
- 千葉 de ランニングフェスタ 2015 秋 -

30km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46分50秒1 滝澤 高太郎675 ﾀｷｻﾞﾜｺｳﾀﾛｳ

1時間51分11秒2 内木 智朗619 ｳﾁｷﾄﾓｱｷ

2時間00分30秒3 里中 英二657 ｻﾄﾅｶｴｲｼﾞ

2時間02分32秒4 飯田 拓也607 ｲｲﾀﾞﾀｸﾔ

2時間05分05秒5 坪井 隆樹686 ﾂﾎﾞｲﾀｶｷ

2時間05分53秒6 丸山 孝太郎712 ﾏﾙﾔﾏｺｳﾀﾛｳ

2時間08分23秒7 倉田 剛639 ｸﾗﾀﾀｹｼ

2時間09分13秒8 松下 功783 ﾏﾂｼﾀｲｻｵ

2時間09分27秒9 糸山 善行615 ｲﾄﾔﾏﾖｼﾕｷ

2時間11分22秒10 久保田 昭一752 ｸﾎﾞﾀｱｷｶｽﾞ

2時間11分58秒11 木下 哲一636 ｷﾉｼﾀﾉﾘｶｽﾞ

2時間12分04秒12 竹内 賢676 ﾀｹｳﾁｻﾄｼ

2時間12分13秒13 中川 善博690 ﾅｶｶﾞﾜﾖｼﾋﾛ

2時間12分54秒14 田中 浩一769 ﾀﾅｶｺｳｲﾁ

2時間13分54秒15 小野寺 正晴629 ｵﾉﾃﾞﾗﾏｻﾊﾙ

2時間14分18秒16 堀内 光雄781 ﾎﾘｳﾁﾐﾂｵ

2時間14分35秒17 原田 祥治699 ﾊﾗﾀﾞｼｮｳｼﾞ

2時間15分17秒18 川村 正俊634 ｶﾜﾑﾗﾏｻﾄｼ

2時間15分34秒19 遠藤 直弘624 ｴﾝﾄﾞｳﾅｵﾋﾛ

2時間16分25秒20 大杉 満625 ｵｵｽｷﾞﾐﾂﾙ

2時間17分53秒21 佐藤 直人655 ｻﾄｳﾅｵﾄ

2時間18分16秒22 星野 直人706 ﾎｼﾉﾅｵﾄ

2時間18分24秒23 芝土 裕660 ｼﾊﾞﾂﾁﾕｳ

2時間19分45秒24 片桐 駿介631 ｶﾀｷﾞﾘｼｭﾝｽｹ

2時間20分16秒25 若林 厚志731 ﾜｶﾊﾞﾔｼｱﾂｼ

2時間23分26秒26 水谷 隆786 ﾐｽﾞﾀﾆﾀｶｼ

2時間24分26秒27 宮川 隆夫789 ﾐﾔｶﾞﾜﾀｶｵ

2時間24分28秒28 西 慎二郎697 ﾆｼｼﾝｼﾞﾛｳ

2時間24分56秒29 宮崎 充弘718 ﾐﾔｻﾞｷﾐﾂﾋﾛ

2時間25分12秒30 國時 浩一805 ｸﾆﾄｷｺｳｲﾁ

2時間25分41秒31 水谷 伸二785 ﾐｽﾞﾀﾆｼﾝｼﾞ

2時間26分00秒32 眞谷 俊誠784 ﾏﾐﾔﾄｼﾉﾌﾞ

2時間26分40秒33 芝切 伸浩659 ｼﾊﾞｷﾘﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間27分07秒34 中嶋 敏彰691 ﾅｶｼﾞﾏﾄｼｱｷ

