
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km男子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10012 畑上　陸  0:32:41成田高校1 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾘｸ 千葉県
10076 鈴木　将吾  0:33:17チーム将吾2 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県
10058 中原　陸斗  0:33:25銚子商業高等学校3 ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ 千葉県
10129 加瀬　真澄  0:33:26神栖ＴＣ4 ｶｾ ﾏｽﾐ 茨城県
10176 朝生　祐輔  0:33:46チームアイマ5 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 千葉県
10208 野口　貴德  0:35:28県立佐倉高校6 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉県
10119 菅谷　和己  0:35:28チームサロモン7 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾐ 千葉県
10213 荒木　裕太郎  0:35:35神栖ＴＣ8 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県
10123 三倉　大知  0:36:01筑波都市整備9 ﾐｸﾗ ﾀﾞｲﾁ 茨城県
10155 田畑　健太郎  0:36:1910 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県
10077 三上　良輔  0:36:3211 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 千葉県
10085 芦澤　巧暉  0:36:5312 ｱｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 千葉県
10093 金村　翼  0:37:39チーム多摩川13 ｶﾅﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 東京都
10044 岩崎　純平  0:37:53上尾セントラル14 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼玉県
10064 黒岩　泰  0:38:3815 ｸﾛｲﾜ ﾕﾀｶ 千葉県
10140 草野　翔平  0:38:58神栖ＴＣ16 ｸｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 茨城県
10022 佐藤　忠臣  0:39:06旭ＲＣ17 ｻﾄｳ 千葉県
10116 富田　繁生  0:39:29沖縄陸協18 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 東京都
10115 菱木　誠  0:39:48ＡＲＣ19 ﾋｼｷ ﾏｺﾄ 千葉県
10091 中村　龍太朗  0:39:49富山陸協20 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都
10009 林　真澄  0:40:2521 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 千葉県
10082 森　新太郎  0:40:3922 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県
10087 梶本　和  0:40:40青葉台小23 ｶｼﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 千葉県
10149 藤本　真佐志  0:41:1124 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都
10148 宮内　義弘  0:42:42九十九里ホーム25 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾋﾛ 千葉県
10101 駒崎　智昭  0:43:0626 ｺﾏｻﾞｷ ﾁｱｷ 千葉県
10107 太田　励  0:43:2527 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 千葉県
10207 渡辺　大輔  0:43:31五領ヶ台ＯＢ28 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県
10046 内山　直紀  0:43:3529 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 千葉県
10074 小野寺　貴史  0:43:4930 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ 千葉県
10019 山本　匠磨  0:43:5531 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 千葉県
10228 岩松　真也  0:44:0632 ｲﾜﾏﾂ ｼﾝﾔ 千葉県
10232 上村　航  0:44:3033 ｶﾐﾑﾗ ﾜﾀﾙ 千葉県
10216 大西　俊一郎  0:44:30旭中央病院34 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 千葉県
10152 島田　和光  0:44:4735 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐﾂ 千葉県
10025 行川　真平  0:45:2636 ﾅﾒｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 千葉県
10230 入江　剛  0:45:4037 ｲﾘｴ ﾀｹｼ 千葉県
10023 和田　巧也  0:46:0838 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 千葉県
10050 岡部　直人  0:46:1639 ｵｶﾍﾞ ﾅｵﾄ 神奈川県
10026 井ノ上　直人  0:46:2140 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾄ 千葉県
10083 梅林　寛人  0:46:2441 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 千葉県
10063 飯田　勇人  0:47:0242 ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉県
10150 向後　康宏  0:47:0443 ｺｳｺﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
10106 川和　優斗  0:47:07共興小学校44 ｶﾜﾜ ﾕｳﾄ 千葉県
10096 田向　将之  0:47:1045 ﾏｻ ﾕｷ 茨城県
10201 板垣　靖則  0:47:2046 ｲﾀｶﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 千葉県
10084 富山　正樹  0:47:2347 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 千葉県
10088 大森　勇作  0:47:2948 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｻｸ 千葉県
10072 齋藤　哲郎  0:47:3049 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｵ 千葉県
10133 馬込　和也  0:47:4950 ﾏｺﾞﾒ ｶｽﾞﾔ 千葉県
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10045 石毛　幸雄  0:48:1651 ｲｼｹﾞ ｻﾁｵ 千葉県
10175 宮崎　文平  0:48:2552 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 千葉県
10034 菅谷　勝人  0:48:3153 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾄ 千葉県
10002 高野　雄大  0:48:3454 ﾀｶﾉ ﾕｳﾀ 千葉県
10031 鈴木　夢  0:48:3755 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾄ 千葉県
10142 宮内　健太  0:49:0156 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾀ 千葉県
10053 伊藤　和史  0:49:0457 ｲﾄｳ 千葉県
10086 米倉　慎之佑  0:49:1058 ﾖﾈｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県
10033 木内　雅  0:49:1659 ｷｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ 千葉県
10185 佐藤　嶺太郎  0:49:29銚子ライフセービング60 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県
10180 金親　宏幸  0:49:3261 ｶﾅｵﾔ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10191 多田　友也  0:49:3562 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉県
10098 高木　翔太  0:49:47チームあろ～は63 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 千葉県
10068 加瀬　涼  0:49:4964 ｶｾ ﾘｮｳ 千葉県
10153 伊藤　勇樹  0:49:5665 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉県
10071 大藤　純也  0:49:5666 ｵｵﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県
10095 松木　淳  0:50:09ＴＥＡＭ－Ｔ67 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ 東京都
10219 酒井　信宏  0:50:12チーム誉田68 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県
10003 浅野　友広  0:50:1969 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県
10060 福地　貴典  0:50:2870 ﾌｸﾁ 茨城県
10139 重田　隆  0:50:3271 ｼｹﾞﾀ ﾀｶｼ 千葉県
10110 鎌田　隼斗  0:50:3572 ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 東京都
10018 間宮　芳治  0:50:38ＮＴＴ銚子営業支店73 ﾏﾐﾔ ﾖｼﾊﾙ 千葉県
10014 荒原　友和  0:50:40ＮＴＴ銚子営業支店74 ｱﾗﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県
10173 神崎　泰之  0:51:0975 ｶﾝｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ 千葉県
10174 本宮　吉聖  0:51:09ＪＡかとり76 ﾓﾄﾐﾔ ﾖｼﾏｻ 千葉県
10179 稲葉　良太郎  0:51:1577 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉県
10221 大貫　浩一  0:51:21チーム誉田78 ｵｵﾇｷ ｺｳｲﾁ 千葉県
10055 佐々木　智彰  0:51:2579 ｻｻｷ 千葉県
10210 高橋　龍玄  0:51:37旭中央病院80 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｹﾞﾝ 千葉県
