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1 10008 座間 保成 ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ ＪＲ東日本千葉 千葉県 0:34:04
2 10086 落石 大介 ｵﾁｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:36:38
3 10019 川嶋 孝之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ ＡＣ山武 千葉県 0:37:05
4 10028 堀内 康寛 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽﾋﾛ ＲＸＬ＋ 千葉県 0:37:24
5 10030 高橋 幹也 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ 秋篠走友会 千葉県 0:37:37
6 10020 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 0:38:05
7 10016 武田 和則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 0:38:10
8 10033 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ メク走 千葉県 0:38:43
9 10041 米木 崇 ﾖﾈｷ ﾀｶｼ ＡＣ土気 千葉県 0:39:22

10 10025 鈴木 一治 ｽｽﾞｷ ｲﾁｼﾞ 埼玉県 0:40:28
11 10600 小関 浩 ｺｾｷ ﾋﾛｼ シャア専用 茨城県 0:40:31
12 10055 春山 隆 ﾊﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 大井ＲＣ 埼玉県 0:40:37
13 10027 戸田 武史 ﾄﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 0:41:21
14 10049 出田 昌隆 ﾃﾞﾀﾞ 東京都 0:41:35
15 10054 木内 和好 ｷｳﾁ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 0:42:22
16 10111 本松 憲一 ﾓﾄﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:42:26
17 10150 坂尾 裕介 ｻｶｵ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:42:32
18 10275 山口 靖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ 千葉県 0:43:03
19 10083 須田 貢 ｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 0:43:11
20 10088 石川 勝蔵 ｲｼｶﾜ ｶﾂｿﾞｳ 千葉消防走友会 千葉県 0:44:12
21 10026 辻 弘一 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:44:49
22 10095 山崎 秀雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:44:57
23 10116 秋山 俊順 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 正立産業 茨城県 0:45:49
24 10077 鬼島 利之 ｷｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 万年練習不足 埼玉県 0:45:56
25 10085 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 幸はやぶさ 千葉県 0:46:11
26 10278 宗像 宜久 ﾑﾅｶﾀ ﾖｼﾋｻ 千葉県 0:46:12
27 10203 西崎 申地 ﾆｼｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:46:24
28 10133 知屋城 直樹 ﾁﾔｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 東京都 0:46:31
29 10091 藤林 良一 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ 茨城県 0:46:47
30 10344 高木 研次 ﾀｶｷ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:46:57
31 10143 太田 励 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:47:00
32 10193 藤沢 悦夫 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾂｵ 東京都 0:47:31
33 10122 中臺 格之 ﾅｶﾀﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 東金高校山岳部 千葉県 0:47:35
34 10217 平野 友規 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 千葉県 0:47:47
35 10062 石津 登志也 ｲｼｽﾞ ﾄｼﾔ ＳＳプラント 千葉県 0:48:16
36 10114 立石 久夫 ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ 佐倉陸友会 千葉県 0:48:41
37 10098 大口 晶弘 ｵｵｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 土気ＡＣ 千葉県 0:48:52
38 10060 佐藤 広義 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 新日鐵住金鹿島 茨城県 0:48:53
39 10191 福原 慎介 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝｽｹ 三重県 0:48:54
40 10124 宮川 建吉 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｷﾁ 東洋合成工業 茨城県 0:49:29
41 10395 安齋 一郎 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:49:33
42 10229 山口 秀雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 大成ファインケミカル 千葉県 0:49:35
43 10130 多田 利夫 ﾀﾀﾞ ﾄｼｵ 小見川 千葉県 0:49:47
44 10280 伊藤 正寿 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 上の方と同じ 千葉県 0:49:51
45 10138 清水 武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 爽走会 東京都 0:49:59
46 10135 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 0:50:22
47 10319 大図 修一 ｵｵｽﾞ ｼｭｳｲﾁ オーシュＡＣ 千葉県 0:50:26
48 10146 西ノ宮 正人 ﾆｼﾉﾐﾔ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 0:50:28