2時間28分44秒35 佐久間 研650 ｻｸﾏｹﾝ

2時間29分04秒36 浅香 浩司741 ｱｻｶｺｳｼﾞ

2時間29分09秒37 牧野 裕介709 ﾏｷﾉﾕｳｽｹ

2時間29分38秒38 直林 広高770 ﾅｵﾊﾞﾔｼﾋﾛﾀｶ

2時間29分45秒39 鈴木 幸夫665 ｽｽﾞｷｻﾁｵ

2時間30分27秒40 加藤 敏広747 ｶﾄｳﾄｼﾋﾛ

2時間30分41秒41 三井 則夫788 ﾐﾂｲﾉﾘｵ

2時間31分10秒42 原田 信彦700 ﾊﾗﾀﾞﾉﾌﾞﾋｺ

2時間31分54秒43 神田 政志750 ｶﾝﾀﾞﾏｻｼ

2時間31分57秒44 須藤 裕咲668 ｽﾄﾞｳﾕｳｻｸ

2時間32分48秒45 下越 幸二662 ｼﾓｺｼｺｳｼﾞ

2時間33分30秒46 小塚 智宏643 ｺﾂﾞｶﾄﾓﾋﾛ

2時間33分49秒47 手代木 徹688 ﾃｼﾛｷﾞﾄｵﾙ

2時間33分58秒48 中井 耕治771 ﾅｶｲｺｳｼﾞ

2時間34分12秒49 築山 哲也682 ﾂｷﾔﾏﾃﾂﾔ

2時間35分02秒50 白鳥 光良663 ｼﾗﾄﾘﾐﾂﾖｼ
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2時間36分06秒51 高津 公彦766 ﾀｶﾂｷﾐﾋｺ