10092 佐竹　隼  0:51:49八街ＲＣ‐Ａ81 ｻﾀｹ ｼｭﾝ 千葉県
10032 木内　南  0:51:5282 ｷｳﾁ ﾐﾅﾐ 千葉県
10042 御所脇　充  0:51:57株）タクマテクノス83 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ 茨城県
10015 井澤　彰宏  0:52:07ＮＴＴ銚子営業支店84 ｲｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉県
10188 稲葉　健吾  0:52:26ｋａｎａｙａ85 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉県
10165 アグス　プリヤント  0:52:30中島硝子86 ｱｸﾞｽ ﾌﾟﾘﾔﾝﾄ 千葉県
10051 泉　直紀  0:52:3987 ｲｽﾞﾐ 千葉県
10108 常世田　達也  0:52:5388 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県
10114 梶山　隆章  0:52:5789 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県
10233 上原　幹男  0:53:1390 ｳｴﾊﾗ ﾐｷｵ 埼玉県
10194 森　貴志  0:53:1591 ﾓﾘ ﾀｶｼ 千葉県
10190 田村　征幸  0:53:2192 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県
10017 小村　裕作  0:53:31ＮＴＴ銚子営業支店93 ｺﾑﾗ ﾕｳｻｸ 千葉県
10229 齋藤　祐太  0:53:34有賀倶楽部94 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 東京都
10135 直江　佳治  0:53:4195 ﾅｵｴ ﾖｼﾊﾙ 千葉県
10172 加地　竜士  0:53:42成田赤十字病院96 ｶｼﾞ ﾘｭｳｼ 千葉県
10170 アグン　ジュニアワ  0:53:45中島硝子97 ｱｸﾞﾝ ｼﾞｭﾆｱﾜﾝ 千葉県
10167 インドラ　マウラナ  0:53:48中島硝子98 ｲﾝﾄﾞﾗ ﾏｳﾗﾅ 千葉県
10144 南條　毅  0:53:50ジャンカーズ99 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 千葉県
10134 鈴木　秀章  0:54:00100 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県
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10054 町山　修一  0:54:10101 ﾏﾁﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 千葉県
10007 向後　直樹  0:54:18102 ｺｳｺﾞ ﾅｵｷ 千葉県
10059 大谷　颯  0:54:29103 ｵｵﾔ 茨城県
10005 平津　武志  0:54:36104 ﾋﾗﾂ ﾀｹｼ 千葉県
10104 稲田　俊司  0:54:40佐原信用金庫105 ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県
10215 林　憲明  0:54:53九十九里ホーム106 ﾊﾔｼ ﾉﾘｱｷ 千葉県
10143 三橋　雅也  0:55:00ナイトラン107 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾔ 千葉県
10182 白土　雅一  0:55:01108 ｼﾗﾄ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県
10199 笹本　剛  0:55:10109 ｻｻﾓﾄ ﾂﾖｼ 茨城県
10117 松島　文也  0:55:10ＡＴＧ110 ﾏﾂｼﾏ ﾌﾞﾝﾔ 千葉県
10128 増田　仁之介  0:55:17八日市場小111 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾝﾉｽｹ 千葉県
10127 増田　礼史郎  0:55:17八日市場二中112 ﾏｽﾀﾞ ﾚｲｼﾛｳ 千葉県
10158 齋藤　毅  0:55:18113 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 千葉県
10186 嶋田　陽平  0:55:23つくば松実高校114 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 千葉県
10163 宮内　悠  0:55:25中島硝子115 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳ 茨城県
10024 斎藤　雄太  0:55:32116 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 千葉県
10006 林　裕  0:55:32117 ﾊﾔｼ ﾕｳ 千葉県
10105 小松　広大  0:55:33118 ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県
10029 曽我部　和輝  0:55:44119 ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉県
10178 倉田　弘  0:55:47ＪＲ東日本120 ｸﾗﾀ ﾋﾛｼ 千葉県
10235 石橋　勇輝  0:55:54121 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ 千葉県
10089 会野　功一郎  0:56:20Ｐ．Ｕ．ＢＡＣ122 ｶｲﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県
10151 山中　貴士  0:56:25ＴＲＩＤＥＮＴ123 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 千葉県
10056 田川　竜  0:56:25124 ﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳ 千葉県
10184 五木田　耕一郎  0:56:26125 ｺﾞｷﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県
10073 小川　直樹  0:56:46126 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ 千葉県
10030 山口　主馬  0:57:01127 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉県
10161 梶川　忠彦  0:57:10有賀倶楽部128 ｶｼﾞｶﾜ ﾀﾀﾞﾋｺ 神奈川県
10162 有賀　義之  0:57:10有賀倶楽部129 ｱﾘｶﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県
10222 三浦　丈典  0:57:19銚子商工130 ﾐｳﾗ ﾀｹﾉﾘ 千葉県
10187 佐野　良河  0:57:19131 ｻﾉ ﾘｮｳｶﾞ 千葉県
10147 長谷川　淳悟  0:57:25132 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ 茨城県
10027 小川　真弘  0:57:29銚子商工ＷＣ133 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
10136 小林　将俊  0:57:31コープみらい134 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 千葉県
10016 五位渕　幸大  0:57:39ＮＴＴ銚子営業支店135 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 茨城県
10193 吉岡　孝房  0:57:44136 ﾖｼｵｶ ﾀｶﾌｻ 千葉県
10124 村林　太朗  0:57:48株式会社イトーキ137 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ 千葉県
10120 平間　康太  0:58:12河原138 ﾋﾗﾏ ｺｳﾀ 神奈川県
10131 夕田　和明  0:58:24139 ﾕｳﾀ ｶｽﾞｱｷ 千葉県
10090 松戸　宏樹  0:58:43ＭＤＳ140 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛｷ 千葉県
10198 義本　竜太  0:58:46141 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 埼玉県
10075 今井　隆滋  0:58:49千葉ブレイブ安藤塾142 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 茨城県
10132 佐瀬　隼人  0:58:50143 ｻｾ ﾊﾔﾄ 千葉県
10169 ドディ　ダルサラム  0:58:57中島硝子144 ﾄﾞﾃﾞｨ ﾀﾞﾙｻﾗﾑ 千葉県
10049 山岸　健  0:59:53145 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝ 千葉県
10234 中川西　淳  1:00:01146 ﾅｶｶﾞﾜｻｲ ｼﾞｭﾝ 茨城県
10028 安藤　雅崇  1:00:34銚子商工ＲＣ147 ｱﾝﾄﾞｳ 千葉県
10078 大野　洋行  1:00:41デビルＦＣ148 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10020 西田　篤行  1:00:44149 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾕｷ 千葉県
10164 リスマン　アプリアン  1:00:51中島硝子150 ﾘｽﾏﾝ ｱﾌﾟﾘｱﾝﾄ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km男子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10067 越川　敏行  1:01:28151 ｺｼｶﾜ ﾄｼﾕｷ 千葉県
10202 石毛　和也  1:01:34銚子商工信用組合152 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 千葉県
10141 木内　弘  1:01:43153 ｷｳﾁ ﾋﾛｼ 千葉県
10066 小林　歴  1:01:46154 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 千葉県
10192 吉川　英志  1:01:51155 ﾖｼｶﾜ ｴｲｼﾞ 千葉県
10079 沢野　則雄  1:02:48156 ｻﾜﾉ ﾉﾘｵ 茨城県
10041 熊野　康成  1:02:49157 ｸﾏﾉ ﾔｽﾅﾘ 千葉県
10159 佐藤　勝彦  1:02:54158 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 千葉県
10008 庄司　正憲  1:02:59159 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 千葉県
10212 飯岡　幹  1:03:04160 ｲｲｵｶ ﾓﾄｷ 神奈川県
10010 武藤　空多  1:03:09161 ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千葉県
10226 大塚　優護  1:03:14市原ＡＣ162 ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞ 千葉県
10227 大塚　奏空  1:03:28市原ＡＣ163 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 千葉県
10065 宮内　裕之  1:03:34164 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10200 久保木　優貴  1:04:06165 ｸﾎﾞｷ ﾕｳｷ 千葉県
10004 上原　裕二  1:05:57166 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 千葉県
10160 藤田　光男  1:06:24167 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂｵ 千葉県
