
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

5km男子中学生の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

5039 中田　侑希  0:16:281 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 千葉県
5024 岡本　優星  0:16:39山武南中学校2 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｾｲ 千葉県
5015 豊田　能一  0:16:44ウナカミチュウ3 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県
5004 伊藤　文哉  0:16:454 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 千葉県
5016 飯田　悠斗  0:17:09ウナカミチュウ5 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉県
5050 所　勇太  0:17:116 ﾄｺﾛ ﾕｳﾀ 千葉県
5049 植松　健太  0:17:12清和中学校7 ｳｴﾏﾂ ｹﾝﾀ 千葉県
5032 大森　陸登  0:17:18旭二中8 ｵｵﾓﾘ 千葉県
5051 尾勝　慎之介  0:17:22山武中２年9 ｵｶﾂ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県
5067 桐生　真之介  0:17:32越智中10 ｷﾘｭｳ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県
5066 桐生　竜馬  0:17:37越智中」11 ｷﾘｭｳ ﾘｮｳﾏ 千葉県
5058 伊藤　圭吾  0:17:49葛西３中12 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 東京都
5046 髙木　佑真  0:18:0913 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾏ 千葉県
5007 加瀬　一弘  0:18:3514 ｶｾ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県
5020 小島　拓巳  0:18:49ウナカミチュウ15 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 千葉県
5041 増田　誉大  0:18:54旭市立第二中学校16 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
5036 伊藤　啓悟  0:18:58干潟中学校17 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 千葉県
5054 加古　純一  0:19:03遠山中18 ｶｺ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県
5031 五木田　七星  0:19:19ＮＰＯ千葉ブレイク19 ｺﾞｷﾀ 千葉県
5056 佐藤　優太  0:19:21田無一中20 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京都
5014 鈴木　惇希  0:19:27ウナカミチュウ21 ｽｽﾞｷ ｱﾂｷ 千葉県
5012 松井　響太郎  0:19:28ウナカミチュウ22 ﾏﾂｲ ｷｮｳﾀﾛｳ 千葉県
5017 白石　直毅  0:19:33ウナカミチュウ23 ｼﾗｲｼ ﾅｵｷ 茨城県
5053 名雪　雄太  0:19:38波崎二中24 ﾅﾕｷ ﾕｳﾀ 茨城県
5011 宮内　大和  0:20:10ウナカミチュウ25 ﾐﾔｳﾁ ﾔﾏﾄ 千葉県
5037 大梛　真拓  0:20:15ヒカタチュウガク26 ｵｵﾅｷﾞ ﾏﾋﾛ 千葉県
5045 渡辺　陽輝  0:20:5327 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 千葉県
5027 岡原　司  0:20:5528 ｵｶﾊﾗ ﾂｶｻ 千葉県
5010 鈴木　雄太  0:21:0329 ｽｽﾞｷ 千葉県
5018 嶋田　亮汰  0:21:30ウナカミチュウ30 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉県
5052 鈴木　健太  0:21:3931 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉県
5001 伊藤　才起  0:21:4332 ｲﾄｳ ｻｲｷ 千葉県
5019 高戸　陽平  0:21:44ウナカミチュウ33 ﾀｶﾄ ﾖｳﾍｲ 千葉県
5042 矢代　悠馬  0:21:5934 ﾔｼﾛ 千葉県
5068 内田　啓太  0:22:5735 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 茨城県
5002 利根川　優斗  0:22:5836 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 千葉県
5034 高神　優馬  0:23:1337 ﾀｶｶﾞﾐ ﾕｳﾏ 千葉県
5044 伊藤　陽希  0:23:1438 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 千葉県
5033 伊藤　倖成  0:23:25干潟中学校陸上部39 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 千葉県
5021 小島　直輝  0:24:0840 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 千葉県
5063 日下　裕太  0:24:1041 ｸｻｶ ﾕｳﾀ 千葉県
5064 木村　匠悟  0:25:1542 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 千葉県
5029 湊　優希  0:25:19干潟中学校43 ﾐﾅﾄ ﾕｳｷ 千葉県
5023 木内　蓮  0:26:1444 ｷｳﾁ ﾚﾝ 千葉県
5059 木村　義矢  0:26:1545 ｷﾑﾗ ﾖｼﾔ 千葉県
5005 加瀬　翔太  0:26:5946 ｶｾ ｼｮｳﾀ 千葉県
5006 鈴木　巨暉  0:27:3647 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 千葉県
5003 柴　諒太  0:27:5548 ｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉県