2時間36分17秒52 林田 明彦777 ﾊﾔｼﾀﾞｱｷﾋｺ

2時間36分21秒53 金本 圭史632 ｶﾈﾓﾄｹｲｼﾞ

2時間36分39秒54 近藤 勲758 ｺﾝﾄﾞｳｲｻｵ

2時間36分43秒55 酒井 稔647 ｻｶｲﾐﾉﾙ

2時間36分45秒56 櫻井 裕人651 ｻｸﾗｲﾋﾛﾄ

2時間37分19秒57 石塚 哲夫743 ｲｼﾂﾞｶﾃﾂｵ

2時間37分25秒58 猪野尾 雅之616 ｲﾉｵﾀｶﾕｷ

2時間37分43秒59 栗本　隆640 ｸﾘﾓﾄﾀｶｼ

2時間37分45秒60 石井 聡609 ｲｼｲｻﾄｼ

2時間38分45秒61 川村 和夫633 ｶﾜﾑﾗｶｽﾞｵ

2時間38分52秒62 黒澤 文男756 ｸﾛｻﾜﾌﾐｵ

2時間39分27秒63 漆瀬 成621 ｳﾙｾｼｹﾞﾙ

2時間41分24秒64 浅井 悟604 ｱｻｲｻﾄﾙ

2時間41分44秒65 安田 和巳723 ﾔｽﾀﾞｶｽﾞﾐ

2時間41分53秒66 杉浦 理仁664 ｽｷﾞｳﾗﾏｻﾄ

2時間42分46秒67 小高 太郎641 ｺﾀﾞｶﾀﾛｳ

2時間42分54秒68 田口 敦郎767 ﾀｸﾞﾁｱﾂﾛｳ

2時間43分02秒69 田組 俊男768 ﾀｸﾞﾐﾄｼｵ

2時間43分19秒70 正岡　正710 ﾏｻｵｶﾀﾀﾞｼ

2時間43分31秒71 茅野 英治749 ｶﾔﾉｴｲｼﾞ

2時間43分44秒72 植村　健治618 ｳｴﾑﾗｹﾝｼﾞ

2時間43分53秒73 沖山 大樹628 ｵｷﾔﾏﾀﾞｲｷ

2時間43分54秒74 筒井 ネルソン685 ﾂﾂｲﾈﾙｿﾝ

2時間44分19秒75 吉野 達也729 ﾖｼﾉﾀﾂﾔ

2時間45分33秒76 小野島 和作804 ｵﾉｼﾞﾏｶｽﾞｻｸ

2時間46分28秒77 清水　泉誉661 ｼﾐｽﾞﾓﾄｼｹﾞ

2時間46分52秒78 酒匂 明彦652 ｻｺｳｱｷﾋｺ

2時間47分11秒79 東 義輝801 ｱｽﾞﾏﾖｼﾃﾙ

2時間47分40秒80 古庄 恒明780 ﾌﾙｼｮｳﾂﾈｱｷ

2時間48分27秒81 今泉　省一617 ｲﾏｲｽﾞﾐｼｮｳｲﾁ

2時間48分44秒82 袖山 雄士671 ｿﾃﾞﾔﾏﾕｳｼ

2時間49分22秒83 植木 秀一744 ｳｴｷｼｭｳｲﾁ

2時間49分29秒84 近藤　秀二645 ｺﾝﾄﾞｳｼｭｳｼﾞ

2時間49分43秒85 松井 英一782 ﾏﾂｲｴｲｲﾁ

2時間50分21秒86 小山 英志644 ｺﾔﾏｴｲｼﾞ

2時間50分29秒87 飯島 中夫742 ｲｲｼﾞﾏﾅｶｵ

2時間50分58秒88 須藤 淳彦763 ｽﾄﾞｳｱﾂﾋｺ

2時間51分05秒89 岡本 啓627 ｵｶﾓﾄｹｲ

2時間51分14秒90 平山 章779 ﾋﾗﾔﾏｱｷﾗ

2時間51分18秒91 角川 政信748 ｶﾄﾞｶﾜﾏｻﾉﾌﾞ

2時間51分26秒92 高木　淳672 ﾀｶｷﾞｼﾞｭﾝ

2時間51分34秒93 武藤 隆721 ﾑﾄｳﾀｶｼ

2時間52分13秒94 和泉 望612 ｲｽﾞﾐﾉｿﾞﾑ

2時間52分18秒95 小瀧 慶介642 ｺﾀｷｹｲｽｹ

2時間53分21秒96 菅野 尚志635 ｶﾝﾉﾅｵｼ

2時間54分20秒97 佐々木 康友653 ｻｻｷﾔｽﾄﾓ

2時間54分41秒98 金　承會637 ｷﾑｽﾝﾌｪ

2時間55分01秒99 佐藤　敦761 ｻﾄｳｱﾂｼ

2時間55分20秒100 平松 晋一778 ﾋﾗﾏﾂｼﾝｲﾁ
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2時間55分29秒101 笠島 康弘746 ｶｻｼﾞﾏﾔｽﾋﾛ

2時間56分13秒102 飯山 耕一608 ｲｲﾔﾏｺｳｲﾁ

2時間56分31秒103 田中 志人680 ﾀﾅｶﾕｷﾋﾄ

2時間58分05秒104 須藤 雅紀764 ｽﾄｳﾏｻﾉﾘ

2時間58分17秒105 三ヶ尻 忠敬715 ﾐｶｼﾞﾘﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間58分33秒106 津守 満687 ﾂﾓﾘﾐﾂﾙ

