
第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 2184 新津 有紀弥 ﾆｲﾂ ﾕｷﾔ 東京都 10:40:43

2022/05/22100K男子24歳以下



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 1003 岡山 春紀 ｵｶﾔﾏ ﾊﾙｷ 埼玉県 6:16:44
2 1002 山口 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 6:22:35
3 1024 渡邊 智也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 大分県 7:08:11
4 1020 古賀 稔基 ｺｶﾞ ﾄｼｷ 東京都 7:48:41
5 1031 孫田 礼人 ﾏｺﾞﾀ ｱﾔﾄ 東京都 9:06:38
6 1150 新名 亮太 ｼﾝﾐｮｳ ﾘｮｳﾀ 東京都 10:15:56
7 1068 沼田 英之 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 10:25:29
8 2101 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 11:21:54
9 1017 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 埼玉県 12:55:27

10 2523 内 優法 ｳﾁ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 13:54:20

2022/05/22100K男子25歳～29歳



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 1009 冨高 一成 ﾄﾐﾀｶ ｶｽﾞﾅﾘ 福岡県 7:32:52
2 1013 河中 拓郎 ｶﾜﾅｶ ﾀｸﾛｳ 石川県 7:33:55
3 1001 板垣 辰矢 ｲﾀｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 静岡県 8:33:44
4 1046 菅原 健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 東京都 8:46:24
5 2646 江本 雅俊 ｴﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 千葉県 9:08:04
6 2017 中島 大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 9:34:25
7 1174 西尾 将貴 ﾆｼｵ ﾏｻﾀｶ 大阪府 9:35:27
8 2024 高橋 洋道 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 9:44:52
9 1023 大久保 貴之 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 10:53:02

10 2016 長谷川 正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 10:53:34
11 2030 佐々木 駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 埼玉県 11:09:28
12 2188 小西 匠 ｺﾆｼ ﾀｸﾐ 東京都 11:28:19
13 2079 長谷川 翔 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 東京都 11:30:00
14 2542 小椋 基弘 ｵｸﾞﾗ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 11:37:06
15 2094 加園 将紀 ｶｿﾉ ﾏｻｷ 東京都 11:40:00
16 2048 濱田 靖久 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 三重県 11:43:34
17 2080 鈴木 大裕 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 11:45:23
18 2605 銭谷 祥平 ｾﾞﾆﾀﾆ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 12:37:56
19 1146 乗田 勇気 ﾉﾘﾀ ﾕｳｷ 青森県 12:42:23
20 2096 高堂 和英 ﾀｶﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 東京都 13:18:06
21 2088 松戸 一真 ﾏﾂﾄﾞ ｶｽﾞﾏ 埼玉県 13:21:57
22 2613 斉藤 拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 茨城県 13:23:36
23 3057 宮崎 大樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 東京都 13:32:10
24 2563 野田 哲矢 ﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ 大阪府 13:37:41
25 3033 渡邉 大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 13:44:14

2022/05/22100K男子30歳～34歳



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 1004 風見 尚 ｶｻﾞﾐ ﾅｵ 愛知県 6:18:52
2 1006 山内 英昭 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 静岡県 6:50:15
3 1168 児玉 雄介 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 埼玉県 8:05:23
4 1022 藤木 新也 ﾌｼﾞｷ ｼﾝﾔ 東京都 8:08:02
5 1021 本宮 祐樹 ﾓﾄﾐﾔ ﾕｳｷ 埼玉県 8:19:05
6 2004 西島 弦 ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝ 東京都 8:21:11
7 1028 加藤 康男 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 愛知県 8:51:04
8 2040 中村 圭成 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾅﾘ 東京都 9:21:14
9 2008 齊藤 賢裕 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 9:40:04

10 2023 中山 行 ﾅｶﾔﾏ ｺｳ 東京都 9:49:35
11 2052 林 広志 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 千葉県 9:55:26
12 2078 目黒 陽平 ﾒｸﾞﾛ ﾖｳﾍｲ 東京都 10:07:46
13 2208 佐野 允彦 ｻﾉ ﾐﾂﾋｺ 埼玉県 10:20:36
14 2033 広川 直人 ﾋﾛｶﾜ ﾅｵﾄ 東京都 10:36:27
15 1040 三河 賢文 ﾐｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 千葉県 10:39:33
16 1065 松本 直久 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋｻ 東京都 10:43:38
17 2206 峰岸 達也 ﾐﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ 千葉県 11:13:51
18 1111 田中 諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 東京都 11:28:11
19 2050 奥村 翔二 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 東京都 11:33:56
20 2680 山田 雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 11:34:42
21 3038 月足 義広 ﾂｷｱｼ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 11:39:45
22 2190 高仲 俊宏 ﾀｶﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 11:40:20
23 2074 橋本 貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 11:42:44
24 3009 中村 聡史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 東京都 12:05:43
25 2538 高柳 智史 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 12:09:40
26 2729 大泉 健太 ｵｵｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 埼玉県 12:15:00
27 2152 吉原 宗一郎 ﾖｼﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 12:27:20
28 3027 金子 昌史 ｶﾈｺ ﾏｻﾌﾐ 広島県 12:30:20
29 2127 小野 篤史 ｵﾉ ｱﾂｼ 東京都 12:36:20
30 2083 柴田 慎一郎 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 12:41:27
31 2731 永井 敦 ﾅｶﾞｲ ｱﾂｼ 埼玉県 12:47:34
32 2604 新井 一範 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 13:02:02
33 3042 堀 賢治 ﾎﾘ ｹﾝｼﾞ 東京都 13:10:38
34 2134 近藤 貴英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 埼玉県 13:15:55
35 3036 牧野 哲平 ﾏｷﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 千葉県 13:33:16
36 3071 植山 晃好 ｳｴﾔﾏ ｱｷﾖｼ 東京都 13:36:31
37 2117 澤山 哲也 ｻﾜﾔﾏ ﾃﾂﾔ 東京都 13:41:57
38 2194 瀬戸 孟 ｾﾄ ﾀｹｼ 東京都 13:43:19
39 2224 早坂 健一 ﾊﾔｻｶ ｹﾝｲﾁ 千葉県 13:43:50
40 2730 新谷 智昭 ｼﾝﾀﾆ ﾄﾓｱｷ 千葉県 13:44:55
41 2559 阿部 直史 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 13:49:41
42 2226 菅野 康一 ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ 千葉県 13:54:05
43 2518 深沢 翔司 ﾌｶｻﾜ ｼｮｳｼﾞ 東京都 13:56:00
44 2684 大友 亮 ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ 東京都 13:57:08

