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1 354 下村　和也 シモムラ　カズヤ  2:29:38  35:02  1:10:22 (35:20)  1:45:45 (35:23)  2:21:34 (35:49)  2:29:38 (8:04) 男子30～39歳 1

2 201 上高原　充 カミタカハラ　ミツル  2:34:30  35:29  1:10:42 (35:13)  1:46:29 (35:47)  2:25:22 (38:53)  2:34:30 (9:08) 男子30～39歳 2

3 200 上川　英一郎 カミカワ　エイイチロウ  2:34:38  35:02  1:10:23 (35:21)  1:46:20 (35:57)  2:26:10 (39:50)  2:34:38 (8:28) 男子30～39歳 3

4 484 手塚　知樹 テヅカ　トモキ  2:35:11  35:28  1:11:17 (35:49)  1:47:43 (36:26)  2:26:11 (38:28)  2:35:11 (9:00) 男子30～39歳 4

5 551 萩原　祐介 ハギワラ　ユウスケ  2:35:28  35:00  1:10:21 (35:21)  1:47:06 (36:45)  2:26:43 (39:37)  2:35:28 (8:45) 男子30～39歳 5

6 744 山田　健太郎 ヤマダ　ケンタロウ  2:36:30  37:24  1:14:52 (37:28)  1:52:17 (37:25)  2:28:54 (36:37)  2:36:30 (7:36) 男子30～39歳 6

7 7 赤間　順一 アカマ　ジュンイチ  2:36:59  35:02  1:10:24 (35:22)  1:46:26 (36:02)  2:27:40 (41:14)  2:36:59 (9:19) 男子40～49歳 1

8 35 飯　俊治 イイ　トシハル  2:38:05  37:44  1:15:28 (37:44)  1:52:54 (37:26)  2:30:12 (37:18)  2:38:05 (7:53) 男子40～49歳 2

9 215 川西　淳司 カワニシ　ジュンジ  2:38:45  37:51  1:15:34 (37:43)  1:53:00 (37:26)  2:30:19 (37:19)  2:38:45 (8:26) 男子30～39歳 7

10 81 糸山　善行 イトヤマ　ヨシユキ  2:39:26  37:52  1:15:35 (37:43)  1:53:04 (37:29)  2:30:58 (37:54)  2:39:26 (8:28) 男子30～39歳 8

11 261 黒崎　群 クロサキ　グン  2:39:34  36:22  1:13:12 (36:50)  1:51:21 (38:09)  2:30:46 (39:25)  2:39:34 (8:48) 男子30～39歳 9

12 426 高原　翼 タカハラ　ツバサ  2:39:45  37:58  1:16:06 (38:08)  1:53:50 (37:44)  2:31:43 (37:53)  2:39:45 (8:02) 男子29歳以下 1

13 333 重本　潤 シゲモト　ジュン  2:39:46  37:52  1:15:45 (37:53)  1:53:58 (38:13)  2:31:48 (37:50)  2:39:46 (7:58) 男子40～49歳 3

14 570 林　一宏 ハヤシ　カズヒロ  2:40:38  36:48  1:13:39 (36:51)  1:51:46 (38:07)  2:31:18 (39:32)  2:40:38 (9:20) 男子30～39歳 10

15 721 安田　京介 ヤスダ　キョウスケ  2:41:50  36:21  1:13:57 (37:36)  1:51:47 (37:50)  2:32:24 (40:37)  2:41:50 (9:26) 男子29歳以下 2

16 469 中條　誉喬 チュウジョウ　ヨシタカ  2:41:55  37:58  1:16:02 (38:04)  1:54:23 (38:21)  2:33:16 (38:53)  2:41:55 (8:39) 男子30～39歳 11

17 401 副島　陽也 ソエジマ　ハルヤ  2:42:06  38:33  1:16:59 (38:26)  1:55:20 (38:21)  2:33:48 (38:28)  2:42:06 (8:18) 男子29歳以下 3

18 764 吉田　浩二 ヨシダ　コウジ  2:42:19  37:49  1:15:31 (37:42)  1:53:58 (38:27)  2:33:27 (39:29)  2:42:19 (8:52) 男子50～59歳 1

19 24 新井　龍 アライ　リョウ  2:42:48  36:23  1:13:51 (37:28)  1:53:03 (39:12)  2:34:00 (40:57)  2:42:48 (8:48) 男子30～39歳 12

20 184 加瀬谷　拓 カセヤ　タク  2:43:13  35:29  1:10:55 (35:26)  1:47:39 (36:44)  2:30:00 (42:21)  2:43:13 (13:13) 男子30～39歳 13

21 407 高田　友則 タカダ　トモノリ  2:44:14  35:58  1:13:49 (37:51)  1:54:37 (40:48)  2:35:02 (40:25)  2:44:14 (9:12) 男子40～49歳 4

22 494 内藤　将一 ナイトウ　ショウイチ  2:44:19  38:57  1:18:20 (39:23)  1:57:27 (39:07)  2:36:00 (38:33)  2:44:19 (8:19) 男子40～49歳 5

23 530 西田　淳一 ニシダ　ジュンイチ  2:45:21  39:04  1:18:25 (39:21)  1:57:44 (39:19)  2:36:38 (38:54)  2:45:21 (8:43) 男子30～39歳 14

24 243 絹山　誉紹 キヌヤマ　タカツグ  2:45:43  34:49  1:11:16 (36:27)  1:50:50 (39:34)  2:35:11 (44:21)  2:45:43 (10:32) 男子30～39歳 15
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25 578 林　正浩 ハヤシ　マサヒロ  2:45:51  39:17  1:18:22 (39:05)  1:57:35 (39:13)  2:37:08 (39:33)  2:45:51 (8:43) 男子30～39歳 16

26 729 山下部　隆 ヤマカベ　タカシ  2:45:55  38:26  1:17:05 (38:39)  1:56:25 (39:20)  2:36:55 (40:30)  2:45:55 (9:00) 男子40～49歳 6

27 39 飯田　拓真 イイダ　タクマ  2:46:46  39:47  1:19:51 (40:04)  1:59:59 (40:08)  2:38:56 (38:57)  2:46:46 (7:50) 男子29歳以下 4

28 414 高橋　克弥 タカハシ　カツヤ  2:46:59  40:09  1:20:12 (40:03)  2:00:15 (40:03)  2:38:52 (38:37)  2:46:59 (8:07) 男子29歳以下 5

29 659 松田　拓朗 マツダ　タクロウ  2:47:19  38:27  1:17:01 (38:34)  1:56:55 (39:54)  2:38:20 (41:25)  2:47:19 (8:59) 男子30～39歳 17

30 324 佐藤　大輔 サトウ　ダイスケ  2:47:20  39:58  1:20:03 (40:05)  2:00:08 (40:05)  2:39:06 (38:58)  2:47:20 (8:14) 男子40～49歳 7

31 222 菅　佑輔 カン　ユウスケ  2:47:31  39:56  1:19:43 (39:47)  1:59:16 (39:33)  2:38:53 (39:37)  2:47:31 (8:38) 男子30～39歳 18

32 189 門脇　健児 カドワキ　ケンジ  2:47:36  38:20  1:16:56 (38:36)  1:56:05 (39:09)  2:38:31 (42:26)  2:47:36 (9:05) 男子40～49歳 8

33 411 高野　貴彦 タカノ　タカヒコ  2:47:37  39:56  1:19:59 (40:03)  2:00:07 (40:08)  2:39:05 (38:58)  2:47:37 (8:32) 男子40～49歳 9

34 225 木内　武志 キウチ　タケシ  2:47:48  39:43  1:19:30 (39:47)  1:59:03 (39:33)  2:38:54 (39:51)  2:47:48 (8:54) 男子50～59歳 2

35 156 岡田　雅之 オカダ　マサユキ  2:47:54  39:43  1:19:22 (39:39)  1:58:05 (38:43)  2:38:35 (40:30)  2:47:54 (9:19) 男子40～49歳 10

36 649 眞坂　哲平 マサカ　テッペイ  2:48:00  39:47  1:19:49 (40:02)  2:00:13 (40:24)  2:39:38 (39:25)  2:48:00 (8:22) 男子30～39歳 19

37 341 島田　健太郎 シマダ　ケンタロウ  2:48:17  39:57  1:20:00 (40:03)  2:00:09 (40:09)  2:39:50 (39:41)  2:48:17 (8:27) 男子30～39歳 20

38 791 川口　大貴 カワグチ　ダイキ  2:48:22  38:27  1:16:40 (38:13)  1:56:54 (40:14)  2:39:01 (42:07)  2:48:22 (9:21) 男子29歳以下 6

39 674 三浦　忠義 ミウラ　タダヨシ  2:48:35  40:03  1:20:03 (40:00)  2:00:09 (40:06)  2:39:56 (39:47)  2:48:35 (8:39) 男子40～49歳 11

40 20 新井　健至 アライ　ケンジ  2:48:39  39:59  1:20:03 (40:04)  2:00:11 (40:08)  2:40:08 (39:57)  2:48:39 (8:31) 男子40～49歳 12

41 326 佐藤　弘 サトウ　ヒロシ  2:48:40  39:58  1:20:03 (40:05)  2:00:09 (40:06)  2:40:03 (39:54)  2:48:40 (8:37) 男子40～49歳 13

42 416 高橋　純一 タカハシ　ジュンイチ  2:48:46  39:59  1:20:02 (40:03)  2:00:10 (40:08)  2:40:09 (39:59)  2:48:46 (8:37) 男子40～49歳 14

43 176 加賀美　淳 カガミ　ジュン  2:48:46  40:02  1:20:06 (40:04)  2:00:13 (40:07)  2:40:10 (39:57)  2:48:46 (8:36) 男子40～49歳 15

44 375 杉本　光 スギモト　ヒカル  2:48:48  40:02  1:20:05 (40:03)  2:00:12 (40:07)  2:40:14 (40:02)  2:48:48 (8:34) 男子40～49歳 16

45 55 石井　浩行 イシイ　ヒロユキ  2:48:53  40:01  1:20:05 (40:04)  2:00:13 (40:08)  2:40:09 (39:56)  2:48:53 (8:44) 男子40～49歳 17

46 217 川野　雅博 カワノ　マサヒロ  2:48:54  40:00  1:20:05 (40:05)  2:00:12 (40:07)  2:40:10 (39:58)  2:48:54 (8:44) 男子50～59歳 3

47 480 坪地　宏嘉 ツボチ　ヒロヨシ  2:48:54  39:59  1:20:02 (40:03)  2:00:11 (40:09)  2:40:09 (39:58)  2:48:54 (8:45) 男子50～59歳 4

48 616 藤田　啓史 フジタ　ケイシ  2:48:55  40:03  1:20:07 (40:04)  2:00:13 (40:06)  2:39:52 (39:39)  2:48:55 (9:03) 男子30～39歳 21

2 / 33 ページ



【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ
記録

(ネットタイム)
10km 20km 30km 40km 42.195km カテゴリー

カテゴリー
順位

東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

49 256 熊沢　利昭 クマザワ　トシアキ  2:48:58  39:59  1:20:04 (40:05)  2:00:12 (40:08)  2:40:36 (40:24)  2:48:58 (8:22) 男子40～49歳 18

50 679 水沢　透 ミズサワ　トオル  2:49:00  40:01  1:20:05 (40:04)  2:00:13 (40:08)  2:39:55 (39:42)  2:49:00 (9:05) 男子40～49歳 19

51 438 武士　真一 タケシ　シンイチ  2:49:01  40:03  1:20:05 (40:02)  2:00:14 (40:09)  2:40:11 (39:57)  2:49:01 (8:50) 男子40～49歳 20

52 466 千葉　啓輔 チバ　ケイスケ  2:49:09  40:00  1:20:06 (40:06)  2:00:14 (40:08)  2:40:27 (40:13)  2:49:09 (8:42) 男子50～59歳 5

53 172 小野　英吾 オノ　エイゴ  2:49:14  39:56  1:20:00 (40:04)  2:00:08 (40:08)  2:40:11 (40:03)  2:49:14 (9:03) 男子29歳以下 7

54 160 岡本　敦雄 オカモト　アツオ  2:49:16  38:39  1:18:07 (39:28)  1:58:15 (40:08)  2:40:16 (42:01)  2:49:16 (9:00) 男子50～59歳 6

55 173 小野田　寛 オノダ　ヒロシ  2:49:19  39:56  1:20:00 (40:04)  2:00:09 (40:09)  2:40:24 (40:15)  2:49:19 (8:55) 男子30～39歳 22

56 641 堀越　由忠 ホリコシ　ヨシタダ  2:49:22  38:49  1:18:25 (39:36)  1:57:50 (39:25)  2:39:50 (42:00)  2:49:22 (9:32) 男子50～59歳 7

57 783 渡辺　毅 ワタナベ　タケシ  2:49:28  40:01  1:20:06 (40:05)  2:00:14 (40:08)  2:40:29 (40:15)  2:49:28 (8:59) 男子30～39歳 23

58 229 菊地　智彦 キクチ　トモヒコ  2:49:30  40:02  1:20:05 (40:03)  2:00:15 (40:10)  2:40:27 (40:12)  2:49:30 (9:03) 男子30～39歳 24

59 316 佐々木　啓至 ササキ　ヒロシ  2:49:38  40:04  1:20:08 (40:04)  2:00:14 (40:06)  2:40:32 (40:18)  2:49:38 (9:06) 男子40～49歳 21

60 547 萩田　彰 ハギタ　アキラ  2:50:14  39:05  1:18:29 (39:24)  1:58:33 (40:04)  2:40:30 (41:57)  2:50:14 (9:44) 男子50～59歳 8

61 193 金内　正 カネウチ　タダシ  2:50:17  39:56  1:20:00 (40:04)  2:00:08 (40:08)  2:40:44 (40:36)  2:50:17 (9:33) 男子30～39歳 25

62 56 石井　洋平 イシイ　ヨウヘイ  2:50:31  39:59  1:20:04 (40:05)  2:00:10 (40:06)  2:40:41 (40:31)  2:50:31 (9:50) 男子30～39歳 26

63 593 日吉　一郎 ヒヨシ　イチロウ  2:50:37  39:23  1:19:18 (39:55)  1:59:47 (40:29)  2:41:29 (41:42)  2:50:37 (9:08) 男子50～59歳 9

64 667 真鍋　一郎 マナベ　イチロウ  2:50:51  40:00  1:20:04 (40:04)  2:00:12 (40:08)  2:40:35 (40:23)  2:50:51 (10:16) 男子40～49歳 22

65 409 高野　英二 タカノ　エイジ  2:51:19  39:17  1:18:22 (39:05)  1:58:13 (39:51)  2:41:03 (42:50)  2:51:19 (10:16) 男子50～59歳 10

66 23 新井　良和 アライ　ヨシカズ  2:51:35  39:58  1:19:58 (40:00)  2:00:08 (40:10)  2:41:46 (41:38)  2:51:35 (9:49) 男子50～59歳 11

67 536 仁平　直 ニヘイ　タダシ  2:51:40  40:05  1:20:06 (40:01)  2:00:13 (40:07)  2:41:15 (41:02)  2:51:40 (10:25) 男子50～59歳 12

68 228 菊地　孝夫 キクチ　タカオ  2:51:43  38:31  1:18:02 (39:31)  1:58:48 (40:46)  2:41:46 (42:58)  2:51:43 (9:57) 男子40～49歳 23

69 598 平田　将也 ヒラタ　マサヤ  2:51:58  44:07  1:28:39 (44:32)  2:13:10 (44:31)  2:38:52 (25:42)  2:51:58 (13:06) 男子30～39歳 27

70 710 本仁　善英 モトニ　ヨシヒデ  2:51:59  42:12  1:23:15 (41:03)  2:03:27 (40:12)  2:43:18 (39:51)  2:51:59 (8:41) 男子40～49歳 24

71 655 松尾　真嗣 マツオ　シンジ  2:52:22  38:33  1:17:50 (39:17)  1:58:21 (40:31)  2:42:14 (43:53)  2:52:22 (10:08) 男子40～49歳 25

72 628 船越　賢 フナコシ　ケン  2:52:28  40:02  1:20:04 (40:02)  2:00:12 (40:08)  2:40:51 (40:39)  2:52:28 (11:37) 男子40～49歳 26
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73 613 藤木　新也 フジキ　シンヤ  2:52:42  42:14  1:23:15 (41:01)  2:03:27 (40:12)  2:43:39 (40:12)  2:52:42 (9:03) 男子30～39歳 28

