
- 千葉 de ランニングフェスタ 2015 秋 -

ハーフマラソン 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/10/24

スタート： -

会場: 稲毛海浜公園

主催: ＦＵＮランニング実行委員会

1時間21分22秒1 奥岡 武蔵232 ｵｸｵｶﾑｻｼ

1時間22分17秒2 向井 敬祐327 ﾑｶｲｹｲｽｹ

1時間23分53秒3 安倍 優文201 ｱﾍﾞﾏｻﾌﾐ

1時間25分38秒4 金坂 章一359 ｶﾈｻｶｼｮｳｲﾁ

1時間25分51秒5 金子 昌央236 ｶﾈｺﾏｻﾃﾙ

1時間28分51秒6 山口　隆336 ﾔﾏｸﾞﾁﾀｶｼ

1時間29分54秒7 中村 恭幸300 ﾅｶﾑﾗﾔｽﾕｷ

1時間30分29秒8 鵜野 将年219 ｳﾉﾏｻﾄｼ

1時間31分58秒9 八尾 浩輔333 ﾔｵｺｳｽｹ

1時間32分04秒10 市原 通人210 ｲﾁﾊﾗﾐﾁﾋﾄ

1時間32分27秒11 水橋 信治385 ﾐｽﾞﾊｼｼﾝｼﾞ

1時間33分43秒12 田中 康平284 ﾀﾅｶｺｳﾍｲ

1時間34分00秒13 石澤 慎太郎209 ｲｼｻﾞﾜｼﾝﾀﾛｳ

1時間34分13秒14 鈴木 博之370 ｽｽﾞｷﾋﾛﾕｷ

1時間35分27秒15 相良耕平257 ｻｶﾞﾗｺｳﾍｲ

1時間35分57秒16 白井 貴士274 ｼﾗｲﾀｶｼ

1時間35分59秒17 高山　直樹281 ﾀｶﾔﾏﾅｵｷ

1時間36分20秒18 本山 浩司330 ﾓﾄﾔﾏｺｳｼﾞ

1時間38分11秒19 出頭 秀彦273 ｼｭｯﾄｳﾋﾃﾞﾋｺ

1時間38分12秒20 宗政 収388 ﾑﾈﾏｻｵｻﾑ

1時間39分22秒21 高島　祥太280 ﾀｶｼﾏｼｮｳﾀ

1時間39分25秒22 城田 裕司275 ｼﾛﾀﾕｳｼﾞ

1時間39分35秒23 長峯　靖幸299 ﾅｶﾞﾐﾈﾔｽﾕｷ

1時間39分43秒24 波間　浩太郎302 ﾅﾐﾏｺｳﾀﾛｳ

1時間40分05秒25 大沼 源吉225 ｵｵﾇﾏｹﾞﾝｷﾁ

1時間41分25秒26 山田 洋史338 ﾔﾏﾀﾞﾋﾛﾌﾐ

1時間42分14秒27 山崎 貴志337 ﾔﾏｻﾞｷﾀｶｼ

1時間42分31秒28 山口 耕一郎335 ﾔﾏｸﾞﾁｺｳｲﾁﾛｳ

1時間42分38秒29 日暮 菜雄314 ﾋｸﾞﾗｼﾅｵ

1時間42分51秒30 今井 隆216 ｲﾏｲﾀｶｼ

1時間43分03秒31 長瀬 博376 ﾅｶﾞｾﾋﾛｼ

1時間43分13秒32 宮本 了介387 ﾐﾔﾓﾄﾘｮｳｽｹ

1時間43分20秒33 石井 壮明401 ｲｼｲｿｳｱｷ

1時間43分42秒34 柴山 政雄367 ｼﾊﾞﾔﾏﾏｻｵ

1時間43分49秒35 長谷川　隆太308 ﾊｾｶﾞﾜﾘｭｳﾀ

1時間44分40秒36 遠山 純294 ﾄｵﾔﾏｼﾞｭﾝ

1時間44分41秒37 名雪 陽介303 ﾅﾕｷﾖｳｽｹ

1時間45分14秒38 飯塚 亮太206 ｲｲﾂﾞｶﾘｮｳﾀ

1時間45分32秒39 藪田 貴文334 ﾔﾌﾞﾀﾀｶﾌﾐ

1時間46分08秒40 鈴木 孝治277 ｽｽﾞｷﾀｶﾊﾙ

1時間46分27秒41 高澤　昌也279 ﾀｶｻﾞﾜﾏｻﾔ

1時間46分29秒42 山口 久390 ﾔﾏｸﾞﾁﾋｻｼ

1時間46分35秒43 有吉 康治354 ｱﾘﾖｼｺｳｼﾞ

1時間46分52秒44 中尾 優介298 ﾅｶｵﾕｳｽｹ

1時間47分10秒45 佐藤　文雄262 ｻﾄｳﾌﾐｵ

1時間47分26秒46 下松 泰366 ｼﾀﾏﾂﾔｽｼ

1時間47分29秒47 櫛渕 尚史362 ｸｼﾌﾞﾁﾅｵｼ

1時間49分59秒48 澁谷 将幸271 ｼﾌﾞﾔﾏｻﾕｷ

1時間50分00秒49 丸茂 功一384 ﾏﾙﾓｺｳｲﾁ

1時間50分28秒50 小林　栄402 ｺﾊﾞﾔｼｻｶｴ
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1時間50分54秒51 諸富 公俊332 ﾓﾛﾄﾐｷﾐﾄｼ