5062 小出　潤一  0:30:0749 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県
5061 羽鳥　祥啓  0:30:1050 ﾊﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
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5065 日下　啓太  0:30:3351 ｸｻｶ ｹｲﾀ 千葉県
5040 田宮　海晴  0:34:2252 ﾀﾐﾔ ﾐﾊﾙ 千葉県
5022 林　冬真  0:37:3753 ﾊﾔｼ ﾄｳﾏ 千葉県
5030 大木　志音  0:45:1154 ｵｵｷ ｼｵﾝ 千葉県
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5130 芹川　史枝奈  0:17:57成田市立遠山中学1 ｾﾘｶﾜ ｼｴﾅ 千葉県
5107 花岡　愛美  0:19:08安藤塾・旭一中2 ﾊﾅｵｶ ｱｲﾐ 千葉県
5134 宮内　千莉  0:19:42旭一中3 ﾐﾔｳﾁ ﾁﾘ 千葉県
5103 加瀬　愛海  0:20:004 ｶｾ ｱｲﾐ 千葉県
5125 石塚　美奈  0:20:215 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾅ 千葉県
5132 阿部　遥  0:20:21旭二中6 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 千葉県
5124 石塚　朋美  0:20:217 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓﾐ 千葉県
5123 三上　佳織  0:20:36旭第一中学校8 ﾐｶﾐ ｶｵﾘ 千葉県
5127 尾関　愛菜  0:21:39千葉大附属中9 ｵｾﾞｷ ｱｲﾅ 千葉県
5102 藤ヶ崎　璃桜  0:22:1410 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾘｵ 千葉県
5110 岡崎　里菜  0:22:24ウナカミチュウ11 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾅ 千葉県
5129 阪本　結花  0:22:3112 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｶ 千葉県
5109 越川　左貴  0:22:45ウナカミチュウ13 ｺｼｶﾜ ｻｷ 千葉県
5101 向後　華音  0:23:0114 ｺｳｺﾞ ｶﾉ 千葉県
5114 小澤　若奈  0:23:0315 ｵｻﾞﾜ ﾜｶﾅ 千葉県
5117 戸村　圭那  0:23:0816 ﾄﾑﾗ ｶﾅ 千葉県
5115 内田　朱夏  0:23:4617 ｳﾁﾀﾞ 千葉県
5139 土屋　郁乃  0:23:51蓮沼中18 ﾂﾁﾔ ｱﾔﾉ 千葉県
5118 大橋　すず  0:24:1219 ｵｵﾊｼ ｽｽﾞ 千葉県
5126 島田　真佑希  0:24:12旭市立第一中学校20 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾕｷ 千葉県
5113 島谷　桃果  0:24:3921 ｼﾏﾔ ﾓﾓｶ 千葉県
5105 伊藤　由夏  0:25:0922 ｲﾄｳ ﾕｶ 千葉県
5119 高橋　茜  0:25:1123 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ 千葉県
5104 小久保　美佑  0:25:12干潟中学校24 ｺｸﾎﾞ ﾐﾕ 千葉県
5140 米本　悠莉奈  0:25:31干潟中学校25 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾘﾅ 千葉県
5106 宮野　百合花  0:25:3326 ﾐﾔﾉ ﾕﾘｶ 千葉県
5135 高山　乃愛  0:26:1127 ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ 千葉県
5116 高根　千春  0:27:2128 ﾀｶﾈ ﾁﾊﾙ 千葉県
5141 神原　希羽  0:29:0429 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾉﾉﾊ 千葉県
5120 渡辺　美奈  0:29:1330 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 千葉県
5108 佐久間　愛  0:29:2931 ｻｸﾏ ｱｲ 千葉県
5128 五十嵐　愛里楠  0:31:03ＭＪＥＴｓ32 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾘﾅ 千葉県
5112 伊藤　愛美  0:31:2833 ｲﾄｳ ｱﾐ 千葉県
5137 古川　理央  0:36:1934 ﾌﾙｶﾜ ﾘｵ 千葉県
5111 武石　優愛生  0:41:4335 ﾀｹｲｼ ﾕﾒﾐ 千葉県

Print : 2016/02/11 18:43:10 3 / 11 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
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氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

5249 椎名　大河  0:16:30市立銚子高校1 ｼｲﾅ ﾀｲｶﾞ 千葉県
5221 大久保　憲吾  0:16:41県立銚子高校2 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉県
5220 菅谷　飛羽  0:17:03県立銚子高校3 ｽｶﾞﾔ ﾄﾜ 茨城県
5268 藤井　裕也  0:17:23川口工業総合病院4 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 埼玉県
5232 平野　圭祐  0:17:235 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 千葉県
5222 多田　匠  0:17:256 ﾀﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県
5201 向後　大喜  0:17:33市立銚子高校7 ｺｳｺﾞ ﾋﾛｷ 千葉県
5219 高木　徹也  0:18:43県立銚子高校8 ﾀｶｷﾞ ﾃﾂﾔ 千葉県
5251 岩井　貴義  0:19:539 ｲﾜｲ ﾀｶﾖｼ 千葉県
5279 廣納　大典  0:20:0210 ﾋﾛﾉ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
