾉ ﾀｶﾋﾛ

1時間48分49秒3193 寺澤 武則3247 ﾃﾗｻﾜ ﾀｹﾉﾘ

1時間48分50秒3194 中牟田 康2029 ﾅｶﾑﾀ ﾔｽｼ

1時間48分53秒3195 井川 哲哉4094 ｲｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間48分54秒3196 石山 英一4140 ｲｼﾔﾏ ｴｲｲﾁ

1時間48分55秒3197 櫻井 貴之2792 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ

1時間48分56秒3198 高野 正規2027 ﾀｶﾉ ﾏｻﾉﾘ

1時間48分56秒3199 田儀 輝夫1961 ﾀｷﾞ ﾃﾙｵ

1時間48分56秒3200 橋場 忍30626 ﾊｼﾊﾞ ｼﾉﾌﾞ
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1時間48分57秒3201 天満 圭佑1771 ﾃﾝﾏ ｹｲｽｹ

1時間48分58秒3202 松田 泰典3749 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

1時間48分59秒3203 恵谷 英宜11638 ｴﾀﾆ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

1時間48分59秒3204 竹中　俊朗9648 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾛｳ

1時間49分03秒3205 石川 和芳30690 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ

1時間49分03秒3206 鈴木 通3982 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ

1時間49分05秒3207 宋 基央11188 ｿﾝ ｷｱﾝ

1時間49分07秒3208 鈴木 一路4161 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛ

1時間49分07秒3209 松永 大輔30182 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間49分08秒3210 細井 聡5511 ﾎｿｲ ｻﾄｼ

1時間49分08秒3211 今関 満夫2023 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾂｵ

1時間49分09秒3212 柏谷 義晴2786 ｶｼﾜﾔ ﾖｼﾊﾙ

1時間49分09秒3213 神野 哲也1487 ｶﾐﾉ ﾃﾂﾔ

1時間49分11秒3214 雪野 真一1936 ﾕｷﾉ ｼﾝｲﾁ

1時間49分11秒3215 久保 徹4278 ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ

1時間49分11秒3216 原沢 勲3710 ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ

1時間49分11秒3217 深田 直樹2847 ﾌｶﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間49分12秒3218 寺田 孝2833 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間49分12秒3219 大澤 仁志4353 ｵｵｻﾜ ﾋﾄｼ

1時間49分13秒3220 高橋 太士11602 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ

1時間49分14秒3221 野地 雅禎3714 ﾉｼﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間49分14秒3222 佐藤 完23328 ｻﾄｳ ｶﾝ

1時間49分14秒3223 山崎 晃彦1920 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋｺ

1時間49分15秒3224 島津 大輔3764 ｼﾏﾂﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間49分18秒3225 伊牟田 智2600 ｲﾑﾀ ﾄﾓ

1時間49分18秒3226 堀 貴久2298 ﾎﾘ ﾀｶﾋｻ

1時間49分18秒3227 本村 繁憲2604 ﾓﾄﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間49分20秒3228 山根 克之1905 ﾔﾏﾈ ｶﾂﾕｷ

1時間49分20秒3229 美濃 秀典4303 ﾐﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間49分22秒3230 青柳 幸男1935 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷｵ

1時間49分23秒3231 平城 智博3960 ﾋﾗｷ ﾄﾓﾋﾛ

1時間49分24秒3232 岡 英理11458 ｵｶ ﾋﾃﾞｻﾄ

1時間49分25秒3233 山田 斉23179 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ

1時間49分26秒3234 相良 和義30625 ｻｶﾞﾗ ｶｽﾞﾖｼ

1時間49分26秒3235 原島 寛3810 ﾊﾗｼﾏ ﾋﾛｼ

1時間49分27秒3236 鶴見 英斉3066 ﾂﾙﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ

1時間49分29秒3237 細川 壮3694 ﾎｿｶﾜ ﾀｹｼ

1時間49分30秒3238 阪口 明弘4187 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ

1時間49分30秒3239 林 裕樹2701 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

1時間49分31秒3240 服田 達也7235 ﾊｯﾀ ﾀﾂﾔ

1時間49分32秒3241 辻井 逸人2584 ﾂｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

1時間49分33秒3242 原田　怜7934 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲ

1時間49分35秒3243 田澤 昌孝5494 ﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ

1時間49分38秒3244 富山 玲3726 ﾄﾐﾔﾏ ｱｷﾗ

1時間49分38秒3245 青山 敦司5644 ｱｵﾔﾏ ｱﾂｼ

1時間49分39秒3246 宮崎 亮智5579 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾄｼ

1時間49分40秒3247 山之内 謙一4604 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間49分41秒3248 嶋 裕司3969 ｼﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間49分41秒3249 西野 浩2019 ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ

1時間49分43秒3250 井上 まこと4035 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ
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1時間49分44秒3251 仲谷 拓巳1924 ﾅｶﾀﾆ ﾀｸﾐ

1時間49分44秒3252 高橋 幸三3971 ﾀｶﾊｼ ｺｳｿﾞｳ

1時間49分45秒3253 山崎 篤史11643 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ

1時間49分45秒3254 河村 直行3732 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾕｷ

1時間49分47秒3255 三浦 久知4322 ﾐｳﾗ ﾋｻﾄﾓ

1時間49分47秒3256 若山 直樹1607 ﾜｶﾔﾏ ﾅｵｷ

1時間49分47秒3257 太田 崇20249 ｵｵﾀ ﾀｶｼ

1時間49分49秒3258 綱島 浩三2816 ﾂﾅｼﾏ ｺｳｿﾞｳ

1時間49分49秒3259 伊藤 文之4024 ｲﾄｳ ﾌﾐﾕｷ

1時間49分49秒3260 伊藤 明大11554 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ

1時間49分50秒3261 長谷 嶺志1504 ﾊｾ ﾚｲｼﾞ

1時間49分51秒3262 大西 和隆2006 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ

1時間49分52秒3263 山下 陽裕9029 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｽｹ

1時間49分53秒3264 日置 喜之5631 ﾋｵｷ ﾖｼﾕｷ

1時間49分53秒3265 山田 宏一6122 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間49分54秒3266 田附 良太2400 ﾀﾂﾞｷ ﾘｮｳﾀ

1時間49分56秒3267 坂田 映30682 ｻｶﾀ ｱｷﾗ

1時間49分57秒3268 飯田 清一21264 ｲｲﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ

1時間49分57秒3269 大橋 新悟30569 ｵｵﾊｼ ｼﾝｺﾞ

1時間49分58秒3270 山田 進5633 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾑ

1時間49分59秒3271 安田 正己3662 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間50分01秒3272 小泉 博幸11512 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分03秒3273 奥村 明也4021 ｵｸﾑﾗ ｱｷﾔ

1時間50分03秒3274 小林 哲之2017 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾕｷ

1時間50分03秒3275 松下　敏人9664 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾋﾄ

1時間50分04秒3276 石黒 達也11617 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂﾔ

1時間50分04秒3277 矢野 恭広4061 ﾔﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間50分06秒3278 宮崎 剛11593 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾖｼ

1時間50分07秒3279 千葉 啓太郎11642 ﾁﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ

1時間50分07秒3280 大友　裕之9646 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分08秒3281 菱田 圭一1432 ﾋｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ

1時間50分11秒3282 西本 信浩1749 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間50分13秒3283 大野 明彦3705 ｵｵﾉ ﾊﾙﾋｺ

1時間50分14秒3284 安村 真一11145 ﾔｽﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間50分15秒3285 澤田 祥平5601 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間50分16秒3286 平石 祐二3428 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ

1時間50分16秒3287 小林 翔1438 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

1時間50分17秒3288 大木 誠也11450 ｵｵｷ ｾｲﾔ

1時間50分20秒3289 石瀬 崇23143 ｲｼｾ ﾀｶｼ

1時間50分21秒3290 菊地 信弘30624 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間50分22秒3291 辰巳 英士4730 ﾀﾂﾐ ｴｲｼﾞ

1時間50分22秒3292 土井田 悟2083 ﾄｲﾀﾞ ｻﾄﾙ

1時間50分23秒3293 室井 祐介11313 ﾑﾛｲ ﾕｳｽｹ

1時間50分24秒3294 奥山 賛生3757 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｵ

1時間50分24秒3295 吉原 徹2063 ﾖｼﾊﾗ ﾄｵﾙ

1時間50分24秒3296 南原 好和31015 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ

1時間50分25秒3297 木村 準11589 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間50分27秒3298 青柳 豊1434 ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾀｶ

1時間50分28秒3299 藤澤 英文30524 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間50分28秒3300 園田 洋司3941 ｿﾉﾀﾞ ﾖｳｼﾞ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間50分29秒3301 篠原 信之11374 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間50分30秒3302 夏井 悠多11665 ﾅﾂｲ ﾕｳﾀ

1時間50分30秒3303 和田 敏紀4419 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ

1時間50分32秒3304 山腰 英紀3740 ﾔﾏｺｼ ﾋﾃﾞｷ

1時間50分32秒3305 西山 弘志23131 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ

1時間50分33秒3306 半田 大輔11202 ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間50分33秒3307 星 誠11694 ﾎｼ ﾏｺﾄ

1時間50分33秒3308 藤原 大輔1546 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間50分33秒3309 徳竹 信二3715 ﾄｸﾀｹ ｼﾝｼﾞ

1時間50分35秒3310 中井 雅之3690 ﾅｶｲ ﾏｻﾕｷ

1時間50分36秒3311 田中 徹3812 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ

1時間50分36秒3312 伊藤 精治24046 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ

1時間50分38秒3313 下田 英一2790 ｼﾓﾀﾞ ｴｲｲﾁ

1時間50分38秒3314 米澤 慶信4194 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間50分41秒3315 今井　敬太11693 ｲﾏｲ ｹｲﾀ

1時間50分41秒3316 清水 裕一1484 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間50分41秒3317 伊藤 隆5595 ｲﾄｳ ﾀｶｼ

1時間50分42秒3318 熊澤 雄亮11299 ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

1時間50分43秒3319 高野橋 弘章11667 ﾀｶﾉﾊｼ ﾋﾛｱｷ

1時間50分43秒3320 明智 隆4143 ｱｹﾁ ﾀｶｼ

1時間50分43秒3321 石通 英幸5503 ｲｼｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間50分45秒3322 白山 浩司30627 ｼﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間50分45秒3323 大賀 俊介23102 ｵｵｶﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間50分46秒3324 村松 久23103 ﾑﾗﾏﾂ ﾋｻｼ

1時間50分46秒3325 越田 緑介4313 ｺｼﾀﾞ ﾛｸｽｹ

1時間50分48秒3326 中井 正弘5585 ﾅｶｲ ﾏｻﾋﾛ

1時間50分48秒3327 白石 幸彦2677 ｼﾗｲｼ ﾕｷﾋｺ

1時間50分48秒3328 倉藤 節雄2612 ｸﾗﾌｼﾞ ｾﾂｵ

1時間50分49秒3329 加賀 宏史30550 ｶｶﾞ ﾋﾛｼ

1時間50分49秒3330 川合 玄松7611 ｶﾜｲ ｹﾞﾝｼｮｳ

1時間50分50秒3331 佐熊 龍治2030 ｻｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ

1時間50分52秒3332 丸山 博規5622 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ

1時間50分53秒3333 金田 達也2076 ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間50分53秒3334 春山 昭彦3691 ﾊﾙﾔﾏ ｱｷﾋｺ

1時間50分53秒3335 菅野 芳伸1927 ｽｶﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間50分56秒3336 水元 秀俊5517 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間50分57秒3337 田中 総介6136 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ

1時間50分57秒3338 斉藤 浩4494 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間50分58秒3339 平田 篤嗣1498 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ

1時間50分59秒3340 川上 智明4073 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｱｷ

1時間51分00秒3341 竹内 龍之介2781 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

1時間51分02秒3342 大島　英樹7970 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間51分02秒3343 吉岡 俊亮11581 ﾖｼｵｶ ﾄｼｱｷ

1時間51分03秒3344 成田 裕介5477 ﾅﾘﾀ ﾕｳｽｹ

1時間51分04秒3345 池田 真愛也1709 ｲｹﾀﾞ ﾏｱﾔ

1時間51分04秒3346 関根 智5523 ｾｷﾈ ｻﾄｼ

1時間51分04秒3347 中村 聡5606 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間51分04秒3348 根本 雅史11300 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ

1時間51分05秒3349 安井 浩二郎11654 ﾔｽｲ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間51分08秒3350 川野 英樹4020 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｷ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間51分08秒3351 松本 隆5637 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間51分08秒3352 佐藤 周平6139 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ

1時間51分11秒3353 小山 宏幸3993 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分11秒3354 土屋 邦夫4231 ﾂﾁﾔ ｸﾆｵ

1時間51分11秒3355 中山 貴博11479 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間51分12秒3356 富田 達也2628 ﾄﾐﾀ ﾀﾂﾔ

1時間51分14秒3357 尾崎 稔30565 ｵｻﾞｷ ﾐﾉﾙ

1時間51分14秒3358 山本 淳4578 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間51分15秒3359 魚山 潤7221 ｳｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

1時間51分15秒3360 三上 兼史11063 ﾐｶﾐ ｹﾝｼ

1時間51分16秒3361 辻井 元彦4486 ﾂｼﾞｲ ﾓﾄﾋｺ

1時間51分16秒3362 中山 僚11296 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ

1時間51分16秒3363 大津 幸司2798 ｵｵﾂ ｺｳｼﾞ

1時間51分17秒3364 地領 耕司2356 ﾁﾘｮｳ ｺｳｼﾞ

1時間51分18秒3365 馬場 謙吾4211 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｺﾞ

1時間51分19秒3366 五十嵐 修一3653 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｲﾁ

1時間51分19秒3367 百瀬 和之1986 ﾓﾓｾ ｶｽﾞﾕｷ

1時間51分19秒3368 涌井 哲3992 ﾜｸｲ ｻﾄｼ

1時間51分22秒3369 野村 雅俊3988 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄｼ

1時間51分23秒3370 小坂 潤平1626 ｺｻｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間51分24秒3371 奥山 琢磨2610 ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ

1時間51分25秒3372 月岡 憲幸3945 ﾂｷｵｶ ﾉﾘﾕｷ

1時間51分26秒3373 原田 祐介1426 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間51分26秒3374 鷹野 芳樹4232 ﾀｶﾉ ﾖｼｷ

1時間51分26秒3375 今井 祥仁3802 ｲﾏｲ ﾖｼﾋﾛ

1時間51分28秒3376 大澤 良介11599 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｽｹ

1時間51分28秒3377 窪山 明彦30665 ｸﾎﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ

1時間51分29秒3378 齋藤 俊行4752 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ

1時間51分30秒3379 中村 達也2470 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

1時間51分30秒3380 有馬 聡3925 ｱﾘﾏ ｻﾄｼ

1時間51分33秒3381 斎藤 智2531 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ

1時間51分35秒3382 杉村 久雄6131 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ

1時間51分35秒3383 古田 裕司7525 ﾌﾙﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間51分38秒3384 小野 裕章5533 ｵﾉ ﾋﾛｱｷ

1時間51分40秒3385 西川 博信5645 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間51分40秒3386 武田 慶一4657 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｲﾁ

1時間51分41秒3387 志岐 尚崇4468 ｼｷ ﾅｵﾀｶ

1時間51分42秒3388 立仙 哲也2748 ﾘｯｾﾝ ﾃﾂﾔ

1時間51分42秒3389 岡崎 淳也1921 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間51分43秒3390 西島 哲哉3511 ﾆｼｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ

1時間51分43秒3391 戸嶋 誠4731 ﾄｼﾏ ﾏｺﾄ

1時間51分44秒3392 古島 次郎30545 ｺｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ

1時間51分44秒3393 佐伯 精隆4019 ｻｲｷ ｷﾖﾀｶ

1時間51分49秒3394 住田 威文1538 ｽﾐﾀﾞ ﾀｹﾌﾐ

1時間51分49秒3395 高本 嗣久3995 ﾀｶﾓﾄ ﾂｸﾞﾋｻ

1時間51分50秒3396 橋本 圭市4101 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｲﾁ

1時間51分50秒3397 若宮 弘典11541 ﾜｶﾐﾔ ﾋﾛﾉﾘ

1時間51分51秒3398 森 宏之4475 ﾓﾘ ﾋﾛｼ

1時間51分51秒3399 島田 賢人1650 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ

1時間51分52秒3400 中本 昭彦3594 ﾅｶﾓﾄ ｱｷﾋｺ
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ハーフマラソン男子　総合
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間51分54秒3401 作田 穣5505 ｻｸﾀ ﾕﾀｶ

1時間51分55秒3402 大川 智弘11677 ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間51分55秒3403 猪狩 忠昭23177 ｲｶﾞﾘ ﾀﾀﾞｱｷ

1時間51分57秒3404 西村 賢治3905 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間51分57秒3405 浜先 孝太1517 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾀ

1時間51分58秒3406 竹中 直1418 ﾀｹﾅｶ ﾅｵ

1時間51分59秒3407 山田 基之4356 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ

1時間51分59秒3408 田野井 雅也11425 ﾀﾉｲ ﾏｻﾔ

1時間52分00秒3409 根岸 辰弥30628 ﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ

1時間52分01秒3410 武子 雅仁3659 ﾀｹｼ ﾏｻﾋﾄ

1時間52分01秒3411 松原 敦4726 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂｼ

1時間52分02秒3412 大日方 真二3621 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間52分03秒3413 浅香 裕幸1507 ｱｻｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分03秒3414 中村 謙一23181 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間52分03秒3415 井口 久三11670 ｲｸﾞﾁ ｷｭｳｿﾞｳ