1時間51分50秒52 村田 晋也328 ﾑﾗﾀｼﾝﾔ

1時間52分02秒53 木下 正人360 ｷﾉｼﾀﾏｻﾄ

1時間52分40秒54 原田 俊郎312 ﾊﾗﾀﾞﾄｼﾛｳ

1時間52分59秒55 千葉 庄寿290 ﾁﾊﾞｼｮｳｼﾞｭ

1時間53分17秒56 田中 紀夫371 ﾀﾅｶﾉﾘｵ

1時間53分28秒57 伊藤 ヒロキ211 ｲﾄｳﾋﾛｷ

1時間53分33秒58 坂本 光夫364 ｻｶﾓﾄﾐﾂｵ

1時間54分20秒59 大須　政則357 ｵｵｽﾏｻﾉﾘ

1時間54分53秒60 菊地寿一240 ｷｸﾁｼﾞｭｲﾁ

1時間54分54秒61 島立 直樹403 ｼﾏﾀﾞﾃﾅｵｷ

1時間55分38秒62 田中 達男406 ﾀﾅｶﾀﾂｵ

1時間55分55秒63 松原弘道325 ﾏﾂﾊﾞﾗﾋﾛﾐﾁ

1時間56分02秒64 有薗　謙太204 ｱﾘｿﾞﾉｹﾝﾀ

1時間56分04秒65 谷口 行洋287 ﾀﾆｸﾞﾁﾕｷﾋﾛ

1時間56分08秒66 名取 新之助301 ﾅﾄﾘｼﾝﾉｽｹ

1時間56分11秒67 工藤 智之245 ｸﾄﾞｳﾄﾓﾕｷ

1時間57分03秒68 宮村 安広423 ﾐﾔﾑﾗﾔｽﾋﾛ

1時間57分16秒69 醒井 周太264 ｻﾒｲｼｭｳﾀ

1時間57分39秒70 奈良 桂樹305 ﾅﾗｹｲｼﾞｭ

1時間58分06秒71 鎌田 秀行237 ｶﾏﾀﾋﾃﾞﾕｷ

1時間58分14秒72 代島 行夫404 ﾀﾞｲｼﾏﾕｷｵ

1時間58分23秒73 八幡 龍之介310 ﾊﾁﾏﾝﾘｭｳﾉｽｹ

1時間58分25秒74 塚原 克孝372 ﾂｶﾊﾗｶﾂﾀｶ

1時間58分28秒75 大久保 友淳222 ｵｵｸﾎﾞﾄﾓｱｷ

1時間58分41秒76 木下　光信243 ｷﾉｼﾀﾐﾂﾉﾌﾞ

1時間58分51秒77 森　秀樹389 ﾓﾘﾋﾃﾞｷ

1時間58分55秒78 實方 敏秀266 ｼﾞﾂｶﾀﾄｼﾋﾃﾞ

1時間58分56秒79 石川 秀一208 ｲｼｶﾜｼｭｳｲﾁ

1時間59分29秒80 竹花 正明405 ﾀｹﾊﾅﾏｻｱｷ

1時間59分31秒81 竹森 大地282 ﾀｹﾓﾘﾀﾞｲﾁ

1時間59分36秒82 飯高　信一205 ｲｲﾀﾞｶｼﾝｲﾁ

1時間59分52秒83 大野 智幸226 ｵｵﾉﾄﾓﾕｷ