49 10393 幸野 恵也 ｺｳﾉ ｹｲﾔ 千葉県 0:50:29
50 10221 鈴木 英之 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:50:33
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51 10637 井上 龍一 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｲﾁ たいよう体操クラブ 千葉県 0:50:48
52 10212 越川 功一 ｺｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:50:59
53 10107 関根 三郎 ｾｷﾈ ｻﾌﾞﾛｳ 千葉県 0:51:05
54 10213 城之内 浩幸 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:51:17
55 10408 中村 和久 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ ヤンチャーズｈｉ 千葉県 0:51:18
56 10139 千野 勝廣 ﾁﾉ ｶﾂﾋﾛ 勝美物流 千葉県 0:51:32
57 10158 加藤 直介 ｶﾄｳ ﾅｵｽｹ 千葉県 0:51:54
58 10223 中山 貴友 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄﾓ レッドホープス応援団 千葉県 0:52:05
59 10520 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 千葉県 0:52:15
60 10266 竹澤 秀昭 ﾀｹｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:52:19
61 10174 塩澤 仁 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 千葉県 0:52:20
62 10403 斎藤 忍 ｻｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ コスミック 千葉県 0:52:20
63 10231 後藤 基良 ｺﾞﾄｳ ｷﾖｼ ＩＯＣ 千葉県 0:52:20
64 10369 向後 重信 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 千葉県 0:52:22
65 10397 狩野 拓史 ｶﾉ ﾀｸｼ テックランナーズ 千葉県 0:52:24
66 10279 渡邉 宗城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈｷ 千葉県 0:52:35
67 10254 宮武 弘幸 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:52:38
68 10159 高瀬 潤 ﾀｶｾ 茨城県 0:52:39
69 10257 橋本 真司 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:53:13
70 10300 土方 浩規 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛｷ 千葉県 0:53:26
71 10172 藤野 修 ﾌｼﾞﾉ ｵｻﾑ おにころ 千葉県 0:53:31
72 10235 本木 忍 ﾓﾄｷ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 0:53:39
73 10144 高橋 康二 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼﾞ 匝瑳市役所 千葉県 0:53:42
74 10357 髙木 俊典 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾉﾘ 千葉県 0:53:44
75 10104 小久保 仁 ｺｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 千葉県 0:53:47
76 10340 後藤 国宏 ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋﾛ ＪＦＥミネラル 千葉県 0:53:49
77 10267 相川 幸夫 ｱｲｶﾜ ﾕｷｵ 千葉県 0:54:01
78 10263 緑川 悟 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 鈍足倶楽部 千葉県 0:54:05
79 10147 有水 宗治 ｱﾘﾐｽﾞ ﾑﾈﾊﾙ ニッポンランナーズ 千葉県 0:54:17
80 10629 林 章雄 ﾊﾔｼ ｱｷｵ 千葉県 0:54:25
81 10185 戸村 光良 ﾄﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ トムラン 千葉県 0:54:26
82 10186 吉野 功 ﾖｼﾉ ｺｳ トムラン 千葉県 0:54:40
83 10176 生方 祐二 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳｼﾞ 千葉地検競走部 千葉県 0:54:40
84 10251 大屋敷 靖 ｵｵﾔｼｷ ﾔｽｼ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:54:56
85 10442 島田 晃宏 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:55:24
86 10427 江頭 一彦 ｴｶﾞｼﾗ ｶｽﾞﾋｺ 鳥喜 千葉県 0:55:28
87 10329 平野 哲夫 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 千葉県 0:55:30
88 10299 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 牛久走友会 茨城県 0:55:33
89 10161 堀越 千里 ﾎﾘｺｼ ﾁｻﾄ 千葉県 0:55:38
90 10336 粟生 健太郎 ｱｵｳ ｹﾝﾀﾛｳ 京葉銀行 千葉県 0:55:40
91 10428 増田 和寛 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥喜 千葉県 0:55:45
92 10546 鈴木 太樹 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞｭ 東京都 0:55:48
93 10450 松井 政和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 0:56:03
94 10424 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 0:56:06
95 10330 加瀨 達也 ｶｾ 千葉県 0:56:27
96 10582 小松 靖浩 ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ チーム小松 千葉県 0:56:43
97 10360 平野 剛 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ 千葉県 0:56:55
98 10429 直江 佳治 ﾅｵｴ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 0:57:00
99 10327 林 偉明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ ランフォーユー 千葉県 0:57:12

