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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

1 10003 高根 悠希 ﾀｶﾈ ﾕｳｷ 成田高校 茨城県 0:31:23
2 10036 初田 龍星 ﾊﾂﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨県 0:32:16
3 10005 髙尾 啓太朗 ﾀｶｵ ｹｲﾀﾛｳ 旭市立第二中学校 千葉県 0:32:32
4 10002 松尾 翔太 ﾏﾂｵ ｼｮｳﾀ 成田高校 千葉県 0:32:59
5 10011 平野 亮 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 日本体育大学柏高校 千葉県 0:33:33
6 10004 大橋 陽 ｵｵﾊｼ ﾖｳ 栃木県 0:33:42
7 10007 草野 翔平 ｸｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 0:33:46
8 10006 荒木 裕太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 橋本タイル工事店 千葉県 0:33:58
9 10012 小堀 優太 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ 茨城県 0:34:01

10 10014 中川 大 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲ 国際医療福祉大学 千葉県 0:34:11
11 10013 橋本 直也 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 市立銚子高校教員 千葉県 0:34:23
12 10009 大森 陸登 ｵｵﾓﾘ ﾘｸﾄ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:35:27
13 10008 栗原 秀 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳ 千葉県 0:35:53
14 10010 野口 直人 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 駒大ＡＣ 神奈川県 0:36:35
15 10018 高木 翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 市立銚子高校 千葉県 0:36:45
16 10020 永峰 陽彩 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋｲﾛ 土気南中 千葉県 0:36:46
17 10017 西廣 悠利 ﾆｼﾋﾞﾛ ﾕｳﾘ 小見川中学校 千葉県 0:36:58
18 10023 美呂津 健人 ﾐﾛﾂ ｹﾝﾄ 千葉県 0:37:07
19 10001 落石 悠太 ｵﾁｲｼ ﾕｳﾀ 土気ＡＣ 千葉県 0:37:19
20 10602 根本 蒼大 ﾈﾓﾄ ｿｳﾀ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:37:38
21 10031 七五三 昌樹 ｼﾒ ﾏｻｷ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:37:58
22 10025 梶本 和 ｶｼﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 県立千葉中 千葉県 0:38:04
23 10028 田中 琉之介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 土気南 千葉県 0:38:37
24 10022 大柳 海翔 ｵｵﾔﾅｷﾞ ｶｲﾄ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:38:37
25 10029 三次 耕平 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 0:39:07
26 10016 玉造 海聖 ﾀﾏﾂｸﾘ ｶｲｾｲ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:39:37
27 10034 高木 康平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ 旭二中 千葉県 0:39:49
28 10037 宮内 拓海 ﾐﾔｳﾁ ﾀｸﾐ 千葉県 0:40:15
29 10038 菅谷 梨輝 ｽｶﾞﾔ ﾘｷ 千葉県 0:40:20
30 10026 安藤 正紀 ｱﾝﾄﾞｳ 千葉県 0:40:51
31 10035 仲田 司 ﾅｶﾀ ﾂｶｻ 匝瑳消防署 千葉県 0:41:09
32 10021 西村 幸浩 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 三井住友銀行 東京都 0:43:14
33 10081 山崎 舜矢 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 千葉県 0:43:31
34 10080 林 優希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 千葉県 0:43:34
35 10049 高根 幸弥 ﾀｶﾈ ﾕｷﾔ 千葉県 0:44:54
36 10032 川和 優斗 ｶﾜﾜ ﾕｳﾄ 千葉県 0:44:56
37 10053 石毛 春毅 ｲｼｹﾞ ﾊﾙｷ ウナカミチュウ 千葉県 0:45:18
38 10041 加藤 澄海 ｶﾄｳ ｱｵ ウナカミチュウ 千葉県 0:45:19
39 10039 植田 修也 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 千葉県 0:45:28
40 10096 谷脇 海斗 ﾀﾆﾜｷ ｶｲﾄ 千葉県 0:45:42
41 10051 遠藤 凌玖 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｸ ウナカミチュウ 千葉県 0:46:01
42 10061 島田 晃太朗 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ウナカミチュウ 千葉県 0:46:05
43 10045 富田 佳輝 ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ ＳＲＣ 千葉県 0:46:31
44 10058 伊藤 海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 埼玉県 0:46:55
45 10030 林 治希 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 千葉県 0:47:22
46 10027 飯島 陵平 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 0:47:28
47 10048 江ヶ﨑 柔 ｴｶﾞｻｷ ﾔﾜﾗ 千葉県 0:47:28
48 10060 林 亮 ﾊﾔｼ ﾘｮｳ ウナカミチュウ 千葉県 0:47:52
49 10090 並木 涼介 ﾅﾐｷ ﾘｮｳｽｹ ソフトオンデマンド 千葉県 0:48:15
50 10098 中山 海樹 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂｷ 千葉県 0:48:40

