
ハーフ 一般 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  1045 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 児玉　雄介 埼玉県 朝霞市 サーチファーム・ジャパン01:08:43.

    2  1057 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 山田　直樹 埼玉県 入間市 小金井精機製作所 01:09:21.

    3  1055 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳｷ 福元　翔輝 東京都 調布市 明星学園教員 01:12:08.

    4  1065 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 樋口　純平 埼玉県 川口市 彩友陸上クラブ 01:12:54.

    5  1011 ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 西中山　宏 長野県 下諏訪町 大和電機工業株式会社 01:13:05.

    6  1008 ﾉﾑﾗ ﾖｳｽｹ 野村　洋介 神奈川県 横浜市 Ｉ＆Ｈ株式会社 01:17:05.

    7  1016 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 佐々木　元 千葉県 佐倉市 アルフレッサメディカルサービ01:19:13.

    8  1027 ｵｵﾂｶ ﾐﾉﾙ 大塚　稔 栃木県 下野市 東京陸協 01:19:24.

    9  1064 ｴｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 江嶋　康之 埼玉県 さいたま市  無し 01:21:13.

   10  1021 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 内藤　和大 長野県 松本市 ー 01:21:39.

   11  1009 ﾁｼﾏ ﾕｳｼﾞ 千島　悠司 東京都 武蔵野市 千代田化工建設 01:23:54.

   12  1080 ﾔｷﾞ ﾘｭｳﾄ 八木　琉斗 静岡県 藤枝市 静岡県立科学技術高等学校01:25:16.

   13  1074 ｺｶﾂ ﾀﾛｳ 古勝　太朗 東京都 杉並区 会社員 01:25:47.

   14  1003 ｳﾀﾔｼｷ ﾔｽｼ 歌屋敷　靖 東京都 江東区 東京陸協 01:27:36.

   15  1010 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 荒川　英輝 埼玉県 川越市 埼玉県庁 01:29:07.

   16  1035 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 伊藤　謙史 東京都 大田区 愛愛ＲＣ 01:29:17.

   17  1028 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹｲ 栗林　慶 東京都 稲城市 旭ダイヤモンド 01:29:32.

   18  1051 ﾊﾀ ﾖｼｷ 幡　芳樹 東京都 八王子市 みなみ野循環器病院 01:29:45.

   19  1081 ｲｲ ﾀｶﾉﾘ 伊井　孝則 東京都 日野市 ライオンズガーデン 01:30:44.

   20  1013 ｺｳﾉ ｶﾂｱｷ 河野　克昭 東京都 八王子市 東新宿ＨＣ 01:31:08.

   21  1026 ｷｸﾁ ﾖｳｽｹ 菊地　陽祐 埼玉県 所沢市 ＡＣ／ＢＣ 01:31:55.

   22  1079 ﾐﾂｷﾞ ｸﾆﾋｻ 三ツ木　国久 東京都 日野市 スリツリー 01:32:44.

   23  1004 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 小林　信高 東京都 立川市 立川大山郵便局 01:33:59.

   24  1078 ﾁﾊﾞﾅ ﾌｧﾋﾞｵ チバナ　ファビオ 東京都 立川市 アエイ 01:34:32.

   25  1046 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 渡部　隆宏 東京都 中野区 ＬＤＡＲＣ 01:34:41.

   26  1019 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 吉川　博 埼玉県 さいたま市 学校 01:35:03.

   27  1067 ﾋｻﾉ ﾀｶｼ 久野　喬 東京都 練馬区 ＮＩＡＤＱＥ 01:36:25.

   28  1059 ｼﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 芝　俊幸 埼玉県 所沢市 ワセダクラブ 01:37:19.

   29  1014 ｳﾗﾀ ﾋﾛｼ 浦田　浩 東京都 江東区 のどつよ 01:37:24.

   30  1054 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 松村　秀弘 東京都 杉並区 キャロット 01:37:43.

   31  1076 ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾐﾂ 雨宮　一光 東京都 世田谷区 Ｇ．Ｃ．ＰＲＥＳＳ株式会社01:38:01.