10113 橋本　修一  1:06:33168 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 千葉県
10130 小早川　晃一  1:06:40169 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県
10214 高木　陽介  1:06:48170 ﾀｶｷﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県
10080 林　悟史  1:06:55171 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 千葉県
10099 高木　康平  1:07:10チームあろ～は172 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県
10224 宗　松男  1:07:16173 ｿｳ ﾏﾂｵ 千葉県
10166 フィルマン　シャージ  1:07:39中島硝子174 ﾌｨﾙﾏﾝ ｼｬｰｼﾞｬﾔ 千葉県
10168 フリダヤンシャー　イ  1:08:12中島硝子175 ﾌﾘﾀﾞﾔﾝｼｬｰ ｲｽﾗﾏﾜ 千葉県
10205 小田嶋　佑樹  1:10:28176 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｷ 茨城県
10061 牧野　時雄  1:11:24177 ﾏｷﾉ ﾄｷｵ 千葉県
10121 澤田　雄介  1:11:35178 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都
10225 篠塚　郁弥  1:13:52銚子商工信用組合179 ｼﾉﾂｶ ﾌﾐﾔ 茨城県
10146 越川　直大  1:14:29越川左官180 ｺｼｱﾜ ﾅｵﾋﾛ 千葉県
10112 加瀬　裕希  1:17:04181 ｶｾ ﾋﾛｷ 千葉県
10125 石毛　達郎  1:17:04182 ｲｼｹﾞ ﾀﾂﾛｳ 東京都
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10531 飯岡　伸泰  0:35:29小田原ＮＲ1 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 神奈川県
10430 川嶋　孝之  0:35:32ＡＣ山武2 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県
10363 大鷲　信輔  0:35:573 ｵｵﾜｼ ｼﾝｽｹ 千葉県
10454 阿部　公一  0:36:58ｋａｎａｙａ4 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県
10482 工藤　滝光  0:37:09東京労働局5 ｸﾄﾞｳ ﾀｷﾐﾂ 千葉県
10464 大塚　昭仁  0:38:01朝日信用金庫6 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 千葉県
10472 齋木　進  0:38:11東京電力7 ｻｲｷ ｽｽﾑ 東京都
10494 石毛　寿明  0:38:488 ｲｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県
10394 三浦　淳  0:39:02川崎市陸協9 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県
10488 白鳥　哲也  0:39:2310 ｼﾗﾄﾘ ﾃﾂﾔ 千葉県
10538 長島　賢哉  0:39:2611 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾔ 千葉県
10416 斎藤　光司  0:40:19ニッポンランナーズ12 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県
10445 加古　陽輔  0:40:2613 ｶｺ ﾖｳｽｹ 千葉県
10496 伊勢　宏志  0:40:28銚子マリーナＲＣ14 ｲｾ ﾋﾛｼ 千葉県
10367 辻　弘一  0:40:3115 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県
10372 杉山　直樹  0:40:3416 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 東京都
10328 野老　喜明  0:41:17ＴＡＫＯ－Ｒ・Ｒ・Ｃ17 ﾄｺﾛ ﾖｼｱｷ 千葉県
10347 大椛　章裕  0:41:35竹さんの口車18 ｵｵﾅｷﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県
10513 池田　和彦  0:42:1019 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県
10388 岩瀬　治  0:42:33竹さんの口車20 ｲﾜｾ ｵｻﾑ 千葉県
10327 岩崎　良雄  0:43:10旭ランニングクラブ21 ｲﾜｻｷ 千葉県
10530 齋藤　祐介  0:43:44土気ＡＣ22 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 千葉県
10313 石田　義雄  0:43:50チームあろ～は23 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｵ 千葉県
10303 石毛　康之  0:44:2624 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県
10399 石川　勝蔵  0:44:29千葉消防走友会25 ｲｼｶﾜ ｶﾂｿﾞｳ 千葉県
10520 佐藤　広義  0:44:31新日鐵住金鹿島26 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 茨城県
10370 石津　登志也  0:44:40ＳＳプラント27 ｲｼｽﾞ ﾄｼﾔ 千葉県
10466 米倉　崇生  0:44:45豚汁の会だよ28 ﾖﾈｸﾗ ﾀｶｵ 千葉県
10335 斎藤　康弘  0:44:48カケコッコ29 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県
10376 鎌形　啓介  0:44:4930 ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県
10491 広瀬　浩一  0:45:0331 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県
10453 町田　政利  0:45:0432 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県
10459 桑名　稔  0:45:1333 ｸﾜﾅ ﾐﾉﾙ 福島県
10302 宮内　健治  0:45:2234 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝｼﾞ 千葉県
10377 立石　久夫  0:45:25佐倉陸友会35 ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ 千葉県
10515 落石　大介  0:45:3636 ｵﾁｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
10353 飯笹　勉  0:45:5037 ｲｲｻﾞｻ ﾂﾄﾑ 千葉県
10465 高木　譲  0:46:0538 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞﾙ 千葉県
10448 浪川　豊  0:46:1739 ﾅﾐｶﾜ ﾕﾀｶ 千葉県
10323 伊藤　英樹  0:46:2040 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 千葉県
10397 西広　則和  0:46:2641 ﾆｼﾋﾛ ﾉﾘｶｽﾞ 茨城県
10393 岡本　豊  0:46:26ＮＡＺＥＲＯＳＯ42 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 青森県
10340 斉藤　功司  0:46:3143 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県
10440 菊池　和史  0:46:3344 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県
10507 川口　正博  0:46:4045 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
10362 須田　貢  0:46:5746 ｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 千葉県
10433 伊藤　浩志  0:47:0747 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 埼玉県
10324 山崎　敬裕  0:47:3148 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
10308 牛玖　昌二  0:47:39Ｐ．Ｕ．Ｂ　ＡＣ49 ｳｼｸ ｼｮｳｼﾞ 千葉県
10485 木内　康善  0:47:57くっちい。50 ｷｳﾁ ﾔｽﾖｼ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10346 高根　一隆  0:48:11ＷＡＶＥＳ51 ﾀｶﾈ ｶｽﾞﾀｶ 茨城県
10306 嶋田　貴裕  0:48:1752 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
10521 越智　秀明  0:48:29クラレ53 ｵﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県
10456 小田垣　英文  0:48:31ちばぎん54 ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ 千葉県
10479 金井　敏行  0:48:33ビージェイ55 ｶﾅｲ ﾄｼﾕｷ 栃木県
10477 葉山　貴  0:48:4056 ﾊﾔﾏ ﾀｶｼ 千葉県
10469 秋山　俊順  0:48:45正立産業57 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 茨城県
10369 大森　直孝  0:48:48ｊｓｒ　ｃｓｃ58 ｵｵﾓﾘ ﾅｵﾀｶ 茨城県
10523 神戸　敏行  0:48:50南相馬市立総合病院59 ｶﾝﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 福島県
10414 大坪　弘明  0:49:03佐原信用金庫60 ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県
10428 杉山　弘之  0:49:2161 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡県
10545 木内　義次  0:49:25大黒産商62 ｷｳﾁ ﾖｼﾂｸﾞ 千葉県
10406 今野　彰  0:49:2863 ｺﾝﾉ ｱｷﾗ 千葉県
10381 長谷川　文男  0:49:53ランナーズ64 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐｵ 千葉県
10421 篠塚　誠  0:50:0165 ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 千葉県
10383 高橋　正之  0:50:0566 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 茨城県
10467 高野　雄二  0:50:1167 ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ 千葉県
10398 山口　明男  0:50:1568 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｵ 千葉県
10452 寺島　雄二郎  0:50:25ティエフケー69 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千葉県
10307 御簾納　浩  0:50:34Ｐ．Ｕ．Ｂ70 ﾐｽﾉ ﾋﾛｼ 千葉県
