
ハーフ みどり会 男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1    14 ｳｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 植嶋　大地 北海道 札幌市 (株)建設技術研究所 01:19:14.

    2   117 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 佐藤　駿太 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 01:19:40.

    3   125 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾔ 高嶌　凌也 神奈川県 横浜市 (株)日新 01:20:33.

    4   101 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 小池　裕介 千葉県 船橋市 三菱HCキャピタル 01:21:20.

    5    16 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 吉田　利幸 神奈川県 川崎市 (コスモエネルギーHD)ＣＢＡ財01:21:45.

    6   118 ﾜｶﾅ ﾀﾀﾞｵ 若菜　忠夫 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 01:24:52.

    7    27 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 松村　泰伸 埼玉県 上尾市 東京セキスイファミエス(株)　01:26:03.

    8    23 ﾀｼﾛ ﾀｶﾉﾘ 田城　孝規 東京都 日野市 ㈱ジェーシービー 01:26:18.

    9    43 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾏ 藤河　諒真 神奈川県 川崎市 双日㈱日商エレクトロニクス株01:26:42.

   10    47 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 木村　隆二 神奈川県 川崎市 双日㈱日商エレクトロニクス株01:28:19.

   11   124 ｶﾜｻｷ ﾐｷｵ 川崎　幹男 千葉県 八千代市 積水ハウス 01:30:13.

   12    98 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 岡田　健太郎 埼玉県 さいたま市 三菱HCキャピタル 01:30:36.

   13    15 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 原　大輔 埼玉県 草加市 (株)建設技術研究所 01:30:40.

   14    95 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 森下　智秀 埼玉県 桶川市 三菱HCキャピタル 01:31:19.

   15    56 ｶﾜｿﾞｴﾃﾂｵ 川添哲男 埼玉県 さいたま市 損保ジャパン 01:32:27.

   16    11 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 森本　祥之 茨城県 神栖市 ㈱大林組 01:33:11.

   17    24 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋｻｵ 藤本　久雄 千葉県 流山市 積水化学工業（株） 01:33:27.

   18    21 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 千葉　隆一 神奈川県 川崎市 (コスモエネルギーHD)ＣＯＭ流01:33:59.

   19     2 ﾋﾛｾ ﾏｻﾄｼ 廣瀬　匡利 東京都 江東区 ＴＩＳ（株） 01:36:11.

   20   126 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｲｻｸ 柳田　維作 東京都 千代田区 (株)日新 01:36:35.

   21    19 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ 牧野　尚也 千葉県 市原市 (コスモエネルギーHD)ＣＯＣ千01:37:03.

   22   112 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 松田　崇裕 東京都 中央区 株式会社三菱ＵＦＪ銀行01:38:11.

   23   105 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 高橋　建太郎 東京都 港区 三菱UFJリサーチ＆コンサルテ01:38:46.

   24     3 ｱｻｶ ﾉｿﾞﾑ 朝賀　望 神奈川県 横浜市 ＴＩＳ（株）グループ社員01:38:55.

   25    55 ﾅｶﾆｼﾔｽﾀｶ 中西泰隆 神奈川県 横浜市 双日オートグループ東京01:39:02.

   26    13 ﾅｶﾞｵｶ ﾗｲﾀ 長岡　雷太 東京都 調布市 (株)建設技術研究所 01:39:26.

   27    65 ｲﾓﾄ ｺｳﾍｲ 井本　孝平 神奈川県 川崎市 帝人ファーマ㈱ 01:39:44.

   28   123 ﾂｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 辻田　憲吾 東京都 小平市 積水ハウス株式会社 01:39:47.

   29   128 ﾊﾔｼ ﾉ 林　野 東京都 江戸川区 日立造船株式会社 01:39:56.

   30   116 ｳﾒｻﾞﾜ ﾉﾘｵ 梅澤　典男 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 01:40:03.

   31   127 ｺｼﾞﾏ ｾﾝﾉｽｹ 小島　千之介 東京都 千代田区 (株)日新 01:40:20.