2022/05/22100K男子35歳～39歳



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 1 / 2 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 1011 曽宮 道 ｿﾐﾔ ﾄｵﾙ 静岡県 6:28:37
2 1016 川西 治雄 ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ 滋賀県 7:27:15
3 2026 西坂 剛 ﾆｼｻﾞｶ ﾂﾖｼ 千葉県 8:12:42
4 2003 酢谷 耕太 ｽﾀﾞﾆ ｺｳﾀ 神奈川県 8:25:49
5 2061 松田 篤史 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪府 8:53:46
6 1033 新田 太一 ﾆｯﾀ ﾀｲﾁ 東京都 9:09:05
7 1175 綿貫 初 ﾜﾀﾇｷ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 9:12:24
8 1045 池谷 桂一 ｲｹﾔ ｹｲｲﾁ 東京都 9:15:36
9 2034 山田 秀一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県 9:24:47

10 2011 岩原 正知 ｲﾜﾊﾗ ﾏｻﾄﾓ 東京都 9:26:42
11 1043 島津 亨 ｼﾏﾂﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 9:42:06
12 1080 石田 直也 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉県 9:45:09
13 1053 坂井 岳夫 ｻｶｲ ﾀｹｵ 大阪府 9:47:33
14 2073 佐藤 佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東京都 9:56:42
15 1039 佐藤 大紀 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 東京都 9:56:51
16 1084 田中 寛晃 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 千葉県 10:07:12
17 2720 城津 克光 ｼﾛﾂ ﾖｼﾐﾂ 千葉県 10:12:43
18 2116 三枝 直樹 ｻｴｸﾞｻ ﾅｵｷ 千葉県 10:20:55
19 2025 岡田 崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県 10:21:03
20 2059 内山 隆久 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋｻ 静岡県 10:22:39
21 2099 かぶら木 順一 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 10:27:10
22 2064 松島 琢 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸ 東京都 10:36:04
23 2042 村永 和哉 ﾑﾗﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 東京都 10:38:10
24 2197 谷 大樹 ﾀﾆ ﾋﾛｷ 神奈川県 10:41:39
25 2133 赤松 賢 ｱｶﾏﾂ ｹﾝ 東京都 10:42:17
26 2114 深石 恭夫 ﾌｶｲｼ ﾕｷｵ 香川県 10:54:55
27 2066 畑澤 文祐 ﾊﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾋﾛ 東京都 10:55:09
28 2120 米内 雄樹 ﾖﾅｲ ﾕｳｷ 東京都 10:56:49
29 3029 白井 聡 ｼﾗｲ ｻﾄﾙ 千葉県 10:58:06
30 1042 相馬 正樹 ｿｳﾏ ﾏｻｷ 宮城県 11:02:29
31 2544 井関 康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 11:09:37
32 2039 小森 健一郎 ｺﾓﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 11:13:22
33 2221 友松 佑介 ﾄﾓﾏﾂ ﾕｳｽｹ 群馬県 11:21:26
34 2021 鵜飼 直之 ｳｶｲ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 11:22:17
35 2106 海老岡 健 ｴﾋﾞｵｶ ｹﾝ 埼玉県 11:25:23
36 2555 岩山 裕輝 ｲﾜﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川県 11:26:14
37 3016 渡辺 友和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 11:26:47
38 2104 藤田 浩旭 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 東京都 11:32:35
39 2723 泉 晃二 ｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 大阪府 11:46:30
40 2170 奥泉 有信 ｵｸｲｽﾞﾐ ｱﾘﾉﾌﾞ 千葉県 11:47:57
41 2595 朱通 滝太郎 ｼｭﾂｳ ﾀｷﾀﾛｳ 埼玉県 11:48:42
42 3015 鈴木 勲 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ 東京都 11:49:46
43 2148 鈴木 伸彦 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 11:50:49
44 2169 照沼 友英 ﾃﾙﾇﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 茨城県 11:55:37
45 2719 柳澤 孝次 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ 埼玉県 12:03:55
46 2043 高木 真二 ﾀｶｷ ｼﾝｼﾞ 千葉県 12:07:01
47 2131 橋場 昌義 ﾊｼﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 兵庫県 12:07:52
48 1103 春山 英輝 ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 12:11:16
49 2631 萩野谷 圭 ﾊｷﾞﾉﾔ ｹｲ 北海道 12:12:49
50 3046 内田 智章 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 埼玉県 12:13:30