5216 加瀬　好基  0:20:0611 ｶｾ ﾖｼｷ 千葉県
5238 吉田　昭太  0:20:5712 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 千葉県
5245 金親　孝好  0:21:3913 ｶﾅｵﾔ ﾀｶﾖｼ 千葉県
5226 吉野　杏佑  0:22:0714 ﾖｼﾉ 千葉県
5204 花香　真吾  0:22:10チームマツオカ15 ﾊﾅｶ ｼﾝｺﾞ 千葉県
5240 矢ノ浦　悠真  0:22:1216 ﾔﾉｳﾗ ﾕｳﾏ 千葉県
5261 宮下　典丈  0:22:2217 ﾐﾔｼﾀ ﾉﾘﾋﾛ 千葉県
5231 平野　秀樹  0:22:3918 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｷ 千葉県
5217 江崎　聡  0:22:4519 ｴｻﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県
5275 谷元　博樹  0:22:49みなと赤十字病院20 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｷ 神奈川県
5256 金澤　雄一  0:22:59立川サンバガラス21 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都
5203 汪　明  0:23:00チームマツオカ22 ｵｳ ﾒｲ 千葉県
5237 林　恭兵  0:23:0623 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 千葉県
5248 佐藤　允宣  0:23:3624 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 千葉県
5229 仲島　篤志  0:23:4825 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 千葉県
5206 邵　吉奇  0:24:44チームマツオカ26 ｼｮｳ ｷﾁｷ 千葉県
5246 田辺　翼  0:25:0627 ﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉県
5205 夏　念勇  0:25:13チームマツオカ28 ｶ ﾈﾝﾕｳ 千葉県
5235 椎名　翼  0:25:18和食処　侍29 ｼｲﾅ ﾂﾊﾞｻ 千葉県
5269 篠塚　啓行  0:25:18銚子商工信組30 ｼﾉﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
5254 石井　孝洋  0:25:4631 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
5270 飯田　順一  0:26:41おによめ32 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県
5215 土屋　篤司  0:26:4933 ﾂﾁﾔ ｱﾂｼ 千葉県
5263 大場　崇  0:26:5434 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 千葉県
5234 安藤　颯太郎  0:27:03和食処　侍35 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀﾛｳ 千葉県
5239 木内　辰也  0:27:0636 ｷｳﾁ ﾀﾂﾔ 千葉県
5223 平野　智  0:27:1037 ﾋﾗﾉ ｻﾄｼ 千葉県
5291 岸田　恵輔  0:27:1538 ｷｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県
5265 高橋　靖典  0:27:2439 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 千葉県
5244 穴澤　真弘  0:27:2440 ｱﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
5283 肥前　勇希  0:27:2741 ﾋｾﾞﾝ ﾕｳｷ 東京都
5250 時友　雄一郎  0:27:3042 ﾄｷﾄﾓ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県
5236 椎名　新  0:27:45和食処　侍43 ｼｲﾅ ｱﾗﾀ 千葉県
5243 松本　雄貴  0:28:1744 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 千葉県
5284 竹村　人  0:28:2845 ﾀｹﾑﾗ ｼﾞﾝ 千葉県
5273 高木　治彦  0:28:3946 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾋｺ 千葉県
5202 宇井　祐太  0:28:4047 ｳｲ ﾕｳﾀ 千葉県
5214 イシャン　ラサンタ　  0:29:0048 ｲｼｬﾝ ﾗｻﾝﾀ ﾍﾟﾚｰﾗ 千葉県
5211 鈴木　朋弥  0:29:00せいかぞくえん49 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 千葉県
5290 小曽戸　洋輔  0:29:2350 ｵｿﾄﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県
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5207 高野　誠  0:29:4751 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 千葉県
5242 加瀬　真二  0:29:4852 ｶｾ ｼﾝｼﾞ 千葉県
5289 大塚　慎太郎  0:29:5653 ｵｵﾂｶ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県
5225 庄司　俊介  0:29:58飯岡走友会54 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉県
5227 岩瀬　仁  0:30:0055 ｲﾜｾ ｼﾞﾝ 千葉県
5282 高橋　貴也  0:30:09ＦＡＫＥ56 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾔ 千葉県
5271 林　駿樹  0:30:1457 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 千葉県
5212 佐藤　貴哉  0:30:3158 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 千葉県