   32  1036 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 山崎　貴史 東京都 立川市 なし 01:38:09.

   33  1040 ﾏﾂｷ ｼﾝｲﾁ 松木　真一 滋賀県 大津市  東レ 01:38:22.

   34  1022 ｸｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 草田　淳 神奈川県 横浜市 なし 01:39:18.

   35  1012 ｷｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 木島　賢一 神奈川県 横浜市 チーム　キジ 01:39:37.

   36  1018 ﾏﾂｲ ｼﾝｼﾞ 松井　新治 東京都 世田谷区 凸版印刷 01:40:26.

   37  1017 ﾅｶﾞﾀ ｴｲｷ 長田　栄樹 東京都 練馬区 フリー 01:40:36.

   38  1056 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹｲｼ 溝口　敬司 東京都 世田谷区 二子玉川走友会 01:40:55.

   39  1049 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾀｶ 松崎　豊 神奈川県 横浜市 瀬谷ロードランナーズ 01:43:58.

   40  1033 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 中川　悟 東京都 立川市 株式会社アルメックス 01:44:20.

   41  1060 ﾎﾘｴ ﾀｲｽｹ 堀江　泰介 東京都 港区 ＥＹ新日本ＲＣ 01:45:10.

   42  1020 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 伊藤　寛之 東京都 国分寺市 なし 01:45:15.

   43  1066 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 小澤　勇輔 静岡県 静岡市 早稲田大学大学院 01:46:32.

   44  1037 ﾀｶｵ ﾋﾛｼﾞ 高尾　博二 埼玉県 蓮田市 蓮田トレイルネット 01:47:59.

   45  1069 ｺｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 越川　洋一 千葉県 市川市 ＨＫカンパニー 01:49:41.

   46  1073 ﾄﾏｽ ｷｱｰ トマス　キアー 東京都 大田区 ブリティッシュ・カウンシル01:50:48.

   47  1038 ﾐｻｷ ｱﾂｼ 見嵜　敦 静岡県 焼津市 ミサキ鉄工所 01:51:03.

   48  1039 ｵｸﾉ ｱｷﾋｺ 奥野　章彦 群馬県 藤岡市 スポフレ２１ 01:54:09.

   49  1034 ﾊﾔｶﾜ ﾜﾀﾙ 早川　亘 長野県 長野市 ＭＩＤＯＲＩ長野 01:54:26.

   50  1025 ﾏﾙﾀ ｷｲﾁﾛｳ 丸田　喜一郎 東京都 調布市 会社員 01:55:57.
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   51  1032 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶｼ 北澤　隆司 東京都 小金井市 東京都 01:56:49.

   52  1047 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 松本　成広 千葉県 野田市 曽田香料株式会社 01:56:58.

   53  1075 ﾕﾔﾏ ｳﾂｷﾞ 湯山　空樹 千葉県 浦安市 ＡＧＣ 01:57:27.

   54  1031 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ 永田　博英 埼玉県 草加市 日立建機日本 01:59:01.

   55  1048 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 鈴木　博明 東京都 足立区 高野 01:59:53.

   56  1070 ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 阿部　章 東京都 世田谷区 フリー 02:00:59.

   57  1015 ﾜｶﾂｷ ﾉﾎﾞﾙ 若槻　昇 東京都 世田谷区 ワカツキノボル 02:02:14.

   58  1007 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 渡辺　恭 埼玉県 所沢市 渡辺クラブ 02:02:26.

   59  1029 ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 古川　潤治 神奈川県 横浜市 綱島上町 02:02:50.

   60  1052 ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾓﾄ 早川　昭基 東京都 練馬区 都立杉並高校 02:05:09.

   61  1030 ｺﾓﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 薦田　敏博 東京都 中央区 ＧＭＣ 02:05:11.

   62  1062 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 町田　匡史 埼玉県 朝霞市 会社員 02:05:23.

   63  1071 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 秋山　貴行 東京都 杉並区 全農神奈川 02:16:15.

   64  1005 ｱｵﾔﾏ ﾄｼｱｷ 青山　俊昭 東京都 品川区 品川台場剣友会 02:17:11.