10344 土方　浩規  0:50:3971 ﾋｼﾞｶﾀ 千葉県
10314 小林　達也  0:50:53千城酔走会72 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 千葉県
10431 緑川　悟  0:51:05鈍足クラブ73 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 千葉県
10463 八角　貴志  0:51:0874 ﾊｯｶｸ ﾀｶｼ 千葉県
10351 橋本　真司  0:51:1075 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉県
10350 熊谷　章夫  0:51:1776 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷｵ 茨城県
10409 寺田　善弘  0:51:21帝京平成大学77 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 千葉県
10420 鎌田　誠  0:51:2378 ｶﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都
10517 関谷　正巳  0:51:25成田完走会79 ｾｷﾔ ﾏｻﾐ 千葉県
10444 鈴木　輝夫  0:51:3980 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ 千葉県
10418 千野　勝廣  0:51:40勝美物流株式会社81 ﾁﾉ ｶﾂﾋﾛ 千葉県
10539 藤原　浩司  0:51:43作新ＳＣ82 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 千葉県
10436 香田　裕之  0:51:51ｒｕｍｂａ83 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10355 金杉　祐幸  0:51:5484 ｶﾅｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10492 高橋　真三樹  0:51:5785 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 千葉県
10501 戸村　光良  0:52:08トムラン86 ﾄﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ 千葉県
10446 結城　光弘  0:52:1787 ﾕｳｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県
10301 菅谷　潔  0:52:1988 ｽｶﾞﾔ ｷﾖｼ 千葉県
10493 名雪　昌志  0:52:2089 ﾅﾕｷ ﾏｻｼ 茨城県
10423 宮永　賢成  0:52:2790 ﾐﾔﾅｶﾞ ｹﾝｾｲ 千葉県
10345 加瀬　政弘  0:52:3091 ｶｾ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
10304 松本　貴之  0:52:3292 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 千葉県
10522 平出　博男  0:52:33ランナーズ山武93 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾋﾛｵ 千葉県
10332 佐藤　宮徳  0:52:3894 ｻﾄｳ ﾐﾔﾉﾘ 千葉県
10384 高橋　丈志  0:52:50メイテック95 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 神奈川県
10325 岩井　富男  0:52:5296 ｲﾜｲ ﾄﾐｵ 千葉県
10455 松本　忠義  0:53:03伍人会97 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 茨城県
10502 吉野　功  0:53:08トムラン98 ﾖｼﾉ ｺｳ 千葉県
10511 江頭　一彦  0:53:0999 ｴｶﾞｼﾗ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県
10322 梶山　恭由  0:53:12100 ｶｼﾞﾔﾏ ﾔｽﾖｼ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10333 本木　忍  0:53:19101 ﾓﾄｷ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県
10435 伊豆　守彦  0:53:24102 ｲｽﾞ ﾓﾘﾋｺ 千葉県
10309 渡辺　健一  0:53:26103 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県
10525 今関　正典  0:53:31ランナーズ山武104 ｲﾏｾﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 千葉県
10475 田邊　英雄  0:53:33105 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県
10413 稲葉　忍  0:53:33マロニーズ106 ｲﾅﾊﾞ ｼﾉﾌﾞ 千葉県
10410 落合　広志  0:53:50107 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 千葉県
10473 ＣＨＡＮＴＯＲＮ　ＮＩＰ  0:53:51ＴＲＩＤＥＮＴ108 ｼﾞｬﾝﾄﾝ ﾆﾎﾟﾝ 千葉県
10390 平野　哲夫  0:53:53109 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 千葉県
10316 植田　博道  0:54:03110 ｳｴﾀ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県
10366 大藤　浩美  0:54:22111 ｵｵﾄｳ ﾋﾛﾐ 千葉県
10427 上野　哲義  0:54:23九十九里ホーム112 ｳｴﾉ ﾃﾂﾖｼ 千葉県
10519 堤　章範  0:54:30トライデント113 ﾂﾂﾐ ｱｷﾉﾘ 千葉県
10503 嶋田　一洋  0:54:31ナス物産114 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県
10516 森田　信義  0:54:32かとり農協115 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ 千葉県
10385 吉見　憲一  0:54:37童心塾116 ﾖｼﾐ ｹﾝｲﾁ 千葉県
10326 安藤　広  0:54:38117 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 東京都
10310 青野　康弘  0:54:39118 ｱｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
10407 原　隆  0:54:44119 ﾊﾗ ﾀｶｼ 茨城県
10544 平渡　一郎  0:54:52加須市役所ＲＣ120 ﾋﾗﾜﾀ ｲﾁﾛｳ 埼玉県
10412 ＧＲＩＭＥＳ　ＤＥＲＥＫ  0:55:00横田ストライダーズ121 ｸﾞﾘﾑｽ ﾃﾞｨﾚｯｸ 東京都
10364 細井　克彦  0:55:04122 ﾎｿｲ ｶﾂﾋｺ 東京都
10449 増田　健太郎  0:55:17123 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県
10415 川和　義則  0:55:20クロダ124 ｶﾜﾜ ﾖｼﾉﾘ 千葉県
10451 鳥羽　治明  0:55:20コープみらい125 ﾄﾊﾞ ﾊﾙｱｷ 千葉県
10356 宇ノ澤　光雄  0:55:32126 ｳﾉｻﾞﾜ ﾐﾂｵ 千葉県
10461 佐々木　康友  0:55:42127 ｻｻｷ ﾔｽﾄﾓ 東京都
10509 小島　浩之  0:55:51128 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10468 小久保　勝好  0:55:51129 ｺｸﾎﾞ ｶﾂﾖｼ 千葉県
10505 岩崎　博償  0:55:52130 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 東京都
10443 齋藤　信二  0:55:53チームつる131 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 千葉県
10526 中島　正明  0:55:59132 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 茨城県
10439 洞筒　祐輔  0:56:12河原133 ﾄﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川県
10438 榎本　健二  0:56:16河原134 ｴﾉﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県
10524 岡　靖正  0:56:19ウレシイ信金135 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 千葉県
10470 砂田　照義  0:56:34ＴＲＩＤＥＮＴ136 ｽﾅﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ 千葉県
10389 高橋　誠一  0:56:39竹さんの口車137 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 千葉県
10382 戸村　真之  0:56:42138 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県
10543 小関　浩  0:56:46シャア専用139 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 千葉県
10312 坂本　義浩  0:56:51ＮＴＴ銚子営業支店140 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 茨城県
10360 水沼　耕二  0:56:52141 ﾐｽﾞﾇﾏ ｺｳｼﾞ 東京都
10497 岩瀬　勉  0:56:55142 ｲﾜｾ ﾂﾄﾑ 千葉県
10403 深見　和也  0:56:55孤高のランナー143 ﾌｶﾐ ｶｽﾞﾔ 埼玉県
10495 椎名　宏至  0:56:58り・くりっく144 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ 千葉県
10386 菅谷　克己  0:57:06145 ｽｶﾞﾔ ｶﾂﾐ 茨城県
10401 神谷　信儀  0:57:06海神小146 ｶﾐﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ 千葉県
10489 冨田　尚  0:57:14147 ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ 千葉県
10358 武田　春彦  0:57:15148 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 千葉県
10378 横山　正臣  0:57:15149 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 千葉県
10380 新藤　亮  0:57:24150 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録
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10km男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10447 石橋　正幸  0:57:25151 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾕｷ 千葉県
10480 濱口　浩幸  0:57:27152 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都
10532 林　雄司  0:57:30153 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 千葉県
10498 菊池　一博  0:57:42154 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県