5272 藤垣　潔毅  0:30:38チーム小松59 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｷﾖﾀｶ 茨城県
5262 淡野　大志  0:30:4060 ｱﾜﾉ ﾋﾛｼ 東京都
5286 小川　善治  0:30:4161 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 千葉県
5228 中村　聡志  0:30:5162 ﾅｶﾑﾗ 千葉県
5278 白土　一貴  0:31:0063 ｼﾗﾄ ｶｽﾞｷ 千葉県
5252 穴澤　晃  0:31:1064 ｱﾅｻﾞﾜ ｱｷﾗ 千葉県
5259 馬渕　英幸  0:31:3965 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県
5241 林　直樹  0:31:4666 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 千葉県
5210 林　佑樹  0:31:59せいかぞくえん67 ﾊﾔｼ 千葉県
5274 数井　正憲  0:33:33マロニーズ68 ｶｽﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 千葉県
5280 石橋　辰徳  0:33:45８４プロダクション69 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾉﾘ 千葉県
5247 林　晴道  0:33:59旭市議会70 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾐﾁ 千葉県
5208 林　龍司  0:34:14せいかぞくえん71 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県
5209 柳　太揮  0:34:15せいかぞくえん72 ﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉県
5253 鎌形　翔  0:34:2773 ｶﾏｶﾞﾀ ｼｮｳ 千葉県
5255 鈴木　裕介  0:34:2874 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県
5281 鈴木　翔一  0:34:48次は走りませんｗ75 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 東京都
5277 脇坂　元貴  0:37:27Ｔｒｉｄｅｎｔ76 ﾜｷｻｶ ｹﾞﾝｷ 東京都
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5367 和田　靖  0:16:52チームネボ1 ﾜﾀﾞ ﾔｽｼ 神奈川県
5385 松井　章  0:17:232 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 東京都
5334 安倍　英郎  0:19:083 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県
5372 鈴木　健司  0:19:094 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 千葉県
5387 中森　正樹  0:19:16鹿児島市役所5 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻｷ 鹿児島県
5303 常世田　利男  0:20:126 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県
5377 増田　健  0:20:13銚子マリーナＲＣ7 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 千葉県
5336 根本　正夫  0:20:18北総教育事務所8 ﾈﾓﾄ ﾏｻｵ 千葉県
5342 小川　久昭  0:21:089 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｱｷ 千葉県
5363 井上　孝二  0:21:1410 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 千葉県
5378 野原　顕嗣  0:21:42（有）望星電機11 ﾉﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城県
5351 藤田　亮輔  0:21:5212 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 千葉県
5361 角南　篤志  0:21:5813 ｽﾅﾐ ｱﾂｼ 千葉県
5356 小川　泰宣  0:22:0714 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ 千葉県
5400 椿　光喜  0:23:30あさひ15 ﾂﾊﾞｷ ﾐﾂﾖｼ 千葉県
5330 實川　良二  0:23:3916 ｼﾞﾂｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県
5360 星野　伸雄  0:23:59千葉ＣＩＴＹラン17 ﾎｼﾉ ﾉﾌﾞｵ 千葉県
5393 杉浦　雅美  0:24:33千葉工業大学職員18 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾖｼ 千葉県
5333 林　秀和  0:24:4719 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県
5398 渡辺　昌起  0:24:5720 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 千葉県
5313 加藤　義一  0:25:1521 ｶﾄｳ ｷﾞｲﾁ 千葉県
5373 佐藤　浩  0:25:3122 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県
5394 寺田　ゆう  0:25:31ライオン23 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳ 東京都
5345 松村　勝  0:25:4024 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾙ 千葉県
5332 高橋　秀典  0:25:49旭市議会25 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県