2022/05/22100K男子40歳～44歳



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 2 / 2 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

51 2065 山崎 英彰 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 12:13:46
52 1099 猪倉 歩 ｲｸﾗ ｱﾕﾑ 神奈川県 12:22:27
53 2054 徳田 和則 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府 12:27:20
54 2521 伊藤 根広 ｲﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 12:29:02
55 2067 武井 智 ﾀｹｲ ｻﾄｼ 埼玉県 12:29:04
56 2098 鈴木 勝彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 東京都 12:33:00
57 3023 柏谷 唯 ｶｼﾜﾔ ﾀﾀﾞｼ 東京都 12:39:46
58 3040 滝田 和俊 ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 12:40:48
59 3030 櫻井 健太郎 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 12:49:31
60 2738 竹下 康平 ﾀｹｼﾀ ｺｳﾍｲ 広島県 13:03:41
61 1116 井島 守 ｲｼﾞﾏ ﾏﾓﾙ 東京都 13:03:52
62 2191 千葉 賢 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾙ 東京都 13:07:00
63 2621 佐藤 洋明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉県 13:13:39
64 2549 萩原 篤史 ﾊｷﾞﾊﾗ ｱﾂｼ 東京都 13:25:42
65 2239 高野 吉知 ﾀｶﾉ ﾖｼﾄﾓ 東京都 13:31:11
66 2507 田中 圭介 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 東京都 13:38:33
67 2591 宇佐美 宗 ｳｻﾐ ﾀｶｼ 千葉県 13:40:49
68 3047 鈴木 健治 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 東京都 13:42:05
69 2110 芹澤 充 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 東京都 13:43:49
70 2657 一番ヶ瀬 次郎 ｲﾁﾊﾞｶﾞｾ ｼﾞﾛｳ 東京都 13:44:06
71 2601 ｔｅｒａｍｏｔｏ ｋｏｕｊｉ ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 13:46:36
72 2225 吉本 幸司 ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 兵庫県 13:47:00
73 2728 西岡 千史 ﾆｼｵｶ ﾕｷﾌﾐ 千葉県 13:47:15
74 3067 久保田 裕 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 千葉県 13:47:48
75 2698 小澤 良往 ｺｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 東京都 13:48:34
76 2564 赤池 和彦 ｱｶｲｹ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 13:53:32
77 3052 中山 浩之 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 13:55:41

2022/05/22100K男子40歳～44歳



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

Print: 1 / 3 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 1008 能城 秀雄 ﾉｳｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 6:51:07
2 1172 坪井 隆樹 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｷ 東京都 8:36:58
3 2022 奥村 啓樹 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京都 8:40:41
4 1050 岩瀬 光正 ｲﾜｾ ﾐﾂﾏｻ 東京都 8:49:16
5 1106 高木 大 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 愛知県 8:50:45
6 1019 長池 宏史 ﾅｶﾞｲｹ ﾋﾛｼ 宮城県 8:52:57
7 1067 月岡 崇 ﾂｷｵｶ ﾀｶｼ 東京都 9:31:40
8 2068 西連寺 弘 ｻｲﾚﾝｼﾞ ﾋﾛｼ 東京都 9:34:07
9 2093 森田 浩章 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 9:37:16