10338 川島　智  0:57:54155 ｶﾜｼﾏ 千葉県
10379 柳井　昭弘  0:57:55モロゾフ156 ﾔﾅｲ ｱｷﾋﾛ 千葉県
10500 横田　七海  0:57:58157 ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ 千葉県
10508 渡辺　亘  0:57:59158 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 東京都
10429 川原　慎一郎  0:58:08159 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県
10536 吉田　俊郎  0:58:19160 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾛｳ 千葉県
10542 関　邦治  0:58:28161 ｾｷ ｸﾆﾊﾙ 千葉県
10533 奥田　弘志  0:58:41おくちゃんず162 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県
10311 小村　次男  0:59:05ＮＴＴ銚子営業支店163 ｺﾑﾗ ﾂｷﾞｵ 千葉県
10352 相場　晋  0:59:09164 ｱｲﾊﾞ ｽｽﾑ 千葉県
10404 越川　光重  0:59:17り・くりっく165 ｺｼｶﾜ ﾃﾙｼｹﾞ 千葉県
10419 角田　和義  0:59:21ＪＩＳＨＡＲＣ166 ｶｸﾀ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県
10546 鈴木　寿裕  0:59:25167 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 千葉県
10321 金田　康孝  0:59:26168 ｶﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 千葉県
10392 伊橋　孝一  0:59:37169 ｲﾊｼ ｺｳｲﾁ 千葉県
10359 庄司　文弥  0:59:52ＮＡＳ170 ｼｮｳｼﾞ ﾌﾐﾔ 千葉県
10471 正木　伸二  0:59:58たか丸ランナーズ171 ﾏｻｷ ｼﾝｼﾞ 千葉県
10341 笠上　昌洋  1:00:12172 ｶｻｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
10478 林　大輔  1:00:16173 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
10481 井上　浩則  1:00:23ワールドソフト174 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県
10411 ＷＡＲＮＥＲ　ＥＲＩＣ  1:00:29横田ストライダーズ175 ﾜｰﾅｰ ｴﾘｯｸ 東京都
10450 菅谷　和広  1:00:48176 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県
10318 宮本　健太郎  1:00:58銚子商工ＲＣ177 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県
10424 鈴木　慎太郎  1:01:03ランナーズさんむ178 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県
10330 加瀬　一四郎  1:01:06179 ｶｾ ｶｽﾞｼﾛｳ 千葉県
10486 飯田　勝  1:01:20180 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾙ 茨城県
10457 半澤　孝広  1:01:25181 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県
10458 藤原　優樹  1:01:38182 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 神奈川県
10334 石塚　孝行  1:01:54183 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾕｷ 千葉県
10317 加瀬　篤  1:01:54銚子商工ＲＣ184 ｶｾ ｱﾂｼ 千葉県
10474 古川　秋夫  1:01:55185 ﾌﾙｶﾜ ｱｷｵ 千葉県
10541 鈴木　智之  1:01:56鈴木智之186 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 茨城県
10417 大澤　宏規  1:02:19187 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県
10537 長野　敏晴  1:02:22188 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾊﾙ 千葉県
10441 藤原　一男  1:02:32成田スポみど189 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ 千葉県
10476 岩井　弘一  1:02:38190 ｲﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県
10462 田村　孝二  1:02:39チーム小松191 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 千葉県
10484 田中　慎治  1:03:06192 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ 千葉県
10548 伊藤　敬  1:03:30花の舎ＲＥＨＡ193 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 栃木県
10540 熊澤　秀樹  1:04:05らぶちん194 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 千葉県
10357 元宮　勉  1:04:24195 ﾓﾄﾐﾔ ﾂﾄﾑ 千葉県
10349 才賀　健史  1:04:25196 ｻｲｶﾞ ﾀｹｼ 千葉県
10425 長嶋　郁雄  1:04:36197 ﾅｶﾞｼﾏ ｲｸｵ 神奈川県
10319 吉岡　真一  1:04:52銚子商工ＲＣ198 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 千葉県
10339 橋本　茂  1:04:56199 ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 千葉県
10434 千田　章博  1:04:59ユニチカ設備200 ｾﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県
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10km男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10529 田中　浩二  1:05:01トライデント201 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 千葉県
10422 山口　政男  1:05:11202 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｵ 千葉県
10371 林　雄一  1:05:24203 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県
10487 松井　政和  1:06:03204 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県
10437 林　誠  1:06:17城東郵便局205 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 東京都
10305 石毛　新治  1:06:45206 ｲｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県
10343 加瀬　達也  1:06:53207 ｶｾ ﾀﾂﾔ 千葉県
10535 平野　康範  1:08:01ウレシイ信金208 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾉﾘ 千葉県
10490 吉田　浩一  1:08:07ちばてくてく209 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県
10337 菅谷　俊幸  1:08:38ＡＴＧ210 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾕｷ 千葉県
10510 高橋　征爾  1:09:06211 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 茨城県
10395 長谷川　佳久  1:09:19212 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 茨城県
10504 岩村　智之  1:09:34213 ｲﾜﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 千葉県
10518 成澤　信良  1:09:35214 ﾅﾘｻﾜ ｱｷﾗ 埼玉県
10365 水本　芳宏  1:09:48一般215 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 千葉県
10402 高木　憲一  1:09:52チームあろ～は216 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県
10387 大里　宰久  1:11:40217 ｵｵｻﾄ ﾀﾀﾞﾋｻ 千葉県
10442 村上　徹  1:11:50218 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ 茨城県
10400 駒田　政夫  1:12:50219 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻｵ 千葉県
10373 菅谷　之男  1:13:20220 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｵ 千葉県
10342 千脇　利一  1:17:26221 ﾁﾜｷ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県
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10km男子60歳以上の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10652 小貫　芳夫  0:40:481 ｵﾇｷ ﾖｼｵ 茨城県
10685 山口　良人  0:42:512 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 千葉県
10665 井上　啓一  0:43:01ペガサス走友会3 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ 茨城県
10662 千葉　正二  0:43:11古馬ちゃん！4 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 愛知県
10675 篠塚　ニ三男  0:43:17小見川陸上クラブ5 ｼﾉﾂﾞｶ ﾆｻｵ 千葉県
10634 宮内　新一  0:45:036 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｲﾁ 千葉県
10655 今井　國雄  0:45:04成田Ｒハイ7 ｲﾏｲ ｸﾆｵ 千葉県
10641 菅谷　敏之史  0:45:088 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾌﾐ 千葉県
10619 安藤　隆  0:45:09ＴＥＰＣＯ　千葉9 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 千葉県
10637 鈴木　隆夫  0:47:07ちば海浜ＭＣ10 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 千葉県