2時間01分13秒84 伊吹 賢二215 ｲﾌﾞｷｹﾝｼﾞ

2時間01分18秒85 三宮 昭夫422 ｻﾝｸﾞｳｱｷｵ

2時間01分37秒86 佐藤 徹261 ｻﾄｳﾃﾂ

2時間01分38秒87 新井 宏昌202 ｱﾗｲﾋﾛﾏｻ

2時間01分46秒88 吉田 賢治郎393 ﾖｼﾀﾞｹﾝｼﾞﾛｳ

2時間01分58秒89 木下 寛史242 ｷﾉｼﾀﾋﾛﾌﾐ

2時間02分32秒90 齋藤 孝志254 ｻｲﾄｳﾀｶｼ

2時間03分04秒91 藤井 章381 ﾌｼﾞｲｱｷﾗ

2時間03分15秒92 疋田 知之380 ﾋｷﾀﾄﾓﾕｷ

2時間03分17秒93 守 忍331 ﾓﾘｼﾉﾌﾞ

2時間03分41秒94 篠崎 功267 ｼﾉｻﾞｷｲｻｵ

2時間04分41秒95 賀來 夏樹234 ｶｸﾅﾂｷ

2時間04分52秒96 阿部 栄治352 ｱﾍﾞｴｲｼﾞ

2時間04分58秒97 齋藤　裕治255 ｻｲﾄｳﾕｳｼﾞ

2時間05分36秒98 渡邉 敦344 ﾜﾀﾅﾍﾞｱﾂｼ

2時間06分02秒99 小関　義徳358 ｵｾﾞｷﾖｼﾉﾘ

2時間06分13秒100 分部 力343 ﾜｹﾍﾞﾁｶﾗ
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2時間06分42秒101 嶋津 成昭368 ｼﾏﾂﾞﾅﾘｱｷ

2時間06分42秒102 佐藤 賢治260 ｻﾄｳｹﾝｼﾞ

2時間06分45秒103 金井　孝之235 ｶﾅｲﾀｶﾕｷ

2時間08分51秒104 藤田 秀行319 ﾌｼﾞﾀﾋﾃﾞﾕｷ

2時間09分31秒105 伊場　正和214 ｲﾊﾞﾏｻｶｽﾞ

2時間09分32秒106 廣瀬 公人315 ﾋﾛｾｷﾐﾋﾄ

2時間10分01秒107 橋本 隆祐379 ﾊｼﾓﾄﾘｭｳｽｹ

2時間10分04秒108 久米 祐輝248 ｸﾒﾕｳｷ

2時間10分17秒109 名取 堅司377 ﾅﾄﾘｹﾝｼﾞ

2時間10分33秒110 築山 良平292 ﾂｷﾔﾏﾘｮｳﾍｲ

2時間10分34秒111 岡本　洋421 ｵｶﾓﾄﾋﾛｼ

2時間10分57秒112 布江　秀文378 ﾇﾉｴﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間11分06秒113 河北 直樹239 ｶﾜｷﾀﾅｵｷ