1時間52分10秒3416 伊藤 知行2323 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ

1時間52分12秒3417 郷家 博之2819 ｻﾄｲｴ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分14秒3418 三浦 龍徳11500 ﾐｳﾗ ﾀﾂﾉﾘ

1時間52分14秒3419 畠山 泰寛1531 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

1時間52分15秒3420 森田 英司2008 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ

1時間52分16秒3421 三上 直樹2367 ﾐｶﾐ ﾅｵｷ

1時間52分16秒3422 岡田 繁3774 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間52分18秒3423 三島 亨2011 ﾐｼﾏ ﾄｵﾙ

1時間52分20秒3424 駒澤 洋一7370 ｺﾏｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

1時間52分20秒3425 鈴木 淳3989 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ

1時間52分22秒3426 長谷川 太郎23145 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾛｳ

1時間52分22秒3427 三輪 國雄4160 ﾐﾜ ｸﾆｵ

1時間52分22秒3428 うつぎ たろう1499 ｳﾂｷﾞ ﾀﾛｳ

1時間52分22秒3429 岡部 恭武23138 ｵｶﾍﾞ ﾔｽﾀｹ

1時間52分23秒3430 遠藤 孝行1427 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

1時間52分23秒3431 吉田 吾一30483 ﾖｼﾀﾞ ｺﾞｲﾁ

1時間52分25秒3432 川村 剛史2412 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間52分25秒3433 下山 直人4337 ｼﾓﾔﾏ ﾅｵﾄ

1時間52分25秒3434 榎本 俊行4361 ｴﾉﾓﾄ ﾄｼﾕｷ

1時間52分27秒3435 福島 豊11538 ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ

1時間52分29秒3436 清水 修23227 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ

1時間52分30秒3437 吉岡 定夫4012 ﾖｼｵｶ ｻﾀﾞｵ

1時間52分31秒3438 前川 正弘3283 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間52分31秒3439 小林 慎也4430 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ

1時間52分33秒3440 大竹 裕隆3948 ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾀｶ

1時間52分35秒3441 久保 光正1428 ｸﾎﾞ ﾐﾂﾏｻ

1時間52分36秒3442 菊池 知彦11620 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋｺ

1時間52分36秒3443 細田　義裕9628 ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間52分37秒3444 村田　誠6812 ﾑﾗﾀ ﾏｺﾄ

1時間52分40秒3445 橋本 賢次4693 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間52分41秒3446 山根　義之11704 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾕｷ

1時間52分41秒3447 菅沼 智浩4537 ｽｶﾞﾇﾏ ﾁﾋﾛ

1時間52分42秒3448 岩澤 健二3910 ｲﾜｻﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間52分43秒3449 樫原 英俊1994 ｶｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間52分44秒3450 登澤 剛4048 ﾄｻﾞﾜ ﾀｹｼ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間52分45秒3451 成田 知充30663 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾐﾂ

1時間52分46秒3452 塩谷 健4722 ｼｵﾀﾆ ﾀｹｼ

1時間52分46秒3453 江幡 初1624 ｴﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ

1時間52分46秒3454 勝間田 直光4333 ｶﾂﾏﾀ ﾅｵﾐﾂ

1時間52分46秒3455 岸 重男2056 ｷｼ ｼｹﾞｵ

1時間52分47秒3456 三池 顕4063 ﾐｲｹ ｱｷﾗ

1時間52分47秒3457 坂本 康成1551 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ

1時間52分47秒3458 矢久保 学3983 ﾔｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間52分48秒3459 小川 宏幸4350 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分48秒3460 中田 太治4503 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｼﾞ

1時間52分49秒3461 阿部 雅彦4190 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間52分49秒3462 前山 仁1929 ﾏｴﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間52分50秒3463 斎藤 知晃4315 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ

1時間52分52秒3464 岩村 智2422 ｲﾜﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間52分52秒3465 鶴　和憲9656 ﾂﾙ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間52分53秒3466 小林 真二2801 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ

1時間52分53秒3467 本田 直之23324 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾕｷ

1時間52分56秒3468 原田 新5512 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝ

1時間52分56秒3469 祖父江 孝3637 ｿﾌﾞｴ ﾀｶｼ

1時間52分56秒3470 大越 崇之11663 ｵｵｺｼ ﾀｶﾕｷ

1時間52分58秒3471 小林 伸生30590 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ

1時間52分59秒3472 小林 靖明6132 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｱｷ

1時間52分59秒3473 清水 亮介11684 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間52分59秒3474 Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｏｎ Ｍａｒｋ2868 ｸﾘｽﾁｬﾝｿﾝ ﾏｰｸ

1時間52分59秒3475 板倉 丈治21292 ｲﾀｸﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間52分59秒3476 遠藤 尚2041 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ

1時間53分00秒3477 光井 秀樹2369 ﾐﾂｲ ﾋﾃﾞｷ

1時間53分00秒3478 高橋 光彦23173 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋｺ

1時間53分02秒3479 丸山 卓也1762 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ

1時間53分02秒3480 萩原 修一30549 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ

1時間53分02秒3481 井上 裕規3902 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ

1時間53分03秒3482 石田 雅彦2009 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間53分03秒3483 岡本 啓1502 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間53分03秒3484 池田 徹7213 ｲｹﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間53分05秒3485 吉田 儀一5525 ﾖｼﾀﾞ ｷﾞｲﾁ

1時間53分05秒3486 松倉 隆義3461 ﾏﾂｸﾗ ﾀｶﾖｼ

1時間53分06秒3487 三野 祥太11689 ﾐﾂﾉ ｼｮｳﾀ

1時間53分06秒3488 石黒 康悦4606 ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽｴﾂ

1時間53分07秒3489 鈴木 正幸30683 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ

1時間53分07秒3490 国分 令典3951 ｺｸﾌﾞﾝ ﾖｼﾉﾘ

1時間53分07秒3491 岩田 司11582 ｲﾜﾀ ﾂｶｻ

1時間53分08秒3492 鈴木 那由太1580 ｽｽﾞｷ ﾅﾕﾀ

1時間53分08秒3493 梅原 有弘2066 ｳﾒﾊﾗ ｱﾘﾋﾛ

1時間53分09秒3494 浅野 怜4266 ｱｻﾉ ｻﾄｼ

1時間53分10秒3495 大村　義人6108 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ

1時間53分10秒3496 松本 宣哉1415 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾔ

1時間53分11秒3497 西　隆也9645 ﾆｼ ﾀｶﾔ

1時間53分12秒3498 水須 聡1571 ﾐｽﾞｽ ｻﾄｼ

1時間53分13秒3499 佐藤 有恒11571 ｻﾄｳ ｱﾘﾂﾈ

1時間53分13秒3500 山田　直来11618 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間53分16秒3501 和田 光市11039 ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間53分16秒3502 吉川 直樹30606 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ

1時間53分18秒3503 多根 隆二4575 ﾀﾈ ﾘｭｳｼﾞ

1時間53分18秒3504 佐々木 崇1797 ｻｻｷ ﾀｶｼ

1時間53分18秒3505 古谷 雅俊2320 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄｼ

1時間53分18秒3506 三木 真志1899 ﾐｷ ﾏｻｼ

1時間53分18秒3507 加世田 孝之2799 ｶｾﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間53分19秒3508 小川 真弘2053 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間53分19秒3509 池 伸太郎1482 ｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間53分19秒3510 伊藤 隆朗4651 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ

1時間53分20秒3511 高野 健志7201 ﾀｶﾉ ﾀﾃｼ

1時間53分21秒3512 黒田 昌宏2438 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間53分21秒3513 溝口 昭成3613 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｷﾅﾘ

1時間53分22秒3514 滝本 真7717 ﾀｷﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間53分22秒3515 原山 辰徳1527 ﾊﾗﾔﾏ ﾀﾂﾉﾘ

1時間53分23秒3516 中島 英太2611 ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲﾀ

1時間53分23秒3517 石戸 孝征1563 ｲｼﾄ ﾀｶﾕｷ

1時間53分24秒3518 松野 真一4261 ﾏﾂﾉ ｼﾝｲﾁ

1時間53分25秒3519 入江 卓30541 ｲﾘｴ ﾀｶｼ

1時間53分25秒3520 川田 昇4750 ｶﾜﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間53分26秒3521 西嶋 渉4005 ﾆｼｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ

1時間53分26秒3522 冨士大 健司7224 ﾌｼﾞﾀﾞｲ ｹﾝｼﾞ

1時間53分26秒3523 木村 剛4737 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間53分26秒3524 山浦 政貴4272 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻｷ

1時間53分27秒3525 後藤 憲保4298 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾔｽ

1時間53分27秒3526 中野 淳史1967 ﾅｶﾉ ｱﾂｼ

1時間53分27秒3527 山田 敏之3923 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間53分27秒3528 黒沼 大志2556 ｸﾛﾇﾏ ﾋﾛｼ

1時間53分28秒3529 村橋 哲矢2024 ﾑﾗﾊｼ ﾃﾂﾔ

1時間53分29秒3530 久保 直隆4003 ｸﾎﾞ ﾅｵﾀｶ

1時間53分30秒3531 磯野 智彦3926 ｲｿﾉ ﾄﾓﾋｺ

1時間53分30秒3532 望月 秀直2074 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾅｵ

1時間53分30秒3533 井田 茂人4180 ｲﾀﾞ ｼｹﾞﾄ

1時間53分31秒3534 笠原 淳11591 ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間53分33秒3535 常盤 修平1429 ﾄｷﾜ ｼｭｳﾍｲ

1時間53分33秒3536 春日 宗充4642 ｶｽｶﾞ ﾑﾈﾐﾂ

1時間53分34秒3537 田村 正義4169 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間53分35秒3538 武田　紀史9627 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ

1時間53分36秒3539 吉田 正一4170 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間53分37秒3540 小林 秀彦3917 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾋｺ

1時間53分37秒3541 林 嘉津男4299 ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｵ

1時間53分37秒3542 上田 晃輝1699 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ

1時間53分41秒3543 津波古 年生2750 ﾂﾊｺ ﾄｼｵ

1時間53分42秒3544 浜野 美広3942 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ

1時間53分43秒3545 漆山 純平11418 ｳﾙｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間53分43秒3546 中塚 光一3997 ﾅｶﾂｶ ｺｳｲﾁ

1時間53分43秒3547 鈴木 貴史3833 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ

1時間53分45秒3548 田村 篤史4060 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間53分45秒3549 東角 敦雄4700 ﾄｳｶｸ ｱﾂｵ

1時間53分45秒3550 榊原 淳一5487 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間53分47秒3551 小澤 克年4293 ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾄｼ

1時間53分47秒3552 菊池 和文3809 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間53分48秒3553 宮原 弘3933 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間53分49秒3554 鈴木 健正5489 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ

1時間53分49秒3555 Weber Torsten4325 ｳﾞｪｰﾊﾞｰ ﾄｰﾙｽﾃﾝ

1時間53分52秒3556 野澤 直己11594 ﾉｻﾞﾜ ﾅｵｷ

1時間53分52秒3557 佐藤 昌徳30542 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間53分52秒3558 妹尾 弦1728 ｾﾉｵ ｹﾞﾝ

1時間53分53秒3559 原田 博幸3686 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分53秒3560 赤塚 靖実4374 ｱｶﾂｶ ﾔｽﾐ

1時間53分55秒3561 佐々木　健太郎11698 ｻｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間53分55秒3562 中川 隆4277 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間53分55秒3563 石原 直樹30587 ｲｼﾊﾗ ﾅｵｷ

1時間53分56秒3564 片山 智和31051 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間53分56秒3565 鈴木 協一郎2772 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

1時間53分57秒3566 高嶋 想4404 ﾀｶｼﾏ ｿｳ

1時間53分57秒3567 山本 大輔8283 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間53分58秒3568 大川 八郎4360 ｵｵｶﾜ ﾊﾁﾛｳ

1時間54分00秒3569 大川 賢二4064 ｵｵｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間54分01秒3570 大竹 晃輔11552 ｵｵﾀｹ ｺｳｽｹ

1時間54分03秒3571 竹内 陽4583 ﾀｹｳﾁ ﾖｳ

1時間54分03秒3572 水漉 晃4040 ﾐｽﾞｺｼ ｱｷﾗ

1時間54分03秒3573 小谷 彰彦3634 ｺﾀﾆ ｱｷﾋｺ

1時間54分03秒3574 森本 達也4357 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1時間54分04秒3575 深谷 秀和11572 ﾌｶﾔ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間54分04秒3576 相原 規之23159 ｱｲﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ

1時間54分05秒3577 野口 英明3841 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間54分05秒3578 上妻　将31251 ｺｳｽﾞﾏ ﾏｻﾙ

1時間54分06秒3579 福島 岳志3688 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ

1時間54分06秒3580 佐藤 正人31037 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間54分08秒3581 森村 和三5617 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

1時間54分08秒3582 羽柴 祐介2687 ﾊｼﾊﾞ ﾕｳｽｹ

1時間54分08秒3583 五位渕 正一4341 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ

1時間54分09秒3584 山本 安晴4107 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾊﾙ

1時間54分09秒3585 金井 淳1903 ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝ

1時間54分10秒3586 池上 和彦4065 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ

1時間54分12秒3587 奥田　洋史9637 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間54分13秒3588 牧田 遥輝11691 ﾏｷﾀ ﾊﾙｷ

1時間54分14秒3589 前尾 和彦3672 ﾏｴｵ ｶｽﾞﾋｺ

1時間54分14秒3590 長島 広明3921 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間54分15秒3591 小林 拓生31005 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｵ

1時間54分19秒3592 織田 貴之2026 ｵﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間54分23秒3593 田中 利洋4052 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ

1時間54分25秒3594 相場 康雄2778 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ

1時間54分25秒3595 早川 貴仁4633 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾄ

1時間54分25秒3596 武本 一三4053 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾐ

1時間54分27秒3597 吉野 十史郎3524 ﾖｼﾉ ﾄｳｼﾛｳ

1時間54分27秒3598 金滝 光太郎3911 ｶﾈﾀｲ ｺｳﾀﾛｳ

1時間54分31秒3599 有瀬 豊彦4324 ｱﾘｾ ﾄﾖﾋｺ

1時間54分32秒3600 繁原 靖30509 ｼｹﾞﾊﾗ ﾔｽｼ
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間54分34秒3601 及川 瑞生3609 ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ

1時間54分34秒3602 吉田 暁充1445 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾐﾂ

1時間54分36秒3603 大里 信行2398 ｵｵｻﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間54分36秒3604 長谷川 篤4241 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間54分36秒3605 竹本 郷志1838 ﾀｹﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間54分36秒3606 寺澤 義樹4289 ﾃﾗｻﾜ ﾖｼｷ

1時間54分37秒3607 持木 達矢7403 ﾓﾁｷ ﾀﾂﾔ

1時間54分37秒3608 杉山 學3420 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ

1時間54分37秒3609 原 浩治2355 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間54分38秒3610 服部 秀幸1543 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間54分38秒3611 岩本 紀久4368 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾋｻ

1時間54分39秒3612 米川 敦2793 ﾖﾈｶﾜ ｱﾂｼ

1時間54分41秒3613 片寄 幸夫23168 ｶﾀﾖﾘ ﾕｷｵ

1時間54分41秒3614 斉藤 克哉4545 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ

1時間54分41秒3615 正木 昇4014 ﾏｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

1時間54分43秒3616 中野 大和1597 ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ

1時間54分46秒3617 野上 敦功4459 ﾉｶﾞﾐ ｱﾂﾉﾘ

1時間54分47秒3618 千頭和 雄一1486 ﾁｽﾞﾜ ﾕｳｲﾁ

1時間54分47秒3619 小島 幹矢4146 ｺｼﾞﾏ ﾐｷﾔ

1時間54分48秒3620 岡本 知應11575 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ

1時間54分50秒3621 神保 亮6140 ｼﾞﾝﾎﾞ ｱｷﾗ

1時間54分50秒3622 犬飼 英孝1991 ｲﾇｶｲ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間54分50秒3623 後藤 基教4641 ｺﾞﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ

1時間54分51秒3624 安東 繁宏11411 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間54分52秒3625 中村 茂樹4457 ﾅｶﾑﾗ ｼｹｷ

1時間54分54秒3626 永倉 学4649 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏﾅﾌﾞ

1時間54分55秒3627 安本 隆5574 ﾔｽﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間54分55秒3628 石塚 勝宣4038 ｲｼﾂﾞｶ ｶﾂﾉﾘ

1時間54分55秒3629 藤島 浩二4644 ﾌｼﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ

1時間54分56秒3630 鹿島 由紀夫3949 ｶｼﾏ ﾕｷｵ

1時間54分57秒3631 西村 哲成2286 ﾆｼﾑﾗ ﾃｯｾｲ

1時間54分57秒3632 浜中 浩二3791 ﾊﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間54分57秒3633 宮田 大3914 ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ

1時間54分57秒3634 安藤 誠紀1995 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間54分57秒3635 加藤 洋4088 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間54分58秒3636 永瀬 達也11604 ﾅｶﾞｾ ﾀﾂﾔ

1時間54分59秒3637 田中 俊紀2824 ﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾘ

1時間55分00秒3638 小野 啓一4422 ｵﾉ ｹｲｲﾁ

1時間55分01秒3639 田島 森4371 ﾀｼﾞﾏ ｼｹﾞﾘ

1時間55分02秒3640 佐野　幸雄9661 ｻﾉ ﾕｷｵ

1時間55分03秒3641 奈良林 稔31013 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

1時間55分03秒3642 廣瀬 康之1685 ﾋﾛｾ ﾔｽﾕｷ

1時間55分05秒3643 豊村 純一11127 ﾄﾖﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間55分05秒3644 及川 勝敏23189 ｵｲｶﾜ ｶﾂﾄｼ

