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1 10011 戸澤 佳祐 ﾄｻﾞﾜ ｹｲｽｹ チームおっさん 東京都 0:33:43
2 10006 草野 翔平 ｸｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 神栖ＴＣ 茨城県 0:34:50
3 10009 山口 充 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 神栖ＴＣ 茨城県 0:35:00
4 10003 荒木 裕太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 橋本タイル工事店 千葉県 0:35:18
5 10047 横山 直矢 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵﾔ 旭市 千葉県 0:36:00
6 10626 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉県 0:36:20
7 10018 花澤 歩武 ﾊﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:36:42
8 10037 梶本 和 ｶｼﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 県立千葉中学校 千葉県 0:37:45
9 10024 高木 翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 旭二中 千葉県 0:38:18

10 10036 三河 淳一 ﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:38:48
11 10014 永峰 到 ﾅｶﾞﾐﾈ ｲﾀﾙ ＡＣＴＯＫＥ 千葉県 0:38:58
12 10038 千徳 恒憲 ｾﾝﾄｸ ﾂﾈﾉﾘ 東京都 0:39:08
13 10012 花澤 明日斗 ﾊﾅｻﾞﾜ ｱｽﾄ 千葉県 0:39:08
14 10079 駒崎 智昭 ｺﾏｻﾞｷ ﾁｱｷ 千葉県 0:39:14
15 10029 峯岸 光 ﾐﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 埼玉学園大学 群馬県 0:39:21
16 10059 仲田 司 ﾅｶﾀ ﾂｶｻ 千葉県 0:40:03
17 10017 木内 朝哉 ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ ＳＨＲ 千葉県 0:41:02
18 10057 佐藤 修司 ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 0:41:42
19 10381 栗原 秀 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳ 千葉県 0:41:49
20 10073 江波戸 秀幸 ｴﾊﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:41:59
21 10015 永峰 陽彩 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋｲﾛ 土気ＡＣ 千葉県 0:42:23
22 10001 石毛 孝一 ｲｼｹﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:43:04
23 10129 金子 卓未 ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 千葉県 0:43:24
24 10215 紺野 恵次 ｺﾝﾉ ｹｲｼﾞ チーム丘山 千葉県 0:43:41
25 10177 高木 康平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ 旭二中 千葉県 0:43:46
26 10627 内山 直紀 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 千葉県 0:43:54
27 10080 土屋 心之介 ﾂﾁﾔ ｼﾝﾉｽｹ 茨城県 0:44:23
28 10100 小川 晃輝 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 八日市場第２中学校 千葉県 0:44:50
29 10004 岡田 洋輔 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:45:29
30 10050 林 正教 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 0:45:39
31 10128 綾部 庸輔 ｱﾔﾍﾞ ﾖｳｽｹ ポンポコたぬきーず 千葉県 0:45:40
32 10622 浅野 淳 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 千葉県 0:45:46
33 10120 三次 耕平 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 0:45:50
34 10039 三上 良輔 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 0:46:36
35 10092 三輪 達哉 ﾐﾜ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:46:41
36 10063 田中 仁太朗 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾀﾛｳ チーム誉田 千葉県 0:47:09
37 10197 高根 幸弥 ﾀｶﾈ ﾕｷﾔ 千葉県 0:47:18
38 10021 松田 渉 ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 佐原高校 千葉県 0:47:21
39 10636 加瀬 真吾 ｶｾ ｼﾝｺﾞ 千葉県 0:47:39
40 10370 向後 志優 ｺｳｺﾞ ｼﾕｳ 千葉県 0:47:41
41 10238 富井 優心 ﾄﾐｲ 千葉県 0:47:42
42 10103 常世田 光広 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 0:47:45
43 10262 古川 晃大 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 銚子商工信組ＲＣ 千葉県 0:48:05
44 10226 御所脇 充 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ カ）タクマテクノス 茨城県 0:48:20
45 10632 山崎 佑樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千葉県 0:48:24
46 10237 髙橋 孝介 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉県 0:48:35
47 10386 水町 洋介 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:48:51
48 10109 宮口 拓馬 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 千葉県 0:49:00
49 10388 梅林 寛人 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 神奈川県 0:49:08
50 10183 谷脇 海斗 ﾀﾆﾜｷ ｶｲﾄ 千葉県 0:49:12

2019/02/03



第30回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

10km男子39歳以下

Print: 2019/02/17 06:11:09 2 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