   32   103 ﾅｶﾞﾖｼ ｹｲｲﾁ 永吉　敬一 東京都 世田谷区 三菱HCキャピタル 01:40:41.

   33    93 ｶﾉ ﾖｼｶｽﾞ 加野　賢一 東京都 江戸川区 三菱HCキャピタル 01:40:47.

   34   120 ﾄﾞｳｶﾞｷ ﾂﾄﾑ 堂垣　勉 東京都 多摩市 三菱UFJ信託銀行 01:42:14.

   35    96 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 早川　徹也 神奈川県 相模原市 三菱HCキャピタル 01:42:45.

   36    17 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 阿部　正樹 埼玉県 吉川市 (コスモエネルギーHD)ＣＯＣ中01:42:57.

   37    68 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 小林　正樹 神奈川県 横浜市 東洋カーマックス株式会社01:42:57.

   38     4 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 松永　格 東京都 多摩市 ＵＢＥ 01:44:01.

   39    37 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋｻ 鈴木　裕久 神奈川県 川崎市 双日建材株式会社 01:44:13.

   40    20 ﾐﾌﾈ ﾖｼｶｽﾞ 三舩　善和 神奈川県 川崎市 (コスモエネルギーHD)ＣＯＭ販01:44:32.

   41    78 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 鈴木　建治 東京都 葛飾区 株式会社マンダム 01:44:40.

   42   129 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 和泉　貴洋 東京都 杉並区 帝人エージェンシー 01:45:06.

   43    41 ｻｻﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 笹平　隆 東京都 板橋区 双日ジェクト株式会社 01:45:34.

   44    75 ﾀｹﾐﾔ ﾅｵﾕｷ 武宮直之 神奈川県 横浜市 フルサト･マルカHD　フルサト01:46:27.

   45   104 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 上田　博文 神奈川県 横浜市 三菱HCキャピタル 01:46:28.

   46    25 ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 石島　勇治 東京都 新宿区 積水化学工業（株） 01:46:40.

   47    82 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾙ 久保田　満 東京都 八王子市 三菱UFJモルガン・スタンレー01:46:56.

   48   110 ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾀｶ 角田　裕 神奈川県 横浜市 三菱ＵＦＪ銀行 01:47:13.

   49     9 ﾀﾆｸﾞﾁｶｽﾞﾕｷ 谷口和之 東京都 杉並区 ㈱大林組 01:47:16.

   50     1 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 原　浩治 東京都 世田谷区 株式会社ECC 01:47:37.
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   51    33 ｸﾎﾞ ｼﾝｴｲ 久保　伸英 東京都 練馬区 双日食料株式会社 01:47:57.

   52   111 ﾐｽﾞｵﾁ ﾀｹｼ 水落　健 東京都 江東区 三菱ＵＦＪ銀行 01:48:23.

   53   102 ｲｼｲ ｱﾂｼ 石井　敦 埼玉県 川口市 三菱HCキャピタル 01:48:33.

   54    22 ﾜﾀﾞﾐ ﾉﾌﾞﾔｽ 和田見　暢康 東京都 板橋区 ㈱ジェーシービー 01:49:15.

   55    63 ｲｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 石原　繁 東京都 小金井市 帝人㈱ 01:49:35.

   56    36 ｺﾏﾂﾉﾌﾞ ﾋﾛ 小松　伸弘 東京都 板橋区 双日ジェクト株式会社 01:49:44.

   57    97 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 小林　剛 千葉県 我孫子市 三菱HCキャピタル 01:49:49.

   58    12 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 鈴木　英之 東京都 江戸川区 (株)建設技術研究所 01:50:01.

   59    71 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 井上　宏司 千葉県 印西市 東洋ビルメンテナンス 01:50:56.

   60    34 ﾔﾊﾀ ｻﾄｼ 八幡　智史 東京都 墨田区 双日㈱ 01:52:18.

   61     5 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 野口　裕之 東京都 杉並区 ＵＢＥ三菱セメント株式会社01:52:59.