74 114 内橋　憲章 ウチハシ　ノリアキ  2:52:51  39:55  1:19:59 (40:04)  2:02:21 (42:22)  2:43:23 (41:02)  2:52:51 (9:28) 男子30～39歳 29

75 622 藤本　博也 フジモト　ヒロヤ  2:52:53  40:00  1:20:04 (40:04)  2:00:12 (40:08)  2:42:09 (41:57)  2:52:53 (10:44) 男子29歳以下 8

76 138 大高　拓也 オオタカ　タクヤ  2:53:04  40:57  1:21:59 (41:02)  2:02:37 (40:38)  2:43:58 (41:21)  2:53:04 (9:06) 男子40～49歳 27

77 610 藤　祐介 フジ　ユウスケ  2:53:13  38:37  1:18:26 (39:49)  1:59:13 (40:47)  2:42:44 (43:31)  2:53:13 (10:29) 男子30～39歳 30

78 552 橋口　勝利 ハシグチ　カツトシ  2:53:17  39:58  1:20:00 (40:02)  2:00:12 (40:12)  2:43:27 (43:15)  2:53:17 (9:50) 男子40～49歳 28

79 497 永井　雅樹 ナガイ　マサキ  2:53:19  40:04  1:20:08 (40:04)  2:00:15 (40:07)  2:43:03 (42:48)  2:53:19 (10:16) 男子30～39歳 31

80 83 稲垣　督久 イナガキ　トクヒサ  2:53:21  40:03  1:20:07 (40:04)  2:00:14 (40:07)  2:43:25 (43:11)  2:53:21 (9:56) 男子40～49歳 29

81 49 池田　耕一郎 イケダ　コウイチロウ  2:53:39  39:57  1:20:01 (40:04)  2:00:11 (40:10)  2:43:55 (43:44)  2:53:39 (9:44) 男子40～49歳 30

82 268 小池　克彦 コイケカツヒコ  2:53:50  37:51  1:16:03 (38:12)  1:55:41 (39:38)  2:40:29 (44:48)  2:53:50 (13:21) 男子50～59歳 13

83 698 向井　陸 ムカイ　リク  2:53:53  40:02  1:20:07 (40:05)  2:00:59 (40:52)  2:44:28 (43:29)  2:53:53 (9:25) 男子29歳以下 9

84 708 毛利　有紀彦 モウリ　ユキヒコ  2:54:10  42:10  1:24:13 (42:03)  2:05:13 (41:00)  2:45:41 (40:28)  2:54:10 (8:29) 男子30～39歳 32

85 242 木藤　敦 キトウ　アツシ  2:54:38  39:58  1:20:02 (40:04)  2:00:09 (40:07)  2:44:29 (44:20)  2:54:38 (10:09) 男子40～49歳 31

86 323 佐藤　崇樹 サトウ　ソウキ  2:54:49  40:00  1:20:06 (40:06)  2:00:19 (40:13)  2:45:05 (44:46)  2:54:49 (9:44) 男子30～39歳 33

87 367 神能　竜哉 ジンノウ　タツヤ  2:55:00  39:44  1:19:47 (40:03)  2:00:56 (41:09)  2:44:49 (43:53)  2:55:00 (10:11) 男子50～59歳 14

88 237 北田　洋海 キタダ　ヒロミ  2:55:04  41:33  1:22:41 (41:08)  2:03:26 (40:45)  2:45:33 (42:07)  2:55:04 (9:31) 男子30～39歳 34

89 294 古宮　聡 コミヤ　サトシ  2:55:17  42:11  1:23:14 (41:03)  2:04:13 (40:59)  2:46:12 (41:59)  2:55:17 (9:05) 男子50～59歳 15

90 346 清水　聡 シミズ　サトシ  2:55:22  41:27  1:22:46 (41:19)  2:04:10 (41:24)  2:46:07 (41:57)  2:55:22 (9:15) 男子40～49歳 32

91 371 菅原　健太 スガワラ　ケンタ  2:55:27  40:37  1:20:51 (40:14)  2:01:47 (40:56)  2:45:38 (43:51)  2:55:27 (9:49) 男子30～39歳 35

92 742 山下　慎次 ヤマシタ　シンジ  2:55:31  42:15  1:24:00 (41:45)  2:05:27 (41:27)  2:46:34 (41:07)  2:55:31 (8:57) 男子50～59歳 16

93 164 沖津　雅史 オキツ　マサシ  2:55:32  40:36  1:21:52 (41:16)  2:03:27 (41:35)  2:46:01 (42:34)  2:55:32 (9:31) 男子40～49歳 33

94 87 井上　孝広 イノウエ　タカヒロ  2:55:46  38:57  1:18:25 (39:28)  1:59:53 (41:28)  2:45:11 (45:18)  2:55:46 (10:35) 男子40～49歳 34

95 453 田中　晋慎 タナカ　ユキミツ  2:55:49  40:32  1:21:00 (40:28)  2:01:42 (40:42)  2:45:40 (43:58)  2:55:49 (10:09) 男子40～49歳 35

96 115 宇野　敏和 ウノ　トシカズ  2:55:56  41:18  1:22:20 (41:02)  2:04:04 (41:44)  2:46:37 (42:33)  2:55:56 (9:19) 男子40～49歳 36
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種目：【フルマラソン（男子）】

97 507 長瀬　康一 ナガセ　コウイチ  2:56:05  42:12  1:23:57 (41:45)  2:05:43 (41:46)  2:47:18 (41:35)  2:56:05 (8:47) 男子40～49歳 37

98 519 長屋　博之 ナガヤ　ヒロユキ  2:56:11  40:02  1:20:05 (40:03)  2:01:41 (41:36)  2:47:04 (45:23)  2:56:11 (9:07) 男子40～49歳 38

99 554 橋本　隆正 ハシモト　タカマサ  2:56:22  39:58  1:20:02 (40:04)  2:00:10 (40:08)  2:45:32 (45:22)  2:56:22 (10:50) 男子40～49歳 39

100 500 永井　豊 ナガイ　ユタカ  2:56:30  41:30  1:23:38 (42:08)  2:05:33 (41:55)  2:47:17 (41:44)  2:56:30 (9:13) 男子50～59歳 17

101 397 関野　敏正 セキノ　トシマサ  2:56:32  41:18  1:22:20 (41:02)  2:04:04 (41:44)  2:47:06 (43:02)  2:56:32 (9:26) 男子50～59歳 18

102 113 内田　雅人 ウチダ　マサト  2:56:37  42:16  1:24:26 (42:10)  2:06:37 (42:11)  2:49:23 (42:46)  2:56:37 (7:14) 男子30～39歳 36

103 93 今井　啓 イマイ　ヒロキ  2:56:43  42:13  1:24:16 (42:03)  2:06:34 (42:18)  2:48:04 (41:30)  2:56:43 (8:39) 男子30～39歳 37

104 501 長坂　潤司 ナガサカ　ジュンジ  2:56:45  41:18  1:22:20 (41:02)  2:04:03 (41:43)  2:46:49 (42:46)  2:56:45 (9:56) 男子40～49歳 40

105 743 山下　弘樹 ヤマシタ　ヒロキ  2:57:18  42:06  1:24:20 (42:14)  2:06:41 (42:21)  2:48:58 (42:17)  2:57:18 (8:20) 男子29歳以下 10

106 161 岡山　悟章 オカヤマ　ノリユキ  2:57:28  42:17  1:24:28 (42:11)  2:06:47 (42:19)  2:49:03 (42:16)  2:57:28 (8:25) 男子30～39歳 38

107 719 柳下　茂男 ヤギシタ　シゲオ  2:57:37  39:49  1:20:31 (40:42)  2:02:08 (41:37)  2:46:58 (44:50)  2:57:37 (10:39) 男子50～59歳 19

108 59 石川　勉 イシカワ　ツトム  2:57:51  42:15  1:24:27 (42:12)  2:06:46 (42:19)  2:48:35 (41:49)  2:57:51 (9:16) 男子40～49歳 41

109 483 出口　靖規 デグチ　ヤスノリ  2:57:56  40:54  1:21:57 (41:03)  2:03:36 (41:39)  2:47:27 (43:51)  2:57:56 (10:29) 男子30～39歳 39

110 748 山田　賢 ヤマダ　マサル  2:58:01  42:14  1:24:19 (42:05)  2:05:45 (41:26)  2:47:48 (42:03)  2:58:01 (10:13) 男子30～39歳 40

111 94 今井　泰徳 イマイ　ヤスノリ  2:58:07  42:23  1:24:30 (42:07)  2:06:53 (42:23)  2:49:12 (42:19)  2:58:07 (8:55) 男子40～49歳 42

112 98 入江　英三郎 イリエ　エイザブロウ  2:58:08  42:07  1:24:20 (42:13)  2:06:45 (42:25)  2:49:11 (42:26)  2:58:08 (8:57) 男子40～49歳 43

113 623 藤森　誠 フジモリ　マコト  2:58:12  42:12  1:24:22 (42:10)  2:06:41 (42:19)  2:49:04 (42:23)  2:58:12 (9:08) 男子40～49歳 44

114 596 平澤　健市 ヒラサワ　ケンイチ  2:58:14  42:11  1:24:14 (42:03)  2:06:31 (42:17)  2:49:01 (42:30)  2:58:14 (9:13) 男子40～49歳 45

115 396 堰　博 セキ　ヒロシ  2:58:15  42:16  1:24:26 (42:10)  2:06:46 (42:20)  2:49:10 (42:24)  2:58:15 (9:05) 男子40～49歳 46

116 169 越智　克爾 オチ　ヨシチカ  2:58:19  42:18  1:24:32 (42:14)  2:06:55 (42:23)  2:49:14 (42:19)  2:58:19 (9:05) 男子50～59歳 20

117 594 平出　健治 ヒライデ　ケンジ  2:58:19  39:58  1:20:02 (40:04)  2:02:44 (42:42)  2:48:21 (45:37)  2:58:19 (9:58) 男子40～49歳 47

118 405 高木　重人 タカギ　シゲト  2:58:20  42:12  1:24:23 (42:11)  2:06:41 (42:18)  2:48:59 (42:18)  2:58:20 (9:21) 男子40～49歳 48

119 715 森本　千尋 モリモト　チヒロ  2:58:20  42:10  1:23:10 (41:00)  2:04:03 (40:53)  2:48:10 (44:07)  2:58:20 (10:10) 男子40～49歳 49

120 778 和久　諭 ワク　サトシ  2:58:22  42:17  1:24:32 (42:15)  2:06:51 (42:19)  2:49:14 (42:23)  2:58:22 (9:08) 男子40～49歳 50
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121 70 磯田　智之 イソダ　トモユキ  2:58:24  42:15  1:24:28 (42:13)  2:06:40 (42:12)  2:49:08 (42:28)  2:58:24 (9:16) 男子40～49歳 51

122 619 藤野　理哉 フジノ　マサヤ  2:58:31  42:14  1:24:25 (42:11)  2:06:47 (42:22)  2:49:14 (42:27)  2:58:31 (9:17) 男子50～59歳 21

123 79 伊藤　英樹 イトウ　ヒデキ  2:58:34  42:13  1:24:24 (42:11)  2:06:42 (42:18)  2:49:07 (42:25)  2:58:34 (9:27) 男子50～59歳 22

124 776 六反　雅則 ロクタン　マサノリ  2:58:41  41:10  1:22:40 (41:30)  2:05:33 (42:53)  2:49:15 (43:42)  2:58:41 (9:26) 男子40～49歳 52

125 80 伊藤　嘉朗 イトウ　ヨシロウ  2:58:55  42:10  1:24:22 (42:12)  2:06:42 (42:20)  2:49:18 (42:36)  2:58:55 (9:37) 男子40～49歳 53

126 155 岡田　力 オカダ　ツトム  2:59:02  42:16  1:24:29 (42:13)  2:06:50 (42:21)  2:49:30 (42:40)  2:59:02 (9:32) 男子50～59歳 23

127 249 工藤　建太郎 クドウ　ケンタロウ  2:59:05  42:49  1:24:56 (42:07)  2:07:10 (42:14)  2:49:42 (42:32)  2:59:05 (9:23) 男子40～49歳 54

128 179 葛西　響 カサイ　ヒビキ  2:59:15  41:26  1:22:49 (41:23)  2:04:38 (41:49)  2:49:24 (44:46)  2:59:15 (9:51) 男子40～49歳 55

129 543 能代　智司 ノシロ　サトシ  2:59:17  42:18  1:24:29 (42:11)  2:06:49 (42:20)  2:50:01 (43:12)  2:59:17 (9:16) 男子50～59歳 24

130 211 川島　淳 カワシマ　アツシ  2:59:18  42:31  1:24:44 (42:13)  2:07:06 (42:22)  2:50:07 (43:01)  2:59:18 (9:11) 男子40～49歳 56

131 487 戸恒　亮一 トツネ　リョウイチ  2:59:25  42:10  1:24:19 (42:09)  2:06:39 (42:20)  2:49:45 (43:06)  2:59:25 (9:40) 男子40～49歳 57

132 600 平山　謙司 ヒラヤマ　ケンジ  2:59:26  42:18  1:24:28 (42:10)  2:06:50 (42:22)  2:49:47 (42:57)  2:59:26 (9:39) 男子50～59歳 25

133 456 谷崎　和成 タニザキ　カズナリ  2:59:26  42:15  1:24:23 (42:08)  2:06:32 (42:09)  2:49:22 (42:50)  2:59:26 (10:04) 男子40～49歳 58

134 458 谷本　淳 タニモト　ジュン  2:59:28  42:21  1:24:33 (42:12)  2:06:52 (42:19)  2:49:57 (43:05)  2:59:28 (9:31) 男子30～39歳 41

135 250 工藤　正貴 クドウ　マサキ  2:59:28  42:11  1:24:22 (42:11)  2:06:43 (42:21)  2:49:58 (43:15)  2:59:28 (9:30) 男子30～39歳 42

136 394 須藤　孝洋 ストウ　タカヒロ  2:59:35  42:25  1:24:35 (42:10)  2:06:56 (42:21)  2:50:09 (43:13)  2:59:35 (9:26) 男子50～59歳 26

137 25 荒金　友彦 アラガネ　トモヒコ  2:59:37  42:19  1:24:31 (42:12)  2:06:51 (42:20)  2:49:59 (43:08)  2:59:37 (9:38) 男子30～39歳 43

138 511 長野　和海 ナガノ　カズミ  2:59:40  42:20  1:24:27 (42:07)  2:06:45 (42:18)  2:50:12 (43:27)  2:59:40 (9:28) 男子30～39歳 44

139 356 白井　直樹 シライ　ナオキ  3:00:34  42:08  1:23:06 (40:58)  2:05:03 (41:57)  2:49:56 (44:53)  3:00:34 (10:38) 男子30～39歳 45

140 682 水本　会人 ミズモト　カイト  3:00:46  42:03  1:24:14 (42:11)  2:06:34 (42:20)  2:50:04 (43:30)  3:00:46 (10:42) 男子30～39歳 46

141 343 島田　陽 シマダ　ヒロシ  3:00:47  43:54  1:27:08 (43:14)  2:08:33 (41:25)  2:50:51 (42:18)  3:00:47 (9:56) 男子40～49歳 59

142 143 大野　善典 オオノ　ヨシノリ  3:01:04  42:09  1:24:19 (42:10)  2:06:39 (42:20)  2:51:01 (44:22)  3:01:04 (10:03) 男子60歳以上 1

143 331 佐野　哲也 サノ　テツヤ  3:01:20  42:12  1:24:26 (42:14)  2:06:46 (42:20)  2:51:11 (44:25)  3:01:20 (10:09) 男子40～49歳 60

144 61 石榑　昌也 イシグレ　マサヤ  3:01:31  42:16  1:24:09 (41:53)  2:06:17 (42:08)  2:51:04 (44:47)  3:01:31 (10:27) 男子30～39歳 47
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145 666 松本　行央 マツモト　ユキオ  3:01:40  41:16  1:22:21 (41:05)  2:04:28 (42:07)  2:49:20 (44:52)  3:01:40 (12:20) 男子40～49歳 61

146 209 川口　和彦 カワグチ　カズヒコ  3:01:45  40:06  1:20:09 (40:03)  2:01:03 (40:54)  2:50:51 (49:48)  3:01:45 (10:54) 男子50～59歳 27