5376 渡邊　真二  0:25:5026 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県
5375 黒川　輝雄  0:26:18押元東ｊｃ27 ｸﾛｶﾜ ﾃﾙｵ 千葉県
5395 宮川　知男  0:26:2528 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 千葉県
5371 安西　武夫  0:26:3129 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｹｵ 千葉県
5316 清水　孝  0:26:4030 ｼﾐｽﾞ 千葉県
5354 石橋　英道  0:26:4131 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐﾁ 千葉県
5357 保科　豪  0:26:44立川サンバガラス32 ﾎｼﾅ ﾂﾖｼ 東京都
5349 神長　保  0:26:4733 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾓﾂ 千葉県
5301 平野　剛  0:26:4934 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ 千葉県
5323 石毛　和幸  0:27:0335 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県
5326 嶋津　康  0:27:0536 ｼﾏﾂﾞ ﾔｽｼ 千葉県
5364 荒井　友輔  0:27:0737 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 千葉県
5318 間山　恭男  0:27:1838 ﾏﾔﾏ 千葉県
5338 田中　一行  0:27:28上本郷クラブ39 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県
5370 松岡　彰一  0:27:33チームマツオカ40 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｲﾁ 千葉県
5331 米本　弥一郎  0:27:43旭市議会41 ﾖﾈﾓﾄ ﾔｲﾁﾛｳ 千葉県
5368 遠藤　正臣  0:27:4442 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵﾐ 東京都
5312 玉井　正博  0:27:5043 ﾀﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
5306 渡辺　登美男  0:27:54チームマツオカ44 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐｵ 千葉県
5304 神田　順二  0:28:1345 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県
5320 松澤　正雄  0:28:3046 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻｵ 千葉県
5391 本田　実  0:28:3347 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県
5399 森　淳  0:28:3548 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 千葉県
5324 北田　幸司  0:28:3849 ｷﾀﾀﾞ 千葉県
5386 高木　寛幸  0:28:4950 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
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5343 久保田　護  0:28:5151 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県
5328 佐久間　一彰  0:28:5552 ｻｸﾏ ｶｽﾞｱｷ 千葉県
5347 加瀬　良一  0:28:5753 ｶｾ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県
5308 藤嶋　聡  0:29:00せいかぞくえん54 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾄｼ 千葉県
5335 森村　圭介  0:29:3355 ﾓﾘﾑﾗ ｹｲｽｹ 群馬県
5366 鈴木　洋  0:29:5756 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県
5314 根本　孝二  0:30:1157 ﾈﾓﾄ ｺｳｼﾞ 千葉県
5311 美呂津　徹  0:30:28（株）カクタ58 ﾐﾛﾂ ﾄｵﾙ 千葉県
5307 石毛　德成  0:30:3459 ｲｼｹﾞ ﾄｸｼｹﾞ 千葉県
5381 原田　進  0:30:4560 ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾑ 茨城県
5379 金丸　真一郎  0:31:1661 ｶﾅﾏﾙ ｼﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県
5401 松本　謙一  0:31:2962 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 東京都
5358 加藤　浩次  0:31:42立川サンバガラス63 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京都
5322 三浦　猛生  0:31:4464 ﾐｳﾗ ﾀｹｵ 千葉県
5348 渡辺　博文  0:31:4565 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県
5309 吉本　房和  0:31:59せいかぞくえん66 ﾖｼﾓﾄ ﾌｻｶｽﾞ 千葉県
5310 土屋　雅史  0:32:0567 ﾂﾁﾔ 千葉県
5319 長島　豊  0:32:0768 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾀｶ 千葉県
5390 桜井　次生  0:32:1369 ｻｸﾗｲ ﾂｷﾞｵ 千葉県
5352 大貫　光雄  0:32:1970 ｵｵﾇｷ 千葉県
5389 関谷　満  0:32:2471 ｾｷﾔ ﾐﾂﾙ 千葉県
5317 永谷　正利  0:32:2672 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏｻﾄｼ 千葉県