10 1079 伊藤 卓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 大阪府 9:40:19
11 1090 粕川 洋司 ｶｽｶﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 9:41:38
12 2005 新島 隆志 ﾆｲｼﾞﾏ ﾀｶｼ 群馬県 9:43:26
13 2111 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 9:43:56
14 2006 齋藤 明 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 9:45:17
15 1070 北川 祐作 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ 東京都 9:45:56
16 1171 中塚 武史 ﾅｶﾂｶ ﾀｹｼ 神奈川県 9:46:15
17 2215 荻原 和弘 ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 9:49:04
18 2037 松本 行正 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾏｻ 東京都 9:51:44
19 2044 佐藤 文雄 ｻﾄｳ ﾌﾐｵ 東京都 9:52:31
20 1173 中島 三智 ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾄﾓ 愛知県 9:53:09
21 2119 平田 修 ﾋﾗﾀ ｵｻﾑ 広島県 9:53:37
22 2058 杉浦 竜夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾂｵ 岡山県 9:54:01
23 2060 横山 敏夫 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼｵ 長崎県 9:56:30
24 2069 大隅 忠 ｵｵｽﾐ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 9:56:42
25 1121 野田 大介 ﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県 10:17:25
26 2097 三宅 康考 ﾐﾔｹ ﾔｽﾀｶ 東京都 10:24:41
27 1148 小森 貴洋 ｺﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 東京都 10:27:22
28 1119 金子 至 ｶﾈｺ ｲﾀﾙ 埼玉県 10:29:12
29 2018 秋田 洋明 ｱｷﾀ ﾋﾛｱｷ 千葉県 10:31:15
30 1078 福井 正洋 ﾌｸｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都 10:32:35
31 1127 助川 智之 ｽｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 10:33:50
32 1038 島田 佐智夫 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｵ 東京都 10:34:56
33 2138 杉林 隆彦 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ 埼玉県 10:40:41
34 1071 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 北海道 10:40:54
35 2090 桝田 廣宣 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 10:42:36
36 2015 小川 友和 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 10:44:58
37 1176 犬島 顕治 ｲﾇｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 10:49:56
38 2085 木本 憲一 ｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 千葉県 10:52:27
39 2230 山辺 信次 ﾔﾏﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 10:53:52
40 2086 財前 拓 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾋﾗｸ 千葉県 10:55:56
41 2216 渡井 誠一 ﾜﾀｲ ｾｲｲﾁ 千葉県 11:00:33
42 2027 古角 和義 ﾌﾙｽﾐ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 11:00:59
43 2520 高橋 洋 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 埼玉県 11:03:55
44 2092 末松 健吾 ｽｴﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 東京都 11:06:47
45 2102 杉浦 英夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞｵ 東京都 11:09:16
46 2010 神山 誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 11:10:23
47 1060 野波 宏安 ﾉﾅﾐ ﾋﾛﾔｽ 東京都 11:11:37
48 2640 内 智久 ｳﾁ ﾄﾓﾋｻ 千葉県 11:14:24
49 1061 中村 和宏 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 11:15:12
50 2156 宇田 修一 ｳﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 広島県 11:20:35
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51 1115 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 11:21:58
52 1055 石井 貴 ｲｼｲ ﾀｶｼ 千葉県 11:24:52
53 1107 遠藤 正行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 山梨県 11:35:34
54 2213 柳川 誠 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 東京都 11:35:51
55 2537 宇留野 正彦 ｳﾙﾉ ﾏｻﾋｺ 千葉県 11:38:45
56 2140 川合 治功 ｶﾜｲ ﾊﾙﾖｼ 埼玉県 11:44:35
57 3028 松田 俊明 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｱｷ 東京都 11:44:38
58 3021 村上 健次郎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東京都 11:46:58
59 2121 中山 和茂 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 11:47:31
60 2618 藤咲 克晃 ﾌｼﾞｻｸ ｶﾂｱｷ 東京都 11:48:17
61 2219 佐藤 直哉 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 北海道 11:48:19
62 1057 松元 ごうすけ ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 東京都 11:48:55
63 1131 鈴木 徹平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 11:49:43
64 3022 中林 章 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 東京都 11:52:16
65 2132 佐藤 順治 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県 11:56:20
66 2177 高野 範正 ﾀｶﾉ ﾉﾘﾀﾀﾞ 奈良県 11:58:40
67 1093 原田 智紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 11:59:01
68 2571 神山 貴史 ｶﾐﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 東京都 12:04:00
69 2568 江角 和久 ｴｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 12:08:29
70 1144 緑川 淳一 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 12:09:22
71 3058 柴田 貴裕 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 12:13:48
72 2540 桂嶋 拓也 ｶﾂﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 千葉県 12:13:49
73 2557 手代木 徹 ﾃｼﾛｷﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 12:14:01
74 2550 若林 孝幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 12:17:41
75 2624 上岡 裕 ｳｴｵｶ ﾕﾀｶ 千葉県 12:21:51
76 3020 山口 一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 東京都 12:21:52
77 2149 赤井 伸寛 ｱｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 12:22:38
78 2212 中原 聡 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ 埼玉県 12:24:43
79 2530 寺西 廣記 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｷ 東京都 12:25:15
80 2606 河邊 龍弥 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 12:29:17
81 2693 本間 崇 ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ 東京都 12:32:10
82 2677 勝又 厚 ｶﾂﾏﾀ ｱﾂｼ 東京都 12:35:43
83 2126 平井 優紀 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 東京都 12:36:04
84 3034 植田 武志 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 12:41:37
85 2153 大貫 英昭 ｵｵﾇｷ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 12:49:44
86 2176 田尾 幸朗 ﾀｵ ﾕｷｵ 東京都 12:51:03
87 2514 金光 訓孝 ｶﾈﾐﾂ ｸﾆﾀｶ 埼玉県 12:53:53
88 2733 米沢 哲也 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 千葉県 12:56:11
89 3018 大木 雅人 ｵｵｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 12:59:02
90 2158 仲村 清一郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 大阪府 13:00:39
91 1112 廣内 慎一 ﾋﾛｳﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 13:03:32
92 2062 斉藤 浩志 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 13:06:55
93 2649 粟田 賢二 ｱﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 千葉県 13:07:16
94 1161 古川 裕士 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 兵庫県 13:12:52
95 2209 櫛田 一樹 ｸｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 千葉県 13:13:46
96 2724 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 13:15:55
97 2056 谷内田 正嗣 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 神奈川県 13:21:56
98 2589 関 浩道 ｾｷ ﾋﾛﾐﾁ 沖縄県 13:26:16
98 2732 森田 智洋 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 13:26:16