2時間59分07秒107 森永 秀作793 ﾓﾘﾅｶﾞｼｭｳｻｸ

3時間00分28秒108 夏井 貴義696 ﾅﾂｲﾀｶﾖｼ

3時間00分53秒109 栗原 昭夫755 ｸﾘﾊﾗｱｷｵ

3時間01分30秒110 南 章行717 ﾐﾅﾐｱｷﾕｷ

3時間04分02秒111 江口 剛彦622 ｴｸﾞﾁﾀｹﾋｺ

3時間04分25秒112 吉田 昌生727 ﾖｼﾀﾞﾏｻｵ

3時間04分41秒113 中西 厚夫693 ﾅｶﾆｼｱﾂｵ

3時間04分56秒114 藤岡 健702 ﾌｼﾞｵｶｹﾝ

3時間05分08秒115 宮崎 芳雄719 ﾐﾔｻﾞｷﾖｼｵ

3時間05分25秒116 前関　一郎708 ﾏｴｾﾞｷｲﾁﾛｳ

3時間06分26秒117 安田 洋一724 ﾔｽﾀﾞﾖｳｲﾁ

3時間06分45秒118 永嶋　宏朗773 ﾅｶﾞｼﾏﾋﾛｱｷ

3時間08分26秒119 水野 昇787 ﾐｽﾞﾉﾉﾎﾞﾙ

3時間08分50秒120 伊藤 正剛613 ｲﾄｳﾏｻﾀｹ

3時間09分14秒121 佐藤 勝656 ｻﾄｳﾏｻﾙ

3時間09分24秒122 高城 孝義765 ﾀｶｷﾞﾀｶﾖｼ

3時間09分35秒123 熊谷 隆幸638 ｸﾏｶﾞｲﾀｶﾕｷ

3時間10分03秒124 中山 伸也695 ﾅｶﾔﾏｼﾝﾔ

3時間10分25秒125 鈴木 智春808 ｽｽﾞｷﾄﾓﾊﾙ

3時間11分13秒126 須藤 一幸667 ｽﾄｳｶｽﾞﾕｷ

3時間11分48秒127 高木 正和809 ﾀｶｷﾞﾏｻｶｽﾞ

3時間12分54秒128 左右田 猛669 ｿｳﾀﾞﾀｹｼ

3時間12分56秒129 新垣 達也606 ｱﾗｶｷﾀﾂﾔ

3時間13分53秒130 石津 常臣611 ｲｼﾂﾞﾂﾈｵﾐ

3時間14分27秒131 江森　俊介623 ｴﾓﾘｼｭﾝｽｹ

3時間16分16秒132 宮澤 信彦720 ﾐﾔｻﾞﾜﾉﾌﾞﾋｺ

3時間17分39秒133 丸山 大介714 ﾏﾙﾔﾏﾀﾞｲｽｹ

3時間18分23秒134 藤井 照秋811 ﾌｼﾞｲﾃﾙｱｷ

3時間22分55秒135 伊東 義仁614 ｲﾄｳﾖｼﾋﾄ

3時間25分07秒136 圓山　新吾713 ﾏﾙﾔﾏｼﾝｺﾞ

3時間29分06秒137 秋山 純一郎603 ｱｷﾔﾏｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

3時間29分19秒138 宮武 淳791 ﾐﾔﾀｹｼﾞｭﾝ

3時間29分48秒139 佐々 祥太654 ｻｻﾞｼｮｳﾀ

3時間30分45秒140 沓澤 宏751 ｸﾂｻﾞﾜﾋﾛｼ

3時間34分30秒141 仲村 将光694 ﾅｶﾑﾗﾏｻﾐﾂ

3時間35分02秒142 船木　淳史704 ﾌﾅｷｱﾂｼ

3時間35分20秒143 森田 浩光792 ﾓﾘﾀﾋﾛﾐﾂ

3時間36分50秒144 田中　伸明678 ﾀﾅｶﾉﾌﾞｱｷ

3時間41分54秒145 小谷 誠次807 ｺﾀﾆｾｲｼﾞ

3時間42分40秒146 惣万 敬二郎670 ｿｳﾏﾝｹｲｼﾞﾛｳ

3時間44分50秒147 山澤 隆男794 ﾔﾏｻﾞﾜﾀｶｵ

3時間45分15秒148 依田 憲明730 ﾖﾀﾞﾉﾘｱｷ

3時間46分18秒149 斉木 利也646 ｻｲｷﾄｼﾔ

3時間46分58秒150 橋本　武夫776 ﾊｼﾓﾄﾀｹｵ
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3時間47分26秒151 高橋 和義674 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾖｼ

3時間47分40秒152 永野 修775 ﾅｶﾞﾉｵｻﾑ

4時間03分31秒153 高瀬　外茂之673 ﾀｶｾﾄﾓﾕｷ

4時間16分19秒154 佐々木　英明760 ｻｻｷﾋﾃﾞｱｷ
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