147 565 浜田　和樹 ハマダ　カズキ  3:01:51  42:06  1:24:16 (42:10)  2:06:38 (42:22)  2:50:52 (44:14)  3:01:51 (10:59) 男子29歳以下 11

148 10 浅田　智也 アサダ　トモヤ  3:02:00  43:12  1:26:24 (43:12)  2:09:33 (43:09)  2:52:33 (43:00)  3:02:00 (9:27) 男子30～39歳 48

149 569 林　和希 ハヤシ　カズキ  3:02:00  38:51  1:18:48 (39:57)  2:01:46 (42:58)  2:51:06 (49:20)  3:02:00 (10:54) 男子40～49歳 62

150 749 山田　衛 ヤマダ　マモル  3:02:14  42:17  1:24:32 (42:15)  2:06:51 (42:19)  2:50:46 (43:55)  3:02:14 (11:28) 男子50～59歳 28

151 18 天野　淳一 アマノ　ジュンイチ  3:02:35  42:21  1:24:45 (42:24)  2:07:39 (42:54)  2:52:54 (45:15)  3:02:35 (9:41) 男子40～49歳 63

152 588 東山　雄次 ヒガシヤマ　ユウジ  3:02:43  43:26  1:26:35 (43:09)  2:09:37 (43:02)  2:53:20 (43:43)  3:02:43 (9:23) 男子40～49歳 64

153 285 小林　嗣久 コバヤシ　ツグヒサ  3:03:06  43:09  1:26:39 (43:30)  2:10:02 (43:23)  2:53:44 (43:42)  3:03:06 (9:22) 男子40～49歳 65

154 474 柘植　聡人 ツゲ　サトシ  3:03:10  41:10  1:22:19 (41:09)  2:04:37 (42:18)  2:52:23 (47:46)  3:03:10 (10:47) 男子40～49歳 66

155 476 土本　優作 ツチモト　ユウサク  3:03:33  43:15  1:26:29 (43:14)  2:09:44 (43:15)  2:53:53 (44:09)  3:03:33 (9:40) 男子30～39歳 49

156 282 小林　淳一 コバヤシ　ジュンイチ  3:03:36  42:17  1:24:23 (42:06)  2:06:44 (42:21)  2:52:44 (46:00)  3:03:36 (10:52) 男子40～49歳 67

157 608 福田　智嗣 フクダ　トモツグ  3:03:52  42:16  1:24:23 (42:07)  2:06:42 (42:19)  2:52:10 (45:28)  3:03:52 (11:42) 男子30～39歳 50

158 681 水野　敏行 ミズノ　トシユキ  3:03:57  42:30  1:24:29 (41:59)  2:06:45 (42:16)  2:53:20 (46:35)  3:03:57 (10:37) 男子40～49歳 68

159 278 小西　雄太 コニシ　ユウタ  3:03:58  42:29  1:25:04 (42:35)  2:08:21 (43:17)  2:53:58 (45:37)  3:03:58 (10:00) 男子30～39歳 51

160 648 正岡　亮平 マサオカ　リョウヘイ  3:04:16  42:26  1:24:56 (42:30)  2:07:57 (43:01)  2:54:08 (46:11)  3:04:16 (10:08) 男子30～39歳 52

161 274 小杉　知生 コスギ　トモオ  3:04:19  42:17  1:24:27 (42:10)  2:06:49 (42:22)  2:53:36 (46:47)  3:04:19 (10:43) 男子50～59歳 29

162 319 佐々木　陽介 ササキ　ヨウスケ  3:04:21  42:15  1:24:26 (42:11)  2:07:05 (42:39)  2:54:12 (47:07)  3:04:21 (10:09) 男子30～39歳 53

163 542 野島　雄太 ノジマ　ユウタ  3:04:23  42:29  1:25:07 (42:38)  2:07:26 (42:19)  2:53:56 (46:30)  3:04:23 (10:27) 男子30～39歳 54

164 342 島田　佐智夫 シマダ　サチオ  3:04:45  42:29  1:24:58 (42:29)  2:07:53 (42:55)  2:53:57 (46:04)  3:04:45 (10:48) 男子40～49歳 69

165 246 桐石　法彦 キリイシ　ノリヒコ  3:04:54  42:30  1:25:18 (42:48)  2:08:32 (43:14)  2:54:17 (45:45)  3:04:54 (10:37) 男子40～49歳 70

166 517 中村　春彦 ナカムラ　ハルヒコ  3:05:18  41:13  1:22:40 (41:27)  2:05:03 (42:23)  2:54:05 (49:02)  3:05:18 (11:13) 男子30～39歳 55

167 37 飯島　伊織 イイジマ　イオリ  3:05:24  41:24  1:22:56 (41:32)  2:05:01 (42:05)  2:53:32 (48:31)  3:05:24 (11:52) 男子50～59歳 30

168 683 溝部　健司 ミゾベ　ケンジ  3:05:40  42:20  1:24:31 (42:11)  2:06:48 (42:17)  2:54:52 (48:04)  3:05:40 (10:48) 男子50～59歳 31
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169 472 塚本　大 ツカモト　ヒロシ  3:05:45  44:06  1:28:38 (44:32)  2:13:04 (44:26)  2:56:27 (43:23)  3:05:45 (9:18) 男子30～39歳 56

170 247 日下　文明 クサカ　フミアキ  3:05:50  40:00  1:20:02 (40:02)  2:01:34 (41:32)  2:54:14 (52:40)  3:05:50 (11:36) 男子40～49歳 71

171 611 藤井　圭介 フジイ　ケイスケ  3:05:51  42:23  1:24:37 (42:14)  2:08:00 (43:23)  2:54:51 (46:51)  3:05:51 (11:00) 男子40～49歳 72

172 787 渡辺　博史 ワタナベ　ヒロシ  3:06:30  42:13  1:24:24 (42:11)  2:06:45 (42:21)  2:54:38 (47:53)  3:06:30 (11:52) 男子40～49歳 73

173 464 田村　雅彦 タムラ　マサヒコ  3:06:32  42:14  1:24:26 (42:12)  2:06:48 (42:22)  2:53:54 (47:06)  3:06:32 (12:38) 男子40～49歳 74

174 208 川上　裕 カワカミ　ユタカ  3:06:32  42:03  1:23:58 (41:55)  2:06:22 (42:24)  2:52:32 (46:10)  3:06:32 (14:00) 男子40～49歳 75

175 506 中島　隆幸 ナカシマ　タカユキ  3:06:37  42:17  1:24:29 (42:12)  2:07:18 (42:49)  2:55:42 (48:24)  3:06:37 (10:55) 男子50～59歳 32

176 226 木浦　博史 キウラ　ヒロシ  3:06:53  43:46  1:27:20 (43:34)  2:10:57 (43:37)  2:56:23 (45:26)  3:06:53 (10:30) 男子40～49歳 76

177 69 井関　純二 イセキ　ジュンジ  3:06:59  40:13  1:21:04 (40:51)  2:05:34 (44:30)  2:56:22 (50:48)  3:06:59 (10:37) 男子40～49歳 77

178 723 矢津　一正 ヤヅ　カズマサ  3:07:02  42:16  1:24:28 (42:12)  2:07:12 (42:44)  2:55:52 (48:40)  3:07:02 (11:10) 男子60歳以上 2

179 646 前田　將太郎 マエダ　ショウタロウ  3:07:09  44:02  1:28:36 (44:34)  2:13:08 (44:32)  2:57:36 (44:28)  3:07:09 (9:33) 男子40～49歳 78

180 196 加納　学 カノウ　サトル  3:07:13  44:14  1:28:49 (44:35)  2:13:14 (44:25)  2:57:49 (44:35)  3:07:13 (9:24) 男子40～49歳 79

181 788 高橋　秀樹 タカハシ　ヒデキ  3:07:30  42:14  1:24:24 (42:10)  2:06:52 (42:28)  2:55:54 (49:02)  3:07:30 (11:36) 男子50～59歳 33

182 310 匂坂　義昭 サギサカ　ヨシアキ  3:07:47  42:22  1:24:32 (42:10)  2:07:08 (42:36)  2:56:45 (49:37)  3:07:47 (11:02) 男子40～49歳 80

183 262 黒澤　清剛 クロサワ　セイゴウ  3:07:47  42:13  1:24:22 (42:09)  2:07:20 (42:58)  2:56:19 (48:59)  3:07:47 (11:28) 男子50～59歳 34

184 6 赤堀　佑介 アカホリ　ユウスケ  3:08:01  44:06  1:28:37 (44:31)  2:13:05 (44:28)  2:58:29 (45:24)  3:08:01 (9:32) 男子30～39歳 57

185 459 玉田　真之介 タマダ　シンノスケ  3:08:13  44:01  1:28:36 (44:35)  2:13:05 (44:29)  2:58:29 (45:24)  3:08:13 (9:44) 男子30～39歳 58

186 707 目黒　一行 メグロ　カズユキ  3:08:16  42:47  1:26:31 (43:44)  2:12:08 (45:37)  2:58:30 (46:22)  3:08:16 (9:46) 男子50～59歳 35

187 638 堀田　朝和 ホッタ　トモカズ  3:08:26  42:32  1:25:06 (42:34)  2:08:04 (42:58)  2:57:24 (49:20)  3:08:26 (11:02) 男子50～59歳 36

188 199 上形　健 カミガタ　タケシ  3:08:30  42:16  1:24:29 (42:13)  2:08:53 (44:24)  2:57:53 (49:00)  3:08:30 (10:37) 男子40～49歳 81

189 462 田村　展也 タムラ　ノブヤ  3:08:35  41:32  1:23:57 (42:25)  2:06:48 (42:51)  2:57:39 (50:51)  3:08:35 (10:56) 男子40～49歳 82

190 640 堀口　剛 ホリグチ　ツヨシ  3:08:38  43:00  1:25:52 (42:52)  2:09:49 (43:57)  2:57:58 (48:09)  3:08:38 (10:40) 男子40～49歳 83

191 540 野口　徹 ノグチ　トオル  3:08:40  44:15  1:28:48 (44:33)  2:13:21 (44:33)  2:58:53 (45:32)  3:08:40 (9:47) 男子50～59歳 37

192 662 松丸　勇馬 マツマル　ユウマ  3:08:50  44:43  1:27:58 (43:15)  2:10:28 (42:30)  2:58:02 (47:34)  3:08:50 (10:48) 男子30～39歳 59
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193 663 松村　和大 マツムラ　カズヒロ  3:08:55  44:11  1:28:42 (44:31)  2:13:10 (44:28)  2:58:23 (45:13)  3:08:55 (10:32) 男子40～49歳 84

194 398 関村　英章 セキムラ　ヒデアキ  3:08:59  41:26  1:22:49 (41:23)  2:05:03 (42:14)  2:55:42 (50:39)  3:08:59 (13:17) 男子40～49歳 85

195 527 西上　昌樹 ニシガミ　マサキ  3:09:27  42:10  1:24:27 (42:17)  2:08:57 (44:30)  2:58:22 (49:25)  3:09:27 (11:05) 男子30～39歳 60

196 686 皆川　貴行 ミナガワ　タカユキ  3:10:13  44:09  1:29:05 (44:56)  2:13:56 (44:51)  3:00:31 (46:35)  3:10:13 (9:42) 男子40～49歳 86

197 330 佐野　隆志 サノ　タカシ  3:10:25  43:35  1:29:53 (46:18)  2:14:25 (44:32)  3:00:19 (45:54)  3:10:25 (10:06) 男子40～49歳 87

198 54 石井　一 イシイ　ハジメ  3:10:47  45:16  1:29:54 (44:38)  2:14:32 (44:38)  3:00:29 (45:57)  3:10:47 (10:18) 男子40～49歳 88

199 255 熊木　敏 クマキ　サトシ  3:11:05  42:20  1:24:32 (42:12)  2:06:55 (42:23)  2:56:17 (49:22)  3:11:05 (14:48) 男子50～59歳 38

200 206 唐橋　政孝 カラハシ　マサタカ  3:11:07  44:09  1:28:36 (44:27)  2:13:03 (44:27)  2:59:19 (46:16)  3:11:07 (11:48) 男子50～59歳 39

201 609 福田　雄太 フクダ　ユウタ  3:11:10  40:53  1:21:40 (40:47)  2:04:21 (42:41)  2:57:11 (52:50)  3:11:10 (13:59) 男子30～39歳 61

202 307 坂爪　哲也 サカヅメ　テツヤ  3:11:13  43:03  1:26:10 (43:07)  2:10:31 (44:21)  3:00:33 (50:02)  3:11:13 (10:40) 男子40～49歳 89

203 431 武井　久 タケイ　ヒサシ  3:11:33  41:52  1:24:07 (42:15)  2:09:17 (45:10)  2:59:59 (50:42)  3:11:33 (11:34) 男子50～59歳 40

204 313 佐々木　大介 ササキ　ダイスケ  3:11:46  44:43  1:29:30 (44:47)  2:13:54 (44:24)  3:00:08 (46:14)  3:11:46 (11:38) 男子40～49歳 90

205 185 片桐　駿介 カタギリ　シュンスケ  3:12:10  45:39  1:31:12 (45:33)  2:16:30 (45:18)  3:02:25 (45:55)  3:12:10 (9:45) 男子30～39歳 62

206 498 永井　元気 ナガイ　モトキ  3:12:11  42:18  1:24:27 (42:09)  2:06:48 (42:21)  2:58:14 (51:26)  3:12:11 (13:57) 男子30～39歳 63

207 102 岩崎　克治 イワサキ　カツジ  3:12:11  44:39  1:29:36 (44:57)  2:15:18 (45:42)  3:02:00 (46:42)  3:12:11 (10:11) 男子50～59歳 41

208 419 高橋　竜哉 タカハシ　タツヤ  3:12:14  42:20  1:26:49 (44:29)  2:12:56 (46:07)  3:01:19 (48:23)  3:12:14 (10:55) 男子50～59歳 42

209 345 清水　修 シミズ　オサム  3:12:22  44:09  1:28:42 (44:33)  2:13:10 (44:28)  3:01:20 (48:10)  3:12:22 (11:02) 男子50～59歳 43

210 385 鈴木　光太郎 スズキ　コウタロウ  3:12:26  42:56  1:26:51 (43:55)  2:11:01 (44:10)  2:59:02 (48:01)  3:12:26 (13:24) 男子30～39歳 64

211 445 田島　康成 タジマ　ヤスナリ  3:12:27  44:08  1:28:41 (44:33)  2:14:01 (45:20)  3:01:47 (47:46)  3:12:27 (10:40) 男子50～59歳 44

212 526 仁木　達三 ニキ　タツゾウ  3:12:46  43:27  1:26:59 (43:32)  2:10:45 (43:46)  3:01:42 (50:57)  3:12:46 (11:04) 男子50～59歳 45

213 232 岸田　吉史 キシダ　ヨシフミ  3:13:02  42:17  1:25:22 (43:05)  2:11:13 (45:51)  3:01:21 (50:08)  3:13:02 (11:41) 男子50～59歳 46

214 751 山本　憲徳 ヤマモト　カズノリ  3:13:05  43:41  1:28:00 (44:19)  2:13:10 (45:10)  3:02:02 (48:52)  3:13:05 (11:03) 男子30～39歳 65

215 471 塚原　寛記 ツカハラ　ヒロキ  3:13:12  42:52  1:26:22 (43:30)  2:12:08 (45:46)  3:02:43 (50:35)  3:13:12 (10:29) 男子30～39歳 66

216 383 鈴木　一也 スズキ　カズヤ  3:13:15  42:19  1:24:33 (42:14)  2:07:06 (42:33)  2:55:37 (48:31)  3:13:15 (17:38) 男子50～59歳 47
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217 612 藤井　貴啓 フジイ　タカヒロ  3:13:38  42:08  1:24:19 (42:11)  2:07:43 (43:24)  3:01:20 (53:37)  3:13:38 (12:18) 男子40～49歳 91

218 785 渡辺　哲夫 ワタナベ　テツオ  3:13:42  42:04  1:24:20 (42:16)  2:08:21 (44:01)  3:01:41 (53:20)  3:13:42 (12:01) 男子40～49歳 92

219 424 高橋　佑治 タカハシ　ユウジ  3:14:00  44:06  1:28:39 (44:33)  2:13:57 (45:18)  3:03:04 (49:07)  3:14:00 (10:56) 男子30～39歳 67