51 10376 吉岡 優希 ﾖｼｵｶ 銚子ＳＳＳ 千葉県 0:49:13
52 10454 和田 圭介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 0:49:16
53 10165 藤﨑 蓮寿 ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝｼﾞｭ 千葉県 0:49:18
54 10145 片野 光 ｶﾀﾉ ﾋｶﾙ 千葉県 0:49:23
55 10141 菅 智茂 ｶﾝ ﾄﾓｼｹﾞ パラボラ 茨城県 0:49:29
56 10423 和田 直之 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 千葉県 0:49:31
57 10153 鈴木 靖昂 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 千葉県 0:49:36
58 10105 高野 収浩 ﾀｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:49:37
59 10219 植月 義博 ｳｴﾂｷ ﾖｼﾋﾛ 東洋合成工業 千葉県 0:49:43
60 10126 川口 翔大 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 千葉県 0:49:48
61 10308 鷹箸 飛鳥 ﾀｶﾉﾊｼ ｱｽｶ 千葉県 0:50:00
62 10309 北川 雄太 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉県 0:50:00
63 10265 渡辺 優也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉県 0:50:20
64 10402 加瀬 喬平 ｶｾ ｷｮｳﾍｲ 千葉県 0:50:25
65 10246 阿部 美杜 ｱﾍﾞ ﾖｼﾄ 千葉県 0:50:55
66 10232 安藤 勝真 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾏ 千葉県 0:51:01
67 10368 椎名 健人 ｼｲﾅ ｹﾝﾄ 千葉県 0:51:10
68 10449 林 優希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 千葉県 0:51:12
69 10106 林 弘將 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 0:51:13
70 10211 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:51:18
71 10620 山口 健一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:51:47
72 10218 下村 泰輝 ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 千葉県 0:52:00
73 10438 佐藤 嶺太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:52:06
74 10125 渡辺 亮祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 0:52:14
75 10167 浅野 友広 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ デビルＦＣ 千葉県 0:52:28
76 10608 吉田 統太 ﾖｼﾀﾞ ﾄｳﾀ 千葉県 0:52:30
77 10163 内田 優一 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉県 0:52:34
78 10303 石橋 昭彦 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾋｺ 千葉県 0:53:01
79 10391 伊東 卓弥 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 千葉県 0:53:02
80 10108 天野 兼士郎 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾛｳ 千葉県 0:53:40
81 10452 阿部 祥悟 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 匝瑳高校山岳部 千葉県 0:53:42
82 10460 石井 琢也 ｲｼｲ ﾀｸﾔ 東京都 0:53:50
83 10225 倉田 弘 ｸﾗﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 0:54:09
84 10313 宮内 翔太 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾀ 茨城県 0:54:16
85 10312 穂積 将男 ﾎﾂﾞﾐ ﾏｻｵ 千葉県 0:54:16
86 10383 鮒田 忠治 ﾌﾅﾀﾞ ﾀﾀﾞﾊﾙ 城北高校 東京都 0:54:34
87 10272 加瀬 彰伸 ｶｾ ｱｷﾉﾌﾞ 千葉県 0:54:48
88 10345 宮崎 光照 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ 千葉県 0:54:52
89 10390 田中 翔 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 埼玉県 0:54:58
90 10372 鵜澤 智也 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 旭市消防本部 千葉県 0:55:00
91 10170 髙橋 隼人 ﾀｶﾊｼ 茨城県 0:55:05
92 10434 山口 賢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ ＴＢＷＦ 千葉県 0:55:09
93 10243 鈴木 純平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 0:55:35
94 10292 中山 優輝 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 三井住友銀行 千葉県 0:55:45
95 10296 枝松 寛弥 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾋﾛﾔ 三井住友銀行 千葉県 0:55:45
96 10642 中村 益史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｽﾌﾐ 千葉県 0:55:50
97 10477 川上 総士 ｶﾜｶﾐ ｿｳｼ 千葉県 0:56:10
98 10325 猪爪 宏和 ｲﾉﾂﾒ ﾋﾛｶｽﾞ 東洋合成工業 千葉県 0:56:36
99 10633 大井 篤 ｵｵｲ ｱﾂｼ 千葉県 0:56:39

100 10635 井上 大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 千葉県 0:56:47

2019/02/03



第30回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

10km男子39歳以下

Print: 2019/02/17 06:11:09 3 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