100 1101 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 13:26:46
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101 2201 大島 崇 ｵｵｼﾏ ﾀｶｼ 千葉県 13:26:58
102 2727 飯島 誠吉 ｲｲｼﾞﾏ ｾｲｷﾁ 埼玉県 13:27:45
103 2651 床枝 悟 ﾄｺｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 埼玉県 13:28:02
104 3060 瀬谷 豊 ｾﾔ ﾕﾀｶ 群馬県 13:34:26
105 2633 大嶋 好治 ｵｵｼﾏ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 13:39:47
106 2231 萬本 忠宏 ﾏﾝﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉県 13:40:22
107 2560 小濱 英幸 ｺﾊﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 13:40:46
108 2210 小川 哲哉 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 13:43:47
109 2223 近藤 政治 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 13:44:02
110 2644 穐永 賢一 ｱｷﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 13:45:07
111 2561 石井 敦 ｲｼｲ ｱﾂｼ 東京都 13:45:16
112 2679 井上 雅量 ｲﾉｳｴ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 13:46:29
113 2628 山藤 順一 ｻﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 13:51:28
114 1069 鶴岡 慶宣 ﾂﾙｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 13:53:46
115 2700 久保 雄一 ｸﾎﾞ ﾕｳｲﾁ 大阪府 13:54:10
116 2167 出村 隆宏 ﾃﾞﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 13:55:34
117 2667 齋藤 邦彦 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋｺ 東京都 13:55:38
118 2592 田安 知充 ﾀﾔｽ ﾄﾓﾐﾁ 千葉県 13:57:06
119 2637 赤尾 佳則 ｱｶｵ ﾖｼﾉﾘ 東京都 13:58:44
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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 1018 太田 誠司 ｵｵﾀ ｾｲｼﾞ 石川県 7:53:50
2 1169 高野 伸一 ﾀｶﾉ ｼﾝｲﾁ 長野県 8:32:09
3 2002 勝野 潤一 ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北海道 8:49:01
4 1041 石井 寛 ｲｼｲ ﾕﾀｶ 兵庫県 8:54:47
5 1032 中嶋 智史 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 東京都 8:55:26
6 1170 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 9:11:37
7 1047 根岸 浩 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｼ 埼玉県 9:33:03
8 3007 吉田 政義 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 9:35:32
9 1089 山田 貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 9:36:24