5325 大熊　啓之  0:32:3773 ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
5321 若林　隆史  0:32:4874 ﾜｶﾊﾞﾔｼ 千葉県
5365 斎藤　光男  0:34:17ＭＪＥＴｓ75 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 千葉県
5353 高木　房雄  0:34:4676 ﾀｶｷﾞ ﾌｻｵ 千葉県
5392 小澤　芳雄  0:35:06サンワーク77 ｵｻﾞﾜ ﾖｼｵ 千葉県
5369 立花　栄一  0:36:01地球一周汗走会78 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｴｲｲﾁ 埼玉県
5359 狐塚　安夫  0:37:1979 ｺﾂﾞｶ ﾔｽｵ 千葉県
5305 花香　享則  0:37:41チームマツオカ80 ﾊﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 千葉県
5302 岩井　清三  0:38:3781 ｲﾜｲ 千葉県
5384 菅　良弘  0:39:0282 ｽｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 秋田県
5337 杉崎　精孝  0:51:14二区ランナー83 ｽｷﾞｻｷ ｷﾖﾀｶ 千葉県
5341 斎藤　敏雄  0:54:5584 ｻｲﾄｳ 千葉県
5329 長谷川　四郎  0:54:5985 ﾊｾｶﾞﾜ 千葉県
5346 高橋　晟  0:59:0486 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 千葉県
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5517 岩田　華澄  0:19:43県立銚子高校1 ｲﾜﾀ ｶｽﾐ 千葉県
5514 大木　奈美  0:19:45匝瑳高校2 ｵｵｷ ﾅﾐ 千葉県
5503 長谷川　芽衣  0:20:11市立銚子高校3 ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｲ 茨城県
5522 加瀬　千奈未  0:20:394 ｶｾ ﾁﾅﾐ 千葉県
5516 藤ヶ崎　萌花  0:20:39県立銚子高校5 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾓｴｶ 千葉県
5504 渡邊　真菜  0:20:52市立銚子6 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 千葉県
5501 小長谷　瑞樹  0:22:21市立銚子高校7 ｺﾊｾ 茨城県
5502 磯部　瑠海  0:22:428 ｲｿﾍﾞ ﾙﾐ 千葉県
5540 成井　希帆  0:23:069 ﾅﾙｲ ｷﾎ 千葉県
5568 伊藤　美穂  0:23:3810 ｲﾄｳ ﾐﾎ 千葉県
5512 増田　拓海  0:24:1711 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県
5506 伊藤　智美  0:24:2412 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 千葉県
5529 鈴木　志歩  0:24:4413 ｽｽﾞｷ 千葉県
5553 植松　佑香  0:24:56翔凜高校14 ｳｴﾏﾂ ﾕｳｶ 千葉県
5584 川崎　柚芽  0:25:2815 ｶﾜｻｷ ﾕﾒ 千葉県
5564 森川　亜紀  0:25:37森川要商店16 ﾓﾘｶﾜ ｱｷ 千葉県
5589 山口　由香子  0:25:38ランナーズさんむ17 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶｺ 千葉県
5508 木内　裕三  0:26:1918 ｷｳﾁ ﾋﾛﾐ 千葉県
5582 伊藤　恵理子  0:26:2119 ｲﾄｳ ｴﾘｺ 千葉県
5518 根本　実歩  0:26:5520 ﾈﾓﾄ ﾐﾎ 千葉県
5520 伊藤　愛  0:27:0921 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
5532 菅谷　真菜美  0:27:1522 ｽｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ 千葉県
5526 菅谷　紫帆  0:27:18八日市場特別支援学校23 ｽｶﾞﾔ ｼﾎ 千葉県
5550 山下　葉子  0:27:3324 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ 千葉県
5515 江崎　麻美  0:27:4125 ｴｻﾞｷ ｱｻﾐ 千葉県
5542 古橋　広未  0:27:4126 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛﾐ 千葉県
5583 廣瀬　紀子  0:27:50チーム誉田27 ﾋﾛｾ ﾉﾘｺ 千葉県
5505 石毛　友香  0:27:5928 ｲｼｹﾞ ﾕｶ 千葉県
5590 尾部　理恵  0:28:0929 ｵﾍﾞ ﾘｴ 千葉県
5541 林　菜紀  0:28:1530 ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 千葉県
5510 阿部　倫子  0:28:1731 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県
5571 冨田　音花  0:28:3432 ﾄﾐﾀ ｵﾄｶ 千葉県
5528 小林　睦実  0:28:5933 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 千葉県
5547 腰野　里奈  0:29:1934 ｺｼﾉ ﾘﾅ 千葉県
5548 大久保　珠美  0:29:2935 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾏﾐ 千葉県
5578 鈴木　あゆみ  0:29:3736 ｽｽｷﾞ ｱﾕﾐ 東京都
5577 須田　明日香  0:29:3737 ｽﾀﾞ ｱｽｶ 東京都
5523 花岡　和美  0:29:41千葉ブレイブ安藤塾38 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞﾐ 千葉県
5545 高野　千穂  0:29:5139 ﾀｶﾉ ﾁﾎ 千葉県
5576 富永　彩乃  0:30:0440 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 東京都
5511 浜口　美加  0:30:14ウレシイしんきん41 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｶ 千葉県