101 10420 太田 真樹 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 東京都 0:56:59
102 10208 平野 景樹 ｹｲｼﾞｭ ﾋﾗﾉ 東洋合成工業 千葉県 0:57:08
103 10328 林 宙生 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ ランフォーユー 千葉県 0:57:12
104 10513 関川 健 ｾｷｶﾞﾜ ﾀｹｼ 千葉県 0:57:28
105 10599 石渡 宏明 ｲｼﾜﾀ ﾋﾛｱｷ フィニッシャーリース 千葉県 0:57:48
106 10168 平津 武志 ﾋﾗﾂ ﾀｹｼ デビルＦＣ 千葉県 0:57:49
107 10474 田崎 正通 ﾀｻｷ ﾏｻﾐﾁ 茨城県 0:57:59
108 10401 飯田 啓太 ｲｲﾀﾞ ｹｲﾀ 白戸次郎 千葉県 0:58:05
109 10535 荒井 貴徳 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ ロザリオの聖母会 千葉県 0:58:33
110 10451 石原 怜史 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ 東洋合成工業 千葉県 0:58:35
111 10491 松井 淳樹 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 0:58:48
112 10289 田中 行彦 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋｺ 三井住友銀行 東京都 0:58:49
113 10347 石井 孝洋 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:59:23
114 10200 梶山 隆章 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県 0:59:31
115 10426 多田 友也 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥喜 千葉県 0:59:36
116 10459 押尾 秀 ｵｼｵ ｼｭｳ 千葉県 0:59:40
117 10489 守 龍一 ﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 0:59:40
118 10127 川口 達也 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:00:12
119 10432 石毛 達郎 ｲｼｹﾞ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 1:01:12
120 10475 坂尾 隆治 ｻｶｵ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 1:01:23
121 10538 飯島 義稀 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｷ 千葉県 1:01:26
122 10396 宇夫形 浩佳 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛﾖｼ ＴＲＣ 千葉県 1:01:31
123 10439 大木 一泰 ｵｵｷ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:01:36
124 10578 小林 和樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 千葉県 1:01:40
125 10118 吉田 大気 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ 駅伝マスターズ 愛知県 1:01:42
126 10519 山本 義昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 東洋合成工業 東京都 1:01:46
127 10443 宮澤 智宏 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:01:48
128 10524 成川 貢一 ﾅﾘｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:01:53
129 10321 渡辺 喜史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 千葉県 1:01:59
130 10634 髙川 智啓 ﾀｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:02:44
131 10053 吉岡 宗汰 ﾖｼｵｶ ｿｳﾀ 千葉県 1:02:51
132 10293 城山 晃典 ｼﾛﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 三井住友銀行 東京都 1:02:52
133 10537 林 優吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 千葉県 1:02:55
134 10587 宇井 祐太 ｳｲ ﾕｳﾀ 千葉県 1:02:56
135 10616 有坂 翔太 ｱﾘｻｶ ｼｮｳﾀ 銚子ＬＣ 東京都 1:03:02
136 10290 大野 広顕 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ 三井住友銀行 東京都 1:03:17
137 10589 鮒田 慈治 ﾌﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 立教池袋中学 東京都 1:03:25
138 10501 菅谷 和也 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:03:52
139 10536 曽我部 和輝 ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞｷ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:03:54
140 10592 江幡 樹 ｴﾊﾞﾀ ﾀﾂｷ 千葉県 1:04:19
141 10236 溝田 優太朗 ﾐｿﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 1:04:46
142 10566 石井 敬人 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:04:46
143 10382 小滝 優真 ｺﾀｷ ﾕｳﾏ 千葉県 1:06:13
144 10465 平石 直輝 ﾋﾗｲｼ ﾅｵｷ 千葉銀行 千葉県 1:06:24
145 10603 杉原 毅 ｽｷﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 千葉県 1:06:27
146 10445 大木 優作 ｵｵｷ ﾕｳｻｸ 千葉県 1:06:34
147 10377 山口 主馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:06:50
148 10352 武藤 空多 ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千葉県 1:06:58
149 10406 大塚 奏空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ ちはら台桜小 千葉県 1:06:59
150 10399 吉岡 建汰 ﾖｼｵｶ ｹﾝﾀ 千葉県 1:07:26
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151 10166 上原 裕二 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｼﾞ デビル ＦＣ 千葉県 1:08:10
152 10591 石橋 賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ （株）Ｃ＆Ｄ 千葉県 1:08:13
153 10483 加瀬 裕希 ｶｾ ﾋﾛｷ 千葉県 1:08:13
154 10615 石井 真也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 千葉県 1:08:23
155 10573 白浜 彰 ｼﾗﾊﾏ ｱｷﾗ 葵精機 千葉県 1:08:44
156 10614 小泉 康之 ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾕｷ 千葉銀行 千葉県 1:10:01
157 10526 戸田 彰 ﾄﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉県 1:13:08
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