1時間55分07秒3645 岩佐 靖史30548 ｲﾜｻ ﾔｽｼ

1時間55分08秒3646 伊藤 聡史11087 ｲﾄｳ ｻﾄｼ

1時間55分09秒3647 長 克弘5575 ﾁｮｳ ｶﾂﾋﾛ

1時間55分10秒3648 小松 弘典1675 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾉﾘ

1時間55分10秒3649 ＦＡＶＡＲＯ ＭＡＲＣＯ21260 ﾌｧｳﾞｧﾛ ﾏﾙｺ

1時間55分10秒3650 松崎 努3934 ﾏﾂｻﾞｷ ﾂﾄﾑ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間55分10秒3651 峰岸 淳4195 ﾐﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝ

1時間55分11秒3652 池 努4386 ｲｹ ﾂﾄﾑ

1時間55分12秒3653 森 靖信3798 ﾓﾘ ﾊﾙﾉﾌﾞ

1時間55分12秒3654 宮口 哲夫3904 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾃﾂｵ

1時間55分13秒3655 藤塚 正光1535 ﾌｼﾞﾂｶ ﾏｻﾐﾂ

1時間55分13秒3656 江口 徹1860 ｴｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

1時間55分14秒3657 小川 順一3906 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間55分15秒3658 諸星 篤志3932 ﾓﾛﾎｼ ｱﾂｼ

1時間55分16秒3659 中神 秀俊30688 ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間55分20秒3660 野田 幸永2034 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ

1時間55分20秒3661 三橋 修4338 ﾐﾂﾊｼ ｵｻﾑ

1時間55分22秒3662 五味 智明23176 ｺﾞﾐ ﾄﾓｱｷ

1時間55分23秒3663 鈴木 真善4275 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ

1時間55分24秒3664 坂本 誠太4370 ｻｶﾓﾄ ｾｲﾀ

1時間55分27秒3665 上園 博樹1564 ｳｴｿﾞﾉ ﾋﾛｷ

1時間55分27秒3666 横田 国彦31018 ﾖｺﾀ ｸﾆﾋｺ

1時間55分28秒3667 大野木 正明4134 ｵｵﾉｷ ﾏｻｱｷ

1時間55分28秒3668 切明 昌弘2062 ｷﾘｱｹ ﾏｻﾋﾛ

1時間55分30秒3669 上野 宣23163 ｳｴﾉ ｾﾝ

1時間55分30秒3670 島貫 陽介4285 ｼﾏﾇｷ ﾖｳｽｹ

1時間55分30秒3671 阿部 秀晴2836 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ

1時間55分31秒3672 齋藤 明大5478 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ

1時間55分31秒3673 杉本 肇31012 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

1時間55分33秒3674 佐瀬 智也11563 ｻｾ ﾄﾓﾔ

1時間55分34秒3675 本田 智章3666 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

1時間55分35秒3676 依田 武揚4609 ﾖﾀﾞ ﾀｹｱｷ

1時間55分35秒3677 鈴木 昭彦2060 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ

1時間55分37秒3678 長田 秀樹4692 ｵｻﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間55分38秒3679 菊島 進7389 ｷｸｼﾏ ｽｽﾑ

1時間55分38秒3680 太田 勝郎5519 ｵｵﾀ ｶﾂﾛｳ

1時間55分41秒3681 小俣 公平7203 ｺﾏﾀ ｺｳﾍｲ

1時間55分42秒3682 村山 敦人1497 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂﾄ

1時間55分44秒3683 谷口 真弥4025 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

1時間55分44秒3684 太田 勇人1637 ｵｵﾀ ﾕｳﾄ

1時間55分45秒3685 松崎 順一2013 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間55分46秒3686 郡山 彰1631 ｺｵﾘﾔﾏ ｱｷﾗ

1時間55分46秒3687 三田 悠治1874 ﾐﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間55分49秒3688 栢沼 翔11485 ｶﾔﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ

1時間55分50秒3689 鈴木 通夫4556 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ

1時間55分50秒3690 岩佐 高志1410 ｲﾜｻ ﾀｶｼ

1時間55分50秒3691 黒木 武将4074 ｸﾛｷ ﾀｹﾕｷ

1時間55分51秒3692 渡辺 啓介2849 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ

1時間55分52秒3693 阿南 純11291 ｱﾅﾐ ｼﾞｭﾝ

1時間55分54秒3694 窪田 貴夫4078 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｵ

1時間55分55秒3695 中村 剣吾11641 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

1時間55分58秒3696 長谷川 勇人4224 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

1時間55分58秒3697 大瀧 寿夫4184 ｵｵﾀｷ ﾄｼｵ

1時間55分59秒3698 藤本 忠勝30507 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ

1時間56分03秒3699 鈴木 伸介3808 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ

1時間56分05秒3700 清原 尚彦2010 ｷﾖﾊﾗ ﾅﾘﾋﾛ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間56分05秒3701 青木 啓祐6148 ｱｵｷ ｹｲｽｹ

1時間56分07秒3702 吉川 寛1980 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間56分08秒3703 小谷中 貴大4533 ｺﾔﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間56分09秒3704 山内 城治4015 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間56分10秒3705 蜂谷 浩一1955 ﾊﾁﾔ ｺｳｲﾁ

1時間56分11秒3706 川崎 孝4178 ｶﾜｻｷ ﾀｶｼ

1時間56分12秒3707 屋鋪 正俊4274 ﾔｼｷ ﾏｻﾄｼ

1時間56分14秒3708 酒井 謙介4662 ｻｶｲ ｹﾝｽｹ

1時間56分14秒3709 能沢 諭1851 ﾉｳｻﾞﾜ ｻﾄｼ

1時間56分14秒3710 阿部 憲明7358 ｱﾍﾞ ﾉﾘｱｷ

1時間56分15秒3711 山根 康弘3741 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ

1時間56分15秒3712 前川 達郎7302 ﾏｴｶﾜ ﾀﾂｵ

1時間56分16秒3713 中野 健児4150 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間56分17秒3714 小寺 浩平1746 ｺﾃﾞﾗ ｺｳﾍｲ

1時間56分17秒3715 村松 義之2809 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾕｷ

1時間56分18秒3716 中村 健士20185 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間56分19秒3717 清水 健斗20266 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ

1時間56分19秒3718 津下 聡11437 ﾂｹﾞ ｻﾄｼ

1時間56分19秒3719 岩井 翔太郎1695 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間56分21秒3720 稲村 篤4438 ｲﾅﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間56分22秒3721 平田 健二4594 ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間56分22秒3722 浦 雅和11323 ｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ

1時間56分23秒3723 斎藤 慎7209 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間56分24秒3724 大山 千秋4043 ｵｵﾔﾏ ﾁｱｷ

1時間56分26秒3725 上野山 英樹2079 ｳｴﾉﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間56分26秒3726 鮎川 孝4511 ｱﾕｶﾜ ﾀｶｼ

1時間56分26秒3727 松原 英司4191 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲｼﾞ

1時間56分27秒3728 東 和哉11519 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ

1時間56分30秒3729 高木 真4213 ﾀｶｷﾞ ﾏｺﾄ

1時間56分30秒3730 篠原 泰紹4362 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾂｸﾞ

1時間56分31秒3731 藤田 一巳3669 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ

1時間56分32秒3732 山口 純一4560 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間56分32秒3733 松島 敏幸11681 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾕｷ

1時間56分38秒3734 青木 満3937 ｱｵｷ ﾐﾁﾙ

1時間56分38秒3735 平野 高望1871 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾎ

1時間56分40秒3736 宮里 正博4133 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏｻﾋﾛ

1時間56分42秒3737 松井 勇希1520 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ

1時間56分42秒3738 堀北 禎仁11578 ﾎﾘｷﾀ ﾖｼｷﾐ

1時間56分42秒3739 井口 芳男23147 ｲｸﾞﾁ ﾖｼｵ

1時間56分42秒3740 中西 達夫7654 ﾅｶﾆｼ ﾀﾂｵ

1時間56分42秒3741 張戸 祐典1593 ﾊﾘﾄ ﾕｳｽｹ

1時間56分43秒3742 前田 崇4235 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間56分44秒3743 牧野 智治7408 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ

1時間56分47秒3744 染谷 憲一4708 ｿﾒﾔ ｹﾝｲﾁ

1時間56分47秒3745 広田 雅夫5596 ﾋﾛﾀ ﾏｻｵ

1時間56分47秒3746 荘司 芳裕2602 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間56分47秒3747 柴田 秀生4600 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ

1時間56分49秒3748 若杉 正敏3734 ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾄｼ

1時間56分49秒3749 長掛 雄治3922 ｵｻｶｹ ﾕｳｼﾞ

1時間56分49秒3750 渡辺 達也4153 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間56分50秒3751 田上 寛之22004 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分52秒3752 阿部 達也1731 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ

1時間56分52秒3753 冨川 誠一4207 ﾄﾐｶﾜ ｾｲｲﾁ

1時間56分53秒3754 堀江 完州5543 ﾎﾘｴ ｶﾝｼｭｳ

1時間56分54秒3755 宮城 寛也4529 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾔ

1時間56分54秒3756 中薗 靖弘4611 ﾅｶｿﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間56分56秒3757 小澤　翔太11708 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ

1時間56分56秒3758 久我 充昭7376 ｸｶﾞ ﾐﾂｱｷ

1時間56分59秒3759 林 宏昭2328 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ

1時間57分00秒3760 金井 耕一4290 ｶﾅｲ ｺｳｲﾁ

1時間57分00秒3761 恩田 直一2071 ｵﾝﾀﾞ ﾅｵｶｽﾞ

1時間57分00秒3762 桶谷 智之1932 ｵｹﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

1時間57分01秒3763 伊澤 敦4330 ｲｻﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間57分04秒3764 町田 修三7226 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ

1時間57分05秒3765 金城 雅也1481 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾔ

1時間57分05秒3766 鈴木 紳示4490 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ

1時間57分05秒3767 中澤 嶺11254 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ

1時間57分06秒3768 浅木 隆夫2473 ｱｻｷ ﾀｶｵ

1時間57分08秒3769 田中 和光4525 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐﾂ

1時間57分08秒3770 辻井 博之4653 ﾂｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間57分08秒3771 杉原 浩二郎1587 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間57分09秒3772 佐藤 大睦3635 ｻﾄｳ ﾋﾛﾁｶ

1時間57分09秒3773 松田 昭博5588 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間57分09秒3774 上野 圭祐1632 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ

1時間57分10秒3775 三宅 利洋2710 ﾐﾔｹ ﾄｼﾋﾛ

1時間57分10秒3776 阿部 耕二7315 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ

1時間57分11秒3777 和田 郁雄7305 ﾜﾀﾞ ｲｸｵ

1時間57分11秒3778 小野寺 勲4288 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｻｵ

1時間57分12秒3779 木賀 幸雄4305 ｷｶﾞ ﾕｷｵ

1時間57分12秒3780 花田 耕一4569 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間57分13秒3781 大場 洋一4139 ｵｵﾊﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間57分13秒3782 本田 雅久7324 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋｻ

1時間57分14秒3783 松野 健一郎4541 ﾏﾂﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間57分15秒3784 藤岡 竜也4216 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾂﾔ

1時間57分15秒3785 川村 一成30588 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間57分16秒3786 松田 憲和7663 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間57分18秒3787 牧 裕文5639 ﾏｷ ﾋﾛﾌﾐ

1時間57分19秒3788 松田 英一郎5550 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間57分20秒3789 大野 貞夫4634 ｵｵﾉ ｻﾀﾞｵ

1時間57分22秒3790 佐々木 秀和6143 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間57分22秒3791 梁瀬 将史5469 ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ

1時間57分22秒3792 永野 義和11672 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｶｽﾞ

1時間57分22秒3793 山村　誠9659 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｺﾄ

1時間57分23秒3794 早坂 真30684 ﾊﾔｻｶ ｼﾝ

1時間57分23秒3795 内山 哲弥3803 ｳﾁﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間57分25秒3796 石橋 景祥3930 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｼｮｳ

1時間57分27秒3797 野中　恭介11616 ﾉﾅｶ ｷｮｳｽｹ

1時間57分27秒3798 堀 俊雄31032 ﾎﾘ ﾄｼｵ

1時間57分27秒3799 望月 武4500 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹｼ

1時間57分28秒3800 久保田 康裕21255 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ
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1時間57分28秒3801 平山 章3689 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾗ

1時間57分28秒3802 鈴木 直人1772 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ

1時間57分28秒3803 岩佐 直樹12014 ｲﾜｻ ﾅｵｷ

1時間57分28秒3804 川北 雅夫4559 ｶﾜｷﾀ ﾏｻｵ

1時間57分28秒3805 佐藤 賢治4127 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

1時間57分29秒3806 大狹 芳男30608 ｵｵﾊﾞｻﾐ ﾖｼｵ

1時間57分30秒3807 米田 憲史4308 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼ

1時間57分31秒3808 柏原 弘幸3792 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間57分34秒3809 日比 章善4602 ﾋﾋﾞ ｱｷﾖｼ

1時間57分34秒3810 田村 友彦7380 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ

1時間57分34秒3811 鈴木 裕美30544 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ

1時間57分35秒3812 東山 英樹5522 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間57分36秒3813 川口 洋一4664 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ

1時間57分37秒3814 塚本 亘1424 ﾂｶﾓﾄ ｺｳ

1時間57分38秒3815 祖父江 育夫4219 ｿﾌﾞｴ ｲｸｵ

1時間57分40秒3816 大島 英明30689 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間57分41秒3817 斉藤 稔3767 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

1時間57分41秒3818 福田 英治12007 ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

1時間57分43秒3819 椿谷 周一3719 ﾂﾊﾞｷﾔ ｼｭｳｲﾁ

1時間57分43秒3820 福島 良1513 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ

1時間57分43秒3821 二葉 博司2033 ﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｼ

1時間57分43秒3822 吉田 英一郎4695 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間57分43秒3823 山田 康史4688 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｼ

1時間57分45秒3824 上徳 知康1578 ｼﾞｮｳﾄｸ ﾄﾓﾔｽ

1時間57分46秒3825 小椋 正孝4443 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾀｶ

1時間57分47秒3826 伊藤 彰英11525 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ

1時間57分50秒3827 佐藤 伸一4218 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ

1時間57分50秒3828 中尾 悠二1544 ﾅｶｵ ﾕｳｼﾞ

1時間57分53秒3829 木下 敦裕4228 ｷﾉｼﾀ ｱﾂﾋﾛ

1時間57分56秒3830 大野 透4617 ｵｵﾉ ﾄｵﾙ

1時間57分56秒3831 市川 利之4002 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾕｷ

1時間57分58秒3832 佐藤 佑太11564 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

1時間57分59秒3833 阪本 卓4125 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間58分00秒3834 牧田 充浩4414 ﾏｷﾀ ﾐﾂﾋﾛ

1時間58分01秒3835 柳田 修宏2084 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間58分02秒3836 竹内 雄太1451 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ

1時間58分03秒3837 川合 康太2086 ｶﾜｲ ｺｳﾀ

1時間58分04秒3838 朝岡 信行3718 ｱｻｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間58分04秒3839 星加 修3928 ﾎｼｶ ｵｻﾑ

1時間58分05秒3840 高橋 康3962 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ

1時間58分08秒3841 斉藤 雄二1463 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ

1時間58分09秒3842 古谷 毅4112 ﾌﾙﾀﾆ ﾀｹｼ

1時間58分10秒3843 久保田 伸一4246 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間58分12秒3844 栃木 直文7439 ﾄﾁｷﾞ ﾅｵﾌﾞﾐ

1時間58分13秒3845 古屋 泰造7361 ﾌﾙﾔ ﾀｲｿﾞｳ

1時間58分15秒3846 丸山 豊4329 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾀｶ

1時間58分15秒3847 藤田 雄志21258 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ

1時間58分17秒3848 木皿 篤4202 ｷｻﾗ ｱﾂｼ

1時間58分17秒3849 横田 幸三郎2837 ﾖｺﾀ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

1時間58分18秒3850 坂本 貞7220 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ
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1時間58分18秒3851 鰐部　悟31033 ﾜﾆﾍﾞ ｻﾄﾙ

1時間58分18秒3852 山村 啓1733 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲ

1時間58分20秒3853 齋藤 浩一郎7285 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間58分22秒3854 渡邊 康介6133 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ

1時間58分22秒3855 江草 僚介11523 ｴｸﾞｻ ﾘｮｳｽｹ

1時間58分24秒3856 野中 剛4327 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ

1時間58分25秒3857 吉田 匡希1511 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間58分25秒3858 池元 広篤4582 ｲｹﾓﾄ ﾋﾛｱﾂ

1時間58分26秒3859 高岡　毅11690 ﾀｶｵｶ ﾂﾖｼ

1時間58分27秒3860 木村 良一郎4621 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

1時間58分27秒3861 吉川 浩一4697 ﾖｼｶﾜ ｺｳｲﾁ

1時間58分29秒3862 松本 知雄3790 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｵ

1時間58分29秒3863 森 和弘4145 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間58分30秒3864 長谷部 貢史5509 ﾊｾﾍﾞ ﾐﾂﾋﾄ

1時間58分31秒3865 清水 信一11537 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間58分31秒3866 三ツ井 清明4304 ﾐﾂｲ ｷﾖｱｷ

1時間58分31秒3867 石川 量也1641 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ

1時間58分32秒3868 須藤 文敏4455 ｽﾄﾞｳ ﾌﾐﾄｼ

1時間58分34秒3869 増子 茂4189 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ

1時間58分35秒3870 飯村　海斗11711 ｲｲﾑﾗ ｶｲﾄ

1時間58分35秒3871 有江 慎一郎4663 ｱﾘｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間58分36秒3872 光明 宏之4115 ｺｳﾐｮｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分36秒3873 相田 一樹1405 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間58分36秒3874 遠藤 周二4619 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ

1時間58分37秒3875 長谷　晴義9024 ﾊｾ ﾊﾙﾖｼ

1時間58分39秒3876 荒川 雄一3712 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ

1時間58分39秒3877 大坂谷 賢三1468 ｵｵｻｶﾔ ｹﾝｿﾞｳ

1時間58分39秒3878 椙田 宜彦24048 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾋｺ

1時間58分39秒3879 亀山 慎二4317 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間58分40秒3880 中村 明12010 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間58分41秒3881 近藤 正典4271 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間58分41秒3882 松出 康弘4057 ﾏﾂﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間58分43秒3883 末永 修1954 ｽｴﾅｶﾞ ｵｻﾑ

1時間58分45秒3884 田中 伸幸1655 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間58分46秒3885 香田 康宏11666 ｺｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間58分47秒3886 海老名 晃成1588 ｴﾋﾞﾅ ﾐﾂﾅﾘ

1時間58分48秒3887 木村 健一3770 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間58分49秒3888 田口 敏也4066 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾔ

1時間58分50秒3889 長島 五月30484 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ

1時間58分50秒3890 山田 茂4471 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間58分50秒3891 横藤田 宏4392 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間58分50秒3892 香川 博4210 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間58分50秒3893 山口 祥弘7703 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間58分50秒3894 山口 昭博3829 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ

1時間58分51秒3895 勇 田中5638 ｲｻﾑ ﾀﾅｶ

1時間58分52秒3896 坂本 昌彦4445 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

1時間58分52秒3897 百目鬼 健司4320 ﾄﾞｳﾒｷ ｹﾝｼﾞ

1時間58分52秒3898 米本 裕至4463 ﾖﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間58分52秒3899 鈴木 達人4095 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾄ

1時間58分53秒3900 今井 庸介1605 ｲﾏｲ ﾖｳｽｹ
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1時間58分53秒3901 金高 宏之7219 ｶﾈﾀｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分55秒3902 船木 裕一4625 ﾌﾅｷ ﾕｳｲﾁ

1時間58分58秒3903 浅岡 稔3502 ｱｻｵｶ ﾐﾉﾙ

1時間58分58秒3904 原口 敏博4212 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ

1時間58分59秒3905 村上 大地郎1548 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

1時間58分59秒3906 久米 剛4382 ｸﾒ ﾂﾖｼ

1時間58分59秒3907 高山 勝己4469 ﾀｶﾔﾏ ｶﾂﾐ

1時間59分00秒3908 トピング マーク4488 ﾄﾋﾟﾝｸﾞ ﾏｰｸ

1時間59分00秒3909 小嶋 健司4347 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間59分01秒3910 梶川 喜弘2036 ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間59分01秒3911 伊藤 真人11235 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間59分02秒3912 中山 伸之12012 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間59分02秒3913 江藤 淳一30505 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間59分02秒3914 坂本 和之4406 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

1時間59分04秒3915 竹林 正喜4716 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

1時間59分04秒3916 吉野 裕宣4166 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間59分06秒3917 高橋 克己4355 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ

1時間59分06秒3918 識名 弘和7333 ｼｷﾅ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間59分08秒3919 篠川 徹太郎5520 ｼﾉｶﾜ ﾃﾂﾀﾛｳ

1時間59分09秒3920 伊東 隆太郎4477 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1時間59分09秒3921 坂本 昌也3967 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾔ

1時間59分11秒3922 水野 洋輔1422 ﾐｽﾞﾉ ﾖｳｽｹ

1時間59分11秒3923 中原 聡4027 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ

1時間59分12秒3924 阿部 健一3915 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間59分14秒3925 古瀬 健11332 ﾌﾙｾ ｹﾝ

1時間59分15秒3926 三橋 義信4383 ﾐﾂﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間59分15秒3927 鈴木 正弘4667 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間59分15秒3928 小田 英了3985 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間59分18秒3929 永野 和宏11517 ﾅｶﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間59分20秒3930 鈴木 竜平7545 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ

1時間59分21秒3931 清水 重善9036 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾖｼ

1時間59分22秒3932 上田 誠4603 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間59分24秒3933 中島 立人20290 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾂﾄ

1時間59分25秒3934 古舘 弘4676 ﾌﾙﾀﾃ ﾋﾛｼ

1時間59分26秒3935 佐藤 優真11154 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

1時間59分26秒3936 手塚 直樹4655 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵｷ

1時間59分26秒3937 勝亦 俊弘7236 ｶﾂﾏﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間59分27秒3938 山崎 正男4410 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ

1時間59分27秒3939 中橋 豊一4301 ﾅｶﾊｼ ﾄﾖｶｽﾞ

1時間59分28秒3940 坂本 智義4717 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾖｼ

1時間59分28秒3941 酒井 和之1556 ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ

1時間59分28秒3942 山本 浩司7278 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間59分31秒3943 菅野 栄一2589 ｶﾝﾉ ｴｲｲﾁ

1時間59分31秒3944 真石 真4323 ﾏｲｼ ﾏｺﾄ

1時間59分32秒3945 大高 文吾1824 ｵｵﾀｶ ﾌﾞﾝｺﾞ

1時間59分32秒3946 石川 司4294 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ

1時間59分32秒3947 村田 渉31001 ﾑﾗﾀ ﾜﾀﾙ

1時間59分32秒3948 関 智雄4614 ｾｷ ﾄﾓｵ

1時間59分33秒3949 淡中 克己4512 ﾀﾝﾅｶ ｶﾂﾐ

1時間59分38秒3950 佐藤 良彦1566 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ
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1時間59分39秒3951 木村 英一郎3784 ｷﾑﾗ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間59分39秒3952 秋山 孝1483 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間59分39秒3953 早佐 博幸7383 ﾊﾔｻ ﾋﾛﾕｷ

1時間59分40秒3954 伊藤 由機1787 ｲﾄｳ ﾖｼｷ

1時間59分40秒3955 齋藤 立樹4200 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｷ

1時間59分42秒3956 室伏 智哉4547 ﾑﾛﾌｼ ﾄﾓﾔ

1時間59分43秒3957 中村 信夫4093 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

1時間59分44秒3958 高橋　悠介7933 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

1時間59分44秒3959 木村 英司1982 ｷﾑﾗ ｴｲｼﾞ

1時間59分47秒3960 山本 高大7300 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分47秒3961 國井 大輔1591 ｸﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ

1時間59分48秒3962 佐藤 正幸7385 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間59分48秒3963 小田切 猛3847 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｹｼ

1時間59分49秒3964 相原 哲也4302 ｱｲﾊﾗ ﾃﾂﾔ

1時間59分49秒3965 安達 広志4636 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間59分50秒3966 内田 健一11580 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間59分50秒3967 飯塚 和仁7227 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間59分52秒3968 服部 哲也4501 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ

1時間59分52秒3969 伊藤 稔4683 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

1時間59分53秒3970 藤田 光雄3807 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂｵ

1時間59分53秒3971 高木 健4364 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ

1時間59分54秒3972 藤田 聡4056 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ

1時間59分58秒3973 田口 哲也1712 ﾀｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ

2時間00分00秒3974 小山 勝彦4571 ｺﾔﾏ ｶﾂﾋｺ

2時間00分00秒3975 高橋 登7519 ﾀｶﾊｼ ﾉﾎﾞﾙ

2時間00分00秒3976 鈴木 一男3789 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ

2時間00分01秒3977 米原 卓志2429 ﾖﾈﾊﾗ ﾀｸｼ

2時間00分02秒3978 米村 伸一1835 ﾖﾈﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間00分02秒3979 菊地 洋4451 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ

2時間00分02秒3980 野崎 収30601 ﾉｻﾞｷ ｵｻﾑ

2時間00分04秒3981 本多 一匡4496 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾀﾀﾞ

2時間00分07秒3982 北村 彰規1873 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾉﾘ

2時間00分08秒3983 安齋 一郎2636 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ

2時間00分08秒3984 比留間 進4085 ﾋﾙﾏ ｽｽﾑ

2時間00分08秒3985 森 泰志3843 ﾓﾘ ﾔｽｼ

2時間00分09秒3986 関 宏次4482 ｾｷ ﾋﾛﾂｸﾞ

2時間00分09秒3987 久保田 賢一4400 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

2時間00分11秒3988 星野 昌洋3952 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ

2時間00分12秒3989 奥山 照仁4319 ｵｸﾔﾏ ﾃﾙﾋﾄ

2時間00分12秒3990 桑原 利明1832 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼｱｷ

2時間00分12秒3991 村山 裕彦4240 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾋｺ

2時間00分13秒3992 浅田 宜正4628 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾏｻ

2時間00分17秒3993 吉田 浩30629 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間00分20秒3994 池田 和行2823 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

2時間00分20秒3995 池島 晃3722 ｲｹｼﾞﾏ ｱｷﾗ

2時間00分21秒3996 林 輝1425 ﾘﾝ ｷ

2時間00分21秒3997 長島 泰夫2428 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽｵ

2時間00分21秒3998 西田 圭4398 ﾆｼﾀﾞ ｹｲ

2時間00分22秒3999 増田 拓真11559 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾏ

2時間00分22秒4000 谷川 ともき4592 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ
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2時間00分23秒4001 太田 大地1716 ｵｵﾀ ﾀﾞｲﾁ

2時間00分24秒4002 飯田 昌宏4517 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間00分25秒4003 中西 浩4542 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ

2時間00分26秒4004 赤金 重幸31097 ｱｶｶﾞﾈ ｼｹﾞﾕｷ

2時間00分27秒4005 田中 振一4183 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ

2時間00分28秒4006 山口 仁4433 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

2時間00分28秒4007 大島 文弘5514 ｵｵｼﾏ ﾌﾐﾋﾛ

2時間00分29秒4008 小林 太郎11712 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ

2時間00分29秒4009 中川　優介11713 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

2時間00分31秒4010 伊藤 雅之4416 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ

2時間00分32秒4011 堀元 新一2460 ﾎﾘﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

2時間00分33秒4012 藤巻 伍30185 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄｼ

2時間00分33秒4013 星野 邦典1662 ﾎｼﾉ ｸﾆﾉﾘ

2時間00分34秒4014 本間 良則4551 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾉﾘ

2時間00分34秒4015 田尻 直3687 ﾀｼﾞﾘ ｽﾅｵ

2時間00分35秒4016 尾島 英寿7606 ｵｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間00分36秒4017 高橋 克弥11659 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ

2時間00分36秒4018 吉原 篤史1922 ﾖｼﾊﾗ ｱﾂｼ

2時間00分37秒4019 藤田 政来1837 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ

2時間00分40秒4020 相澤 俊春7371 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ

2時間00分40秒4021 宮内 智矢11330 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾔ

2時間00分40秒4022 川口 朋巳7262 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

2時間00分41秒4023 堀江 英範3778 ﾎﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間00分42秒4024 石塚 哲八7574 ｲｼﾂﾞｶ ﾃﾂﾔ

2時間00分43秒4025 山田 敦志1776 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間00分43秒4026 浅利 圭1757 ｱｻﾘ ｹｲ

2時間00分46秒4027 猪熊 信太郎4710 ｲﾉｸﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間00分48秒4028 山本 悟11608 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ

2時間00分48秒4029 村瀬 悦弘4257 ﾑﾗｾ ﾖｼﾋﾛ

2時間00分48秒4030 大隅 昭夫4624 ｵｵｽﾐ ｱｷｵ

2時間00分49秒4031 下出 直樹4743 ｼﾓﾃﾞ ﾅｵｷ

2時間00分49秒4032 小林 茂樹4141 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ

2時間00分49秒4033 鈴木 康之2456 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ

2時間00分50秒4034 三代　彰郎9630 ﾐﾖ ｱｷｵ

2時間00分50秒4035 長谷部 和則4247 ﾊｾﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間00分50秒4036 押切　大輔31076 ｵｼｷﾘ ﾀﾞｲｽｹ

2時間00分51秒4037 杉山 行男4735 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｵ

2時間00分53秒4038 川村 誠1713 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間00分54秒4039 堀脇 淳之3980 ﾎﾘﾜｷ ｱﾂｼ

2時間00分54秒4040 榎本 淳史31014 ｴﾉﾓﾄ ｱﾂｼ

2時間00分55秒4041 加藤 聡4523 ｶﾄｳ ｻﾄｼ

2時間00分56秒4042 坂井 一雄4453 ｻｶｲ ｶｽﾞｵ

2時間00分56秒4043 大須賀 直樹3761 ｵｵｽｶﾞ ﾅｵｷ

2時間00分58秒4044 内藤 絢一11474 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間00分58秒4045 西垂水 忠光4714 ﾆｼﾀﾙﾐ ﾀﾀﾞﾐﾂ

2時間01分00秒4046 小澤 敏宏4354 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ

2時間01分00秒4047 都筑 忠司7225 ﾂﾂﾞｷ ﾀﾀﾞｼ

2時間01分01秒4048 田村 敦司4070 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ

2時間01分02秒4049 平野　邦典7639 ﾋﾗﾉ ｸﾆﾉﾘ

2時間01分03秒4050 鈴木 智博1665 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
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2時間01分04秒4051 長谷川 勝也7661 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾔ

2時間01分04秒4052 篠崎 剛11092 ｼﾉｻｷ ﾂﾖｼ

2時間01分04秒4053 小寺 洋輔11388 ｺﾃﾗ ﾖｳｽｹ

2時間01分06秒4054 山崎 康司3729 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ

2時間01分07秒4055 小池 健治6135 ｺｲｹ ｹﾝｼﾞ

2時間01分10秒4056 一澤 克好4157 ｲﾁｻﾜ ｶﾂﾖｼ

2時間01分10秒4057 玉城　善貴11699 ﾀﾏｷ ﾖｼｷ

2時間01分12秒4058 高橋 敏雄3713 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ

2時間01分14秒4059 赤嶺 親彦4632 ｱｶﾐﾈ ﾁｶﾋｺ

2時間01分15秒4060 柄澤 衛23111 ｶﾗｻﾜ ﾏﾓﾙ

2時間01分15秒4061 小森 知彦1710 ｺﾓﾘ ﾄﾓﾋｺ

2時間01分16秒4062 千葉 康平1654 ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ

2時間01分17秒4063 原田 稔7323 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間01分18秒4064 向山 克彦4340 ﾑｺｳﾔﾏ ｶﾂﾋｺ

2時間01分19秒4065 小林 由明1970 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾋﾛ

2時間01分20秒4066 松本 元裕7395 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ

2時間01分22秒4067 岡田 圭伍1879 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ

2時間01分25秒4068 新井 智秋1623 ｱﾗｲ ﾄﾓｱｷｲ

2時間01分25秒4069 峰田 義之2067 ﾐﾈﾀ ﾖｼﾕｷ

2時間01分28秒4070 吉田 和幸4473 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

2時間01分30秒4071 入野 佑介1439 ｲﾘﾉ ﾕｳｽｹ

2時間01分33秒4072 脇田 秀明4470 ﾜｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間01分37秒4073 石井 聴7534 ｲｼｲ ｻﾄﾙ

2時間01分38秒4074 瓜生 崇4344 ｳﾘｳ ﾀｶｼ

2時間01分39秒4075 成田 一博1697 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間01分40秒4076 大石 玲1565 ｵｵｲｼ ｱｷﾗ

2時間01分40秒4077 黒羽 修23166 ｸﾛﾊﾞﾈ ｵｻﾑ

2時間01分41秒4078 鈴木 忠雄31035 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｵ

2時間01分41秒4079 木村 知生1680 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ

2時間01分43秒4080 柴崎 由紀也1692 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｷﾔ

2時間01分43秒4081 朴 東浩4465 ﾊﾟｸ ﾄﾝﾎ

2時間01分45秒4082 小久保 貢11716 ｺｸﾎﾞ ﾐﾂｸﾞ

2時間01分45秒4083 浅田 智也1545 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2時間01分46秒4084 酒井 稔12006 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ

2時間01分46秒4085 植田 晃行11244 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾕｷ

2時間01分48秒4086 村井 陽平11546 ﾑﾗｲ ﾖｳﾍｲ

2時間01分49秒4087 黒田 俊平4032 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

2時間01分51秒4088 福盛 大輔4623 ﾌｸﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ

2時間01分54秒4089 中野渡 守4387 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾏﾓﾙ

2時間01分54秒4090 倉岡 貴志4022 ｸﾗｵｶ ﾀｶｼ

2時間01分54秒4091 宮澤 徹4715 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｵﾙ

2時間01分57秒4092 北川 倫太郎5648 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ

2時間01分58秒4093 中山 博登1471 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ

2時間01分59秒4094 荒井 裕二1805 ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞ

2時間01分59秒4095 秋元 康博7248 ｱｷﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間02分00秒4096 森 雅裕3752 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

2時間02分01秒4097 井草 実3991 ｲｸﾞｻ ﾏｺﾄ

2時間02分01秒4098 久山 和宏4557 ｸﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間02分03秒4099 中原 海平4253 ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾍｲ

2時間02分03秒4100 吉田 博志3956 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ
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2時間02分04秒4101 河野 直人11657 ｺｳﾉ ﾅｵﾄ

2時間02分05秒4102 古澤 芳則4089 ﾌﾙｻﾜ ﾖｼﾉﾘ

2時間02分06秒4103 藤野 豊7435 ﾌｼﾞﾉ ﾕﾀｶ

2時間02分07秒4104 松村 典央7326 ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘｵ

2時間02分09秒4105 晴佐久 健太1651 ﾊﾚｻｸ ｹﾝﾀ

2時間02分11秒4106 五十嵐 則行3746 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘﾕｷ

2時間02分12秒4107 高橋 直樹4395 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ

2時間02分12秒4108 恩地 功23110 ｵﾝﾁ ｲｻｵ

2時間02分13秒4109 河合 良夫4248 ｶﾜｲ ﾖｼｵ

2時間02分14秒4110 平野 栄治2424 ﾋﾗﾉ ｴｲｼﾞ

2時間02分15秒4111 持田 正23106 ﾓﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間02分21秒4112 今井 康人4379 ｲﾏｲ ﾔｽﾋﾄ

2時間02分25秒4113 藤井 伸彦7307 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋｺ

2時間02分25秒4114 小坂 就敏6265 ｺｻｶ ﾅﾙﾄｼ

2時間02分26秒4115 和久津 豊4265 ﾜｸﾂ ﾕﾀｶ

2時間02分26秒4116 永久保 征和3950 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間02分28秒4117 高橋 道郎4497 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾛｳ

2時間02分28秒4118 江沼 数志7304 ｴﾇﾏ ｶｽﾞｼ

2時間02分29秒4119 松井 良恭4236 ﾏﾂｲ ﾖｼﾔｽ

2時間02分33秒4120 森下 浩一4598 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｲﾁ

2時間02分33秒4121 山崎　智雄9647 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｵ

2時間02分35秒4122 小島 博7518 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

2時間02分38秒4123 高倉 秀穂2749 ﾀｶｸﾗ ﾋﾃﾞﾎ

2時間02分39秒4124 吉弥侯部 忠士4703 ｷﾐｺｳﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間02分41秒4125 坂井 明徳4701 ｻｶｲ ｱｷﾉﾘ

2時間02分44秒4126 木下 安司23134 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｼ

2時間02分44秒4127 池田 亨7426 ｲｹﾀﾞ ﾄｵﾙ

2時間02分46秒4128 加藤 大地1751 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

2時間02分47秒4129 一力 健一郎4339 ｲﾁﾘｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間02分47秒4130 伊丹 光則7255 ｲﾀﾐ ﾐﾂﾉﾘ

2時間02分50秒4131 大原 大志4396 ｵｵﾊﾗ ﾀｲｼ

2時間02分51秒4132 村上 洋4599 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ

2時間02分52秒4133 松原 智4163 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｼ

2時間02分52秒4134 米屋 行彦30664 ｺﾒﾔ ﾕｷﾋｺ

2時間02分54秒4135 伴場 正憲3724 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間02分54秒4136 竹原 世耕1617 ﾀｹﾊﾗ ﾄｼﾔｽ

2時間02分55秒4137 那須 直幸30602 ﾅｽ ﾅｵﾕｷ

2時間02分57秒4138 井上 茂3958 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾙ

2時間02分57秒4139 桑名 慎一郎7234 ｸﾜﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間02分57秒4140 甲木 文武1466 ｶﾂｷ ﾌﾐﾀｹ

2時間02分58秒4141 原 昌樹7566 ﾊﾗ ﾏｻｷ

2時間03分02秒4142 伊藤 直人7293 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ

2時間03分04秒4143 小玉 正樹7398 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｷ

2時間03分05秒4144 阿曽 孝造4535 ｱｿ ｺｳｿﾞｳ

2時間03分05秒4145 江川 透4237 ｴｶﾞﾜ ﾄｵﾙ

2時間03分08秒4146 堀井 優治1537 ﾎﾘｲ ﾕｳｼﾞ

2時間03分10秒4147 新 博之7242 ｱﾀﾗｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間03分11秒4148 大野 修司4098 ｵｵﾉ ｼｭｳｼﾞ

2時間03分12秒4149 岡元 角栄4251 ｵｶﾓﾄ ｶｸｴｲ

2時間03分12秒4150 柳澤 晃次31016 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ
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2時間03分19秒4151 斉藤 淳4328 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

2時間03分23秒4152 福島 誠4543 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ

2時間03分24秒4153 武田 紘太朗1666 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2時間03分25秒4154 冨山 次郎4434 ﾄﾐﾔﾏ ｼﾞﾛｳ

2時間03分25秒4155 井上 太郎3777 ｲﾉｳｴ ﾀﾛｳ

2時間03分26秒4156 冨塚 芳紀4526 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾖｼﾉﾘ

2時間03分26秒4157 榎本 智支3721 ｴﾉﾓﾄ ｻﾄｼ

2時間03分27秒4158 鈴木 昭博30502 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ

2時間03分29秒4159 千葉 弘行30641 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間03分29秒4160 岡田 暁1628 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間03分32秒4161 藤勝 康博7339 ﾌｼﾞｶﾂ ﾔｽﾋﾛ

2時間03分33秒4162 佐藤 剛樹4369 ｻﾄｳ ﾂﾖｷ

2時間03分33秒4163 美濃 圭佑1645 ﾐﾉｳ ｹｲｽｹ

2時間03分34秒4164 亀井 祐彰5333 ｶﾒｲ ﾋﾛｱｷ

2時間03分37秒4165 藤村 嘉智4679 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾄｼ

2時間03分38秒4166 岸本 泰輔7529 ｷｼﾓﾄ ﾀｲｽｹ

2時間03分39秒4167 中村 光輝4087 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ

2時間03分43秒4168 斎藤 浩治4222 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間03分43秒4169 山口 城弘4620 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾆﾋﾛ

2時間03分44秒4170 泉水菊雄4801 ｾﾝｽｲｷｸｵ

2時間03分44秒4171 吉見 祐司4518 ﾖｼﾐ ﾕｳｼﾞ

2時間03分46秒4172 丸森 一司1552 ﾏﾙﾓﾘ ｶｽﾞｼ

2時間03分47秒4173 原仲　泰三9669 ﾊﾗﾅｶ ｹﾝｿｳ

2時間03分47秒4174 三井 洋平11709 ﾐﾂｲ ﾖｳﾍｲ

2時間03分47秒4175 月森 崇文4645 ﾂｷﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ

2時間03分47秒4176 村松 篤7335 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾂｼ

2時間03分49秒4177 岩下 俊也22342 ｲﾜｼﾀ ﾄｼﾔ

2時間03分49秒4178 中山 幹雄1449 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ

2時間03分51秒4179 田頭 理4264 ﾀｶﾞｼﾗ ｵｻﾑ

2時間03分51秒4180 高山 大輔7706 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

2時間03分51秒4181 大岡 永助4077 ｵｵｵｶ ｴｲｽｹ

2時間03分52秒4182 根本 勲1992 ﾈﾓﾄ ｲｻｵ

2時間03分53秒4183 前田 昇4528 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

2時間03分57秒4184 阿部 渉1458 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙﾝ

2時間04分00秒4185 芳垣 晴男4036 ﾖｼｶﾞｷ ﾊﾙｵ

2時間04分01秒4186 中村 航太郎1530 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ

2時間04分02秒4187 白濱 慎吾1686 ｼﾗﾊﾏ ｼﾝｺﾞ

2時間04分02秒4188 迫 宏治4481 ｻｺ ｺｳｼﾞ

2時間04分03秒4189 根本 昌季1470 ﾈﾓﾄ ﾏｻｷ

2時間04分03秒4190 吉村 秀俊4244 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間04分04秒4191 二宮 啓治1738 ﾆﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ

2時間04分04秒4192 沼田 昌幸4105 ﾇﾏﾀ ﾏｻﾕｷ

2時間04分05秒4193 満田 幾夫7401 ﾐﾂﾀﾞ ｲｸｵ

2時間04分10秒4194 清水 壽7685 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ

2時間04分12秒4195 ヘドランド ジョシュア1704 ﾍﾄﾞﾗﾝﾄﾞ ｼﾞｮｼｭｱ

2時間04分12秒4196 佐藤　進一21248 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ

2時間04分13秒4197 中川 樹1644 ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂｷ

2時間04分15秒4198 竹内 豊4630 ﾀｹｳﾁ ﾕﾀｶ

2時間04分18秒4199 大橋 雄二5611 ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ

2時間04分19秒4200 川田 輝久1743 ｶﾜﾀ ﾃﾙﾋｻ
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2時間04分23秒4201 和宇慶 直樹4366 ﾜｳｹ ﾅｵｷ

2時間04分25秒4202 山下　淳二郎9633 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ

2時間04分26秒4203 高瀬 祐志4214 ﾀｶｾ ﾏｻｼ

2時間04分26秒4204 森 健次朗3738 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞﾛｳ

2時間04分29秒4205 日高 健一4311 ﾋﾀﾞｶ ｹﾝｲﾁ

2時間04分31秒4206 清水 昭長3699 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾅｶﾞ

2時間04分31秒4207 上嶋 一成4209 ｳｴｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間04分32秒4208 板垣 博史7316 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間04分35秒4209 片桐 博也3976 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾔ

2時間04分36秒4210 松井 俊祐1741 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ

2時間04分37秒4211 新井田 勉4058 ﾆｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間04分38秒4212 佐々木 淳史1629 ｻｻｷ ｱﾂｼ

2時間04分41秒4213 上野 英明4747 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間04分43秒4214 山田 貴好2043 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｼ

2時間04分43秒4215 井上 好昭4385 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ

2時間04分44秒4216 吉野 博4661 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ

2時間04分46秒4217 深井 康行4601 ﾌｶｲ ﾔｽﾕｷ

2時間04分48秒4218 神田 三智弘1553 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

2時間04分50秒4219 三浦 和志7216 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｼ

2時間04分52秒4220 中込 孝行7674 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾕｷ

2時間04分53秒4221 古賀 雅治4310 ｺｶﾞ ﾏｻﾊﾙ

2時間04分53秒4222 横山 謙司4402 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間04分54秒4223 田中 徳光1559 ﾀﾅｶ ﾄｸﾐﾂ

2時間04分55秒4224 田沼 秀明1670 ﾀﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間04分55秒4225 川島 敏生1495 ｶﾜｼﾏ ﾄｼｷ

2時間04分56秒4226 渡部 崇志1657 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間04分56秒4227 伊平 賢一4538 ｲﾋﾗ ｹﾝｲﾁ

2時間04分56秒4228 永見 章4137 ﾅｶﾞﾐ ｱｷﾗ

2時間04分57秒4229 岡川 豊24052 ｵｶｶﾞﾜ ﾕﾀｶ

2時間04分57秒4230 深山 愉太1765 ﾐﾔﾏ ﾕﾀ

2時間04分59秒4231 吉田 洋介7368 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ

2時間05分00秒4232 岩淵 啓7693 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｷﾗ

2時間05分03秒4233 竹田 英史1648 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間05分06秒4234 藤原　輝敏1401 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙﾄｼ

2時間05分07秒4235 俊成 浩章7399 ﾄｼﾅﾘ ﾋﾛｱｷ

2時間05分09秒4236 内田 宗宏7715 ｳﾁﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

2時間05分09秒4237 氏原 大貴1773 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ

2時間05分10秒4238 倉 博之7550 ｸﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間05分11秒4239 光友 一馬1831 ﾐﾂﾄﾓ ｶｽﾞﾏ

2時間05分12秒4240 林 亮司23170 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ

2時間05分12秒4241 内山 公仁3836 ｳﾁﾔﾏ ｷﾐﾋﾄ

2時間05分14秒4242 野村 信介30667 ﾉﾑﾗ ｼﾝｽｹ

2時間05分17秒4243 東 宗一郎4721 ｱｽﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ

2時間05分18秒4244 森田 啓史4429 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ

2時間05分18秒4245 菱崎 嘉昭7309 ﾋｼｻﾞｷ ﾖｼｱｷ

2時間05分19秒4246 後藤 篤史1807 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｼ

2時間05分21秒4247 川上 智弘1598 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾋﾛ

2時間05分21秒4248 阿部 孝志2599 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ

2時間05分22秒4249 森川 祐亮1808 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｽｹ

2時間05分22秒4250 卯月 洋之4201 ｳﾂﾞｷ ﾋﾛﾕｷ
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2時間05分23秒4251 嶋田 宗平23154 ｼﾏﾀﾞ ﾑﾈﾋﾗ

2時間05分24秒4252 古屋 純4380 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ

2時間05分25秒4253 飯島 啓太11688 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲﾀ

2時間05分26秒4254 畑 圭4167 ﾊﾀ ｷﾖｼ

2時間05分26秒4255 和田 健宏1862 ﾜﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

2時間05分31秒4256 丸山 英明4026 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間05分32秒4257 大森 潤7328 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝ

2時間05分33秒4258 大谷 晃司2773 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ

2時間05分33秒4259 合田 佳弘2031 ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間05分34秒4260 中原 正博3823 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

2時間05分35秒4261 佐野 陽樹1834 ｻﾉ ﾊﾙｷ

2時間05分36秒4262 野村 昭文4373 ﾉﾑﾗ ｱｷﾌﾐ

2時間05分38秒4263 矢内 正弘4687 ﾔﾅｲ ﾏｻﾋﾛ

2時間05分39秒4264 伊藤 栄規4179 ｲﾄｳ ｴｲｷ

2時間05分42秒4265 筒井 範浩4243 ﾂﾂｲ ﾉﾘﾋﾛ

2時間05分43秒4266 佐野 勝彦4682 ｻﾉ ｶﾂﾋｺ

2時間05分44秒4267 中島　崇志11710 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ

2時間05分45秒4268 新沼 径30184 ﾆｲﾇﾏ ｹｲ

2時間05分47秒4269 野村 忠志4424 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間05分48秒4270 村山 琢磨1729 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｸﾏ

2時間05分50秒4271 遠藤 輝之7546 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾕｷ

2時間05分51秒4272 加藤 隆志1594 ｶﾄｳ ﾀｶｼ

2時間05分53秒4273 工藤 幸伸24050 ｸﾄﾞｳ ﾕｷﾉﾌﾞ

2時間05分53秒4274 杉井 信清1630 ｽｷﾞｲ ﾉﾌﾞｷﾖ

2時間05分53秒4275 兼子 翔平1562 ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ

2時間05分54秒4276 佐藤 信夫4100 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ

2時間05分55秒4277 今井 良治5591 ｲﾏｲ ﾖｼﾊﾙ

2時間05分56秒4278 宮本 敏則3494 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ

2時間06分01秒4279 森田 超7547 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｶ

2時間06分01秒4280 大塚 武生4252 ｵｵﾂｶ ﾀｹｵ

2時間06分02秒4281 杭田 浩輔4102 ｸｲﾀ ｺｳｽｹ

2時間06分02秒4282 西山　広高9652 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ

2時間06分09秒4283 福島 宗則30563 ﾌｸｼﾏ ﾑﾈﾉﾘ

2時間06分11秒4284 今井 聡1653 ｲﾏｲ ｻﾄｼ

2時間06分17秒4285 渡邊 弘3733 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ

2時間06分17秒4286 栗原 敬7641 ｸﾘﾊﾗ ｻﾄｼ

2時間06分21秒4287 稲葉 眞司2459 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間06分21秒4288 亀岡 俊樹9626 ｶﾒｵｶ ﾄｼｷ)

2時間06分21秒4289 田島 一平1689 ﾀｼﾞﾏ ｲｯﾍﾟｲ

2時間06分26秒4290 木村 浩樹11229 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ

2時間06分28秒4291 當摩 佑紀1441 ﾄｳﾏ ﾕｳｷ

2時間06分30秒4292 鈴木 徹7259 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ

2時間06分31秒4293 福岡 碧1488 ﾌｸｵｶ ｱｵｲ

2時間06分34秒4294 水崎 優駿1674 ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｼｭﾝ

2時間06分34秒4295 矢治　光23231 ﾔｼﾞ ﾋｶﾙ

2時間06分35秒4296 山崎 哲也4480 ﾔﾏｻｷ ﾃﾂﾔ

2時間06分35秒4297 金丸 哲男4485 ｶﾅﾏﾙ ﾃﾂｵ

2時間06分36秒4298 中森 義雄23112 ﾅｶﾓﾘ ﾖｼｵ

2時間06分39秒4299 北島 博史7521 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ

2時間06分39秒4300 林 信宏1659 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ
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2時間06分41秒4301 鈴木 隆司1616 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ

2時間06分42秒4302 土井 直人5586 ﾄﾞｲ ﾅｵﾋﾄ

2時間06分44秒4303 小澤 信朗1768 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間06分44秒4304 加藤 義宣7614 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

2時間06分46秒4305 富井 禎文4401 ﾄﾐｲ ﾖｼﾌﾐ

2時間06分46秒4306 野田 剛5513 ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間06分47秒4307 神田 滋樹4612 ｶﾝﾀﾞ ｼｹﾞｷ

2時間06分49秒4308 和田 将治1585 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

2時間06分49秒4309 小野 明7516 ｵﾉ ｱｷﾗ

2時間06分55秒4310 青山 大介3775 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

2時間06分57秒4311 高橋 信行4345 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間07分01秒4312 池田 茂7204 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間07分03秒4313 櫻田 和夫4109 ｻｸﾗﾀﾞ ｶｽﾞｵ

2時間07分06秒4314 三島 裕之7512 ﾐｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間07分07秒4315 佐藤 涼11457 ｻﾄｳ ﾘｮｳ

2時間07分08秒4316 古屋 清治2049 ﾌﾙﾔ ｾｲｼﾞ

2時間07分09秒4317 塩見 晃1613 ｼｵﾐ ｱｷﾗ

2時間07分12秒4318 飯島 良久7202 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾋｻ

2時間07分12秒4319 伊藤 孝司7298 ｲﾄｳ ﾀｶｼ

2時間07分12秒4320 三浦 毅2508 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ

2時間07分14秒4321 中田 博之4610 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間07分16秒4322 松本　直仁9657 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾄ

2時間07分16秒4323 森本 泰也7649 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾕｷ

2時間07分16秒4324 辻村 誠7303 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間07分16秒4325 前田　祥太1688 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