220 468 茅原　康之 チハラ　ヤスユキ  3:14:04  42:16  1:24:27 (42:11)  2:09:16 (44:49)  3:01:39 (52:23)  3:14:04 (12:25) 男子40～49歳 93

221 219 川畑　雅樹 カワバタ　マサキ  3:14:10  43:49  1:27:40 (43:51)  2:12:40 (45:00)  2:59:57 (47:17)  3:14:10 (14:13) 男子50～59歳 48

222 22 新井　隆仁 アライ　タカヒト  3:14:17  42:08  1:24:21 (42:13)  2:06:46 (42:25)  3:01:25 (54:39)  3:14:17 (12:52) 男子30～39歳 68

223 136 太田　雅信 オオタ　マサノブ  3:14:42  40:01  1:20:06 (40:05)  2:03:54 (43:48)  3:00:08 (56:14)  3:14:42 (14:34) 男子50～59歳 49

224 235 北川　暦 キタガワ　レキ  3:14:43  44:08  1:28:40 (44:32)  2:13:18 (44:38)  3:03:20 (50:02)  3:14:43 (11:23) 男子50～59歳 50

225 597 平島　達也 ヒラシマ　タツヤ  3:14:56  42:14  1:24:32 (42:18)  2:11:27 (46:55)  3:05:09 (53:42)  3:14:56 (9:47) 男子30～39歳 69

226 420 高橋　登志八 タカハシ　トシヤ  3:15:22  45:28  1:30:24 (44:56)  2:17:12 (46:48)  3:04:53 (47:41)  3:15:22 (10:29) 男子50～59歳 51

227 415 高橋　悟 タカハシ　サトル  3:15:54  42:16  1:24:28 (42:12)  2:07:56 (43:28)  3:03:24 (55:28)  3:15:54 (12:30) 男子40～49歳 94

228 299 齋藤　明 サイトウ　アキラ  3:16:01  42:04  1:24:08 (42:04)  2:10:42 (46:34)  3:01:51 (51:09)  3:16:01 (14:10) 男子40～49歳 95

229 311 櫻井　路大 サクライ　ミチヒロ  3:16:06  42:27  1:26:10 (43:43)  2:12:09 (45:59)  3:04:25 (52:16)  3:16:06 (11:41) 男子40～49歳 96

230 758 横田　直裕 ヨコタ　ナオヒロ  3:16:08  44:09  1:28:40 (44:31)  2:13:11 (44:31)  3:02:36 (49:25)  3:16:08 (13:32) 男子40～49歳 97

231 733 山口　敬人 ヤマグチ　ユキヒト  3:16:08  44:21  1:28:53 (44:32)  2:13:45 (44:52)  3:04:20 (50:35)  3:16:08 (11:48) 男子50～59歳 52

232 658 松木　浩志 マツキ　ヒロシ  3:16:18  44:08  1:28:41 (44:33)  2:13:14 (44:33)  3:04:36 (51:22)  3:16:18 (11:42) 男子40～49歳 98

233 488 土沼　健成 ドヌマ　ケンセイ  3:16:21  45:43  1:31:27 (45:44)  2:17:24 (45:57)  3:05:33 (48:09)  3:16:21 (10:48) 男子50～59歳 53

234 74 市村　直樹 イチムラ　ナオキ  3:16:26  45:20  1:31:17 (45:57)  2:17:12 (45:55)  3:05:20 (48:08)  3:16:26 (11:06) 男子29歳以下 12

235 349 清水　勉 シミズ　ツトム  3:16:39  46:47  1:33:51 (47:04)  2:20:28 (46:37)  3:06:27 (45:59)  3:16:39 (10:12) 男子50～59歳 54

236 154 岡田　政司 オカダ　セイジ  3:16:42  42:30  1:25:06 (42:36)  2:07:47 (42:41)  3:01:45 (53:58)  3:16:42 (14:57) 男子40～49歳 99

237 347 清水　崇弘 シミズ　タカヒロ  3:16:50  46:45  1:33:48 (47:03)  2:20:26 (46:38)  3:07:10 (46:44)  3:16:50 (9:40) 男子40～49歳 100

238 267 軍司　聖響 グンジ　キヨト  3:16:51  46:52  1:33:55 (47:03)  2:20:15 (46:20)  3:06:00 (45:45)  3:16:51 (10:51) 男子29歳以下 13

239 192 金澤　多加生 カナザワ　タカオ  3:17:00  41:27  1:23:05 (41:38)  2:07:43 (44:38)  3:03:01 (55:18)  3:17:00 (13:59) 男子30～39歳 70

240 631 辺見　洋 ヘンミ　ヒロシ  3:17:03  46:46  1:33:50 (47:04)  2:20:29 (46:39)  3:07:13 (46:44)  3:17:03 (9:50) 男子40～49歳 101
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種目：【フルマラソン（男子）】

241 669 丸山　和伯 マルヤマ　カズノリ  3:17:06  46:51  1:33:57 (47:06)  2:20:31 (46:34)  3:07:29 (46:58)  3:17:06 (9:37) 男子50～59歳 55

242 770 吉野　匠 ヨシノ　タクミ  3:17:09  46:52  1:33:56 (47:04)  2:20:36 (46:40)  3:07:09 (46:33)  3:17:09 (10:00) 男子30～39歳 71

243 265 桑原　芳徳 クワハラ　ヨシノリ  3:17:18  40:04  1:20:19 (40:15)  2:04:40 (44:21)  3:03:23 (58:43)  3:17:18 (13:55) 男子30～39歳 72

244 210 川口　晋平 カワグチ　シンペイ  3:17:25  47:19  1:34:57 (47:38)  2:21:40 (46:43)  3:08:04 (46:24)  3:17:25 (9:21) 男子30～39歳 73

245 553 橋本　清弘 ハシモト　キヨヒロ  3:17:38  42:15  1:24:39 (42:24)  2:11:31 (46:52)  3:05:27 (53:56)  3:17:38 (12:11) 男子40～49歳 102

246 57 石川　克也 イシカワ　カツヤ  3:17:39  46:53  1:33:54 (47:01)  2:20:35 (46:41)  3:07:33 (46:58)  3:17:39 (10:06) 男子50～59歳 56

247 590 久井　謙吾 ヒサイ　ケンゴ  3:17:44  42:14  1:24:20 (42:06)  2:06:42 (42:22)  3:00:12 (53:30)  3:17:44 (17:32) 男子29歳以下 14

248 280 小濱　靖典 コハマ　ヤスノリ  3:17:46  44:55  1:30:14 (45:19)  2:16:02 (45:48)  3:06:23 (50:21)  3:17:46 (11:23) 男子50～59歳 57

249 257 熊田　洋一郎 クマダ　ヨウイチロウ  3:17:50  46:54  1:33:57 (47:03)  2:20:37 (46:40)  3:07:10 (46:33)  3:17:50 (10:40) 男子30～39歳 74

250 227 菊川　和紀 キクガワ　カズノリ  3:17:59  47:44  1:34:52 (47:08)  2:21:17 (46:25)  3:07:34 (46:17)  3:17:59 (10:25) 男子40～49歳 103

251 531 西野　徹哉 ニシノ　テツヤ  3:18:00  45:40  1:30:53 (45:13)  2:16:54 (46:01)  3:06:28 (49:34)  3:18:00 (11:32) 男子50～59歳 58

252 753 山本　憲央 ヤマモト　ノリオ  3:18:14  46:53  1:33:56 (47:03)  2:20:36 (46:40)  3:07:54 (47:18)  3:18:14 (10:20) 男子50～59歳 59

253 726 矢野　健太郎 ヤノ　ケンタロウ  3:18:18  44:09  1:29:20 (45:11)  2:15:02 (45:42)  3:06:39 (51:37)  3:18:18 (11:39) 男子40～49歳 104

254 153 岡田　健太郎 オカダ　ケンタロウ  3:18:21  46:46  1:33:49 (47:03)  2:20:28 (46:39)  3:07:27 (46:59)  3:18:21 (10:54) 男子30～39歳 75

255 302 坂尾　裕介 サカオ　ユウスケ  3:18:42  44:10  1:28:43 (44:33)  2:13:17 (44:34)  3:07:11 (53:54)  3:18:42 (11:31) 男子40～49歳 105

256 298 近藤　正典 コンドウ　マサノリ  3:18:51  42:14  1:24:27 (42:13)  2:09:19 (44:52)  3:08:14 (58:55)  3:18:51 (10:37) 男子40～49歳 106

257 332 軸丸　真二 ジクマル　シンジ  3:19:03  44:46  1:30:05 (45:19)  2:17:25 (47:20)  3:07:57 (50:32)  3:19:03 (11:06) 男子40～49歳 107

258 355 庄司　雅博 ショウジ　マサヒロ  3:19:19  44:08  1:29:44 (45:36)  2:16:55 (47:11)  3:08:39 (51:44)  3:19:19 (10:40) 男子40～49歳 108

259 629 古角　和義 フルスミ　カズヨシ  3:19:20  45:43  1:31:29 (45:46)  2:19:11 (47:42)  3:08:54 (49:43)  3:19:20 (10:26) 男子40～49歳 109

260 703 村田　元樹 ムラタ　モトキ  3:19:21  48:50  1:36:39 (47:49)  2:24:03 (47:24)  3:09:44 (45:41)  3:19:21 (9:37) 男子50～59歳 60

261 134 大須賀　雅夫 オオスカ　マサオ  3:19:24  42:11  1:24:28 (42:17)  2:10:33 (46:05)  3:06:01 (55:28)  3:19:24 (13:23) 男子50～59歳 61

262 763 吉田　歩 ヨシダ　アユム  3:19:27  42:08  1:24:20 (42:12)  2:06:39 (42:19)  2:49:08 (42:29)  3:19:27 (30:19) 男子30～39歳 76

263 105 上岡　基洋 ウエオカ　モトヒロ  3:19:34  46:51  1:32:15 (45:24)  2:19:11 (46:56)  3:08:36 (49:25)  3:19:34 (10:58) 男子40～49歳 110

264 38 飯田　健一 イイダ　ケンイチ  3:19:35  44:53  1:29:42 (44:49)  2:15:45 (46:03)  3:07:23 (51:38)  3:19:35 (12:12) 男子30～39歳 77
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種目：【フルマラソン（男子）】

265 520 中山　裕路 ナカヤマ　ヒロミチ  3:20:05  42:15  1:24:28 (42:13)  2:06:48 (42:20)  3:03:14 (56:26)  3:20:05 (16:51) 男子40～49歳 111

266 781 渡辺　一弘 ワタナベ　カズヒロ  3:20:14  44:11  1:28:43 (44:32)  2:13:16 (44:33)  3:07:38 (54:22)  3:20:14 (12:36) 男子50～59歳 62

267 537 沼田　英之 ヌマタ　ヒデユキ  3:20:21  40:02  1:20:24 (40:22)  2:12:33 (52:09)  3:08:22 (55:49)  3:20:21 (11:59) 男子29歳以下 15

268 162 小川　浩一 オガワ　コウイチ  3:20:43  42:19  1:24:28 (42:09)  2:07:49 (43:21)  3:08:01 (1:00:12)  3:20:43 (12:42) 男子40～49歳 112

269 695 宮本　雅彦 ミヤモト　マサヒコ  3:20:45  45:43  1:31:36 (45:53)  2:19:07 (47:31)  3:09:49 (50:42)  3:20:45 (10:56) 男子50～59歳 63

270 3 青井　栄志 アオイ　エイジ  3:20:45  46:28  1:32:48 (46:20)  2:20:07 (47:19)  3:08:49 (48:42)  3:20:45 (11:56) 男子40～49歳 113

271 481 釣谷　秀樹 ツリタニ　ヒデキ  3:20:53  46:48  1:33:51 (47:03)  2:20:32 (46:41)  3:09:33 (49:01)  3:20:53 (11:20) 男子50～59歳 64

272 750 山辺　一郎 ヤマベ　イチロウ  3:20:59  44:53  1:31:07 (46:14)  2:18:15 (47:08)  3:09:21 (51:06)  3:20:59 (11:38) 男子50～59歳 65

273 449 田中　真吾 タナカ　シンゴ  3:21:07  42:10  1:25:51 (43:41)  2:12:47 (46:56)  3:07:49 (55:02)  3:21:07 (13:18) 男子30～39歳 78

274 677 三國　文敬 ミクニ　フミノリ  3:21:30  45:01  1:29:48 (44:47)  2:16:53 (47:05)  3:09:16 (52:23)  3:21:30 (12:14) 男子40～49歳 114

275 358 白木　尚 シラキ　タカシ  3:22:01  46:29  1:32:17 (45:48)  2:18:37 (46:20)  3:09:40 (51:03)  3:22:01 (12:21) 男子60歳以上 3

276 238 北村　一誠 キタムラ　カズモト  3:22:17  43:56  1:28:47 (44:51)  2:17:45 (48:58)  3:10:13 (52:28)  3:22:17 (12:04) 男子40～49歳 115

277 2 青　新平 アオ　シンペイ  3:22:44  47:28  1:34:40 (47:12)  2:21:58 (47:18)  3:11:37 (49:39)  3:22:44 (11:07) 男子29歳以下 16

278 362 新祖　祐治 シンソ　ユウジ  3:22:54  42:14  1:24:26 (42:12)  2:06:49 (42:23)  2:56:09 (49:20)  3:22:54 (26:45) 男子40～49歳 116

279 175 小美野　浩明 オミノ　ヒロアキ  3:23:08  47:54  1:35:21 (47:27)  2:23:12 (47:51)  3:13:06 (49:54)  3:23:08 (10:02) 男子50～59歳 66

280 284 小林　健 コバヤシ　タケシ  3:23:08  46:49  1:33:54 (47:05)  2:20:33 (46:39)  3:11:38 (51:05)  3:23:08 (11:30) 男子50～59歳 67

281 713 森下　歩 モリシタ　アユム  3:23:41  46:46  1:33:50 (47:04)  2:20:30 (46:40)  3:11:23 (50:53)  3:23:41 (12:18) 男子50～59歳 68

282 645 前嶋　真一 マエジマ　シンイチ  3:23:49  44:06  1:28:39 (44:33)  2:13:14 (44:35)  3:09:30 (56:16)  3:23:49 (14:19) 男子40～49歳 117

283 151 岡崎　利紀 オカザキ　トシキ  3:24:09  46:56  1:34:01 (47:05)  2:20:38 (46:37)  3:11:33 (50:55)  3:24:09 (12:36) 男子50～59歳 69

284 48 池田　憲一 イケダ　ケンイチ  3:24:12  47:53  1:34:51 (46:58)  2:22:03 (47:12)  3:12:21 (50:18)  3:24:12 (11:51) 男子50～59歳 70

285 489 利根川　雅久 トネガワ　マサヒサ  3:24:18  46:55  1:33:57 (47:02)  2:20:37 (46:40)  3:12:03 (51:26)  3:24:18 (12:15) 男子40～49歳 118

286 716 八百枝　玄士 ヤオエダ　ゲンジ  3:25:07  44:09  1:28:37 (44:28)  2:13:11 (44:34)  3:10:37 (57:26)  3:25:07 (14:30) 男子40～49歳 119

287 702 村田　俊生 ムラタ　トシオ  3:25:28  47:38  1:36:01 (48:23)  2:25:25 (49:24)  3:14:21 (48:56)  3:25:28 (11:07) 男子40～49歳 120

288 337 柴　尚只 シバ　ナオタダ  3:25:29  49:10  1:37:29 (48:19)  2:26:28 (48:59)  3:15:08 (48:40)  3:25:29 (10:21) 男子40～49歳 121
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種目：【フルマラソン（男子）】

289 792 加納　吾朗 カノウ　ゴロウ  3:25:43  40:03  1:20:16 (40:13)  2:05:24 (45:08)  3:11:50 (1:06:26)  3:25:43 (13:53) 男子30～39歳 79

290 690 峰岸　一則 ミネギシ　カズノリ  3:26:10  49:17  1:38:24 (49:07)  2:27:53 (49:29)  3:16:05 (48:12)  3:26:10 (10:05) 男子50～59歳 71

291 604 廣野　一雄 ヒロノ　カズオ  3:26:19  45:16  1:31:39 (46:23)  2:20:28 (48:49)  3:13:54 (53:26)  3:26:19 (12:25) 男子50～59歳 72