10 1124 高津 孝太郎 ﾀｶﾂ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 9:37:33
11 1052 坂田 直哉 ｻｶﾀ ﾅｵﾔ 静岡県 9:38:02
12 2009 安田 圭宏 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 奈良県 9:43:47
13 2091 佐藤 重紀 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ 千葉県 9:49:07
14 1123 稲葉 仁志 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ 北海道 9:50:15
15 2028 天野 景治 ｱﾏﾉ ｶｹﾞﾊﾙ 神奈川県 9:54:33
16 2012 鈴木 智雄 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｵ 東京都 9:56:19
17 2109 清水 勉 ｼﾐｽﾞ ﾂﾄﾑ 埼玉県 10:15:33
18 1088 山本 雅英 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 10:21:10
19 2031 永山 孝明 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 大阪府 10:23:50
20 1094 大野 俊一 ｵｵﾉ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 10:24:51
21 2045 青木 武司 ｱｵｷ ﾀｹｼ 千葉県 10:27:56
22 2157 吉澤 達也 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 千葉県 10:34:14
23 2041 和田 邦彦 ﾜﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 10:35:15
24 1072 田中 健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 10:36:45
25 1091 前田 利家 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲｴ 茨城県 10:39:56
26 1141 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 10:41:15
27 1049 長島 良介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 東京都 10:46:35
28 2081 冨永 貴彦 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋｺ 千葉県 10:47:30
29 2235 大貫 裕輔 ｵｵﾇｷ ﾕｳｽｹ 神奈川県 10:49:21
30 2137 田島 秀樹 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 10:51:54
31 2163 佐々木 涼介 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 10:59:06
32 2046 田村 敏明 ﾀﾑﾗ ﾄｼｱｷ 神奈川県 11:11:36
33 2222 宮尾 裕二 ﾐﾔｵ ﾕｳｼﾞ 東京都 11:13:24
34 3008 北村 幸信 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ 埼玉県 11:17:05
35 2612 今井 裕二 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 東京都 11:19:23
36 2736 門馬 悟 ﾓﾝﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 11:22:11
37 2160 木山 洋志 ｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 11:28:58
38 2154 阿部 行秀 ｱﾍﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ 秋田県 11:30:20
39 2162 山路 高啓 ﾔﾏｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 11:30:55
40 2161 篠田 岳史 ｼﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 11:31:42
41 2217 北島 宏朗 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 11:35:40
42 2706 小林 哲朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 神奈川県 11:40:28
43 2506 小村 剛二 ｺﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 11:45:11
44 1077 原 康行 ﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 東京都 11:48:46
45 1109 黒澤 清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 埼玉県 11:49:42
46 2187 小柳津 智 ｵﾔｲｽﾞ ｻﾄｼ 東京都 11:57:36
47 2095 日置 季伸 ﾋｵｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 東京都 11:57:51
48 2501 白石 充孝 ｼﾗｲｼ ﾐﾂﾀｶ 神奈川県 12:02:43
49 2053 佐藤 靖明 ｻﾄｳ ﾔｽｱｷ 東京都 12:12:51
50 2551 石藤 昭徳 ｲｼﾌｼﾞ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 12:13:47
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51 2051 小林 信行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 12:14:52
52 1134 澤田 民 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾐ 神奈川県 12:15:42
53 2071 板倉 丈治 ｲﾀｸﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 12:16:41
54 1105 根本 高臣 ﾈﾓﾄ ﾀｶｵﾐ 神奈川県 12:24:30
55 2204 小澤 克也 ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 神奈川県 12:26:08
56 1097 福士 正規 ﾌｸｼ ﾏｻｷ 東京都 12:35:31
57 3044 中島 正幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 東京都 12:35:41
58 1073 高橋 竜哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 神奈川県 12:39:25
59 2519 吉田 克己 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾐ 埼玉県 12:42:19
60 3005 本山 雄一 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 12:43:54
61 1155 津幡 正樹 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 北海道 12:44:47
62 2237 秋元 純 ｱｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 12:45:14
63 2636 荒木 芳彦 ｱﾗｷ ﾖｼﾋｺ 千葉県 12:51:09
64 2554 二瓶 亮好 ﾆﾍｲ ｱｷﾖｼ 東京都 12:51:27
65 2511 武井 章 ﾀｹｲ ｱｷﾗ 神奈川県 12:53:02
66 2166 鈴木 博文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐｲ 東京都 12:53:13
67 2569 門馬 直行 ﾓﾝﾏ ﾅｵﾕｷ 埼玉県 12:53:45
68 3032 木村 秀光 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐﾂ 埼玉県 12:53:53
69 2214 水谷 祥史 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 千葉県 12:55:44
70 2229 齋藤 俊行 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 13:01:00
71 2577 松下 素三 ﾏﾂｼﾀ ﾓﾄｶｽﾞ 岡山県 13:01:32
72 2656 石井 元 ｲｼｲ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 13:02:46
73 3026 小川 晴寿 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋｻ 東京都 13:02:53
74 3037 林 暢英 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉県 13:03:30
75 2635 仲治 達也 ﾅｶｼﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 13:04:35
76 2586 本城 啓史 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 13:09:27
77 2113 大塚 秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 13:10:07
78 2585 影山 裕一 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 13:12:12
79 2562 本間 隆也 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾔ 東京都 13:14:22
80 1138 堅木 保志 ｶﾀｷﾞ ﾔｽｼ 大阪府 13:14:32
81 1160 平井 信行 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 13:18:36
82 3066 菅本 潔 ｽｶﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 東京都 13:19:15
83 1142 佐藤 隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 栃木県 13:21:19
84 2722 藤原 教雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 兵庫県 13:25:24
85 2683 羽部 浩 ﾊﾍﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 13:28:34
86 2228 米田 英記 ﾖﾈﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 13:29:10
87 2529 加藤 和孝 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 13:29:31
88 2645 小貫 雅人 ｵﾇｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 13:29:55
89 2709 大高 健一 ｵｵﾀｶ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 13:31:20
90 2575 酒井 一義 ｻｶｲ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 13:31:45
91 2574 坂口 直人 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 長野県 13:35:02
92 1135 山本 光男 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｵ 兵庫県 13:35:37
93 2502 多胡 匡浩 ﾀｺﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 13:37:30
94 2587 紀太 道英 ｷﾀ ﾐﾁﾋﾃﾞ 神奈川県 13:39:07
95 3063 村井 信一 ﾑﾗｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 栃木県 13:41:04
96 2625 廣田 直史 ﾋﾛﾀ ﾅｵﾌﾐ 埼玉県 13:42:45
97 2697 小嶋 学 ｺｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 13:42:46
98 2689 丸山 聡 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 東京都 13:42:58
99 1149 小林 幸司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都 13:45:21

100 2545 湯谷 裕行 ﾕﾀﾞﾆ ﾋﾛﾕｷ 東京都 13:45:54
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101 2578 中牟田 康 ﾅｶﾑﾀ ﾔｽｼ 福岡県 13:47:00
102 2713 寺島 賢 ﾃﾗｼﾞﾏ ｻﾄｼ 東京都 13:47:47
103 2632 伊藤 裕久 ｲﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 千葉県 13:47:55
104 2685 田村 彰啓 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千葉県 13:48:06
105 2682 千明 豊 ﾁｱｷ ﾕﾀｶ 茨城県 13:48:31
106 2541 深町 博人 ﾌｶﾏﾁ ﾋﾛﾄ 茨城県 13:51:39
107 2510 成田 博康 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾔｽ 東京都 13:53:49
108 2650 遠藤 伸夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 13:54:02
109 2602 赤木 洋 ｱｶｷﾞ ﾖｳ 東京都 13:54:32
110 2546 日比野 卓己 ﾋﾋﾞﾉ ﾀｸﾐ 東京都 13:55:56
111 2725 岡田 孝 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 13:57:33
112 3053 笠鳥 伸行 ｶｻﾄﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 13:59:50
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1 1054 山崎 正之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 東京都 8:43:11
2 2036 磯野 公男 ｲｿﾉ ｷﾐｵ 千葉県 8:57:40
3 1036 淺野 寿利 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾄｼ 静岡県 9:16:08
4 1062 川野 雅博 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 9:17:26
5 1037 南 良典 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾉﾘ 東京都 9:22:40
6 2100 立川 京市 ﾀﾁｶﾜ ｷｮｳｲﾁ 神奈川県 9:25:13
7 1029 川嶌 正 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 東京都 9:42:45
8 2019 天野 賢一 ｱﾏﾉ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 9:51:31
9 1056 中駄 信一 ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 9:56:41