5546 高野　奈穂  0:30:2942 ﾀｶﾉ ﾅﾎ 千葉県
5556 鈴木　千津子  0:30:55マロニーズ43 ｽｽﾞｷ ﾁﾂﾞｺ 千葉県
5574 白土　麻衣子  0:31:0044 ｼﾗﾄ ﾏｲｺ 千葉県
5588 北原　聖子  0:31:0745 ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ 千葉県
5549 加久田　真実  0:31:3946 ｶｸﾀ ﾏｻﾐ 千葉県
5579 菊田　智代  0:31:4647 ｷｸﾀ ﾄﾓﾖ 東京都
5530 小関　恵  0:31:5548 ｺｾｷ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
5507 田村　春美  0:32:1949 ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾐ 千葉県
5509 石橋　靖代  0:32:4750 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾖ 千葉県
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5581 上原　涼子  0:32:4951 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｺ 千葉県
5544 信田　麻耶  0:32:4952 ｼﾀﾞ ﾏﾔ 千葉県
5559 山木　麻由子  0:33:01ちばしょう53 ﾔﾏｷ ﾏﾕｺ 千葉県
5565 東　華代  0:33:23ちばしょう54 ｱｽﾞﾏ ﾊﾅﾖ 千葉県
5569 菅谷　智子  0:33:2855 ｽｶﾞﾔ ﾄﾓｺ 千葉県
5575 小林　由美子  0:33:50８４プロダクション56 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 千葉県
5535 田宮　美佳  0:34:2257 ﾀﾐﾔ ﾐｶ 千葉県
5536 熱田　小津江  0:34:2758 ｱﾂﾀ ｺｽﾞｴ 千葉県
5531 鳴海　真希子  0:34:5059 ﾅﾙﾐ 千葉県
5558 宮本　早苗  0:34:5460 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅｴ 茨城県
5573 小松　絵里子  0:35:0061 ｺﾏﾂ ｴﾘｺ 千葉県
5527 伊藤　順子  0:35:2262 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
5543 細川　紀子  0:35:3063 ﾎｿｶﾜ ﾉﾘｺ 神奈川県
5572 米本　真寿美  0:35:4364 ﾖﾈﾓﾄ ﾏｽﾐ 千葉県
5557 平野　菜穂美  0:36:0865 ﾋﾗﾉ ﾅﾎﾐ 千葉県
5551 大場　牧子  0:36:5366 ｵｵﾊﾞ ﾏｷｺ 千葉県
5566 大塚　美咲  0:37:38ちばしょう67 ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ 千葉県
5591 成毛　千遥  0:37:4468 ﾅﾙｹ ﾁﾊﾙ 千葉県
5570 実川　恵子  0:37:5569 ｼﾞﾂｶﾜ ｹｲｺ 千葉県
5519 遠藤　道子  0:37:5570 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｺ 千葉県
5585 井橋　友香  0:41:4371 ｲﾊｼ ﾕｶ 東京都
5567 山田　恵利  0:42:0272 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ 千葉県
5562 木村　菜々絵  0:42:0373 ｷﾑﾗ ﾅﾅｴ 千葉県
5524 椎名　里実  0:44:07和食処　侍74 ｼｲﾅ ｻﾄﾐ 千葉県
5525 林　照世  0:44:07サロンドルーク75 ﾊﾔｼ ﾃﾙﾖ 千葉県
5538 秋田　智美  0:44:1276 ｱｷﾀ ｻﾄﾐ 千葉県
5561 藤原　里美  0:44:3177 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄﾐ 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

5km女子40歳以上の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

5639 木内　由美子  0:20:44宇宙選抜1 ｷｳﾁ ﾕﾐｺ 千葉県
5634 小山　奈津子  0:21:07習志野市役所2 ｺﾔﾏ ﾅﾂｺ 千葉県
5637 和田　志野  0:22:19チームネボ3 ﾜﾀﾞ ｼﾉ 神奈川県
5615 星野　しま子  0:22:43佐原信用金庫4 ﾎｼﾉ ｼﾏｺ 千葉県
5610 加瀬　美恵子  0:23:215 ｶｾ ﾐｴｺ 千葉県
5642 所　雅子  0:24:186 ﾄｺﾛ ﾏｻｺ 千葉県
5619 橋本　典子  0:24:34日向走友会7 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｺ 千葉県
5601 加瀬　厚子  0:24:378 ｶｾ ｱﾂｺ 千葉県
5608 清野　恭子  0:24:46ＮＴＴ銚子営業支店9 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ 千葉県
5671 平出　久美子  0:25:23ランナーズ山武10 ﾋﾗｲﾃﾞ ｸﾐｺ 千葉県
5654 吉澤　代志美  0:25:2811 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 千葉県
5632 山崎　貴美江  0:25:33千葉白浜２隣走12 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｴ 千葉県
5667 植松　直美  0:25:51健チャンズ13 ｳｴﾏﾂ ﾅｵﾐ 千葉県
5678 川崎　直子  0:25:5314 ｶﾜｻｷ ﾅｵｺ 千葉県
5665 八木　千賀子  0:25:5615 ﾔｷﾞ ﾁｶｺ 埼玉県
5679 土屋　典子  0:26:2816 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｺ 千葉県
5647 川口　和代  0:26:3717 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 千葉県
5640 細井　愛子  0:26:3818 ﾎｿｲ ｱｲｺ 東京都
5635 荒井　綾  0:27:0719 ｱﾗｲ ｱﾔ 千葉県
5624 坂本　恵理  0:27:3920 ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 千葉県