292 722 安中　直樹 ヤスナカ　ナオキ  3:26:32  49:17  1:37:31 (48:14)  2:25:59 (48:28)  3:15:39 (49:40)  3:26:32 (10:53) 男子50～59歳 73

293 95 今枝　佑介 イマエダ　ユウスケ  3:26:54  42:17  1:25:28 (43:11)  2:15:07 (49:39)  3:13:41 (58:34)  3:26:54 (13:13) 男子30～39歳 80

294 665 松本　直記 マツモト　ナオキ  3:26:56  48:48  1:37:24 (48:36)  2:25:21 (47:57)  3:14:49 (49:28)  3:26:56 (12:07) 男子50～59歳 74

295 518 仲村　洋祐 ナカムラ　ヨウスケ  3:27:05  49:19  1:38:26 (49:07)  2:27:59 (49:33)  3:16:46 (48:47)  3:27:05 (10:19) 男子40～49歳 122

296 510 中西　文洋 ナカニシ　フミヒロ  3:27:20  50:03  1:37:31 (47:28)  2:24:57 (47:26)  3:15:36 (50:39)  3:27:20 (11:44) 男子50～59歳 75

297 789 小澤　晶 オザワ　アキラ  3:27:25  49:27  1:38:28 (49:01)  2:27:54 (49:26)  3:17:07 (49:13)  3:27:25 (10:18) 男子60歳以上 4

298 194 金子　純一 カネコ　ジュンイチ  3:27:28  49:19  1:38:25 (49:06)  2:27:52 (49:27)  3:17:14 (49:22)  3:27:28 (10:14) 男子40～49歳 123

299 532 西浜　悟史 ニシハマ　サトシ  3:27:30  49:14  1:38:22 (49:08)  2:27:55 (49:33)  3:16:49 (48:54)  3:27:30 (10:41) 男子30～39歳 81

300 654 松浦　出 マツウラ　イズル  3:27:37  47:28  1:35:30 (48:02)  2:24:06 (48:36)  3:15:22 (51:16)  3:27:37 (12:15) 男子40～49歳 124

301 320 笹野　秀生 ササノ　ヒデオ  3:27:39  46:56  1:34:00 (47:04)  2:21:42 (47:42)  3:15:09 (53:27)  3:27:39 (12:30) 男子50～59歳 76

302 696 宮本　幸夫 ミヤモト　ユキオ  3:27:43  49:09  1:38:14 (49:05)  2:27:47 (49:33)  3:17:10 (49:23)  3:27:43 (10:33) 男子50～59歳 77

303 224 上林　肇 カンバヤシ　ハジメ  3:27:45  49:16  1:38:25 (49:09)  2:27:57 (49:32)  3:17:19 (49:22)  3:27:45 (10:26) 男子50～59歳 78

304 327 佐藤　祐司 サトウ　ユウジ  3:27:49  49:15  1:38:23 (49:08)  2:27:52 (49:29)  3:17:14 (49:22)  3:27:49 (10:35) 男子40～49歳 125

305 378 杉山　敏郎 スギヤマ　トシロウ  3:27:55  46:52  1:34:07 (47:15)  2:23:40 (49:33)  3:16:28 (52:48)  3:27:55 (11:27) 男子50～59歳 79

306 433 竹内　淳 タケウチ　ジュン  3:28:06  49:13  1:38:07 (48:54)  2:27:27 (49:20)  3:17:17 (49:50)  3:28:06 (10:49) 男子50～59歳 80

307 773 米澤　雅行 ヨネザワ　マサユキ  3:28:10  42:52  1:27:43 (44:51)  2:16:39 (48:56)  3:15:03 (58:24)  3:28:10 (13:07) 男子40～49歳 126

308 603 広川　直人 ヒロカワ　ナオト  3:28:11  44:03  1:28:38 (44:35)  2:17:51 (49:13)  3:15:03 (57:12)  3:28:11 (13:08) 男子30～39歳 82

309 504 中嶋　智史 ナカジマ　サトシ  3:28:14  50:25  1:40:58 (50:33)  2:28:41 (47:43)  3:17:37 (48:56)  3:28:14 (10:37) 男子50～59歳 81

310 737 山崎　攻一 ヤマサキ　コウイチ  3:28:15  44:11  1:30:02 (45:51)  2:19:35 (49:33)  3:15:54 (56:19)  3:28:15 (12:21) 男子50～59歳 82

311 120 江坂　泰幸 エサカ　ヤスユキ  3:28:20  48:05  1:35:37 (47:32)  2:24:59 (49:22)  3:17:12 (52:13)  3:28:20 (11:08) 男子50～59歳 83

312 366 新留　敏昭 シンドメ　トシアキ  3:28:22  44:04  1:28:37 (44:33)  2:16:21 (47:44)  3:14:50 (58:29)  3:28:22 (13:32) 男子40～49歳 127
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種目：【フルマラソン（男子）】

313 493 豊福　嘉弘 トヨフク　ヨシヒロ  3:28:23  49:13  1:38:17 (49:04)  2:25:32 (47:15)  3:16:12 (50:40)  3:28:23 (12:11) 男子50～59歳 84

314 437 竹沢　慎也 タケザワ　シンヤ  3:28:25  49:10  1:38:16 (49:06)  2:27:47 (49:31)  3:17:21 (49:34)  3:28:25 (11:04) 男子50～59歳 85

315 220 川辺　知明 カワベ　トモアキ  3:28:39  52:05  1:41:34 (49:29)  2:30:32 (48:58)  3:18:29 (47:57)  3:28:39 (10:10) 男子50～59歳 86

316 127 大泉　淳 オオイズミ　アツシ  3:28:44  46:54  1:34:01 (47:07)  2:22:32 (48:31)  3:17:26 (54:54)  3:28:44 (11:18) 男子50～59歳 87

317 12 畔上　文昭 アゼガミ　フミアキ  3:28:53  46:02  1:33:30 (47:28)  2:23:58 (50:28)  3:17:13 (53:15)  3:28:53 (11:40) 男子50～59歳 88

318 680 水谷　謙二 ミズタニ　ケンジ  3:28:54  48:46  1:36:36 (47:50)  2:25:31 (48:55)  2:57:24 (31:53)  3:28:54 (31:30) 男子40～49歳 128

319 485 寺本　智仁 テラモト　トモヒト  3:29:03  46:55  1:34:09 (47:14)  2:23:43 (49:34)  3:17:31 (53:48)  3:29:03 (11:32) 男子50～59歳 89

320 92 今井　英樹 イマイ　ヒデキ  3:29:13  49:18  1:38:27 (49:09)  2:28:00 (49:33)  3:18:04 (50:04)  3:29:13 (11:09) 男子40～49歳 129

321 335 篠崎　剛 シノサキ　ツヨシ  3:29:17  49:19  1:38:25 (49:06)  2:27:56 (49:31)  3:18:06 (50:10)  3:29:17 (11:11) 男子40～49歳 130

322 675 三上　学 ミカミ　マナブ  3:29:41  49:19  1:38:23 (49:04)  2:27:15 (48:52)  3:17:59 (50:44)  3:29:41 (11:42) 男子50～59歳 90

323 478 筒井　稔 ツツイ　ミノル  3:30:28  46:46  1:33:56 (47:10)  2:22:50 (48:54)  3:17:10 (54:20)  3:30:28 (13:18) 男子50～59歳 91

324 52 砂子澤　毅 イサコザワ　タケシ  3:30:29  49:20  1:38:26 (49:06)  2:27:56 (49:30)  3:18:33 (50:37)  3:30:29 (11:56) 男子50～59歳 92

325 29 荒木　次朗 アラキ　ジロウ  3:30:31  47:42  1:36:13 (48:31)  2:25:13 (49:00)  3:18:17 (53:04)  3:30:31 (12:14) 男子50～59歳 93

326 379 杉山　善文 スギヤマ　ヨシフミ  3:30:46  48:59  1:38:08 (49:09)  2:27:40 (49:32)  3:19:18 (51:38)  3:30:46 (11:28) 男子40～49歳 131

327 97 今中　英樹 イマナカ　ヒデキ  3:32:03  46:50  1:33:53 (47:03)  2:20:52 (46:59)  3:19:24 (58:32)  3:32:03 (12:39) 男子50～59歳 94

328 368 神保　力 ジンボ　チカラ  3:32:05  44:16  1:29:32 (45:16)  2:16:27 (46:55)  3:18:13 (1:01:46)  3:32:05 (13:52) 男子40～49歳 132

329 772 余田　哲也 ヨデン　テツヤ  3:32:24  49:16  1:38:19 (49:03)  2:27:49 (49:30)  3:20:43 (52:54)  3:32:24 (11:41) 男子40～49歳 133

330 780 和田　幸祐 ワダ　コウスケ  3:32:41  49:33  1:39:02 (49:29)  2:28:13 (49:11)  3:19:50 (51:37)  3:32:41 (12:51) 男子40～49歳 134

331 664 松本　英一 マツモト　エイイチ  3:32:45  49:12  1:38:21 (49:09)  2:27:50 (49:29)  3:19:43 (51:53)  3:32:45 (13:02) 男子50～59歳 95

332 13 安達　浩司 アダチ　コウジ  3:32:56  49:13  1:38:17 (49:04)  2:27:50 (49:33)  3:20:54 (53:04)  3:32:56 (12:02) 男子40～49歳 135

333 91 今井　進太郎 イマイ　シンタロウ  3:33:37  47:41  1:35:17 (47:36)  2:23:08 (47:51)  3:20:12 (57:04)  3:33:37 (13:25) 男子40～49歳 136

334 736 山崎　亨二 ヤマザキ　キョウジ  3:34:27  44:36  1:29:30 (44:54)  2:17:08 (47:38)  3:19:13 (1:02:05)  3:34:27 (15:14) 男子60歳以上 5

335 617 藤田　真嗣 フジタ　シンジ  3:34:39  49:35  1:38:33 (48:58)  2:28:02 (49:29)  3:22:11 (54:09)  3:34:39 (12:28) 男子30～39歳 83

336 157 岡田　靖春 オカダ　ヤスハル  3:35:06  49:22  1:38:31 (49:09)  2:28:01 (49:30)  3:21:01 (53:00)  3:35:06 (14:05) 男子40～49歳 137
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種目：【フルマラソン（男子）】

337 450 田中　真吾 タナカ　シンゴ  3:35:13  49:17  1:38:24 (49:07)  2:27:54 (49:30)  3:22:57 (55:03)  3:35:13 (12:16) 男子29歳以下 17

338 86 井上　一幸 イノウエ　カズユキ  3:35:17  49:03  1:38:10 (49:07)  2:27:48 (49:38)  3:22:49 (55:01)  3:35:17 (12:28) 男子60歳以上 6

339 258 汲田　憲彦 クミタ　ノリヒコ  3:35:45  49:25  1:40:08 (50:43)  2:31:44 (51:36)  3:24:33 (52:49)  3:35:45 (11:12) 男子50～59歳 96

340 104 岩永　大作 イワナガ　ダイサク  3:36:13  49:12  1:38:21 (49:09)  2:27:56 (49:35)  3:22:00 (54:04)  3:36:13 (14:13) 男子30～39歳 84

341 329 佐藤　力也 サトウ　リキヤ  3:36:13  49:25  1:38:24 (48:59)  2:27:30 (49:06)  3:22:08 (54:38)  3:36:13 (14:05) 男子30～39歳 85

342 499 中井　康広 ナカイ　ヤスヒロ  3:36:22  48:11  1:35:47 (47:36)  2:24:22 (48:35)  3:22:03 (57:41)  3:36:22 (14:19) 男子60歳以上 7

343 393 鈴木　裕之 スズキ　ヒロユキ  3:36:35  52:20  1:44:46 (52:26)  2:36:30 (51:44)  3:26:29 (49:59)  3:36:35 (10:06) 男子40～49歳 138

344 490 外崎　則夫 トノサキ　ノリオ  3:36:39  46:45  1:33:54 (47:09)  2:23:18 (49:24)  3:20:45 (57:27)  3:36:39 (15:54) 男子50～59歳 97

345 370 菅又　道男 スガマタ　ミチオ  3:36:54  48:03  1:34:56 (46:53)  2:23:59 (49:03)  3:23:23 (59:24)  3:36:54 (13:31) 男子40～49歳 139

346 82 稲垣　哲雄 イナガキ　テツオ  3:36:56  46:55  1:33:58 (47:03)  2:23:21 (49:23)  3:23:22 (1:00:01)  3:36:56 (13:34) 男子40～49歳 140

347 377 杉山　勉 スギヤマ　ツトム  3:37:20  49:20  1:38:31 (49:11)  2:28:18 (49:47)  3:23:37 (55:19)  3:37:20 (13:43) 男子50～59歳 98

348 521 浪岡　孝志 ナミオカ　タカシ  3:37:41  46:47  1:33:51 (47:04)  2:20:31 (46:40)  3:15:40 (55:09)  3:37:41 (22:01) 男子30～39歳 86

349 260 栗山　聡 クリヤマ　サトシ  3:37:48  49:12  1:38:21 (49:09)  2:28:00 (49:39)  3:23:34 (55:34)  3:37:48 (14:14) 男子50～59歳 99

350 668 真山　壮 マヤマ　ソウ  3:37:51  46:55  1:34:00 (47:05)  2:22:53 (48:53)  3:00:53 (38:00)  3:37:51 (36:58) 男子40～49歳 141

351 771 義本　仁 ヨシモト　ヒトシ  3:37:59  49:18  1:38:26 (49:08)  2:27:57 (49:31)  3:24:18 (56:21)  3:37:59 (13:41) 男子40～49歳 142

352 171 乙黒　啓介 オトグロ　ケイスケ  3:38:06  46:50  1:33:50 (47:00)  2:20:56 (47:06)  3:23:37 (1:02:41)  3:38:06 (14:29) 男子40～49歳 143

353 43 飯沼　慶二 イイヌマ　ケイジ  3:38:19  49:02  1:37:55 (48:53)  2:27:34 (49:39)  3:23:53 (56:19)  3:38:19 (14:26) 男子50～59歳 100

354 508 永田　裕三 ナガタ　ユウゾウ  3:38:28  49:23  1:37:58 (48:35)  2:26:26 (48:28)  3:24:37 (58:11)  3:38:28 (13:51) 男子30～39歳 87

355 259 栗原　宏夫 クリハラ　ヒロオ  3:38:52  49:13  1:38:07 (48:54)  2:26:57 (48:50)  3:17:13 (50:16)  3:38:52 (21:39) 男子40～49歳 144

356 509 中田　陽介 ナカダ　ヨウスケ  3:38:57  49:16  1:38:25 (49:09)  2:29:37 (51:12)  3:26:40 (57:03)  3:38:57 (12:17) 男子40～49歳 145

357 187 加藤　清士 カトウ　キヨシ  3:39:14  49:20  1:38:29 (49:09)  2:29:43 (51:14)  3:27:22 (57:39)  3:39:14 (11:52) 男子30～39歳 88

358 556 長谷川　翔 ハセガワ　ショウ  3:40:14  41:37  1:28:15 (46:38)  2:23:11 (54:56)  3:26:14 (1:03:03)  3:40:14 (14:00) 男子30～39歳 89

359 580 早見　真 ハヤミ　マコト  3:40:32  49:05  1:38:06 (49:01)  2:27:39 (49:33)  3:26:09 (58:30)  3:40:32 (14:23) 男子50～59歳 101

360 522 成松　義彦 ナリマツ　ヨシヒコ  3:40:53  49:15  1:39:16 (50:01)  2:31:43 (52:27)  3:28:55 (57:12)  3:40:53 (11:58) 男子50～59歳 102
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種目：【フルマラソン（男子）】

361 630 古田　幹 フルタ　ミキオ  3:41:14  49:11  1:38:20 (49:09)  2:27:55 (49:35)  3:26:34 (58:39)  3:41:14 (14:40) 男子50～59歳 103

362 475 辻　昭弘 ツジ　アキヒロ  3:41:27  52:21  1:45:06 (52:45)  2:37:44 (52:38)  3:30:04 (52:20)  3:41:27 (11:23) 男子40～49歳 146

363 289 小林　遼祐 コバヤシ　リョウスケ  3:41:56  49:17  1:38:23 (49:06)  2:28:19 (49:56)  3:26:32 (58:13)  3:41:56 (15:24) 男子30～39歳 90