10 1104 鈴木 秀男 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 9:59:07
11 2087 藁科 禎久 ﾜﾗｼﾅ ﾖｼﾋｻ 静岡県 10:03:29
12 2082 島田 光一 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 10:14:29
13 2710 塚本 徹 ﾂｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 東京都 10:16:34
14 1035 越智 利国 ｵﾁ ﾄｼｸﾆ 東京都 10:19:47
15 3017 ツィラー ステファン ﾂｨﾗｰ ｽﾃﾌｧﾝ 東京都 10:24:58
16 1086 岩崎 正幸 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 山口県 10:25:02
17 1085 中村 暢秀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 10:26:32
18 1132 江波戸 康志 ｴﾊﾞﾄ ﾔｽｼ 神奈川県 10:37:21
19 1066 藤原 一清 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷﾖ 千葉県 10:45:28
20 1113 青木 孝弘 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 10:47:30
21 2143 石川 岳生 ｲｼｶﾜ ﾀｶｵ 千葉県 10:50:49
22 1126 新藤 義武 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ 東京都 10:53:57
23 2139 早坂 智則 ﾊﾔｻｶ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 10:58:30
24 2124 米島 幹雄 ﾖﾈｼﾏ ﾐｷｵ 神奈川県 11:04:40
25 2141 堀 真二 ﾎﾘ ｼﾝｼﾞ 東京都 11:06:18
26 2135 上竹 良彦 ｳｴﾀｹ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 11:08:22
27 2049 末冨 義明 ｽｴﾄﾞﾐ ﾖｼｱｷ 熊本県 11:15:40
28 3011 安積 淳 ｱﾂﾞﾐ ｱﾂｼ 兵庫県 11:16:11
29 2180 本田 伸介 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｽｹ 埼玉県 11:22:10
30 2159 古幡 一彦 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 11:23:45
31 1083 大西 健司 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ 東京都 11:28:01
32 1102 石川 久孝 ｲｼｶﾜ ﾋｻﾀｶ 東京都 11:28:58
33 1137 呉 尚哲 ｺﾞｳ ﾅｵｱｷ 東京都 11:31:50
34 2195 関 裕信 ｾｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 11:40:25
35 2178 松尾 俊幸 ﾏﾂｵ ﾄｼﾕｷ 東京都 11:51:28
36 2533 栗田 浩三 ｸﾘﾀ ｺｳｿﾞｳ 長野県 11:53:30
37 1125 和田 徹 ﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ 埼玉県 11:55:40
37 1076 谷 昌一 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 11:55:40
39 1178 林 亮太郎 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 12:07:29
40 1095 早坂 篤 ﾊﾔｻｶ ｱﾂｼ 宮城県 12:15:27
41 2515 松波 宏尚 ﾏﾂﾅﾐ ﾋﾛﾅｵ 東京都 12:23:39
42 2165 吉田 和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 12:29:12
43 1081 小井関 成司 ｺｲｾﾞｷ ｾｲｼﾞ 東京都 12:29:15
44 1130 森 宗一郎 ﾓﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 12:32:45
45 1063 梅田 淳 ｳﾒﾀﾞ ｱﾂｼ 京都府 12:33:42
46 2107 岩田 宏之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都 12:37:37
47 1158 上原 宏 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 12:41:01
48 2192 石橋 謙吾 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｺﾞ 千葉県 12:57:18
49 2227 中島 尚之 ﾅｶｼﾏ ﾅｵﾕｷ 愛知県 12:57:54
50 3012 馬瀬 章 ﾏｾ ｱｷﾗ 神奈川県 12:58:15
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51 2205 荒井 泰周 ｱﾗｲ ﾔｽﾁｶ 埼玉県 12:59:47
52 2151 高木 健一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 13:03:56
53 2202 早坂 真 ﾊﾔｻｶ ｼﾝ 東京都 13:05:04
54 1145 渡辺 高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 13:06:58
55 2125 今井 徳郎 ｲﾏｲ ﾉﾘｵ 東京都 13:10:52
56 2581 佐藤 秀夫 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 東京都 13:12:12
57 2674 羽田野 勇治 ﾊﾀﾉ ﾕｳｼﾞ 東京都 13:18:51
58 2664 友野 健 ﾄﾓﾉ ｹﾝ 千葉県 13:19:13
59 2218 安藤 正彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 13:20:13
60 2655 宍戸 晃哉 ｼｼﾄﾞ ﾃﾙﾔ 東京都 13:23:09
61 2168 高野 哲 ﾀｶﾉ ｱｷﾗ 東京都 13:23:54
62 2203 荒木 勝也 ｱﾗｷ ｶﾂﾔ 東京都 13:27:20
63 3056 大供 修二 ｵｵﾄﾓ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 13:29:18
64 2576 石川 秀樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 13:31:00
65 1153 天野 充 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾙ 東京都 13:32:17
66 2594 高橋 一哲 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 13:35:12
67 2704 小西 一成 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 13:36:49
68 2675 小野田 浩 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 13:36:51
69 2673 舩倉 敏彦 ﾌﾅｸﾗ ﾄｼﾋｺ 広島県 13:37:30
70 1159 茅野 英治 ｶﾔﾉ ｴｲｼﾞ 千葉県 13:40:19
71 2193 鈴木 正行 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 13:41:21
72 2619 中島 武 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 東京都 13:42:28
73 2626 鈴木 晴哉 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 東京都 13:44:02
74 2641 村田 一彦 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 13:46:09
75 2155 田中 博宣 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福岡県 13:47:21
76 2627 松田 美貴夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｵ 千葉県 13:51:54
77 2678 泉 京太 ｲｽﾞﾐ ｷｮｳﾀ 千葉県 13:53:26
78 3062 秋元 新一郎 ｱｷﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 13:54:52
79 2567 富澤 誠 ﾄﾐｻﾜ ﾏｺﾄ 東京都 13:57:34
80 2687 関 忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 北海道 13:58:03
81 2688 滝 伊佐雄 ﾀｷ ｲｻｵ 千葉県 13:58:09
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1 1044 成島 康則 ﾅﾙｼﾏ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 9:01:07
2 3006 青木 信幸 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 9:49:46
3 2075 野間 清尚 ﾉﾏ ｷﾖﾋｻ 東京都 9:52:03
4 2029 黒沢 孝俊 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾄｼ 東京都 9:54:41
5 2186 角田 正明 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ 栃木県 10:06:47
6 1058 加藤 敏博 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 東京都 10:17:51
7 1128 古田 光寛 ﾌﾙﾀ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 10:33:00
8 2035 木村 敏夫 ｷﾑﾗ ﾄｼｵ 茨城県 10:36:24
9 1122 木村 潔 ｷﾑﾗ ｷﾖｼ 東京都 10:45:02