10658 宮内　昇一  0:47:1011 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｲﾁ 千葉県
10624 山田　賢治  0:48:04千葉市消防局走友会12 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県
10608 安部　拓世  0:48:09ＮＴＴ銚子営業支店13 ｱﾝﾍﾞ ﾀｸﾖ 千葉県
10664 崎山　宏  0:48:22ベル14 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 千葉県
10617 佐賀井　稔  0:48:3915 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 千葉県
10661 伊藤　敏雄  0:49:0416 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県
10643 久徳　博文  0:49:3317 ｷｭｳﾄｸ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県
10601 石毛　憲治  0:50:37千葉ブレイブ安藤塾18 ｲｼｹﾞ 千葉県
10699 日暮　弘之  0:51:55ナスおゆみ野19 ﾋｸﾞﾗｼ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
10649 佐田　幸吉郎  0:52:0120 ｻﾀﾞ ｺｳｷﾁﾛｳ 千葉県
10668 樋川　仁省  0:52:10アトミクラブ21 ﾋｶﾜ ﾋﾄﾐ 千葉県
10647 戸村　利  0:52:1322 ﾄﾑﾗ ﾄｼ 千葉県
10653 熱田　今朝春  0:52:15ＮＪ23 ｱﾂﾀ ｹｻﾊﾙ 千葉県
10638 武田　優二  0:52:23Ｔ・Ｍ・ＭＣ24 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県
10684 鈴木　敏正  0:52:2625 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾏｻ 千葉県
10618 菊地　久  0:52:50佐倉走る会26 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 千葉県
10635 増子　泰由  0:53:0827 ﾏｼｺ ﾔｽﾖｼ 千葉県
10667 多田　裕二  0:53:2228 ﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都
10663 高橋　吉雄  0:53:39鈴久建設（株）29 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ 千葉県
10673 西村　繁隆  0:54:00越中八尾風の盆ＪＣ30 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 千葉県
10648 丸山　松夫  0:54:12アモロン31 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾂｵ 千葉県
10696 多田　欣也  0:54:34花の企画社陸上32 ﾀﾀﾞ ｷﾝﾔ 千葉県
10657 遊佐　喜一郎  0:54:3633 ﾕｻ ｷｲﾁﾛｳ 千葉県
10615 石橋　治夫  0:54:3634 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｵ 千葉県
10644 佐藤　有理夫  0:54:55バラの会35 ｻﾄｳ 千葉県
10629 北崎　環  0:55:4036 ｷﾀｻﾞｷ ﾒｸﾞﾙ 千葉県
10691 堀越　洋  0:55:4037 ﾎﾘｺｼ ﾋﾛｼ 千葉県
10623 尾上　隆一  0:55:59ちば海浜ＭＣ38 ｵﾉｳｴ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県
10610 椎名　喜美男  0:56:28ＮＴＴ銚子営業支店39 ｼｲﾅ ｷﾐｵ 千葉県
10682 池内　豊  0:57:04二和ジョギング40 ｲｹｳﾁ ﾕﾀｶ 千葉県
10613 向後　寿男  0:57:1141 ｺｳｺﾞ ﾋｻｵ 千葉県
10677 宮路　明彦  0:57:1842 ﾐﾔｼﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県
10676 斎藤　和典  0:57:4643 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県
10666 伊藤　文雄  0:58:0844 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ 千葉県
10630 清水　正夫  0:58:1145 ｼﾐｽﾞ 千葉県
10671 秋田　孝  0:58:29千葉製粉ＲＣ46 ｱｷﾀ ﾀｶｼ 千葉県
10627 菊谷　邦男  0:58:5147 ｷｸﾔ ｸﾆｵ 千葉県
10640 坂本　光男  0:59:16花見川ＲＣ48 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 千葉県
10621 舘石　桂  0:59:2049 ﾀﾃｲｼ ｶﾂﾗ 千葉県
10609 近藤　宏  0:59:24ＮＴＴ銚子営業支店50 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km男子60歳以上の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

10669 吉川　豊明  0:59:27まこもＡＣ51 ﾖｼｶﾜ ﾄﾖｱｷ 茨城県
10614 嶋田　一美  0:59:52旭中央病院ＪＣ52 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 千葉県
10604 平山　清  1:00:30旭走友会53 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｼ 千葉県
10636 宇井　邦光  1:01:0154 ｳｲ ｸﾆﾐﾂ 千葉県
10688 正木　孝雄  1:01:17たか丸ランナーズ55 ﾏｻｷ ﾀｶｵ 千葉県
10628 佐藤　繁  1:01:2456 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 千葉県
10603 多辺田　進  1:01:3657 ﾀﾍﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城県
10651 近江谷　宗司  1:01:5758 ｵｵﾐﾔ ｿｳｼﾞ 千葉県
10605 大川　武四郎  1:02:0159 ｵｵｶﾜ ﾀｹｼﾛｳ 千葉県
10607 渡辺　章宏  1:02:2460 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県
10659 高橋　薫  1:02:2761 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 千葉県
10670 中山　久雄  1:02:5062 ﾅｶﾔﾏ ﾋｻｵ 茨城県
10698 山口　義雄  1:03:2063 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 千葉県
10660 山崎　政美  1:03:31千葉白浜２隣走64 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ 千葉県
10686 阿部　稔  1:03:35横田ストライダ65 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県
10620 曽我　健一郎  1:03:53ライオンＯＢ66 ｿｶﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉県
10631 宮部　義夫  1:04:2567 ﾐﾔﾍﾞ ﾖｼｵ 千葉県
10645 田中　和夫  1:04:4668 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ 千葉県
10687 百武　党平  1:05:1069 ﾋｬｸﾀｹ ﾄｳﾍｲ 東京都
10602 藤身　隆雄  1:05:2670 ﾌｼﾞﾐ ﾀｶｵ 千葉県
10672 岡野　温實  1:05:28ＯＫＬＣ71 ｵｶﾉ ﾊﾙﾁｶ 千葉県
10626 澤木　久男  1:05:3372 ｻﾜｷ ﾋｻｵ 茨城県
10678 竹内　康弘  1:05:36竹さんの口車73 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
10700 関根　昭男  1:06:2674 ｾｷﾈ ｱｷｵ 千葉県
10697 竹原　正男  1:06:4775 ﾀｹﾊﾗ ﾏｻｵ 千葉県
10656 細田　博  1:06:56中国木材76 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県
10650 設楽　良昭  1:07:2977 ｼﾀﾗ 千葉県
10694 小暮　利彦  1:09:3978 ｺｸﾞﾚ ﾄｼﾋｺ 千葉県
10633 吉川　進  1:11:56和光樹林公園ＡＣ79 ﾖｼｶﾜ ｽｽﾑ 東京都
10680 石田　政久  1:12:4180 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋｻ 東京都
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km女子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

11002 宮崎　友里花  0:36:021 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ 千葉県
11055 藤本　彩夏  0:37:23市立船橋高校2 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 千葉県
11124 奥田　さわ  0:39:34おくちゃんず3 ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 茨城県
11010 高橋　まひろ  0:39:49千葉県立匝瑳高等学校4 ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ 千葉県
11012 石橋　滝乃  0:41:165 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｷﾉ 千葉県
11003 高森　麻衣  0:41:466 ﾀｶﾓﾘ ﾏｲ 千葉県
11133 加瀬　恵美  0:42:45千葉ブレイブ安藤塾7 ｶｾ ｴﾐ 千葉県
11025 土屋　智子  0:44:038 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 千葉県
11036 佐竹　千瑛  0:44:14八街ＲＣ‐Ａ9 ｻﾀｹ ﾁｱｷ 千葉県
11062 亀山　理咲  0:45:1810 ｶﾒﾔﾏ ﾘｻ 千葉県
11082 奥野　由美子  0:46:5011 ｵｸﾉ ﾕﾐｺ 千葉県
11125 奥田　みう  0:48:08おくちゃんず12 ｵｸﾀﾞ ﾐｳ 茨城県
11101 相川　朋生  0:48:45千葉市13 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県
11007 小村　優香  0:49:10ＮＴＴ銚子営業支店14 ｺﾑﾗ ﾕｶ 千葉県
11008 古家　明美  0:49:54ＮＴＴ銚子営業支店15 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 千葉県
11084 本村　千尋  0:50:3116 ﾓﾄﾑﾗ ﾁﾋﾛ 茨城県
11050 篠原　波  0:51:0317 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾐ 千葉県
11131 小倉　歩  0:51:4818 ｵｸﾞﾗ ｱﾕﾐ 茨城県
11027 栗橋　梓  0:52:1019 ｸﾘﾊｼ ｱｽﾞｻ 千葉県
11040 中込　麻衣子  0:52:1120 ﾅｶｺﾞﾒ ﾏｲｺ 千葉県
11006 工藤　梨乃  0:52:23ＮＴＴ銚子営業支店21 ｸﾄﾞｳ ﾘﾉ 千葉県
11104 守谷　美果  0:52:4222 ﾓﾘﾔ ﾐｶ 埼玉県
11013 齊藤　久美子  0:53:0923 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 千葉県