2時間07分18秒4326 藤中 宏二2300 ﾌｼﾞﾅｶ ｺｳｼﾞ

2時間07分19秒4327 須田 信行12009 ｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間07分19秒4328 田峰 朋行7608 ﾀﾐﾈ ﾄﾓﾕｷ

2時間07分20秒4329 米澤 輝二4656 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾃﾙｼﾞ

2時間07分24秒4330 三上 英明3664 ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間07分26秒4331 河北 有朋3978 ｶﾜｷﾀ ｱﾘﾄﾓ

2時間07分28秒4332 小泉 邦明5594 ｺｲｽﾞﾐ ｸﾆｱｷ

2時間07分30秒4333 保戸山 英樹3924 ﾎﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

2時間07分32秒4334 古江 尚人1668 ﾌﾙｴ ﾅｵﾄ

2時間07分33秒4335 大和田 健太1846 ｵｵﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ

2時間07分34秒4336 浜中 章30670 ﾊﾏﾅｶ ｱｷﾗ

2時間07分36秒4337 森 秀樹4713 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ

2時間07分37秒4338 小沢 利秋7569 ｵｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ

2時間07分44秒4339 西村 杉雄7517 ﾆｼﾑﾗ ｽｷﾞｵ

2時間07分46秒4340 柴尾 英樹12018 ｼﾊﾞｵ ｴｲｷ

2時間07分47秒4341 清水 秀一1793 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間07分48秒4342 小針 卓朗1522 ｺﾊﾞﾘ ﾀｸﾛｳ

2時間07分52秒4343 山本 克己4381 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ

2時間07分52秒4344 渡辺 純也1574 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間07分53秒4345 大竹 富治2861 ｵｵﾀｹ ﾄﾐﾊﾙ

2時間07分53秒4346 岡田 正2697 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間07分55秒4347 若林 宏幸7355 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間07分57秒4348 坂元 浩7257 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間07分59秒4349 近藤 和宏4013 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間08分01秒4350 井上 渉4755 ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ
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2時間08分02秒4351 亀井 誠一3735 ｶﾒｲ ｾｲｲﾁ

2時間08分04秒4352 大谷内 慎也1508 ｵｵﾔﾁ ｼﾝﾔ

2時間08分06秒4353 八木沼 光宏4702 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾐﾂﾋﾛ

2時間08分09秒4354 久藏 友生4215 ﾋｻｸﾗ ﾄﾓｵ

2時間08分12秒4355 菊池 恭仁3787 ｷｸﾁ ﾔｽｼﾞ

2時間08分12秒4356 吉村 洋一23160 ﾖｼﾑﾗ ﾖｳｲﾁ

2時間08分14秒4357 雫 純平1825 ｼｽﾞｸ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間08分14秒4358 石山 朋史3693 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾌﾐ

2時間08分18秒4359 関川 大輔7240 ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

2時間08分20秒4360 松本 佳幸4472 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

2時間08分20秒4361 茂木 勝1868 ﾓﾃｷ ﾏｻﾙ

2時間08分22秒4362 桜井 雄一朗11504 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間08分24秒4363 深田 英夫7258 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

2時間08分25秒4364 坂野 陽治郎11626 ｻｶﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ

2時間08分27秒4365 高山 尚樹7349 ﾀｶﾔﾏ ﾋｻｷ

2時間08分27秒4366 塚田 健太1761 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ

2時間08分31秒4367 佐藤 隆司2375 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

2時間08分34秒4368 川上 博7535 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ

2時間08分35秒4369 和田 勝己4121 ﾜﾀﾞ ｶﾂﾐ

2時間08分40秒4370 丸山 博史1839 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間08分44秒4371 山科 直人4461 ﾔﾏｼﾅ ﾅｵﾄ

2時間08分45秒4372 橘 直樹4377 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ

2時間08分46秒4373 安永 正幸4694 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間08分46秒4374 前田　将寿31099 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾋｻ

2時間08分48秒4375 関口　椋太11463 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

2時間08分52秒4376 片桐 衛4250 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾓﾙ

2時間08分52秒4377 中田 裕康4741 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾔｽ

2時間08分53秒4378 清水 亮1853 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ

2時間08分54秒4379 宮城 厚7281 ﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ

2時間08分54秒4380 丸山 弘4234 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間09分01秒4381 村上 主方4173 ﾑﾗｶﾐ ｽｶﾞﾀ

2時間09分01秒4382 塩澤 俊朗3954 ｼｵｻﾞﾜ ﾄｼﾛｳ

2時間09分04秒4383 斎藤 尚行7208 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

2時間09分05秒4384 後藤 順一31020 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間09分06秒4385 小野 清彦30547 ｵﾉ ｷﾖﾋｺ

2時間09分06秒4386 城 崇之30610 ｼﾞｮｳ ﾀｶｼ

2時間09分07秒4387 琴井谷 精通30623 ｺﾄｲﾀﾞﾆ ｷﾖﾐﾁ

2時間09分11秒4388 山内 雅人4208 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾄ

2時間09分13秒4389 内田 三樹也7382 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷﾔ

2時間09分14秒4390 金城 祐也1584 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ

2時間09分21秒4391 村上 涼11242 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ

2時間09分21秒4392 諸橋 泰正4239 ﾓﾛﾊｼ ﾔｽﾏｻ

2時間09分23秒4393 江川 靖彦7270 ｴｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ

2時間09分25秒4394 平澤 研一7549 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間09分26秒4395 石田 仁樹11700 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ

2時間09分27秒4396 武田 明浩4626 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間09分28秒4397 寺松 建彦1614 ﾃﾗﾏﾂ ﾀﾂﾋｺ

2時間09分30秒4398 鈴木 正夫4534 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ

2時間09分31秒4399 土屋 敏明7394 ﾂﾁﾔ ﾄｼｱｷ

2時間09分33秒4400 牧瀬 勉4439 ﾏｷｾ ﾂﾄﾑ
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2時間09分35秒4401 奥茂 雅啓1602 ｵｸﾓ ﾏｻﾋﾛ

2時間09分38秒4402 鈴木　瑞基11702 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ

2時間09分40秒4403 松本 幸一6146 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ

2時間09分40秒4404 涌井 一明1782 ﾜｸｲ ｶｽﾞｱｷ

2時間09分41秒4405 洲脇 秀稔4185 ｽﾜｷ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間09分46秒4406 鈴木 啓修7296 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間09分48秒4407 玉生 貴4591 ﾀﾏｵ ﾀｶｼ

2時間09分48秒4408 金野 泰典1660 ｷﾝﾉ ﾔｽﾉﾘ

2時間09分51秒4409 田代 勉4437 ﾀｼﾛ ﾂﾄﾑ

2時間09分51秒4410 清水 淳郎7340 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾛｳ

2時間09分53秒4411 上原　隆9629 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ

2時間09分53秒4412 永田 英樹4643 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ

2時間09分57秒4413 小倉 秀樹4352 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ

2時間09分58秒4414 下田 洋二郎4555 ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ

2時間09分58秒4415 佐藤 賢一4084 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ

2時間10分01秒4416 曲木 義信11432 ﾏｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間10分01秒4417 越智 秀信4448 ｵﾁ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

2時間10分06秒4418 佐々木 隆30190 ｻｻｷ ﾀｶｼ

2時間10分07秒4419 塚田 幸一4023 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間10分10秒4420 高橋 博志7701 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

2時間10分13秒4421 金田 暢宏4409 ｶﾈﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間10分14秒4422 古川 正嗣4597 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾂｸﾞ

2時間10分18秒4423 榎本 義広3302 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

2時間10分19秒4424 金子 哲也31078 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ

2時間10分21秒4425 安井　清一郎4412 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間10分22秒4426 西澤 功4728 ﾆｼｻﾞﾜ ｲｻｵ

2時間10分26秒4427 鈴木 浩一7301 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ

2時間10分27秒4428 増田 仁史2853 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ

2時間10分27秒4429 池内 正雄20300 ｲｹｳﾁ ﾏｻｵ

2時間10分33秒4430 折田 裕之4686 ｵﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ

2時間10分35秒4431 木曽 文男4531 ｷｿ ﾌﾐｵ

2時間10分39秒4432 嶋村 尚弘7602 ｼﾏﾑﾗ ﾋｻﾋﾛ

2時間10分40秒4433 鈴木 淳也3824 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間10分41秒4434 生澤 公一4407 ｲｷｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ

2時間10分42秒4435 倉澤 卓也4635 ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ

2時間10分44秒4436 鈴木 博4351 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間10分45秒4437 三浦 孝之7572 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間10分45秒4438 カーテン パトリック7265 ｶｰﾃﾝ ﾊﾟﾄﾘｯｸ

2時間10分51秒4439 渡邊 雅芳7348 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾖｼ

2時間10分52秒4440 米田 知宏7342 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

2時間10分53秒4441 吉川 利一4037 ﾖｼｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ

2時間10分53秒4442 長谷川 守彦4458 ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾘﾋｺ

2時間10分58秒4443 坂 幸史郎7507 ﾊﾞﾝ ｺｳｼﾛｳ

2時間10分59秒4444 高岸 幸雄7292 ﾀｶｷﾞｼ ﾕｷｵ

2時間10分59秒4445 山本 秀彦1569 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間11分00秒4446 横山 正臣4389 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵﾐ

2時間11分00秒4447 中村 秀一6147 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

2時間11分02秒4448 東海林 俊和7367 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｶｽﾞ

2時間11分02秒4449 永井 歩1735 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ

2時間11分03秒4450 岩佐 尚幸1691 ｲﾜｻ ﾅｵﾕｷ
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2時間11分05秒4451 関根 富明7230 ｾｷﾈ ﾄﾐｱｷ

2時間11分06秒4452 中西 克彦7369 ﾅｶﾆｼ ｶﾂﾋｺ

2時間11分08秒4453 中村 光夫30621 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ

2時間11分08秒4454 相藤 晃一7418 ｱｲﾄｳ ﾃﾙｶｽﾞ

2時間11分08秒4455 木内 智朗23171 ｷｳﾁ ﾄﾓｱｷ

2時間11分08秒4456 吉見 昇平1567 ﾖｼﾐ ｼｮｳﾍｲ

2時間11分08秒4457 粟村 茂生31075 ｱﾜﾑﾗ ｼｹﾞｵ

2時間11分08秒4458 小澤 祐樹1526 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ

2時間11分08秒4459 岡村 卓司4544 ｵｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

2時間11分09秒4460 小森 幸道7366 ｺﾓﾘ ﾕｷﾐﾁ

2時間11分09秒4461 久野 喜夫3743 ｸﾉ ﾖｼｵ

2時間11分09秒4462 野澤 秀斗1763 ﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ

2時間11分13秒4463 芳賀 猛紳4259 ﾊｶﾞ ﾀｹｼ

2時間11分14秒4464 日色 昭憲7683 ﾋｲﾛ ｱｷﾉﾘ

2時間11分16秒4465 成田 相勲4123 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｸﾝ

2時間11分17秒4466 川島 明4660 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾗ

2時間11分17秒4467 小西 波也人4144 ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ

2時間11分19秒4468 喜多尾 満7253 ｷﾀｵ ﾐﾂﾙ

2時間11分22秒4469 安斉 信幸7413 ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間11分26秒4470 加藤 堅次4372 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ

2時間11分26秒4471 飯塚 勤1568 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ

2時間11分27秒4472 高橋 司4564 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ

2時間11分27秒4473 うえまつ ひろゆき7705 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ

2時間11分27秒4474 田中 英光7440 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾐﾂ

2時間11分28秒4475 有村 雄輝1756 ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ

2時間11分29秒4476 若林 宏明1693 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ

2時間11分30秒4477 楠元 昌平4554 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

2時間11分32秒4478 小林 正光4158 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐﾂ

2時間11分33秒4479 杉浦 慎一30649 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間11分38秒4480 上岡 立昌4008 ｶﾐｵｶ ﾊﾙﾏｻ

2時間11分39秒4481 桐渕 泰雄4198 ｷﾘﾌﾞﾁ ﾔｽｵ

2時間11分41秒4482 関根 清30570 ｾｷﾈ ｷﾖｼ

2時間11分41秒4483 田岡 直治7626 ﾀｵｶ ﾅｵﾊﾙ

2時間11分43秒4484 池田 道彦7635 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ

2時間11分44秒4485 高坂 祐輔4229 ﾕｳｽｹ ﾀｶｻｶ

2時間11分45秒4486 小野崎 毅24051 ｵﾉｻﾞｷ ﾀｹｼ

2時間11分45秒4487 佐々木 力7260 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ

2時間11分45秒4488 山田 道夫4292 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁｵ

2時間11分46秒4489 宮城 智行1599 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓﾕｷ

2時間11分46秒4490 伊東 裕貴3765 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

2時間11分47秒4491 宮森 正紀4221 ﾐﾔﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ

2時間11分48秒4492 佐藤 啓貴1480 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

2時間11分52秒4493 広野 真吾4295 ﾋﾛﾉ ｼﾝｺﾞ

2時間11分56秒4494 山口 裕之4296 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

2時間11分57秒4495 星山 貴範1579 ﾎｼﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

2時間11分57秒4496 皆見 龍治1619 ｶｲﾐ ﾘｭｳｼﾞ

2時間11分57秒4497 辻 渉2565 ﾂｼﾞ ﾜﾀﾙ

2時間12分00秒4498 渡辺 悟4394 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ

2時間12分03秒4499 富田 満7603 ﾄﾐﾀ ﾏﾝ

2時間12分03秒4500 四十物 利孝4403 ｱｲﾓﾉ ﾄｼﾀｶ
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2時間12分04秒4501 安田 周2857 ﾔｽﾀﾞ ﾏｺﾄ

2時間12分07秒4502 塩田 晃男1876 ｼｵﾀﾞ ｱｷｵ

2時間12分09秒4503 西村 真悟1764 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

2時間12分10秒4504 瀬田 祐介20417 ｾﾀ ﾕｳｽｹ

2時間12分14秒4505 河田 知彦7595 ｶﾜﾀ ﾄﾓﾋｺ

2時間12分14秒4506 村山 敏明12020 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｱｷ

2時間12分17秒4507 橋本 崇史1819 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間12分17秒4508 赤尾 典彦7591 ｱｶｵ ﾉﾘﾋｺ

2時間12分18秒4509 菅沼 公信11232 ｽｶﾞﾇﾏ ｷﾐﾉﾌﾞ

2時間12分22秒4510 伊藤 愼章3919 ｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ

2時間12分22秒4511 益子 洋三30662 ﾏｼｺ ﾖｳｿﾞｳ

2時間12分25秒4512 高橋 生1596 ﾀｶﾊｼ ｾｲ

2時間12分27秒4513 土井 慎一1684 ﾄﾞｲ ｼﾝｲﾁ

2時間12分28秒4514 三城 毅3649 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ

2時間12分30秒4515 高橋 勉3964 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ

2時間12分30秒4516 青木 邦彦7407 ｱｵｷ ｸﾆﾋｺ

2時間12分31秒4517 田中 利尚1814 ﾀﾅｶ ﾄｼﾅｵ

2時間12分31秒4518 須加尾　浩31053 ｽｶﾞｵ ﾋﾛｼ

2時間12分38秒4519 小日向 裕輝1573 ｺﾋﾅﾀ ﾋﾛｷ

2時間12分38秒4520 外崎　和浩31077 ﾄﾉｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間12分40秒4521 河合 真7589 ｶﾜｱｲ ﾏｺﾄ

2時間12分41秒4522 武井 聡4269 ﾀｹｲ ｻﾄﾙ

2時間12分42秒4523 溝口 純一2087 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間12分45秒4524 小暮 文章11183 ｺｸﾞﾚ ﾌﾐｱｷ

2時間12分45秒4525 坂本 和秀4704 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

2時間12分47秒4526 小林 正人7294 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

2時間12分47秒4527 小山 義英2260 ｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ

2時間12分48秒4528 坂東 嘉裕1777 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ

2時間12分50秒4529 高橋 朋矢1753 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ

2時間12分52秒4530 斎藤 指揮7523 ｻｲﾄｳ ｼｷ

2時間12分52秒4531 金山 敏彦12015 ｶﾅﾔﾏ ﾄｼﾋｺ

2時間12分53秒4532 小野尾 忠一4399 ｵﾉｵ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

2時間12分54秒4533 池田 哲2282 ｲｹﾀﾞ ﾃﾂ

2時間12分55秒4534 山田 徹也7268 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間12分59秒4535 国友 淳一4205 ｸﾆﾄﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間13分00秒4536 松本 慎二4375 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2時間13分01秒4537 小林 和博7286 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間13分04秒4538 大津 翔平1744 ｵｵﾂ ｼｮｳﾍｲ

2時間13分05秒4539 佐藤 孝4182 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

2時間13分07秒4540 横田 智明1577 ﾖｺﾀ ﾄﾓｱｷ

2時間13分10秒4541 渡邉 秀孝1737 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

2時間13分13秒4542 西村　義隆30165 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間13分18秒4543 木下 大二朗1725 ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

2時間13分18秒4544 大高 彰4446 ｵｵﾀｶ ｱｷﾗ

2時間13分21秒4545 丹野　正義9663 ﾀﾝﾉ ﾏｻﾖｼ

2時間13分22秒4546 田原 稔7229 ﾀﾊﾗ ﾐﾉﾙ

2時間13分23秒4547 友松 正人4740 ﾄﾓﾏﾂ ﾏｻﾄ

2時間13分24秒4548 太田代 崇穂7343 ｵｵﾀｼﾛ ｼｭｳﾎ

2時間13分27秒4549 小林 宣夫4552 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ

2時間13分27秒4550 馬場 三洋7524 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾂﾋﾛ
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2時間13分29秒4551 西村 拓1646 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸ

2時間13分30秒4552 佐藤 大樹1663 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

2時間13分37秒4553 伊東 良之4203 ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ

2時間13分39秒4554 宇木 智也7563 ｳｷ ﾄﾓﾔ

2時間13分39秒4555 福地　孝二31252 ﾌｸﾁ ｺｳｼﾞ

2時間13分40秒4556 栗原 武和7653 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｶｽﾞ

2時間13分42秒4557 千葉 茂4532 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間13分44秒4558 岩岡 正毅7372 ｲﾜｵｶ ﾏｻｷ

2時間13分45秒4559 宮本 茂4581 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

2時間13分46秒4560 角田 伸二7261 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間13分47秒4561 柳原 玲智3968 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｱｷﾉﾘ

2時間13分47秒4562 古川 克久4114 ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋｻ

2時間13分49秒4563 福田 雄之1681 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹﾕｷ

2時間13分50秒4564 李 永基1833 ｲ ﾖﾝｷﾞ

2時間13分50秒4565 松並木 正臣7379 ﾏﾂﾅﾐｷ ﾏｻｵﾐ

2時間13分51秒4566 村田 典隆4510 ﾑﾗﾀ ﾉﾘﾀｶ

2時間13分52秒4567 林 三知夫3730 ﾊﾔｼ ﾐﾁｵ

2時間13分55秒4568 野村 敏一4479 ﾉﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ

2時間13分57秒4569 高杉 等4427 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾄｼ

2時間13分58秒4570 時澤 晃祐7562 ﾄｷｻﾞﾜ ｺｳｽｹ

2時間14分01秒4571 奥田 倫仁4030 ｵｸﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ

2時間14分06秒4572 高橋 秀明11247 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間14分07秒4573 堀口 真7585 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

2時間14分09秒4574 關 隆太郎1661 ｾｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2時間14分09秒4575 文傳　正二31040 ﾌﾞﾝﾃﾞﾝ ｼｮｳｼﾞ

2時間14分11秒4576 根橋 亘1435 ﾈﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ

2時間14分13秒4577 長濱 由至7538 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間14分15秒4578 会津　健9660 ｱｲﾂﾞ ﾀｹｼ

2時間14分16秒4579 宮澤 裕一12013 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ

2時間14分18秒4580 ジョン ファウラー4365 ｼﾞｮﾝ ﾌｧｳﾗｰ

2時間14分19秒4581 岡野 堅一7415 ｵｶﾉ ｹﾝｲﾁ

2時間14分20秒4582 田中 公祐7428 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

2時間14分21秒4583 久保田 哲生7567 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂｵ

2時間14分26秒4584 岡村 俊明3753 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ

2時間14分35秒4585 上村 弘毅7694 ｶﾐﾑﾗ ｺｳｷ

2時間14分37秒4586 鈴木 貴順1956 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖﾘ

2時間14分40秒4587 津守 良彦7256 ﾂﾓﾘ ﾖｼﾋｺ

2時間14分43秒4588 井澤 賢一5492 ｲｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間14分47秒4589 新川 秀彦4388 ﾆｲｶﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間14分47秒4590 宮永 理計4654 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間14分48秒4591 石関 浩二1796 ｲｼｾﾞｷ ｺｳｼﾞ

2時間14分48秒4592 東 昭仁11233 ｱｽﾞﾏ ｱｷﾋﾄ

2時間14分51秒4593 小川 悠仁30186 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ

2時間14分58秒4594 大谷 誠3785 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ

2時間15分00秒4595 斉藤 茂春4536 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾊﾙ

2時間15分04秒4596 渡辺 均4175 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ

2時間15分06秒4597 渡邉 泰也4113 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ

2時間15分10秒4598 町田 直樹7558 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間15分12秒4599 石井 透4616 ｲｼｲ ﾄｵﾙ

2時間15分12秒4600 西村 英樹6149 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ
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2時間15分15秒4601 田平 謙一4408 ﾀﾋﾗ ｹﾝｲﾁ

2時間15分19秒4602 青木 映4566 ｱｵｷ ﾊﾕﾙ

2時間15分25秒4603 前田 浩祐7205 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

2時間15分26秒4604 高橋 宝5508 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾗ

2時間15分27秒4605 湊 正和7615 ﾐﾅﾄ ﾏｻｶｽﾞ

2時間15分32秒4606 鈴木 直樹7552 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

2時間15分33秒4607 島田 哲郎7346 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ

2時間15分35秒4608 時任 文弥11706 ﾄｷﾄｳ ﾌﾐﾔ

2時間15分36秒4609 江口 武志4391 ｴｸﾞﾁ ﾀｹｼ

2時間15分37秒4610 古澤 祐作1570 ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｻｸ

2時間15分38秒4611 秋津 英機7284 ｱｷﾂ ﾋﾃﾞｷ

2時間15分40秒4612 山下 啓太1677 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾀ

2時間15分43秒4613 山田 俊輔1603 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

2時間15分44秒4614 大下 哲哉4524 ｵｵｼﾀ ﾃﾂﾔ

2時間15分46秒4615 長谷川 秀樹4321 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ

2時間15分47秒4616 原田 英治1711 ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2時間15分52秒4617 伊藤 弘和11703 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間15分54秒4618 飯田 弘道7514 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ

2時間15分55秒4619 田村 高広4522 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間15分55秒4620 中谷 冴一1467 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｲﾁ

2時間15分57秒4621 星 孝志4618 ﾎｼ ﾀｶｼ

2時間15分58秒4622 西尾 智之7239 ﾆｼｵ ﾄﾓﾕｷ

2時間15分58秒4623 阿部 義則7313 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ

2時間16分01秒4624 菊地 憲幸7600 ｷｸﾁ ﾉﾘﾕｷ

2時間16分02秒4625 久保 隆7622 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ

2時間16分04秒4626 佐藤 政雄3736 ｻﾄｳ ﾏｻｵ

2時間16分08秒4627 佐井　倭裕11695 ｻｲ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間16分09秒4628 新井 慎吾11074 ｱﾗｲ ｼﾝｺﾞ

2時間16分10秒4629 能登 直紀1784 ﾉﾄ ﾅｵｷ

2時間16分11秒4630 中島 博7341 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

2時間16分14秒4631 松村 岳四郎3750 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｼﾛｳ

2時間16分17秒4632 大木 毅4668 ｵｵｷ ﾀｹｼ

2時間16分17秒4633 矢野 正三郎1821 ﾔﾉ ｼｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

2時間16分18秒4634 畑中 憲彦4744 ﾊﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ

2時間16分20秒4635 青島 行雄4729 ｱｵｼﾏ ﾕｷｵ

2時間16分22秒4636 和田 光彦2684 ﾜﾀﾞ ﾃﾙﾋｺ

2時間16分24秒4637 太田 修弘4561 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾋｵ

2時間16分26秒4638 佐藤 克彦4156 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ

2時間16分27秒4639 永井 邦明1869 ﾅｶﾞｲ ｸﾆｱｷ

2時間16分32秒4640 鷲尾 清隆7559 ﾜｼｵ ｷﾖﾀｶ

2時間16分32秒4641 須藤 禎一31080 ｽﾄﾞｳ ﾃｲｲﾁ

2時間16分32秒4642 小松 正寿7677 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄｼ

2時間16分32秒4643 小高 幸雄7314 ｵﾀﾞｶ ﾕｷｵ

2時間16分33秒4644 安藤 格4505 ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾀﾙ

2時間16分33秒4645 島根 幸朗7501 ｼﾏﾈ ﾕｷｵ

2時間16分36秒4646 吉田 達則1813 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ

2時間16分41秒4647 小畑 雄7596 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳ

2時間16分41秒4648 清久 慶一1933 ｷﾖｸ ｹｲｲﾁ

2時間16分43秒4649 伊藤 直樹4516 ｲﾄｳ ﾅｵｷ

2時間16分46秒4650 坂井 淳一1740 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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2時間16分46秒4651 小山 博幸7405 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間16分46秒4652 田中 裕1703 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ

2時間16分48秒4653 後藤 正純1514 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｽﾞﾐ

2時間16分48秒4654 本間 徹4199 ﾎﾝﾏ ﾄｵﾙ

2時間16分55秒4655 板橋 直也1865 ｲﾀﾊｼ ﾅｵﾔ

2時間16分56秒4656 本村 裕4039 ﾓﾄﾑﾗ ﾕﾀｶ

2時間17分00秒4657 中山 毅7673 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹｼ

2時間17分00秒4658 小野 明4450 ｵﾉ ｱｷﾗ

2時間17分00秒4659 楯 誠志郎1618 ﾀﾃ ｾｲｼﾛｳ

2時間17分02秒4660 中村 達哉7393 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2時間17分03秒4661 鈴木　信章3901 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間17分08秒4662 鳥越 雅文7664 ﾄﾘｺﾞｴ ﾏｻﾌﾐ

2時間17分09秒4663 桜沢 功7533 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｲｻｵ

2時間17分11秒4664 田辺 光秋5556 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ

2時間17分11秒4665 小澤 英久7295 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｻ

2時間17分11秒4666 高橋 昌三4607 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間17分15秒4667 竹本 祥次郎4652 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

2時間17分20秒4668 下條 亮1742 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘｮｳ

2時間17分21秒4669 竹内 将9031 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ

2時間17分22秒4670 丸 誠一郎7267 ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間17分22秒4671 西山 和彦30646 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ

2時間17分23秒4672 笹川 幸雄4548 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｷｵ

2時間17分25秒4673 工藤 裕司4220 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

2時間17分26秒4674 荒谷 暢孝1404 ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞﾀｶ

2時間17分27秒4675 高橋 善宏7636 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

2時間17分27秒4676 田中 淳一1883 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間17分27秒4677 角田 貴彦1820 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋｺ

2時間17分29秒4678 高橋 博美7632 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ

2時間17分34秒4679 蔡 洙湧3961 ｻｲ ｼｭﾕｳ

2時間17分41秒4680 松下 尚司4513 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｼ

2時間17分43秒4681 新井　悠希11610 ｱﾗｲ ﾕｳｷ

2時間17分46秒4682 竹田 義信7634 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間17分49秒4683 尾高 正朗1812 ｵﾀﾞｶ ﾏｻｵ

2時間17分52秒4684 池田 恭規7537 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

2時間18分04秒4685 吉田　秀樹6811 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間18分06秒4686 飯塚 茂7696 ｲｲﾂﾞｶ ｼｹﾞﾙ

2時間18分08秒4687 梅原 好信31253 ｳﾒﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間18分08秒4688 二村 禎一30187 ﾌﾀﾑﾗ ﾃｲｲﾁ

2時間18分14秒4689 猪股 毅寛11707 ｲﾉﾏﾀ ﾀｹﾋﾛ

2時間18分14秒4690 秋山 宏一郎3913 ｱｷﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間18分16秒4691 笈沼 誠7356 ｵｲﾇﾏ ﾏｺﾄ

2時間18分20秒4692 金成 隆之31073 ｶﾅﾘ ﾀｶﾕｷ

2時間18分21秒4693 米田 憲司4574 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間18分24秒4694 古川 浩樹3700 ｺｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

2時間18分25秒4695 石橋 達1700 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｵﾙ

2時間18分25秒4696 松岡 啓介1705 ﾏﾂｵｶ ｹｲｽｹ

2時間18分30秒4697 中平 弘之3748 ﾅｶﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間18分34秒4698 館岡 馨4376 ﾀﾃｵｶ ｶｵﾙ

2時間18分35秒4699 村居 透4466 ﾑﾗｲ ﾄｵﾙ

2時間18分39秒4700 伊藤 嘉紀1611 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ
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2時間18分47秒4701 氏森 毅4605 ｳｼﾞﾓﾘ ﾀｹｼ

2時間18分53秒4702 矢野 英宣30583 ﾔﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間18分53秒4703 小田 稔4588 ｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間18分55秒4704 吉岡 晋一3825 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ

2時間18分56秒4705 マケンジー エヴァン1694 ﾏｹﾝｼﾞｰ ｴｳﾞｧﾝ

2時間18分59秒4706 竹内 健太1844 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ

2時間19分03秒4707 島田 巧1612 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

2時間19分06秒4708 加藤 直治4420 ｶﾄｳ ﾅｵｼﾞ

2時間19分09秒4709 豊嶋 一人7554 ﾄｼﾏ ｶｽﾞﾄ

2時間19分10秒4710 小田中 隆芳4671 ｵﾀﾞﾅｶ ﾀｶﾖｼ

2時間19分13秒4711 小野瀬 翼1829 ﾂﾊﾞｻ ﾂﾊﾞｻ

2時間19分14秒4712 市川 了次31095 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ

2時間19分17秒4713 楠田 等20440 ｸｽﾀﾞ ﾋﾄｼ

2時間19分17秒4714 坪田 隆一7644 ﾂﾎﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ

2時間19分24秒4715 吉川 弘一7250 ｷｯｶﾜ ｺｳｲﾁ

2時間19分25秒4716 岩下 秀哉7363 ｲﾜｼﾀ ﾋﾃﾞﾔ

2時間19分32秒4717 中原 晴彦7402 ﾅｶﾊﾗ ﾊﾙﾋｺ

2時間19分42秒4718 田中 聖樹1669 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ

2時間19分50秒4719 今野 純4638 ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間19分55秒4720 佐藤 栄一5576 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ

2時間19分58秒4721 三井 英彰7210 ﾐﾂｲ ｴｲｼｮｳ

2時間20分00秒4722 尾崎 恒平1724 ｵｻﾞｷ ｺｳﾍｲ

2時間20分01秒4723 愛甲 真之1856 ｱｲｺｳ ﾏｻﾕｷ

2時間20分02秒4724 清水 義和1443 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ

2時間20分03秒4725 向田 宜幸7228 ﾑｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間20分05秒4726 中谷 泰敏7709 ﾅｶﾀﾆ ﾔｽﾄｼ

2時間20分07秒4727 宇野 明光4562 ｳﾉ ｱｷﾐﾂ

2時間20分09秒4728 伊庭 伸幸7214 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間20分10秒4729 西村　渉6806 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ

2時間20分11秒4730 津端 裕1897 ﾂﾊﾞﾀ ﾕﾀｶ

2時間20分13秒4731 森田 祥平23135 ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ

2時間20分14秒4732 青木 信幸7704 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間20分15秒4733 平原 憲孝7531 ﾋﾗﾊﾞﾗ ﾉﾘﾀｶ

2時間20分18秒4734 田島 正己7668 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾐ

2時間20分23秒4735 関口 知貴7391 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

2時間20分25秒4736 説田 真二郎1589 ｾｯﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ

2時間20分26秒4737 矢部 茂樹7352 ﾔﾍﾞ ｼｹﾞｷ

2時間20分27秒4738 佐藤 肇7424 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ

2時間20分31秒4739 西尾 清和7325 ﾆｼｵ ｷﾖｶｽﾞ

2時間20分33秒4740 古池 典生4584 ﾌﾙﾁ ﾉﾘｵ

2時間20分39秒4741 高橋 洋31052 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

2時間20分40秒4742 深沢 信哉1557 ﾌｶｻﾞﾜ ｼﾝﾔ

2時間20分46秒4743 清水 崇4483 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ

2時間20分46秒4744 本多 康浩4736 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間20分47秒4745 松井 博司12017 ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ

2時間20分47秒4746 藤澤 智4449 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾄﾙ

2時間20分49秒4747 寺尾 龍二1723 ﾃﾗｵ ﾘｭｳｼﾞ

2時間20分49秒4748 松原 経正11482 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾘﾏｻ

2時間20分53秒4749 中村 一夫12016 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ

2時間20分57秒4750 栗城 英雄7588 ｸﾘｷ ﾋﾃﾞｵ
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2時間20分57秒4751 山口 裕4492 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

2時間21分08秒4752 木曽 将7290 ｷｿ ﾏｻｼ

2時間21分12秒4753 工藤 哲夫4346 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ

2時間21分18秒4754 鈴木 誠3981 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

2時間21分26秒4755 中井 洋史2495 ﾅｶｲ ﾋﾛｼ

2時間21分30秒4756 山本 健二4464 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間21分40秒4757 山家 謙4054 ﾔﾝﾍﾞ ﾕｽﾞﾙ

2時間21分44秒4758 川瀬 賢7327 ｶﾜｾ ﾏｻﾙ

2時間21分44秒4759 和田 崇7669 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間21分47秒4760 保科 誠7275 ﾎｼﾅ ﾏｺﾄ

2時間21分48秒4761 上村 成彦4254 ｳｴﾑﾗ ﾅﾘﾋｺ

2時間21分49秒4762 金澤　将行6113 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

2時間21分49秒4763 三井　康誠6112 ﾐﾂｲ ﾔｽﾅﾘ

2時間21分52秒4764 竹田 吉男4734 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｵ

2時間21分52秒4765 日下田 剛寿11118 ﾋｹﾞﾀ ﾀｹﾄｼ

2時間21分56秒4766 上野 喜貴11198 ｳｴﾉ ﾖｼﾀｶ

2時間21分56秒4767 宇都宮 隼1656 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝ

2時間21分57秒4768 出井 克幸7217 ｲﾃﾞｲ ｶﾂﾕｷ

2時間21分59秒4769 上田 敦4197 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間22分00秒4770 石川 徳次1952 ｲｼｶﾜ ﾄｸｼﾞ

2時間22分02秒4771 笹山 浩二2082 ｻｻﾔﾏ ｺｳｼﾞ

2時間22分08秒4772 倉持 一彦4712 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋｺ

2時間22分09秒4773 橘田 哲男5641 ｷﾂﾀ ﾃﾂｵ

2時間22分12秒4774 須藤 慶大5496 ｽﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

2時間22分15秒4775 大城 英二1752 ｵｵｼﾛ ｴｲｼﾞ

2時間22分18秒4776 川口 甲士郎4421 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ

2時間22分20秒4777 高橋 祐也1790 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

2時間22分24秒4778 渡辺 耕介7345 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ

2時間22分25秒4779 坂田 勇樹1706 ｻｶﾀ ﾕｳｷ

2時間22分33秒4780 駒田 進4300 ｺﾏﾀﾞ ｽｽﾑ

2時間22分39秒4781 小山 浩史1431 ｵﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間22分41秒4782 津田 恭輔4314 ﾂﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