10 2103 古家 良輝 ﾌﾙｲｴ ﾖｼﾃﾙ 埼玉県 11:05:25
11 2108 森本 貴代和 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ 千葉県 11:10:15
12 1064 渡邉 恭司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ 東京都 11:12:23
13 1118 伊藤 公博 ｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ 東京都 11:12:33
14 1129 大石 晃久 ｵｵｲｼ ｱｷﾋｻ 東京都 11:42:39
15 2129 長谷川 彰 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 神奈川県 11:57:01
16 2173 斉藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 11:57:53
17 2123 塩沢 弘行 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 12:06:02
18 2220 駒井 厚生 ｺﾏｲ ｱﾂｵ 東京都 12:28:44
19 2583 斉藤 浩 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都 12:29:51
20 2200 横田 浩二 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ 福岡県 12:37:26
21 2164 富井 禎文 ﾄﾐｲ ﾖｼﾌﾐ 東京都 12:41:08
22 1143 水野 俊彦 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ 愛知県 12:42:52
23 2207 舩戸 文英 ﾌﾅﾄ ﾌﾐﾋﾃﾞ 東京都 12:55:53
24 2182 落合 博 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 東京都 13:01:52
25 1162 鈴木 清訓 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾉﾘ 埼玉県 13:05:37
26 3014 松浦 宏信 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 茨城県 13:11:53
27 1152 川澄 正明 ｶﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ 岡山県 13:31:50
28 3050 中込 誠 ﾅｶｺﾞﾐ ﾏｺﾄ 埼玉県 13:33:42
29 2185 森田 茂雄 ﾓﾘﾀ ｼｹﾞｵ 埼玉県 13:34:39
30 3041 丸岡 弘道 ﾏﾙｵｶ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 13:37:09
31 2548 北山 毅 ｷﾀﾔﾏ ﾀｹｼ 千葉県 13:39:35
32 2183 内木 幸也 ﾅｲｷ ﾕｷﾔ 神奈川県 13:52:24
33 2642 田村 正義 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 13:52:39
34 2676 尾中 秀樹 ｵﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 13:54:16
35 2737 石川 研一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 13:54:58
36 2603 今井 誠一郎 ｲﾏｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 北海道 14:00:00

2022/05/22100K男子60歳～64歳



第10回記念大会 柴又100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～
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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 2118 今川 成幸 ｲﾏｶﾞﾜ ﾅﾘﾕｷ 神奈川県 10:48:04
2 2175 谷本 要 ﾀﾆﾓﾄ ｶﾅﾒ 神奈川県 10:55:24
3 2128 紺野 禎紀 ｺﾝﾉ ﾖｼﾉﾘ 福島県 11:23:06
4 2144 南山 栄成 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 京都府 12:09:29
5 2130 沓抜 正夫 ｸﾂﾇｷﾞ ﾏｻｵ 大阪府 12:13:01
6 2536 杉村 久雄 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ 静岡県 12:34:28
7 2547 飯島 貴美男 ｲｲｼﾞﾏ ｷﾐｵ 東京都 13:03:36
8 2614 吉田 須賀夫 ﾖｼﾀﾞ ｽｶﾞｵ 東京都 13:40:56
9 2610 酒井 博毅 ｻｶｲ ﾋﾛｷ 東京都 13:41:57

10 2199 小林 真文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾌﾐ 千葉県 13:46:28
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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（ネット）

1 2552 佐藤 時夫 ｻﾄｳ ﾄｷｵ 東京都 12:54:59
2 2661 鎌田 義孝 ｶﾏﾀ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 13:41:15
3 2566 重本 博美 ｼｹﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 山口県 13:56:58
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