364 45 飯山　宣夫 イイヤマ　ノリオ  3:42:00  48:44  1:36:10 (47:26)  2:25:41 (49:31)  3:28:14 (1:02:33)  3:42:00 (13:46) 男子60歳以上 8

365 563 塙　隆志 ハナワ　タカシ  3:42:30  49:07  1:38:16 (49:09)  2:28:48 (50:32)  3:28:57 (1:00:09)  3:42:30 (13:33) 男子40～49歳 147

366 365 新藤　義武 シンドウ　ヨシタケ  3:42:45  49:21  1:38:27 (49:06)  2:29:41 (51:14)  3:30:08 (1:00:27)  3:42:45 (12:37) 男子50～59歳 104

367 165 奥崎　正明 オクザキ　マサアキ  3:42:45  49:14  1:38:18 (49:04)  2:27:50 (49:32)  3:27:06 (59:16)  3:42:45 (15:39) 男子50～59歳 105

368 248 櫛渕　尚史 クシブチ　ナオシ  3:43:14  51:58  1:44:06 (52:08)  2:35:37 (51:31)  3:30:20 (54:43)  3:43:14 (12:54) 男子60歳以上 9

369 687 皆見　康人 ミナミ　ヤスヒト  3:43:43  51:36  1:43:13 (51:37)  2:35:28 (52:15)  3:31:41 (56:13)  3:43:43 (12:02) 男子40～49歳 148

370 14 厚木　剛 アツギ　タケシ  3:44:01  51:11  1:41:13 (50:02)  2:33:35 (52:22)  3:31:30 (57:55)  3:44:01 (12:31) 男子50～59歳 106

371 107 上町　幸大 ウエマチ　ユキヒロ  3:44:03  52:33  1:44:04 (51:31)  2:37:26 (53:22)  3:32:21 (54:55)  3:44:03 (11:42) 男子50～59歳 107

372 286 小林　信之 コバヤシ　ノブユキ  3:44:23  49:57  1:39:58 (50:01)  2:30:16 (50:18)  3:28:30 (58:14)  3:44:23 (15:53) 男子50～59歳 108

373 221 川村　嘉宏 カワムラ　ヨシヒロ  3:44:38  49:07  1:37:55 (48:48)  2:27:38 (49:43)  3:31:15 (1:03:37)  3:44:38 (13:23) 男子30～39歳 91

374 230 岸　武志 キシ　タケシ  3:44:47  46:25  1:36:04 (49:39)  2:28:22 (52:18)  3:31:06 (1:02:44)  3:44:47 (13:41) 男子50～59歳 109

375 269 小出　隆一 コイデ　リュウイチ  3:44:53  49:03  1:38:30 (49:27)  2:31:41 (53:11)  3:32:44 (1:01:03)  3:44:53 (12:09) 男子40～49歳 149

376 434 竹内　青慈 タケウチ　セイジ  3:45:21  52:36  1:45:02 (52:26)  2:37:31 (52:29)  3:32:36 (55:05)  3:45:21 (12:45) 男子50～59歳 110

377 538 Normand Ken ノーマンド　ケン  3:45:23  54:03  1:47:35 (53:32)  2:40:54 (53:19)  3:33:58 (53:04)  3:45:23 (11:25) 男子30～39歳 92

378 732 山口　健太 ヤマグチ　ケンタ  3:45:45  42:35  1:28:54 (46:19)  2:22:13 (53:19)  3:26:21 (1:04:08)  3:45:45 (19:24) 男子30～39歳 93

379 47 池上　幸司 イケガミ　コウジ  3:46:23  49:12  1:37:42 (48:30)  2:26:35 (48:53)  3:33:34 (1:06:59)  3:46:23 (12:49) 男子40～49歳 150

380 692 三宅　徹 ミヤケ　トオル  3:46:30  50:31  1:41:20 (50:49)  2:34:07 (52:47)  3:34:02 (59:55)  3:46:30 (12:28) 男子40～49歳 151

381 633 保坂　真 ホサカ　マコト  3:46:39  50:33  1:41:12 (50:39)  2:34:28 (53:16)  3:33:26 (58:58)  3:46:39 (13:13) 男子40～49歳 152

382 392 鈴木　英信 スズキ　ヒデノブ  3:46:45  50:01  1:40:35 (50:34)  2:34:51 (54:16)  3:33:34 (58:43)  3:46:45 (13:11) 男子60歳以上 10

383 575 林　宏一 ハヤシ　ヒロカズ  3:46:52  49:17  1:38:27 (49:10)  2:28:23 (49:56)  3:30:03 (1:01:40)  3:46:52 (16:49) 男子40～49歳 153

384 693 宮越　英幸 ミヤゴシ　ヒデユキ  3:46:52  49:06  1:38:09 (49:03)  2:28:10 (50:01)  3:32:36 (1:04:26)  3:46:52 (14:16) 男子50～59歳 111
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種目：【フルマラソン（男子）】

385 747 山田　英輝 ヤマダ　ヒデキ  3:47:08  51:47  1:43:57 (52:10)  2:36:59 (53:02)  3:33:44 (56:45)  3:47:08 (13:24) 男子40～49歳 154

386 457 谷本　要 タニモト　カナメ  3:48:13  48:05  1:36:11 (48:06)  2:29:36 (53:25)  3:34:00 (1:04:24)  3:48:13 (14:13) 男子60歳以上 11

387 564 濱崎　健治 ハマザキ　ケンジ  3:48:17  48:13  1:36:16 (48:03)  2:26:34 (50:18)  3:32:01 (1:05:27)  3:48:17 (16:16) 男子40～49歳 155

388 653 町田　鉄男 マチダ　テツオ  3:48:24  48:02  1:40:51 (52:49)  2:38:10 (57:19)  3:37:08 (58:58)  3:48:24 (11:16) 男子50～59歳 112

389 636 星山　浩伸 ホシヤマ　ホシン  3:48:53  45:20  1:30:55 (45:35)  2:19:42 (48:47)  3:34:39 (1:14:57)  3:48:53 (14:14) 男子40～49歳 156

390 137 大高　一彰 オオタカ　カズアキ  3:48:54  49:07  1:38:18 (49:11)  2:30:33 (52:15)  3:35:51 (1:05:18)  3:48:54 (13:03) 男子50～59歳 113

391 67 石山　泰史 イシヤマ　ヤスシ  3:49:08  49:11  1:38:27 (49:16)  2:34:35 (56:08)  3:35:47 (1:01:12)  3:49:08 (13:21) 男子50～59歳 114

392 784 渡辺　忠 ワタナベ　タダシ  3:49:52  51:43  1:43:35 (51:52)  2:36:22 (52:47)  3:35:38 (59:16)  3:49:52 (14:14) 男子50～59歳 115

393 288 小林　義直 コバヤシ　ヨシナオ  3:50:31  53:35  1:47:35 (54:00)  2:41:56 (54:21)  3:38:11 (56:15)  3:50:31 (12:20) 男子50～59歳 116

394 699 向山　克彦 ムコウヤマ　カツヒコ  3:50:54  56:27  1:53:05 (56:38)  2:53:14 (1:00:09)  3:34:46 (41:32)  3:50:54 (16:08) 男子60歳以上 12

395 111 内尾　司 ウチオ　ツカサ  3:51:01  53:48  1:47:09 (53:21)  2:41:07 (53:58)  3:36:30 (55:23)  3:51:01 (14:31) 男子40～49歳 157

396 440 武田　貴 タケダ　タカシ  3:51:06  50:48  1:41:31 (50:43)  2:35:33 (54:02)  3:37:54 (1:02:21)  3:51:06 (13:12) 男子50～59歳 117

397 314 佐々木　智宏 ササキ　トモヒロ  3:51:14  49:40  1:38:00 (48:20)  2:27:33 (49:33)  3:35:34 (1:08:01)  3:51:14 (15:40) 男子40～49歳 158

398 328 佐藤　好彦 サトウ　ヨシヒコ  3:51:45  47:33  1:36:19 (48:46)  2:32:30 (56:11)  3:39:05 (1:06:35)  3:51:45 (12:40) 男子50～59歳 118

399 558 長谷川　陵 ハセガワ　リョウ  3:52:06  48:51  1:37:17 (48:26)  2:26:35 (49:18)  3:35:58 (1:09:23)  3:52:06 (16:08) 男子30～39歳 94

400 353 下川　孝幸 シモカワ　タカユキ  3:52:30  48:35  1:39:37 (51:02)  2:36:16 (56:39)  3:38:44 (1:02:28)  3:52:30 (13:46) 男子60歳以上 13

401 338 柴谷　邦彦 シバタニ　クニヒコ  3:52:51  49:20  1:40:38 (51:18)  2:37:12 (56:34)  3:38:58 (1:01:46)  3:52:51 (13:53) 男子60歳以上 14

402 642 本城　啓史 ホンジョウ　ヒロシ  3:52:52  49:04  1:38:23 (49:19)  2:36:39 (58:16)  3:39:20 (1:02:41)  3:52:52 (13:32) 男子40～49歳 159

403 557 長谷川　典孝 ハセガワ　ノリタカ  3:53:00  48:05  1:35:54 (47:49)  2:25:51 (49:57)  3:35:26 (1:09:35)  3:53:00 (17:34) 男子40～49歳 160

404 163 小川　友岳 オガワ　トモタケ  3:53:01  50:02  1:41:08 (51:06)  2:39:39 (58:31)  3:40:16 (1:00:37)  3:53:01 (12:45) 男子30～39歳 95

405 295 小森　貴洋 コモリ　タカヒロ  3:53:29  49:09  1:38:19 (49:10)  2:35:59 (57:40)  3:41:55 (1:05:56)  3:53:29 (11:34) 男子40～49歳 161

406 191 金井　正彰 カナイ　マサアキ  3:53:43  49:21  1:38:42 (49:21)  2:35:31 (56:49)  3:38:16 (1:02:45)  3:53:43 (15:27) 男子50～59歳 119

407 291 小松　敏之 コマツ　トシユキ  3:53:45  51:56  1:44:31 (52:35)  2:39:45 (55:14)  3:39:20 (59:35)  3:53:45 (14:25) 男子50～59歳 120

408 63 石田　健司 イシダ　ケンジ  3:53:52  49:17  1:37:46 (48:29)  2:27:31 (49:45)  3:28:45 (1:01:14)  3:53:52 (25:07) 男子40～49歳 162
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種目：【フルマラソン（男子）】

409 395 関　太樹 セキ　タイキ  3:54:00  49:05  1:37:42 (48:37)  2:28:26 (50:44)  3:38:42 (1:10:16)  3:54:00 (15:18) 男子30～39歳 96

410 386 鈴木　茂之 スズキ　シゲユキ  3:54:03  50:25  1:41:35 (51:10)  2:35:06 (53:31)  3:39:19 (1:04:13)  3:54:03 (14:44) 男子50～59歳 121

411 697 三輪　大 ミワ　マサル  3:54:04  51:36  1:43:38 (52:02)  2:36:49 (53:11)  3:39:55 (1:03:06)  3:54:04 (14:09) 男子29歳以下 18

412 296 小山　惠弘 コヤマ　ヤスヒロ  3:54:17  50:18  1:42:27 (52:09)  2:33:19 (50:52)  3:41:10 (1:07:51)  3:54:17 (13:07) 男子40～49歳 163

413 283 小林　隆久 コバヤシ　タカヒサ  3:54:23  49:17  1:38:23 (49:06)  2:27:56 (49:33)  3:37:27 (1:09:31)  3:54:23 (16:56) 男子30～39歳 97

414 766 吉田　誠 ヨシダ　マコト  3:54:27  49:12  1:38:22 (49:10)  2:27:55 (49:33)  3:38:32 (1:10:37)  3:54:27 (15:55) 男子40～49歳 164

415 124 江波戸　康志 エバト　ヤスシ  3:54:27  47:10  1:35:42 (48:32)  2:24:42 (49:00)  3:41:07 (1:16:25)  3:54:27 (13:20) 男子50～59歳 122

416 68 伊豆　将行 イズ　マサユキ  3:54:36  49:42  1:39:43 (50:01)  2:35:59 (56:16)  3:41:49 (1:05:50)  3:54:36 (12:47) 男子40～49歳 165

417 548 萩野　晃 ハギノ　アキラ  3:55:25  56:27  1:53:01 (56:34)  2:49:35 (56:34)  3:43:30 (53:55)  3:55:25 (11:55) 男子40～49歳 166

418 491 冨岡　武 トミオカ　タケシ  3:56:18  56:12  1:51:27 (55:15)  2:47:33 (56:06)  3:44:30 (56:57)  3:56:18 (11:48) 男子50～59歳 123

419 118 漆山　純平 ウルシヤマ　ジュンペイ  3:56:32  53:36  1:47:08 (53:32)  2:40:26 (53:18)  3:41:31 (1:01:05)  3:56:32 (15:01) 男子30～39歳 98

420 359 白浜　剛 シラハマ　ツヨシ  3:56:34  49:08  1:39:45 (50:37)  2:37:07 (57:22)  3:42:35 (1:05:28)  3:56:34 (13:59) 男子40～49歳 167

421 42 飯塚　宏 イイヅカ　ヒロシ  3:57:00  49:36  1:40:41 (51:05)  2:34:51 (54:10)  3:42:06 (1:07:15)  3:57:00 (14:54) 男子40～49歳 168

422 129 大頭　真洋 オオガシラ　シンヨウ  3:57:04  46:52  1:33:59 (47:07)  2:25:57 (51:58)  3:43:03 (1:17:06)  3:57:04 (14:01) 男子50～59歳 124

423 334 宍倉　達也 シシクラ　タツヤ  3:57:05  51:45  1:42:46 (51:01)  2:38:14 (55:28)  3:44:19 (1:06:05)  3:57:05 (12:46) 男子60歳以上 15

424 363 新藤　健司 シンドウ　ケンジ  3:57:10  48:36  1:38:19 (49:43)  2:33:50 (55:31)  3:41:45 (1:07:55)  3:57:10 (15:25) 男子50～59歳 125

425 241 橘内　浩二 キツナイ　コウジ  3:57:14  53:55  1:48:35 (54:40)  2:43:22 (54:47)  3:43:41 (1:00:19)  3:57:14 (13:33) 男子40～49歳 169

426 688 南川　秀樹 ミナミカワ　ヒデキ  3:57:37  56:21  1:50:43 (54:22)  2:44:30 (53:47)  3:42:38 (58:08)  3:57:37 (14:59) 男子60歳以上 16

427 656 松尾　武洋 マツオ　タケヒロ  3:57:38  54:19  1:48:41 (54:22)  2:43:57 (55:16)  3:44:24 (1:00:27)  3:57:38 (13:14) 男子50～59歳 126

428 197 鎌倉　央雄 カマクラ　ヒサオ  3:57:52  55:38  1:50:28 (54:50)  2:45:35 (55:07)  3:44:31 (58:56)  3:57:52 (13:21) 男子40～49歳 170

429 505 長島　茂雄 ナガシマ　シゲオ  3:57:55  56:53  1:52:59 (56:06)  2:49:34 (56:35)  3:46:13 (56:39)  3:57:55 (11:42) 男子50～59歳 127

430 372 杉浦　宏幸 スギウラ　ヒロユキ  3:58:00  52:06  1:43:57 (51:51)  2:36:38 (52:41)  3:44:08 (1:07:30)  3:58:00 (13:52) 男子30～39歳 99

431 447 龍崎　尚之 タツザキ　ナオユキ  3:58:36  56:30  1:53:06 (56:36)  2:49:38 (56:32)  3:46:15 (56:37)  3:58:36 (12:21) 男子40～49歳 171

432 676 三木　章彦 ミキ　アキヒコ  3:58:45  49:29  1:39:00 (49:31)  2:30:16 (51:16)  3:42:56 (1:12:40)  3:58:45 (15:49) 男子29歳以下 19
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433 421 高橋　玄 タカハシ　ハジメ  3:59:35  56:23  1:52:56 (56:33)  2:49:19 (56:23)  3:46:58 (57:39)  3:59:35 (12:37) 男子50～59歳 128

434 671 丸山　賢治 マルヤマ　ケンジ  3:59:47  55:17  1:49:52 (54:35)  2:44:40 (54:48)  3:45:15 (1:00:35)  3:59:47 (14:32) 男子60歳以上 17