2時間22分42秒4783 中原 直彦7508 ﾅｶﾊﾗ ﾅｵﾋｺ

2時間22分47秒4784 丹羽 智彦7509 ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ

2時間22分48秒4785 伊藤 陽平11714 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ

2時間22分52秒4786 大野 敏7419 ｵｵﾉ ｻﾄｼ

2時間23分02秒4787 塩見 信幸7243 ｼｵﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間23分05秒4788 原水 真一4478 ﾊﾗﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間23分07秒4789 福田 尚洋1830 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ

2時間23分11秒4790 高橋 正生7656 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ

2時間23分15秒4791 青野 浩二4489 ｱｵﾉ ｺｳｼﾞ

2時間23分18秒4792 熊谷 信隆7351 ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾀｶ

2時間23分21秒4793 小林 俊輔4467 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

2時間23分22秒4794 鉄田 義人4117 ﾃﾂﾀﾞ ﾖｼﾄ

2時間23分22秒4795 佐藤 安雄7590 ｻﾄｳ ﾔｽｵ

2時間23分23秒4796 小網 明彦2518 ｺｱﾐ ｱｷﾋｺ

2時間23分25秒4797 佐藤 祐介7436 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

2時間23分25秒4798 寒河江 豊7337 ｻｶﾞｴ ﾕﾀｶ

2時間23分26秒4799 高橋 弘文7432 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ

2時間23分31秒4800 高橋 省仁11598 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ
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2時間23分31秒4801 田中 秀作7503 ﾀﾅｶ ｼｭｳｻｸ

2時間23分32秒4802 遠藤 貴史7570 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

2時間23分33秒4803 前田 健二7532 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間23分39秒4804 森 哲也1801 ﾓﾘ ﾃﾂﾔ

2時間23分45秒4805 安部 和広4378 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間24分03秒4806 奈良島 信泰4418 ﾅﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ

2時間24分07秒4807 市川 昇一郎7218 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

2時間24分16秒4808 嶋村 忠志7360 ｼﾏﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間24分19秒4809 鈴木 健司7617 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間24分19秒4810 梁瀬 光7406 ﾔﾅｾ ﾋｶﾙ

2時間24分24秒4811 川田 尚一7422 ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｲﾁ

2時間24分25秒4812 小山 雅也4106 ｺﾔﾏ ﾏｻﾔ

2時間24分37秒4813 須田 敏郎7417 ｽﾀﾞ ﾄｼﾛｳ

2時間24分41秒4814 中丸 翔吾1843 ﾅｶﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ

2時間24分42秒4815 佐藤 祐介1798 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

2時間24分42秒4816 布施 智也1880 ﾌｾ ﾄﾓﾔ

2時間24分44秒4817 濱田 裕貴1881 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

2時間24分50秒4818 北原 良孝7697 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間24分53秒4819 南葉 敏秀7311 ﾅﾝﾊﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間24分54秒4820 吉川 健多郎4426 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間24分57秒4821 新井 祐介1419 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ

2時間25分02秒4822 佐藤 謙一郎7540 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間25分04秒4823 松本 隆雄7555 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｵ

2時間25分05秒4824 粕谷 達3742 ｶｽﾔ ｻﾄｼ

2時間25分08秒4825 堤 達7551 ﾂﾂﾐ ﾄｵﾙ

2時間25分10秒4826 遠藤 伸也7384 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ

2時間25分11秒4827 土屋 鑑三7387 ﾂﾁﾔ ｶﾝｿﾞｳ

2時間25分11秒4828 河野 勉4171 ｺｳﾉ ﾂﾄﾑ

2時間25分15秒4829 羽柴 一雄7619 ﾊｼﾊﾞ ｶｽﾞｵ

2時間25分21秒4830 稲田　和徳31055 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間25分24秒4831 渡辺 豪1610 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ

2時間25分27秒4832 冨永 貴文7710 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾌﾐ

2時間25分28秒4833 斎藤 寛23161 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間25分39秒4834 池田 伸一7374 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間25分41秒4835 奥山 敏幸31039 ｵｸﾔﾏ ﾄｼﾕｷ

2時間25分44秒4836 原 弘昌7427 ﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ

2時間25分47秒4837 石上 司7640 ｲｼｶﾞﾐ ﾂｶｻ

2時間25分49秒4838 子安 喜仁7667 ｺﾔｽ ﾖｼﾋﾄ

2時間25分57秒4839 中村 浩也1804 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ

2時間25分57秒4840 山田 直広7671 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ

2時間26分10秒4841 石井 崇弘1755 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ

2時間26分12秒4842 瀬崎 孝7332 ｾｻﾞｷ ﾀｶｼ

2時間26分14秒4843 中野 一郎2464 ﾅｶﾉ ｲﾁﾛｳ

2時間26分14秒4844 菊池 晃平1870 ｷｸﾁ ｺｳﾍｲ

2時間26分14秒4845 柏瀬 祥一4684 ｶｼﾜｾ ｼｮｳｲﾁ

2時間26分18秒4846 神 隆史7289 ｶﾐ ﾀｶｼ

2時間26分22秒4847 比留間 健志24047 ﾋﾙﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間26分25秒4848 藤原 弘毅7714 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ

2時間26分26秒4849 菅野 優7578 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾙ

2時間26分28秒4850 中野 和典7583 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾉﾘ
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2時間26分29秒4851 清水 佳代子9763 ｼﾐｽﾞ ｶﾖｺ

2時間26分32秒4852 佐口 武史6138 ｻｸﾞﾁ ﾀｹｼ

2時間26分32秒4853 宮崎 純一7212 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間26分34秒4854 青木 初義4384 ｱｵｷ ﾊﾂﾖｼ

2時間26分39秒4855 青木 建樹1858 ｱｵｷ ﾀﾃｷ

2時間26分50秒4856 青山 照久7687 ｱｵﾔﾏ ﾃﾙﾋｻ

2時間26分54秒4857 小嶋 亮7702 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ

2時間27分09秒4858 安岡 富孝7247 ﾔｽｵｶ ﾄﾐﾀｶ

2時間27分09秒4859 金丸　隼太9622 ｶﾅﾏﾙ ﾊﾔﾀ

2時間27分10秒4860 三小田 幸治4579 ﾐｺﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間27分13秒4861 福田 明宏7539 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間27分20秒4862 竹内 元規1778 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄｷ

2時間27分25秒4863 和田 祐輔9032 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間27分28秒4864 土屋 直己1900 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ

2時間27分28秒4865 飯島 一弘7282 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間27分43秒4866 宮林 克行7336 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ

2時間27分53秒4867 津波古 敦7431 ﾂﾊｺ ｱﾂｼ

2時間27分55秒4868 長田 元伸4309 ｵｻﾀﾞ ﾓﾄﾉﾌﾞ

2時間27分58秒4869 森田 裕士1828 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ

2時間28分14秒4870 藤澤 幸雄7244 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷｵ

2時間28分18秒4871 鈴木 洋一7587 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ

2時間28分21秒4872 保科 宏明7637 ﾎｼﾅ ﾋﾛｱｷ

2時間28分23秒4873 松澤 正7317 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

2時間28分26秒4874 古賀 寛之2045 ｺｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間28分28秒4875 林 俊男7251 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ

2時間28分32秒4876 水本 和彦3994 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

2時間28分39秒4877 花田 浩介7425 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ

2時間28分42秒4878 中村 幸久4390 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋｻ

2時間28分44秒4879 土佐 佳弘4460 ﾄｻ ﾖｼﾋﾛ

2時間28分51秒4880 遠藤 文雄1855 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｵ

2時間28分52秒4881 加藤 武美7700 ｶﾄｳ ﾀｹﾐ

2時間28分55秒4882 雁金 勇人4530 ｶﾘｶﾞﾈ ﾊﾔﾄ

2時間28分57秒4883 岡安 英男7633 ｵｶﾔｽ ﾋﾃﾞｵ

2時間29分00秒4884 小野寺 純4006 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ

2時間29分11秒4885 磯田 健4262 ｲｿﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間29分17秒4886 大山　洋31034 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間29分25秒4887 谷塚 浩大1878 ﾔﾂｶ ｺｳﾀﾞｲ

2時間29分27秒4888 新井 孝夫7536 ｱﾗｲ ﾀｶｵ

2時間29分33秒4889 うえだ げんじ1783 ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞ

2時間29分36秒4890 道本 周作1791 ﾐﾁﾓﾄ ｼｭｳｻｸ

2時間29分49秒4891 牧野 圭佑1601 ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ

2時間29分53秒4892 冨士 馨4332 ﾌｼﾞ ｶｵﾙ

2時間30分08秒4893 佐藤 祐司7411 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ

2時間30分09秒4894 高橋 茂31092 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ

2時間30分09秒4895 池野 大樹1747 ｲｹﾉ ﾀﾞｲｷ

2時間30分09秒4896 勝又 健次7266 ｶﾂﾏﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間30分12秒4897 田村 浩志7520 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ

2時間30分18秒4898 赤木 浩7598 ｱｶｷﾞ ﾋﾛｼ

2時間30分19秒4899 伊藤 拓7233 ｲﾄｳ ﾋﾗｷ

2時間30分27秒4900 中野 雅之7658 ﾅｶﾉ ﾏｻﾕｷ
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2時間30分33秒4901 渋谷 武宏7695 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹﾋﾛ

2時間30分38秒4902 山田 恭平1561 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2時間30分40秒4903 渡邉 竜太郎11715 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2時間30分44秒4904 奥家 修4122 ｵｸﾔ ｵｻﾑ

2時間30分46秒4905 京條 一平1827 ｷｮｳｼﾞｮｳ ｲｯﾍﾟｲ

2時間30分47秒4906 齋藤　雄一郎9643 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間31分00秒4907 今井 亮1775 ｲﾏｲ ﾘｮｳ

2時間31分01秒4908 伊藤 太一4707 ｲﾄｳ ﾀｲﾁ

2時間31分07秒4909 大宅 直仁11230 ｵｵﾔ ﾅｵﾋﾄ

2時間31分08秒4910 白鳥 達也4678 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾂﾔ

2時間31分09秒4911 雫田 亮尚1640 ｼｽﾞｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ

2時間31分12秒4912 中里 裕史4674 ﾅｶｻﾄ ﾋﾛﾌﾐ

2時間31分13秒4913 大村 研太郎1748 ｵｵﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間31分20秒4914 窪田 啓5563 ｸﾎﾞﾀ ｹｲ

2時間31分23秒4915 戸田 明浩7438 ﾄﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間31分32秒4916 松田 雄一7681 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間31分37秒4917 福田 渉5203 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ

2時間31分48秒4918 石倉 康雄7571 ｲｼｸﾗ ﾔｽｵ

2時間31分52秒4919 前川 朋広7543 ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

2時間31分53秒4920 山本 健児7542 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間32分05秒4921 齋藤 匡輝4397 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾃﾙ

2時間32分06秒4922 福田 亮司1863 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

2時間32分08秒4923 米山 操4658 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｻｵ

2時間32分09秒4924 今井 幸宏4151 ｲﾏｲ ﾕｷﾋﾛ

2時間32分31秒4925 及川 哲3591 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ

2時間32分35秒4926 杉浦 巌1898 ｽｷﾞｳﾗ ｲﾜｵ

2時間32分43秒4927 斎藤 稔1516 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

2時間32分47秒4928 榊原 亮平1671 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾍｲ

2時間32分55秒4929 鈴木 正和7423 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ

2時間33分25秒4930 渡邊 昌大7699 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間33分29秒4931 赤津 友弥7513 ｱｶﾂ ﾄﾓﾔ

2時間33分30秒4932 井之下 健4573 ｲﾉｼﾀ ﾀｹｼ

2時間33分32秒4933 清水 直史4149 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾌﾐ

2時間33分38秒4934 佐藤 恭史7660 ｻﾄｳ ﾔｽｼ

2時間33分48秒4935 板倉 弘幸7373 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間34分02秒4936 立石 潤一郎1727 ﾀﾃｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

2時間34分17秒4937 鈴木　伝6111 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

2時間34分18秒4938 田中 俊祐1886 ﾀﾅｶ ﾄｼｽｹ

2時間34分37秒4939 吉原 智彦7628 ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ

2時間34分56秒4940 中村 遼1861 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

2時間35分01秒4941 安藤 功7576 ｱﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ

2時間35分05秒4942 吉田 あきら7502 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間35分23秒4943 下毛 憲7582 ｼﾓ ｹﾝ

2時間35分31秒4944 井上 強民4062 ｲﾉｳｴ ﾂﾖﾐ

2時間35分36秒4945 塚田 雅人1907 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾄ

2時間35分39秒4946 木村 玄1766 ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ

2時間35分51秒4947 杦山 完1795 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾝ

2時間36分18秒4948 縄田 拓也7580 ﾅﾜﾀ ﾀｸﾔ

2時間36分20秒4949 天野 充猛7271 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾀｹ

2時間36分29秒4950 砂川 正隆31098 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ
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2時間36分32秒4951 水島 慎一7553 ﾐｽﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁ

2時間36分36秒4952 溝井 賛寛1672 ﾐｿﾞｲ ｱｷﾋﾛ

2時間36分42秒4953 安田 優友1849 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間37分01秒4954 木村 通直23114 ｷﾑﾗ ﾐﾁﾅｵ

2時間37分02秒4955 福永 幸哉2547 ﾌｸﾅｶﾞ ｻﾁﾔ

2時間37分35秒4956 野田 篤5510 ﾉﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間37分43秒4957 佐藤 利昭4646 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ

2時間38分32秒4958 水落 淳夫7713 ﾐｽﾞｵﾁ ｱﾂｵ

2時間38分49秒4959 佐々木 一樹1867 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ

2時間38分50秒4960 酒井　清6810 ｻｶｲ ｷﾖｼ

2時間38分55秒4961 道崎 清一郎4699 ﾄﾞｳｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間39分15秒4962 牛島 俊治7378 ｳｼｼﾞﾏ ﾄｼﾊﾙ

2時間39分24秒4963 大場 裕史1857 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間39分32秒4964 川村 将城1866 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ

2時間39分36秒4965 左近司 賢尚30181 ｻｺﾝｼﾞ ﾏｻﾀｶ

2時間39分40秒4966 山口 幸大7241 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

2時間39分53秒4967 仲谷 善文9035 ﾅｶﾔ ﾖｼﾌﾐ

2時間40分01秒4968 山崎 利輝4720 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾃﾙ

2時間40分26秒4969 新松 正博4527 ｼﾝﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ

2時間41分03秒4970 管野 慎一郎4444 ｶﾝﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間41分03秒4971 白木 仁7318 ｼﾛｷ ﾋﾄｼ

2時間41分03秒4972 葛 武彦1576 ｸｽﾞ ﾀｹﾋｺ

2時間41分07秒4973 久津輪 光太郎20103 ｸﾂﾜ ｺｳﾀﾛｳ

2時間41分09秒4974 清水 朗1822 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ

2時間41分15秒4975 下田 勇司7310 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間41分26秒4976 斎藤 寛一1702 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間41分32秒4977 飯島 貴広1789 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

2時間41分50秒4978 中村 博喜7593 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ

2時間42分35秒4979 五ノ井 巌暢7586 ｺﾞﾉｲ ﾐﾁﾉﾌﾞ

2時間42分40秒4980 多治美 博教4508 ﾀｼﾞﾐ ﾋﾛﾉﾘ

2時間43分04秒4981 片山 哲平11419 ｶﾀﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

2時間43分17秒4982 岩崎 泰士7652 ｲﾜｻｷ ﾔｽｼ

2時間43分26秒4983 塩谷 義治7638 ｴﾝﾔ ﾖｼﾊﾙ

2時間43分40秒4984 上原 勇4746 ｳｴﾊﾗ ｲｻﾑ

2時間44分06秒4985 石田 ひろゆき7675 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間44分15秒4986 梶山 圭一7604 ｶｼﾞﾔﾏ ｹｲｲﾁ

2時間44分16秒4987 小川 修7670 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ

2時間44分27秒4988 山岸 武志7347 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ

2時間44分38秒4989 小林　達也31096 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

2時間45分02秒4990 酒井 靖夫7645 ｻｶｲ ﾔｽｵ

2時間45分13秒4991 三田井 一人11231 ﾐﾀｲ ｶｽﾞﾄ

2時間45分37秒4992 石井 慎一3745 ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ

2時間45分40秒4993 龍相 延一1722 ﾘｭｳｿｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ

2時間46分47秒4994 山野 資生1884 ﾔﾏﾉ ﾖｼｵ

2時間46分51秒4995 安東 孝一6144 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ

2時間46分52秒4996 新福 保隆7522 ｼﾝﾌｸ ﾔｽﾀｶ

2時間47分20秒4997 高橋 知巳6150 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ

2時間47分41秒4998 前田 綱紀7581 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾅﾄｼ

2時間48分01秒4999 宮下 敏弘7609 ﾐﾔｼﾀ ﾄｼﾋﾛ

2時間48分39秒5000 山本 良春7662 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ
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- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン男子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

2時間50分03秒5001 大森　勇9662 ｵｵﾓﾘ ｲｻﾑ

2時間50分15秒5002 鈴木　陽夫9621 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ

2時間51分03秒5003 長澤 可也3747 ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾔ

2時間56分26秒5004 小松　良匡30166 ｺﾏﾂ ﾖｼﾏｻ

3時間00分02秒5005 水野 新吾2840 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝｺﾞ

3時間00分23秒5006 前田 康太11361 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ
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