2020/02/02



第31回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

10km男子29歳以下

Print: 2020/02/05 11:43:49 2 / 2 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 10094 寺井 衛 ﾃﾗｲ ﾏﾓﾙ 千葉県 0:48:47
52 10047 蓮見 颯太 ﾊｽﾐ ｿｳﾀ 千葉県 0:48:52
53 10046 淺倉 佑介 ｱｻｸﾗ ﾕｳｽｹ 横河楽走クラブ 千葉県 0:50:01
54 10064 岡田 直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 茨城県 0:50:19
55 10074 古川 晃大 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:51:17
56 10044 宮下 大樹 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｷ 千葉県 0:51:21
57 10056 岩瀬 純哉 ｲﾜｾ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県 0:52:00
58 10052 浪川 瑛介 ﾅﾐｶﾜ ｴｲｽｹ ウナカミチュウ 千葉県 0:52:14
59 10043 宮口 拓馬 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 千葉県 0:52:33
60 10088 豊田 麟太郎 ﾄﾖﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 三井住友銀行 東京都 0:52:40
61 10067 椎名 健人 ｼｲﾅ ｹﾝﾄ 千葉県 0:52:41
62 10083 下村 泰輝 ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 千葉県 0:52:52
63 10055 渡辺 亮祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 0:53:02
64 10042 鈴木 諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 千葉県 0:53:03
65 10068 名内 晴人 ﾅｳﾁ ﾊﾙﾄ ウナカミチュウ 千葉県 0:54:43
66 10071 土屋 夢叶 ﾂﾁﾔ ﾕﾒﾄ ウナカミチュウ 千葉県 0:55:36
67 10100 外山 大地 ﾄﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 0:55:45
68 10099 外山 太陽 ﾄﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 千葉県 0:55:45
69 10069 多田 明永 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾄ 旭市立海上中学校 千葉県 0:55:52
70 10079 服部 浩明 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｱｷ ＳＲＣ 千葉県 0:56:18
71 10059 向後 颯馬 ｺｳｺﾞ ﾌｳﾏ 千葉県 0:56:19
72 10078 髙安 優輔 ﾀｶﾔｽ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:56:46
73 10089 宮原 章吾 ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:57:28
74 10082 坂尾 隆治 ｻｶｵ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 0:57:44
75 10062 林 宙生 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 千葉県 0:57:54
76 10084 田崎 正通 ﾀｻｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 0:58:26
77 10065 守 龍一 ﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 0:59:38
78 10086 石橋 敦史 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾂｼ 三井住友銀行 千葉県 1:02:05
79 10085 押尾 秀 ｵｼｵ ｼｭｳ 千葉県 1:03:09
80 10075 宮木 拓也 ﾐﾔｷ ﾀｸﾔ 千葉県 1:03:54
81 10097 石井 典輝 ｲｼｲ ﾉﾘｷ 千葉県 1:03:55
82 10066 武藤 空多 ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千葉県 1:04:29
83 10076 藤村 拓未 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾐ 千葉県 1:04:43
84 10063 菅谷 拓真 ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾏ 千葉県 1:05:44
85 10070 木村 優月 ｷﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ウナカミチュウ 千葉県 1:05:56
86 10093 石井 敬人 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:06:34
87 10073 戸村 政信 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:08:16
88 10072 山口 主馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:09:01
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