435 582 原島　規之 ハラシマ　ノリユキ  3:59:51  56:24  1:52:57 (56:33)  2:49:33 (56:36)  3:46:31 (56:58)  3:59:51 (13:20) 男子40～49歳 172

436 252 窪田　啓 クボタ　ケイ  4:00:35  55:45  1:52:00 (56:15)  2:47:35 (55:35)  3:47:51 (1:00:16)  4:00:35 (12:44) 男子40～49歳 173

437 403 曽我　智則 ソガ　トモノリ  4:00:38  49:17  1:39:30 (50:13)  2:35:23 (55:53)  3:46:44 (1:11:21)  4:00:38 (13:54) 男子40～49歳 174

438 626 太井　正人 フトイ　マサト  4:01:38  46:56  1:34:09 (47:13)  2:23:55 (49:46)  3:44:39 (1:20:44)  4:01:38 (16:59) 男子50～59歳 129

439 142 大貫　博 オオヌキ　ヒロシ  4:01:52  49:25  1:38:55 (49:30)  2:36:52 (57:57)  3:45:30 (1:08:38)  4:01:52 (16:22) 男子50～59歳 130

440 429 瀧川　眞道 タキガワ　マサミチ  4:03:05  56:28  1:53:02 (56:34)  2:49:37 (56:35)  3:47:03 (57:26)  4:03:05 (16:02) 男子50～59歳 131

441 315 佐々木　直樹 ササキ　ナオキ  4:04:42  54:37  1:49:18 (54:41)  2:45:07 (55:49)  3:48:26 (1:03:19)  4:04:42 (16:16) 男子50～59歳 132

442 361 新宮　由久 シングウ　ヨシヒサ  4:06:24  52:21  1:44:30 (52:09)  2:38:45 (54:15)  3:51:20 (1:12:35)  4:06:24 (15:04) 男子50～59歳 133

443 19 甘利　潔 アマリ　キヨシ  4:06:54  55:33  1:50:46 (55:13)  2:46:48 (56:02)  3:52:23 (1:05:35)  4:06:54 (14:31) 男子40～49歳 175

444 89 井上　幸夫 イノウエ　ユキオ  4:07:00  51:10  1:44:42 (53:32)  2:40:38 (55:56)  3:52:49 (1:12:11)  4:07:00 (14:11) 男子60歳以上 18

445 318 佐々木　洋介 ササキ　ヨウスケ  4:07:41  51:41  1:44:11 (52:30)  2:39:14 (55:03)  3:49:34 (1:10:20)  4:07:41 (18:07) 男子40～49歳 176

446 373 杉江　伸祐 スギエ　シンスケ  4:08:46  55:01  1:49:48 (54:47)  2:45:19 (55:31)  3:54:12 (1:08:53)  4:08:46 (14:34) 男子40～49歳 177

447 58 石川　達男 イシカワ　タツオ  4:08:47  51:35  1:43:48 (52:13)  2:40:38 (56:50)  3:52:23 (1:11:45)  4:08:47 (16:24) 男子40～49歳 178

448 177 郭　茂春 カク　シゲハル  4:09:43  52:59  1:48:55 (55:56)  2:48:20 (59:25)  3:52:30 (1:04:10)  4:09:43 (17:13) 男子30～39歳 100

449 643 前川　正弘 マエガワ　マサヒロ  4:09:53  50:06  1:38:47 (48:41)  2:34:24 (55:37)  3:53:14 (1:18:50)  4:09:53 (16:39) 男子40～49歳 179

450 75 伊藤　晶 イトウ　アキラ  4:09:57  46:43  1:35:28 (48:45)  2:41:05 (1:05:37)  3:53:26 (1:12:21)  4:09:57 (16:31) 男子40～49歳 180

451 384 鈴木　浩治 スズキ　コウジ  4:10:10  50:17  1:40:58 (50:41)  2:39:01 (58:03)  3:53:53 (1:14:52)  4:10:10 (16:17) 男子40～49歳 181

452 1 饗場　崇夫 アイバ　タカオ  4:12:19  52:45  1:47:37 (54:52)  2:45:54 (58:17)  3:58:04 (1:12:10)  4:12:19 (14:15) 男子50～59歳 134

453 587 東山　英樹 ヒガシヤマ　ヒデキ  4:13:34  52:40  1:47:41 (55:01)  2:49:28 (1:01:47)  3:58:00 (1:08:32)  4:13:34 (15:34) 男子50～59歳 135

454 203 亀山　充史 カメヤマ　アツシ  4:15:08  53:55  1:48:52 (54:57)  2:49:50 (1:00:58)  4:00:19 (1:10:29)  4:15:08 (14:49) 男子50～59歳 136

455 465 千葉　勝久 チバ　カツヒサ  4:15:30  56:22  1:52:56 (56:34)  2:49:32 (56:36)  4:01:05 (1:11:33)  4:15:30 (14:25) 男子50～59歳 137

456 555 長谷川　憲吾 ハセガワ　ケンゴ  4:18:23  49:20  1:38:27 (49:07)  2:30:36 (52:09)  3:57:58 (1:27:22)  4:18:23 (20:25) 男子30～39歳 101
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令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

457 322 佐藤　茂 サトウ　シゲル  4:18:30  56:36  1:53:10 (56:34)  2:49:45 (56:35)  4:02:10 (1:12:25)  4:18:30 (16:20) 男子50～59歳 138

458 195 金子　日出夫 カネコ　ヒデオ  4:18:50  59:35  1:58:24 (58:49)  2:59:15 (1:00:51)  4:04:00 (1:04:45)  4:18:50 (14:50) 男子60歳以上 19

459 223 菅野　覚 カンノ　サトル  4:19:27  55:18  1:51:23 (56:05)  2:49:19 (57:56)  4:04:08 (1:14:49)  4:19:27 (15:19) 男子60歳以上 20

460 583 原田　大輔 ハラダ　ダイスケ  4:20:15  56:34  1:53:07 (56:33)  2:49:42 (56:35)  4:02:43 (1:13:01)  4:20:15 (17:32) 男子50～59歳 139

461 140 大津　武則 オオツ　タケノリ  4:21:11  55:53  1:52:12 (56:19)  2:49:58 (57:46)  4:02:24 (1:12:26)  4:21:11 (18:47) 男子50～59歳 140

462 793 西邑　燿 ニシムラ　ヒカル  4:22:00  51:24  1:43:50 (52:26)  2:44:05 (1:00:15)  4:04:00 (1:19:55)  4:22:00 (18:00) 男子29歳以下 20

463 533 西村　明優 ニシムラ　アキマサ  4:25:04  54:30  1:48:58 (54:28)  2:45:45 (56:47)  4:08:33 (1:22:48)  4:25:04 (16:31) 男子30～39歳 102

464 244 木村　健一 キムラ　ケンイチ  4:25:31  52:50  1:45:00 (52:10)  2:51:25 (1:06:25)  4:10:00 (1:18:35)  4:25:31 (15:31) 男子60歳以上 21

465 684 光井　秀樹 ミツイ　ヒデキ  4:29:03  57:05  1:53:59 (56:54)  2:55:52 (1:01:53)  4:12:34 (1:16:42)  4:29:03 (16:29) 男子50～59歳 141

466 544 野田　直行 ノダ　ナオユキ  4:29:06  56:30  1:53:04 (56:34)  2:49:40 (56:36)  4:10:39 (1:20:59)  4:29:06 (18:27) 男子50～59歳 142

467 293 五味　智明 ゴミ　トモアキ  4:30:12  56:19  1:52:54 (56:35)  3:03:44 (1:10:50)  4:15:54 (1:12:10)  4:30:12 (14:18) 男子50～59歳 143

468 325 佐藤　均 サトウ　ヒトシ  4:30:44  51:17  1:46:47 (55:30)  2:50:52 (1:04:05)  4:11:13 (1:20:21)  4:30:44 (19:31) 男子60歳以上 22

469 624 藤原　聖幸 フジワラ　マサユキ  4:32:19  56:29  1:53:04 (56:35)  2:54:55 (1:01:51)  4:18:19 (1:23:24)  4:32:19 (14:00) 男子40～49歳 182

470 321 佐瀬　智也 サセ　トモヤ  4:42:26  51:41  1:44:11 (52:30)  2:57:34 (1:13:23)  4:27:34 (1:30:00)  4:42:26 (14:52) 男子30～39歳 103

DNF 5 青野　一季 アオノ　カズキ     56:37  1:53:11 (56:34)  2:50:13 (57:02) 男子50～59歳

DNF 9 明永　弘志 アケナガ　ヒロシ     1:06:20  2:21:40 (1:15:20) 男子60歳以上

DNF 15 熱田　裕亮 アツタ　ユウスケ     56:16  1:52:19 (56:03) 男子30～39歳

DNF 26 荒川　秀樹 アラカワ　ヒデキ     42:23  1:24:37 (42:14)  2:08:48 (44:11) 男子29歳以下

DNF 27 荒川　雄一 アラカワ　ユウイチ     56:35  1:53:33 (56:58) 男子60歳以上

DNF 28 荒木　健次 アラキ　ケンジ     47:41  1:41:23 (53:42) 男子50～59歳

DNF 30 荒谷　正 アラヤ　タダシ     55:08  1:47:15 (52:07) 男子50～59歳

DNF 34 安藤　遼太郎 アンドウ　リョウタロウ     39:59  1:20:04 (40:05)  2:00:12 (40:08) 男子30～39歳

DNF 36 飯岡　伸泰 イイオカ　ノブヤス     41:22  1:22:26 (41:04) 男子50～59歳

DNF 40 飯田　猛 イイダ　タケシ     49:17  1:43:39 (54:22) 男子50～59歳
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東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

DNF 41 飯田　祐太 イイダ　ユウタ     47:40  1:41:17 (53:37)  2:49:15 (1:07:58) 男子29歳以下

DNF 44 飯野　宗一郎 イイノ　ソウイチロウ     56:41  1:53:15 (56:34)  2:49:56 (56:41) 男子40～49歳

DNF 46 猪狩　忠昭 イガリ　タダアキ     52:27  1:45:01 (52:34)  2:38:52 (53:51)  3:53:25 (1:14:33) 男子60歳以上

DNF 51 池田　大助 イケダ　ダイスケ     38:42  1:17:01 (38:19)  1:56:21 (39:20) 男子40～49歳

DNF 53 石井　幸一 イシイ　コウイチ     48:20  1:35:58 (47:38)  2:23:21 (47:23) 男子30～39歳

DNF 60 石倉　誠 イシクラ　マコト     56:31  1:53:04 (56:33)  2:49:38 (56:34) 男子50～59歳

DNF 64 石田　賢 イシダ　サトシ     40:02  1:20:08 (40:06)  2:00:18 (40:10) 男子30～39歳

DNF 72 一井　直樹 イチイ　ナオキ     40:02  1:20:04 (40:02)  2:00:13 (40:09) 男子30～39歳

DNF 84 稲田　健也 イナダ　ケンヤ     44:07  1:28:38 (44:31)  2:17:35 (48:57) 男子30～39歳

DNF 85 乾　宏一郎 イヌイ　コウイチロウ     44:06  1:28:40 (44:34)  2:13:06 (44:26) 男子50～59歳

DNF 96 今津　潤一郎 イマヅ　ジュンイチロウ     40:03  1:25:42 (45:39)  2:16:03 (50:21) 男子40～49歳

DNF 100 岩片　周平 イワカタ　シュウヘイ     56:39 男子29歳以下

DNF 101 岩切　信泰 イワキリ　ノブヤス     41:49 男子50～59歳

DNF 103 岩崎　健太郎 イワサキ　ケンタロウ     54:13  1:47:13 (53:00)  2:45:52 (58:39) 男子40～49歳

DNF 106 上杉　知広 ウエスギ　トモヒロ     52:36  1:47:27 (54:51)  2:43:14 (55:47) 男子30～39歳

DNF 108 植松　雄一郎 ウエマツ　ユウイチロウ     44:06  1:28:37 (44:31)  2:13:07 (44:30) 男子40～49歳

DNF 110 臼井　哲夫 ウスイ　テツオ     46:24  1:33:50 (47:26) 男子40～49歳

DNF 121 枝吉　太郎 エダヨシ　タロウ     39:03  1:18:26 (39:23)  2:00:00 (41:34) 男子30～39歳

DNF 125 遠藤　裕介 エンドウ　ユウスケ     44:09  1:28:39 (44:30)  2:12:41 (44:02) 男子40～49歳

DNF 130 仰木　太志 オオギ　タイシ     56:26  1:53:06 (56:40)  2:49:59 (56:53) 男子30～39歳

DNF 145 大原　健 オオハラ　ケン     51:37  1:43:53 (52:16)  2:38:48 (54:55) 男子40～49歳

DNF 146 大平　彰久 オオヒラ　アキヒサ     42:33  1:24:40 (42:07)  2:07:15 (42:35) 男子40～49歳

DNF 147 大平　耕司 オオヒラ　コウジ     44:39  1:29:32 (44:53)  2:22:53 (53:21) 男子50～59歳

DNF 158 岡野　真一 オカノ　シンイチ     49:16  1:38:22 (49:06)  2:32:15 (53:53) 男子40～49歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNF 159 岡部　達弥 オカベ　タツヤ     56:40  1:53:55 (57:15) 男子30～39歳

DNF 166 小倉　健三 オグラ　ケンゾウ     51:43  1:44:03 (52:20) 男子50～59歳

DNF 178 角田　祐基 カクダ　ユウキ     49:11  1:38:03 (48:52)  2:35:05 (57:02) 男子30～39歳

DNF 180 葛西　未来 カサイ　ミライ     41:25  1:22:48 (41:23) 男子40～49歳

DNF 182 風間　孔成 カザマ　コウセイ     42:11  1:24:25 (42:14)  2:12:40 (48:15) 男子40～49歳

DNF 186 葛山　秀敏 カツラヤマ　ヒデトシ     42:08 男子50～59歳

DNF 207 川上　和男 カワカミ　カズオ     49:18  1:38:06 (48:48) 男子40～49歳

DNF 212 川杉　恒夫 カワスギ　ツネオ     43:54  1:26:40 (42:46)  2:09:32 (42:52) 男子50～59歳

DNF 213 川瀬　直也 カワセ　ナオヤ     1:00:06  1:59:46 (59:40)  2:24:40 (24:54) 男子50～59歳

DNF 231 岸田　剛 キシダ　タケシ     47:45  1:43:38 (55:53) 男子40～49歳

DNF 233 喜多　芳久 キタ　ヨシヒサ     40:36  1:25:00 (44:24) 男子40～49歳

DNF 236 北島　明 キタジマ　アキラ     42:23  1:25:45 (43:22) 男子50～59歳

DNF 239 北脇　阿瑠 キタワキ　アル     54:03  1:47:35 (53:32)  2:44:40 (57:05) 男子30～39歳

DNF 240 木津　恒一 キヅ　コウイチ     43:12  1:26:42 (43:30) 男子40～49歳

DNF 251 久保　和範 クボ　カズノリ     42:23  1:24:31 (42:08)  2:06:53 (42:22) 男子40～49歳

DNF 253 窪田　俊郎 クボタ　トシロウ     42:18  1:24:29 (42:11) 男子50～59歳

DNF 254 熊谷　卓哉 クマガイ　タクヤ     39:59  1:20:03 (40:04)  2:00:15 (40:12) 男子29歳以下

DNF 266 桑山　紘典 クワヤマ　ヒロノリ     51:44  1:44:23 (52:39) 男子29歳以下

DNF 270 小岩　淳 コイワ　ジユン     42:35  1:26:35 (44:00)  2:13:44 (47:09) 男子50～59歳

DNF 271 郡山　弘志 コオリヤマ　ヒロシ     55:27 男子60歳以上

DNF 275 後藤　崇 ゴトウ　タカシ     44:08  1:30:56 (46:48) 男子40～49歳

DNF 287 小林　英明 コバヤシ　ヒデアキ     41:08  1:22:26 (41:18) 男子40～49歳

DNF 306 坂田　将美 サカタ　マサミ     48:45  1:38:15 (49:30)  2:27:58 (49:43) 男子50～59歳

DNF 344 島村　啓周 シマムラ　ヒロチカ     42:56  1:27:15 (44:19) 男子50～59歳
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東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