2時間11分10秒114 戸村　真之297 ﾄﾑﾗﾏｻﾕｷ

2時間11分17秒115 山本 昇410 ﾔﾏﾓﾄﾉﾎﾞﾙ

2時間11分20秒116 大橋健寛227 ｵｵﾊｼﾀｹﾋﾛ

2時間11分31秒117 飯川　裕之355 ｲｲｶﾜﾋﾛﾕｷ

2時間11分42秒118 堂田 隆敏407 ﾄﾞｳﾀﾞﾀｶﾄｼ

2時間11分48秒119 小野尾 浩233 ｵﾉｵﾋﾛｼ

2時間12分00秒120 畑 周作309 ﾊﾀｼｭｳｻｸ

2時間12分02秒121 横井 孝夫392 ﾖｺｲﾀｶｵ

2時間12分13秒122 佐々木　遊258 ｻｻｷﾕｳ

2時間15分22秒123 岡村 浩徳229 ｵｶﾑﾗﾋﾛﾉﾘ

2時間17分57秒124 日浦 雄貴313 ﾋｳﾗﾕｳｷ

2時間17分59秒125 塩田 尋之265 ｼｵﾀﾞﾉﾘﾕｷ

2時間19分23秒126 山根 正司409 ﾔﾏﾈﾏｻｼ

2時間19分45秒127 大田尾　国夫224 ｵｵﾀｵｸﾆｵ

2時間20分04秒128 藤本 博和320 ﾌｼﾞﾓﾄﾋﾛｶｽﾞ

2時間20分37秒129 岡本 好古230 ｵｶﾓﾄﾖｼﾌﾙ

2時間20分53秒130 横山 正臣340 ﾖｺﾔﾏﾏｻｵﾐ

2時間20分54秒131 荒川　禅203 ｱﾗｶﾜｾﾞﾝ

2時間22分19秒132 鈴木 憲章278 ｽｽﾞｷﾉﾘｱｷ

2時間23分06秒133 佐藤 祐介263 ｻﾄｳﾕｳｽｹ

2時間23分40秒134 呉 雪峰251 ｺﾞｾﾂﾎｳ

2時間25分20秒135 大川 祐史221 ｵｵｶﾜﾕｳｼﾞ

2時間26分59秒136 吉成 崇秀342 ﾖｼﾅﾘﾀｶﾋﾃﾞ

2時間27分33秒137 古河　隼321 ﾌﾙｶﾜﾊﾔﾌﾞｻ

2時間28分57秒138 大川 貴史220 ｵｵｶﾜﾀｶｼ

2時間30分45秒139 呉 き249 ｺﾞｷ

2時間30分51秒140 鎗田 哲夫339 ﾔﾘﾀﾃﾂｵ

2時間32分18秒141 串橋 徳昭244 ｸｼﾊｼﾉﾘｱｷ

2時間33分33秒142 笹生 勇365 ｻｿｳｲｻﾑ

2時間33分40秒143 田中 源太283 ﾀﾅｶｹﾞﾝﾀ

2時間35分47秒144 松崎 俊彦324 ﾏﾂｻﾞｷﾄｼﾋｺ

2時間38分12秒145 北川 裕章241 ｷﾀｶﾞﾜﾋﾛｱｷ

2時間39分03秒146 吉田 敦史341 ﾖｼﾀｱﾂｼ

2時間39分49秒147 猪野 学213 ｲﾉﾏﾅﾌﾞ

2時間40分13秒148 藤井　翼318 ﾌｼﾞｲﾂﾊﾞｻ

2時間40分23秒149 阿部 和之353 ｱﾍﾞｶｽﾞﾕｷ

2時間40分50秒150 栢嶋 英司238 ｶﾔｼﾏｴｲｼﾞ
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2時間45分42秒151 大澤将樹223 ｵｵｻﾜﾏｻｷ

2時間49分27秒152 小林 恭平252 ｺﾊﾞﾔｼｷｮｳﾍｲ

2時間53分52秒153 田中　康裕285 ﾀﾅｶﾔｽﾋﾛ

2時間54分47秒154 遠藤　明宏356 ｴﾝﾄﾞｳｱｷﾋﾛ

2時間59分48秒155 篠原 毅270 ｼﾉﾊﾗﾀｹｼ
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