11075 野田　麻未  0:53:3724 ﾉﾀﾞ ﾏﾐ 千葉県
11042 ＭＯＲＲＩＳ　ＫＥＲＩ  0:54:30横田ストライダーズ25 ﾓﾘｽ ｹﾘｰ 東京都
11089 白土　敦子  0:55:0226 ｼﾗﾄ ｱﾂｺ 千葉県
11039 樋口　美夕紀  0:55:1827 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 千葉県
11056 園　麻美  0:55:2728 ｿﾉ ｱｻﾐ 千葉県
11030 堤　茅咲  0:55:2929 ﾂﾂﾐ ﾁｻｷ 神奈川県
11121 木本　紀子  0:55:4730 ｷﾓﾄ ﾉﾘｺ 東京都
11072 水村　まなみ  0:56:0431 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾏﾅﾐ 神奈川県
11086 宮内　瞳  0:56:10栗源病院32 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾄﾐ 千葉県
11033 高橋　絵梨  0:56:5233 ﾀｶﾊｼ ｴﾘ 茨城県
11001 加藤　亜紗美  0:57:3034 ｶﾄｳ ｱｻﾐ 千葉県
11122 沼田　美紀  0:58:0335 ﾇﾏﾀ ﾐｷ 東京都
11014 平塚　宏美  0:58:1036 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾐ 千葉県
11126 安藤　裕美  0:58:3037 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 千葉県
11100 林　ちあき  0:58:3438 ﾊﾔｼ ﾁｱｷ 千葉県
11024 石井　温子  0:58:3839 ｲｼｲ ｱﾂｺ 千葉県
11065 境　香代子  0:58:3840 ｻｶｲ ｶﾖｺ 千葉県
11073 大木　正子  0:58:4241 ｵｵｷ ﾏｻｺ 千葉県
11094 関谷　洋美  0:58:46ｋａｎａｙａ42 ｾｷﾔ ﾋﾛﾐ 千葉県
11080 大久保　優美  0:58:5243 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾐ 東京都
11111 徳久　京子  0:59:0844 ﾄｸﾋｻ ｷｮｳｺ 神奈川県
11095 秋葉　絵美子  0:59:47ｋａｎａｙａ45 ｱｷﾊﾞ ｴﾐｺ 千葉県
11015 山岸　さなえ  0:59:5646 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅｴ 千葉県
11102 中島　裕美  1:00:0147 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ 千葉県
11011 石橋　彩  1:00:0648 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾔｶ 千葉県
11129 杉山　理恵  1:00:0949 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｴ 千葉県
11083 大山　まどか  1:00:09うれしい信金50 ｵｵﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 千葉県

Print : 2016/02/11 18:44:23 12 / 17 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km女子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

11016 久郷　芳子  1:00:2451 ｸｺﾞｳ ﾖｼｺ 東京都
11092 栗原　翠  1:00:2652 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 東京都
11005 加瀬　静  1:00:33ＮＴＴ銚子営業支店53 ｶｾ ｼｽﾞｶ 千葉県
11081 松本　仁美  1:00:4854 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ 千葉県
11037 奥野　陽子  1:00:5955 ｵｸﾉ ﾖｳｺ 千葉県
11091 赤田　茜  1:01:0156 ｱｶﾀﾞ ｱｶﾈ 東京都
11106 一宮　あい  1:01:07船橋医療センター57 ｲﾁﾐﾔ ｱｲ 千葉県
11026 若松　愛子  1:01:2258 ﾜｶﾏﾂ ｱｲｺ 神奈川県
11074 松井　唯  1:01:4559 ﾏﾂｲ ﾕｲ 千葉県
11004 荒原　直子  1:02:05ＮＴＴ銚子営業支店60 ｱﾗﾊﾗ ﾅｵｺ 茨城県
11068 赤沼　幸江  1:02:2261 ｱｶﾇﾏ ｻﾁｴ 千葉県
11020 高野　和子  1:02:4362 ﾀｶﾉ 千葉県
11061 佐久間　香理  1:02:4663 ｻｸﾏ ｶｵﾘ 千葉県
11132 風間　那津子  1:02:4764 ｶｻﾞﾏ ﾅﾂｺ 千葉県
11060 浪川　麻里奈  1:03:0265 ﾅﾐｶﾜ ﾏﾘﾅ 千葉県
11079 滝沢　知世  1:03:0966 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 千葉県
11103 豊田　良実  1:03:17ラフィネ67 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｼﾐ 千葉県
11108 下山　麗香  1:03:19船橋医療センター68 ｼﾓﾔﾏ ﾚｲｶ 千葉県
11046 菊地　恵  1:03:2169 ｷｸﾁ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
11017 早川　由彩  1:03:2970 ﾊﾔｶﾜ ﾕｲ 千葉県
11018 佐々木　るり子  1:03:2971 ｻｻｷ ﾙﾘｺ 東京都
11049 緑川　ともみ  1:03:4772 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県
11093 矢部　さち子  1:04:1473 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 栃木県
11120 藤巻　由衣  1:04:4974 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｲ 千葉県
11087 木谷　真衣  1:05:0075 ｷﾀﾆ ﾏｲ 茨城県
11057 武本　三穂  1:05:1176 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ 東京都
11067 広瀬　純子  1:05:2177 ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
11029 齋藤　由佳  1:05:2978 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 千葉県
11130 流石　理奈  1:05:3479 ｻｽｶﾞ ﾘﾅ 千葉県
11064 今津　明日香  1:05:3880 ｲﾏﾂﾞ ｱｽｶ 茨城県
11127 鎗田　麻希  1:05:5581 ﾔﾘﾀ ﾏｷ 千葉県
11069 鈴木　陽子  1:06:0782 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 千葉県
11044 篠塚　桐風  1:06:2783 ｼﾉﾂﾞｶ ｷﾘｶ 千葉県
11117 永山　美穂  1:06:2784 ﾐﾎ ﾅｶﾞﾔﾏ 千葉県
11115 髙橋　真梨香  1:06:2985 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｶ 千葉県
11114 西村　桃子  1:06:3086 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｺ 千葉県
11113 森田　智美  1:06:3087 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 千葉県
11112 石原　望  1:06:3088 ｲｼﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 茨城県
11128 香取　裕子  1:06:4889 ｶﾄﾘ ﾕｳｺ 千葉県
11119 高木　里美  1:06:4890 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 千葉県
11023 林　裕子  1:07:0491 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 千葉県
11123 宗　友美  1:07:1692 ｿｳ ﾄﾓﾐ 千葉県
11099 我妻　久美子  1:07:3993 ｱｶﾞﾂﾏ ｸﾐｺ 千葉県
11028 高木　清香  1:08:12チームまどか94 ﾀｶｷ ｻﾔｶ 千葉県
11051 平野　恵花  1:08:2695 ﾋﾗﾉ ｹｲｶ 千葉県
11052 平野　弘子  1:08:2696 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｺ 千葉県
11107 黒内　雅美  1:08:47船橋医療センター97 ｸﾛｳﾁ ﾏｻﾐ 千葉県
11066 中西　永莉  1:09:2198 ﾅｶﾆｼ ｴﾘ 千葉県
11059 岩井　留美子  1:09:2499 ｲﾜｲ ﾙﾐｺ 千葉県
11085 岩村　直子  1:09:34100 ｲﾜﾑﾗ ﾅｵｺ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

10km女子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

11090 石毛　美香  1:09:35101 ｲｼｹﾞ ﾐｶ 千葉県
11096 鹿討　由貴  1:09:37102 ｼｼｳﾁ ﾕｷ 東京都
11071 董　静  1:10:27103 ﾄｳ ｾｲ 千葉県
11109 小田嶋　裕子  1:10:30104 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳｺ 茨城県
11022 小川　奈津紀  1:11:24105 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 千葉県
11053 小野　知美  1:11:47106 ｵﾉ ﾄﾓﾐ 千葉県
11058 村上　裕美  1:11:50107 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾐ 茨城県
11009 渡辺　麻未  1:12:50ＮＴＴ銚子営業支店108 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ 千葉県
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11235 深澤　弥生  0:43:10旭ＲＣ1 ﾌｶｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 千葉県
11247 星野　尚子  0:43:30千葉ＣＩＴＹ2 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉県
11205 宮内　幸恵  0:44:57ＮＴＴ銚子営業支店3 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県
11214 寺井　澄子  0:44:594 ﾃﾗｲ ｽﾐｺ 千葉県
11291 工藤　仁美  0:46:01千葉労働局5 ｸﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 千葉県
11239 高橋　あおい  0:46:366 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 千葉県
11246 元榮　理香  0:46:46埼玉大井ＲＣ7 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉県
11242 川上　登志子  0:47:34チーム将吾8 ｶﾜｶﾐ ﾄｼｺ 東京都
11207 家鍋　ふく子  0:47:559 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県
11215 鈴木　なえ子  0:48:1710 ｽｽﾞｷ ﾅｴｺ 千葉県
11224 竹内　真由美  0:48:42真美と涼の母11 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ 千葉県