100 10252 川和 義則 ｶﾜﾜ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:57:48
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101 10350 加瀬 一四郎 ｶｾ ｶｽﾞｼﾛｳ 千葉県 0:57:49
102 10247 滝川 憲幸 ﾀｷｶﾜ ﾉﾘﾕｷ ■日立化成・鹿 茨城県 0:58:01
103 10204 四釜 弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ 東京都 0:58:12
104 10241 鈴木 孝夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 茨城県 0:58:22
105 10269 篠塚 賢治 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:58:29
106 10337 豊田 昭 ﾄﾖﾀ ｱｷﾗ 千葉県 0:58:31
107 10220 田上 和弘 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ランナーズさんむ 千葉県 0:58:36
108 10274 尾池 伸一 ｵｲｹ ｼﾝｲﾁ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:58:41
109 10227 常世田 敏彦 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 千葉県 0:58:54
110 10333 熊田 正興 ｸﾏﾀﾞ ﾏｻｵｷ 茨城県 0:58:58
111 10411 長谷川 好紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 0:59:05
112 10471 早瀬 文人 ﾊﾔｾ ﾌﾐﾋﾄ 埼玉県 0:59:28
113 10643 田野 英明 ﾀﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:59:48
114 10375 石毛 卓 ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:59:52
115 10379 石毛 淳 ｲｼｹﾞ 千葉県 0:59:57
116 10286 岩﨑 圭一郎 ｲﾜｻｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 三井住友銀行 東京都 1:00:22
117 10378 吉岡 真一 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:00:26
118 10404 岡山 智博 ｵｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:00:39
119 10422 藤原 一男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ ライトランチ 千葉県 1:01:03
120 10590 塩澤 進 ｼｵｻﾞﾜ ｽｽﾑ 千葉県 1:01:20
121 10256 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 1:01:21
122 10467 神田 良平 ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 1:01:25
123 10457 伊藤 彰 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:01:39
124 10270 五味 賢一 ｺﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:01:51
125 10628 石橋 英道 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐﾁ 千葉県 1:02:02
126 10276 篠田 勝久 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 千葉県 1:02:06
127 10306 徳元 秀年 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:02:09
128 10371 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 茨城県 1:02:11
129 10470 小室 芳之 ｺﾑﾛ ﾖｼﾕｷ 茨城県 1:02:12
130 10623 椿 正道 ﾂﾊﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 1:02:22
131 10224 阿部 達 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 1:02:32
132 10410 戸上 忠明 ﾄｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｱｷ ＯＲＴ 東京都 1:02:32
133 10346 佐藤 茂樹 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ ４週８休 千葉県 1:03:10
134 10550 野中 貴仁 ﾉﾅｶ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:03:42
135 10160 石毛 新治 ｲｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ すけごろう 千葉県 1:03:50
136 10189 高橋 誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ チーム走風酔 千葉県 1:04:08
137 10288 中村 渉 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 三井住友銀行 千葉県 1:04:13
138 10230 中村 信也 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ 茨城県 1:04:28
139 10466 渡辺 雅博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:04:52
140 10285 目崎 潤 ﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 三井住友銀行 千葉県 1:04:53
141 10494 網中 修太 ｱﾐﾅｶ ｼｭｳﾀ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:05:12
142 10609 遠藤 正男 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ 潮騒ＲＣ 千葉県 1:06:02
143 10355 林 哲也 ﾊﾔｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:06:21
144 10644 栗城 崇 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 千葉県 1:06:35
145 10180 会野 功一郎 ｶｲﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ Ｐ．Ｕ．ＢＡＣ 千葉県 1:08:54
146 10348 御簾納 浩 ﾐｽﾉ ﾋﾛｼ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:08:55
147 10469 津田 直人 ﾂﾀﾞ ﾅｵﾄ 日本赤十字社 千葉県 1:09:40
148 10476 小倉 剛 ｵｸﾞﾗ ﾀｹｼ 千葉県 1:09:58
149 10571 信田 正義 ｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ のさか学園 千葉県 1:10:16
150 10169 鵜澤 朝雄 ｳｻﾞﾜ ｱｻｵ 千葉県 1:11:12

2019/02/03



第30回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

10km男子40歳～59歳

Print: 2019/02/17 06:11:53 4 / 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

151 10564 鈴木 亮一 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 1:11:14
152 10194 井上 暢之 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ 御宿久保人 千葉県 1:11:37
153 10555 吉田 浩一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ ちばてくてく 千葉県 1:12:00
154 10547 菅谷 之男 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｵ 千葉県 1:12:05
155 10572 詫間 堅司 ﾀｸﾏ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:12:34
156 10416 児島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 東京都 1:12:53
157 10507 国府田 修 ｺｳﾀﾞ ｵｻﾑ 山形県 1:13:19
158 10583 田村 孝二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ チーム小松 千葉県 1:13:26
159 10361 林 直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 千葉県 1:17:08
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