   62   115 ｲｼﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 石永　幸司 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 01:53:09.

   63    31 ﾎｿｶﾜ ｱﾗﾀ 細川　新 茨城県 つくば市 双日㈱ 01:53:37.

   64   122 ﾏﾙﾓﾄ ｶｽﾞﾊﾙ 丸本　和治 神奈川県 大和市 積水ハウス株式会社開発事業部01:54:44.

   65     7 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 佐藤　祐輔 東京都 清瀬市 ㈱大林組 01:55:28.

   66   109 ﾎﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 堀本　敏博 東京都 杉並区 三菱UFJリサーチ＆コンサルテ01:56:09.

   67   119 ﾌｸｵｶ ﾏｻｽﾞﾐ 福岡　正純 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 01:56:30.

   68     8 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 吉田　陽一 埼玉県 志木市 ㈱大林組 01:56:48.

   69   130 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ 川口　明男 東京都 品川区 ㈱くろがね工作所 01:57:38.

   70   108 ﾁｶﾏ ﾔｽﾌﾐ 近間　泰史 東京都 大田区 三菱UFJリサーチ＆コンサルテ01:58:14.

   71    92 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 髙野　宏之 千葉県 四街道市 三菱HCキャピタル 01:58:33.

   72    59 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 田中　健一 神奈川県 横浜市 大同生命 01:59:05.

   73    94 ｲﾁｶﾜ ｺｳｼﾞ 市川　興治 東京都 清瀬市 三菱HCキャピタル 01:59:30.

   74    83 ｶｻｲ ｹﾝﾀ 笠井　健太 神奈川県 川崎市 三菱UFJモルガン・スタンレー01:59:55.

   75    67 ｲｿﾉ ｱｷｵ 磯野　彰夫 東京都 清瀬市 株式会社トーコー 02:00:24.

   76    18 ｸﾄﾞｳﾉﾌﾞｱｷ 工藤伸明 神奈川県 横浜市 (コスモエネルギーHD)ＣＥＨ法02:00:33.

   77    72 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 中田　敬祥 埼玉県 さいたま市 東洋ビルメンテナンス 02:00:57.

   78   113 ﾔｼﾛ ｻﾄｼ 家城　聡 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 02:01:48.

   79    79 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 天野　健治 東京都 八王子市 三菱UFJモルガン・スタンレー02:02:17.

   80    51 ﾊﾏｷ ﾐﾂﾋﾛ 濱木　光宏 東京都 世田谷区 双日建材株式会社 02:03:05.

   81   121 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 小松　和博 千葉県 松戸市 積水ハウス東京城東SHM 02:04:01.

   82    53 ﾂﾁﾔ ｺｳｲﾁ 土屋　康一 千葉県 船橋市 双日建材株式会社 02:05:01.

   83    35 ﾃﾗｼﾏ ﾀｶﾕｷ 寺嶋　孝之 東京都 大田区 双日ジェクト株式会社 02:05:12.

   84    73 ﾈｷﾞｼ ｿｳ 根岸　壮 長野県 松本市 フルサト･マルカHD　株式会社02:09:51.

   85    76 ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀ 土屋　健太 東京都 江東区 株式会社マンダム 02:09:59.

   86    38 ﾊﾂﾀ ｼﾞｮｳ 初田　穣 東京都 千代田区 双日㈱ 02:11:36.

   87    85 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 谷口　定信 茨城県 水戸市 三菱UFJモルガン・スタンレー02:11:58.

   88    62 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾉﾘ 大竹　良典 東京都 小平市 帝人㈱ 02:12:54.

   89    58 ﾕﾉｸﾁ ﾅｵ 湯ノ口　直 東京都 武蔵野市 損保ジャパン 02:12:56.

   90    81 ﾀﾆ ﾘｮｳﾀﾛｳ 谷　諒太郎 神奈川県 横浜市 三菱UFJモルガン・スタンレー02:13:35.

   91    57 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 原田　靖之 埼玉県 所沢市 損保ジャパン 02:22:01.