11278 滝澤　トモ子  0:49:07ｒｕｍｂａ12 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 千葉県
11256 川端　恭代  0:49:2113 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾖ 茨城県
11273 森本　涼香  0:50:35桜町小学校14 ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾞｶ 東京都
11266 ＣＡＮＴＷＥＬＬ　ＬＩＳ  0:50:56横田ストライダーズ15 ｷｬﾝﾄｳｪﾙ ﾘｻ 東京都
11280 岡本　昌子  0:51:25ｋａｎａｙａ16 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｺ 千葉県
11261 ＣＲＯＷＥＬＬ　ＥＲＩＫ  0:51:44横田ストライダーズ17 ｸﾛｳｪﾙ ｴﾘｺ 東京都
11255 矢野　陽子  0:51:5518 ﾔﾉ ﾖｳｺ 茨城県
11220 武田　待子  0:52:00Ｔ・Ｍ・ＭＣ19 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾁｺ 千葉県
11252 山口　美恵子  0:52:0920 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｴｺ 茨城県
11276 竹内　みどり  0:52:26竹さんの口車21 ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県
11265 ＧＲＩＭＥＳ　ＫＡＴＨＹ  0:52:46横田ストライダーズ22 ｸﾞﾘﾑｽ ｷｬｼｰ 東京都
11225 橋爪　文子  0:53:4023 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾌﾐｺ 埼玉県
11260 ＷＡＲＮＥＲ　ＭＩＨＡ  0:53:41横田ストライダーズ24 ﾜｰﾅｰ ﾐﾊﾙ 東京都
11311 河上　美幸  0:53:4325 ｶﾜｶﾐ ﾐﾕｷ 千葉県
11310 山下　陽子  0:53:52落武者26 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ 千葉県
11290 柴木　洋子  0:53:5427 ｼﾊﾞｷ ﾋﾛｺ 千葉県
11308 堀越　圭子  0:54:2428 ﾎﾘｺｼ ｹｲｺ 千葉県
11212 多田　恵子  0:54:25横浜緑走友会29 ﾀﾀﾞ 東京都
11208 木内　由美子  0:54:3030 ｷｳﾁ ﾕﾐｺ 千葉県
11272 田村　とし子  0:54:3131 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ 千葉県
11283 内田　清子  0:55:4332 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｺ 千葉県
11279 大曽根　美和  0:55:4833 ｵｵｿﾈ ﾐﾜ 千葉県
11284 斉藤　久実  0:56:00ＳＴレインボー34 ｻｲﾄｳ ﾋｻﾐ 千葉県
11275 緑川　さゆり  0:56:1635 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県
11244 椎名　幸江  0:56:3636 ｼｲﾅ ｻﾁｴ 千葉県
11211 北崎　鈴枝  0:56:5537 ｷﾀｻﾞｷ ｽｽﾞｴ 千葉県
11210 太田　えり子  0:56:5538 ｵｵﾀ ｴﾘｺ 千葉県
11306 古谷　美穂子  0:57:0339 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾎｺ 埼玉県
11248 廣野　由加里  0:57:2340 ﾋﾛﾉ ﾕｶﾘ 茨城県
11274 鈴木　典子  0:57:3041 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県
11243 小原　好子  0:57:55チームまどか42 ｵﾊﾞﾗ ﾖｼｺ 千葉県
11216 湯浅　京子  0:58:20チームアモロン43 ﾕｱｻ ｷｮｳｺ 千葉県
11250 三次　晃子  0:58:2244 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ 千葉県
11233 相場　香奈恵  0:58:3245 ｱｲﾊﾞ ｶﾅｴ 千葉県
11258 高橋　みどり  0:58:3746 ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 茨城県
11245 高木　政枝  0:58:4047 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｴ 千葉県
11313 奥田　美和  0:58:41おくちゃんず48 ｵｸﾀﾞ ﾐﾜ 茨城県
11218 高木　紀子  0:59:0049 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県
11241 岩瀬　美津代  0:59:0950 ｲﾜｾ ﾐﾂﾖ 千葉県
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11240 筒井　恵子  0:59:1451 ﾂﾂｲ ｹｲｺ 千葉県
11234 内山　加代  0:59:21タートルズ52 ｳﾁﾔﾏ ｶﾖ 千葉県
11228 菅谷　由紀子  0:59:21タートルズ53 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ 千葉県
11296 飯島　悦代  0:59:2454 ｲｲｼﾞﾏ ｴﾂﾖ 茨城県
11315 鈴木　亜紀  0:59:2555 ｽｽﾞｷ ｱｷ 千葉県
11231 鎌形　綾子  0:59:2656 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県
11269 木間　小夜子  0:59:35マロニーズ57 ｺﾉﾏ ｻﾖｺ 千葉県
11217 武田　光代  0:59:41花見川陸上クラブ58 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖ 千葉県
11222 工藤　孝子  0:59:4259 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｺ 千葉県
11230 武田　清江  0:59:4560 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｴ 千葉県
11223 吉原　玉枝  0:59:5061 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾏｴ 茨城県
11201 川上　真由子  0:59:5162 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ 千葉県
11251 佐竹　久代  0:59:52八街ＲＣ‐Ａ63 ｻﾀｹ ﾋｻﾖ 千葉県
11226 野上　由紀子  0:59:5664 ﾉｶﾞﾐ ﾕｷｺ 千葉県
11277 原　和子  1:00:2565 ﾊﾗ ｶｽﾞｺ 東京都
11206 伊藤　真理子  1:00:4466 ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 千葉県
11288 久保田　ゆかり  1:01:3067 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶﾘ 千葉県
11249 仲村　宏美  1:01:3268 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 茨城県
11271 前田　靖子  1:01:4069 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｺ 茨城県
11213 石塚　敏子  1:01:5370 ｲｼﾂﾞｶ ﾄｼｺ 千葉県
11286 川口　登美子  1:01:5871 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾐｺ 千葉県
11281 鈴木　寿子  1:02:1872 ｽｽﾞｷ ﾄｼｺ 千葉県
11297 佐々木　美奈子  1:02:2373 ｻｻｷ ﾐﾅｺ 千葉県
11270 篠塚　裕美子  1:02:4374 ｼﾉﾂﾞｶ ﾕﾐｺ 千葉県
11287 東　佐弓里  1:02:4775 ﾋｶﾞｼ ｻﾕﾘ 千葉県
11209 飯嶋　直子  1:02:52ブレイブ安藤塾76 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｺ 千葉県
11267 ＢＡＺＩＬＥ　ＢＬＩＮＤＡ  1:02:59横田ストライダーズ77 ﾊﾞｼﾞﾙ ﾌﾞﾘﾝﾀﾞ 東京都
11253 木村　美穂子  1:03:1178 ｷﾑﾗ ﾐﾎｺ 茨城県
11295 石毛　光枝  1:03:1579 ｲｼｹﾞ ﾐﾂｴ 千葉県
11305 緑川　理映子  1:03:15ｋａｎａｙａ80 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｴｺ 千葉県
11282 河上　こずえ  1:03:2081 ｶﾜｶﾐ ｺｽﾞｴ 茨城県
11312 飯岡　直美  1:03:2382 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ 神奈川県
11221 田邉　伸子  1:03:2483 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 千葉県
11294 佐藤　貴子  1:03:3284 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 千葉県
11299 林　悦子  1:03:56ひなぴょんず85 ﾊﾔｼ ｴﾂｺ 千葉県
11237 小池　君代  1:03:5986 ｺｲｹ ｷﾐﾖ 千葉県
11316 三上　具子  1:04:02千葉鉄人87 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉県
11301 小暮　朋美  1:04:4888 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓﾐ 千葉県
11302 半谷　綾子  1:05:1589 ﾊﾝｶﾞｲ ｱﾔｺ 千葉県
11254 長谷川　真由美  1:05:24まゆサン90 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 茨城県
11289 金井　美和子  1:05:30ＪＡＬ　ＲＣ91 ｶﾅｲ ﾐﾜｺ 千葉県
11203 武藤　香織  1:05:4092 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県
11259 加藤　昌子  1:05:42長生八積93 ｶﾄｳ ﾏｻｺ 千葉県
11307 谷島　ミカ  1:06:0794 ﾔｼﾞﾏ ﾐｶ 千葉県
11293 関谷　洋子  1:06:1595 ｾｷﾔ ﾖｳｺ 千葉県
11309 古川　小百合  1:06:2696 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県
11232 信田　喜美子  1:08:3997 ｼﾀﾞ ｷﾐｺ 千葉県
11298 長瀬　規子  1:09:3498 ﾅｶﾞｾ ﾉﾘｺ 千葉県
11257 高木　恵  1:09:51チームあろ～は99 ﾀｶｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
11314 額賀　政江  1:10:12100 ﾇｶｶﾞ ﾏｻｴ 千葉県
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11238 佐々木　幸恵  1:10:13101 ｻｻｷ ﾕｷｴ 千葉県
11236 池上　千尋  1:10:51102 ｲｹｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 千葉県
11219 楠本　えい子  1:11:27103 ｸｽﾓﾄ ｴｲｺ 千葉県
11264 ＭＥＮＤＥＮＨＡＬＬ　  1:15:01横田ストライダーズ104 ﾒﾝﾃﾞﾝﾎｰﾙ ﾌﾞﾙｯｸ 東京都
11263 ＰＡＬＭＥＲ　ＫＩＭ  1:15:03横田ストライダーズ105 ﾊﾟﾙﾏｰ ｷﾑ 東京都
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