5605 宮崎　佳代子  0:27:4721 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県
5613 小島　裕美  0:27:5522 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 千葉県
5669 金坂　めぐみ  0:28:3823 ｶﾈｻｶ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
5607 篠塚　司  0:28:4124 ｼﾉﾂｶ ﾂｶｻ 千葉県
5636 鈴木　裕子  0:29:1025 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 千葉県
5655 末吉　千穂美  0:29:33光武会26 ｽｴﾖｼ ﾁﾎﾐ 千葉県
5676 山下　幸子  0:29:46チーム誉田27 ﾔﾏｼﾀ ｻﾁｺ 千葉県
5604 山田　了子  0:30:0228 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 千葉県
5661 冨田　真紀  0:30:0429 ﾄﾐﾀ ﾏｷ 千葉県
5603 小関　啓子  0:30:0630 ｵｾﾞｷ ｹｲｺ 千葉県
5683 國本　貴久  0:30:2131 ｸﾆﾓﾄ ｷｸ 千葉県
5614 笹野　千恵子  0:30:2332 ｻｻﾉ ﾁｴｺ 千葉県
5606 美呂津　昌子  0:30:2933 ﾐﾛﾂ ﾏｻｺ 千葉県
5653 岩田　京子  0:30:4334 ｲﾜﾀ ｹｲｺ 神奈川県
5675 津川　香織  0:30:5735 ﾂｶﾞﾜ ｶｵﾘ 千葉県
5681 松本　由樹子  0:31:3036 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 東京都
5611 竹内　和子  0:31:3237 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｺ 千葉県
5673 重田　智恵子  0:31:4038 ｼｹﾞﾀ ﾁｴｺ 千葉県
5666 大山　徳子  0:32:09勝正館39 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｺ 千葉県
5618 加瀬　洋子  0:32:3340 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県
5670 本田　明美  0:32:36国際理工ＡＣ41 ﾎﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 千葉県
5677 佐藤　幸子  0:32:4642 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 千葉県
5629 高橋　幸子  0:33:0043 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 千葉県
5668 伊藤　理絵  0:33:02妖怪マラソン陸上部44 ｲﾄｳ ﾘｴ 茨城県
5630 高木　絹代  0:33:0245 ﾀｶｷﾞ ｷﾇﾖ 千葉県
5662 加藤　照美  0:33:0546 ｶﾄｳ ﾃﾙﾐ 千葉県
5649 青柳　麻弥  0:33:20ウレシイ信金47 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾔ 千葉県
5656 島田　宏子  0:33:2548 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ 千葉県
5660 佐野　五十鈴  0:33:3049 ｻﾉ ｲｽｽﾞ 千葉県
5622 窪谷　靖子  0:34:0650 ｸﾎﾞﾉﾔ ﾔｽｺ 茨城県
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5km女子40歳以上の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

5641 加藤　忍  0:34:07モンチッチＡＣ51 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 千葉県
5626 遠藤　美智子  0:34:2852 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｺ 千葉県
5664 川島　正美  0:34:30サンワーク53 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾐ 千葉県
5645 坂口　和子  0:35:00マロニーズ54 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ 千葉県
5663 渡邉　亜紀子  0:36:1855 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 千葉県
5648 花沢　祥子  0:36:4756 ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 千葉県
5616 人見　真澄  0:36:49とにかく走ろう57 ﾋﾄﾐ ﾏｽﾐ 茨城県
5651 太田　扶美子  0:38:01問屋町58 ｵｵﾀ ﾌﾐｺ 千葉県
5684 川島　知紗  0:38:3859 ｶﾜｼﾏ ﾁｻ 千葉県
5646 村松　和子  0:39:13マロニーズ60 ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞｺ 千葉県
5602 花香　美津子  0:39:31チームマツオカ61 ﾊﾅｶ ﾐﾂｺ 千葉県
5680 松原　真紀  0:39:5362 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｷ 千葉県
5628 藤岡　里美  0:40:0063 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 千葉県
5672 武石　淳子  0:42:01ケアるが64 ﾀｹｲｼ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
5644 松原　秀美  0:42:07マロニーズ65 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾐ 千葉県
5657 鈴木　恵美  0:44:3166 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 千葉県

Print : 2016/02/11 18:43:10 11 / 11 ページ Official Timer & Result By RECS