DNF 348 清水　隆博 シミズ　タカヒロ     55:55  1:50:36 (54:41)  2:55:12 (1:04:36) 男子50～59歳

DNF 350 清水　正之 シミズ　マサユキ     56:23  1:52:58 (56:35)  3:04:34 (1:11:36) 男子40～49歳

DNF 351 清水　洋平 シミズ　ヨウヘイ     44:02  1:28:33 (44:31) 男子40～49歳

DNF 357 白井　勝 シライ　マサル     46:41  1:33:55 (47:14) 男子50～59歳

DNF 360 城野　方博 シロノ　マサヒロ     42:55  1:30:56 (48:01) 男子50～59歳

DNF 376 杉本　宏樹 スギモト　ヒロキ     42:14 男子30～39歳

DNF 387 鈴木　翔太 スズキ　ショウタ     42:08  1:23:56 (41:48)  2:06:06 (42:10) 男子30～39歳

DNF 388 鈴木　誠一 スズキ　セイイチ     43:55  1:28:38 (44:43)  2:13:01 (44:23) 男子40～49歳

DNF 389 鈴木　隆洋 スズキ　タカヒロ     46:47  1:33:53 (47:06)  2:27:55 (54:02) 男子50～59歳

DNF 390 鈴木　利幸 スズキ　トシユキ     40:02  1:20:05 (40:03) 男子30～39歳

DNF 399 瀬崎　昌志 セザキ　マサシ     42:35 男子50～59歳

DNF 406 高木　啓史 タカギ　ヒロフミ     56:40  1:53:19 (56:39) 男子30～39歳

DNF 408 鷹取　敦 タカトリ　アツシ     51:48  1:43:32 (51:44)  2:35:42 (52:10) 男子50～59歳

DNF 410 高野　真 タカノ　シン     48:12  1:33:49 (45:37)  2:21:49 (48:00) 男子29歳以下

DNF 412 高野　浩 タカノ　ヒロシ     42:20  1:24:46 (42:26) 男子29歳以下

DNF 417 高橋　順一 タカハシ　ジュンイチ     46:52  1:33:54 (47:02)  2:23:25 (49:31) 男子50～59歳

DNF 423 高橋　靖寛 タカハシ　ヤスヒロ     43:33  1:27:04 (43:31)  2:10:39 (43:35) 男子40～49歳

DNF 427 高村　正樹 タカムラ　マサキ     42:16  1:24:29 (42:13)  2:06:49 (42:20) 男子40～49歳

DNF 428 高柳　勇希 タカヤナギ　ユウキ     56:13  1:53:12 (56:59) 男子30～39歳

DNF 430 宅島　豊人 タクシマ　トヨヒト     42:21  1:24:28 (42:07)  2:07:02 (42:34) 男子40～49歳

DNF 435 竹内　誠 タケウチ　マコト     46:37  1:34:02 (47:25)  2:21:41 (47:39) 男子50～59歳

DNF 436 武江　康弘 タケエ　ヤスヒロ     49:19  1:39:09 (49:50)  2:35:38 (56:29) 男子50～59歳

DNF 439 竹下　岳 タケシタ　タカシ     42:18  1:25:02 (42:44)  2:11:16 (46:14)  3:10:54 (59:38) 男子50～59歳

DNF 441 武田　哲治 タケダ　テツジ     39:58 男子50～59歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNF 442 竹田　裕明 タケダ　ヒロアキ     49:19  1:38:25 (49:06)  2:28:26 (50:01) 男子50～59歳

DNF 443 武田　亮平 タケダ　リョウヘイ     44:08  1:28:38 (44:30) 男子29歳以下

DNF 444 竹ノ内　宏 タケノウチ　ヒロシ     57:00  1:53:58 (56:58) 男子40～49歳

DNF 451 田中　肇 タナカ　ハジメ     59:24 男子40～49歳

DNF 452 田中　正良 タナカ　マサオ     49:12  1:38:07 (48:55)  2:30:57 (52:50) 男子50～59歳

DNF 455 田邊　峻佑 タナベ　シュンスケ     40:05  1:20:10 (40:05) 男子30～39歳

DNF 461 田村　卓 タムラ　タク     49:18 男子50～59歳

DNF 467 千濱　淳一 チハマ　ジュンイチ     53:08  1:45:51 (52:43)  2:39:55 (54:04) 男子50～59歳

DNF 470 塚越　護 ツカコシ　マモル     42:14  1:26:47 (44:33) 男子50～59歳

DNF 473 月森　崇文 ツキモリ　タカフミ     56:35  1:55:04 (58:29)  3:16:15 (1:21:11) 男子50～59歳

DNF 492 冨田　正和 トミタ　マサカズ     56:31  1:53:06 (56:35) 男子50～59歳

DNF 495 内藤　裕久 ナイトウ　ヒロヒサ     42:18  1:24:30 (42:12)  2:06:51 (42:21) 男子30～39歳

DNF 496 永井　大智 ナガイ　ダイチ     42:16 男子29歳以下

DNF 502 長崎　光良 ナガサキ　ミツヨシ     57:04  1:58:34 (1:01:30)  3:08:17 (1:09:43) 男子50～59歳

DNF 515 中村　崇裕 ナカムラ　タカヒロ     45:50 男子29歳以下

DNF 523 鳴海　修一 ナルミ　シュウイチ     49:21  1:39:33 (50:12) 男子50～59歳

DNF 525 二階堂　等 ニカイドウ　ヒトシ     53:34  1:47:45 (54:11)  2:45:58 (58:13) 男子50～59歳

DNF 528 西川　渉 ニシカワ　ワタル     49:20  1:38:21 (49:01)  2:32:57 (54:36) 男子40～49歳

DNF 534 西村　一彦 ニシムラ　カズヒコ     46:17  1:32:16 (45:59) 男子50～59歳

DNF 546 信原　邦啓 ノブハラ　クニヒロ     36:41  1:13:46 (37:05) 男子40～49歳

DNF 549 萩元　章次 ハギモト　ショウジ     49:07  1:37:32 (48:25) 男子50～59歳

DNF 550 萩原　武 ハギワラ　タケシ     56:39  1:59:35 (1:02:56) 男子50～59歳

DNF 559 長谷部　弥 ハセベ　ヒサシ     50:07  1:41:47 (51:40)  2:49:26 (1:07:39) 男子50～59歳

DNF 561 初澤　宏之 ハツザワ　ヒロユキ     40:03  1:20:06 (40:03)  2:00:36 (40:30) 男子30～39歳
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東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

DNF 566 浜田　教彦 ハマダ　ノリヒコ     49:19  1:38:25 (49:06) 男子40～49歳

DNF 567 濱端　一範 ハマバタ　カズノリ     42:19 男子50～59歳

DNF 572 林　直弘 ハヤシ　ナオヒロ     56:21  1:50:32 (54:11)  2:44:29 (53:57) 男子30～39歳

DNF 573 林　延行 ハヤシ　ノブユキ     56:55  1:53:01 (56:06) 男子60歳以上

DNF 574 林　英明 ハヤシ　ヒデアキ     35:02  1:10:23 (35:21)  1:47:19 (36:56) 男子40～49歳

DNF 579 早野　透 ハヤノ　トオル     44:12  1:28:52 (44:40)  2:16:31 (47:39) 男子30～39歳

DNF 581 原　和裕 ハラ　カズヒロ     39:53  1:19:57 (40:04)  2:00:58 (41:01) 男子30～39歳

DNF 584 原田　哲治 ハラダ　テツジ     47:06 男子50～59歳

DNF 586 半田　一司 ハンダ　ヒトシ     46:46  1:33:51 (47:05)  2:20:30 (46:39) 男子30～39歳

DNF 589 彦坂　靖和 ヒコサカ　ノブカズ     43:11  1:25:50 (42:39)  2:09:37 (43:47) 男子30～39歳

DNF 599 平山　敦 ヒラヤマ　アツシ     37:50  1:15:33 (37:43)  1:53:11 (37:38) 男子40～49歳

DNF 605 深澤　健一 フカサワ　ケンイチ     43:24  1:26:28 (43:04)  2:09:33 (43:05) 男子30～39歳

DNF 614 藤倉　充裕 フジクラ　ミツヒロ     48:17  1:38:41 (50:24) 男子50～59歳

DNF 615 藤沢　俊三 フジサワ　シュンゾウ     49:18  1:38:19 (49:01)  2:27:54 (49:35) 男子50～59歳

DNF 620 藤曲　夏樹 フジマガリ　ナツキ     36:56  1:13:43 (36:47)  1:51:50 (38:07) 男子40～49歳

DNF 621 藤本　和真 フジモト　カヅマ     53:50  1:48:09 (54:19) 男子40～49歳

DNF 625 藤原　義一 フジワラ　ヨシカズ     55:05  1:50:09 (55:04)  2:45:49 (55:40) 男子60歳以上

DNF 627 船倉　大輔 フナクラ　ダイスケ     49:30  1:38:16 (48:46) 男子29歳以下

DNF 634 星野　拓也 ホシノ　タクヤ     39:52  1:19:56 (40:04)  2:04:38 (44:42) 男子30～39歳

DNF 647 政井　悟 マサイ　サトル     48:05  1:36:06 (48:01)  2:30:23 (54:17) 男子50～59歳

DNF 650 正籬　聡 マサガキ　サトル     47:11  1:34:34 (47:23)  2:23:26 (48:52) 男子60歳以上

DNF 657 松岡　忠義 マツオカ　タダヨシ     47:39  1:32:35 (44:56)  2:22:34 (49:59) 男子40～49歳

DNF 660 松田　道蘭 マツダ　ミチラン     56:43  1:56:21 (59:38) 男子40～49歳

DNF 672 三秋　拓 ミアキ　ヒロム     47:58  1:35:29 (47:31) 男子50～59歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNF 678 三澤　覚 ミサワ　サトル     50:46  1:40:25 (49:39) 男子50～59歳

DNF 685 水戸　和幸 ミト　カズユキ     42:34  1:25:11 (42:37)  2:10:46 (45:35) 男子40～49歳

DNF 701 村越　健司 ムラコシ　ケンジ     44:01  1:28:06 (44:05) 男子40～49歳

DNF 704 村田　玲一 ムラタ　レイイチ     49:39  1:38:07 (48:28)  2:26:45 (48:38) 男子60歳以上

DNF 706 村山　雅経 ムラヤマ　マサノリ     54:59  1:50:31 (55:32) 男子50～59歳

DNF 714 森田　康之 モリタ　ヤスユキ     58:37  1:53:23 (54:46)  2:49:30 (56:07) 男子50～59歳

DNF 717 八木　茂典 ヤギ　シゲノリ     48:54  1:38:09 (49:15) 男子50～59歳

DNF 718 八木　伸介 ヤギ　シンスケ     46:54  1:33:58 (47:04) 男子50～59歳

DNF 720 矢崎　雄一 ヤザキ　ユウイチ     44:37  1:38:45 (54:08) 男子40～49歳

DNF 724 柳沢　春樹 ヤナギサワ　ハルキ     41:18 男子30～39歳

DNF 727 山内　優 ヤマウチ　スグル     47:41  1:36:51 (49:10) 男子40～49歳

DNF 738 山崎　耕三 ヤマサキ　コウゾウ     49:08  1:38:15 (49:07) 男子50～59歳

DNF 739 山崎　正之 ヤマザキ　マサユキ     42:08  1:23:52 (41:44)  2:05:46 (41:54) 男子50～59歳

DNF 745 山田　誠一 ヤマダ　セイイチ     40:06  1:20:27 (40:21)  2:00:49 (40:22)  2:43:39 (42:50) 男子60歳以上

DNF 746 山田　貴浩 ヤマダ　タカヒロ     46:49 男子40～49歳

DNF 756 山本　剛弘 ヤマモト　ヨシヒロ     49:13  1:38:22 (49:09) 男子60歳以上

DNF 759 芳岡　清仁 ヨシオカ　キヨヒト     51:41 男子40～49歳

DNF 762 吉川　直人 ヨシカワ　ナオト     43:21  1:28:08 (44:47)  2:13:16 (45:08) 男子60歳以上

DNF 765 吉田　徹 ヨシダ　トオル     56:22 男子50～59歳

DNF 767 吉田　誠 ヨシダ　マコト     54:09  1:47:29 (53:20)  2:41:44 (54:15) 男子40～49歳

DNF 768 吉田　光男 ヨシダ　ミツオ     55:31  1:50:31 (55:00)  3:05:33 (1:15:02) 男子50～59歳

DNF 769 芳仲　真人 ヨシナカ　マコト     44:42  1:29:31 (44:49)  2:16:07 (46:36) 男子50～59歳

DNF 774 與野　幹人 ヨノ　ミキト     42:25  1:24:39 (42:14) 男子40～49歳

DNF 790 吉田　尚平 ヨシダ　ショウヘイ     37:34  1:15:41 (38:07)  1:56:12 (40:31) 男子40～49歳
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令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 4 青木　隆哉 アオキ　リュウヤ    男子40～49歳

DNS 8 秋山　裕哉 アキヤマ　ユウヤ    男子30～39歳

DNS 11 東　裕明 アズマ　ヒロアキ    男子50～59歳

DNS 16 阿部　智 アベ　サトシ    男子60歳以上

DNS 17 阿部　茂昭 アベ　シゲアキ    男子60歳以上

DNS 21 新井　辰介 アライ　シンスケ    男子40～49歳

DNS 31 有田　浩史 アリタ　ヒロフミ    男子40～49歳

DNS 32 安西　秀一 アンザイ　ヒデカズ    男子50～59歳

DNS 33 安藤　鉄也 アンドウ　テツヤ    男子50～59歳

DNS 50 池田　秀一 イケダ　シュウイチ    男子40～49歳

DNS 62 石嶋　宏之 イシジマ　ヒロユキ    男子40～49歳

DNS 65 石田　太陽 イシダ　タイヨウ    男子40～49歳

DNS 66 石原　達也 イシハラ　タツヤ    男子40～49歳

DNS 71 板倉　保市 イタクラ　ヤスイチ    男子40～49歳

DNS 73 市川　朝一郎 イチカワ　トモイチロウ    男子50～59歳

DNS 76 伊藤　克哉 イトウ　カツヤ    男子29歳以下

DNS 77 伊藤　健太 イトウ　ケンタ    男子50～59歳

DNS 78 伊藤　晴彦 イトウ　ハルヒコ    男子50～59歳

DNS 88 井上　毅之 イノウエ　タケシ    男子60歳以上

DNS 90 猪野尾　雅之 イノオ　タカユキ    男子40～49歳

DNS 99 岩井　友孝 イワイ　トモタカ    男子40～49歳

DNS 109 氏家　太郎 ウジケ　タロウ    男子50～59歳

DNS 112 内田　貴久 ウチダ　タカヒサ    男子30～39歳

DNS 116 梅野　晴一郎 ウメノ　セイイチロウ    男子50～59歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 117 浦城　直人 ウラキ　ナオト    男子40～49歳

DNS 119 江口　晋悟 エグチ　シンゴ    男子50～59歳

DNS 122 惠鶴　保昌 エヅル　ヤスマサ    男子40～49歳

DNS 126 大井　義人 オオイ　ヨシヒト    男子40～49歳

DNS 128 大岡　洋祐 オオオカ　ヨウスケ    男子30～39歳

DNS 131 大熊　武 オオクマ　タケシ    男子50～59歳

DNS 132 大澤　武志 オオサワ　タケシ    男子40～49歳

DNS 133 大城　敦哉 オオシロ　ノブヤ    男子30～39歳

DNS 135 太田　周宏 オオタ　ノリヒロ    男子40～49歳

DNS 139 大田垣　洋 オオタガキ　ヨウ    男子60歳以上

DNS 141 大塚　義一 オオツカ　ノリカズ    男子50～59歳

DNS 148 大山　一徳 オオヤマ　カズノリ    男子30～39歳

DNS 149 大和　智明 オオワ　トモアキ    男子50～59歳

DNS 150 大和田　宏諭 オオワダ　ヒロツグ    男子40～49歳

DNS 152 小笠原　輝 オガサワラ　アキラ    男子30～39歳

DNS 167 尾崎　稔 オザキ　ミノル    男子40～49歳

DNS 168 小田中　隆二 オダナカ　リュウジ    男子40～49歳

DNS 170 落田　徹 オチダ　トオル    男子50～59歳

DNS 174 小野塚　貴之 オノヅカ　タカユキ    男子50～59歳

DNS 181 笠島　大嘉 カサシマ　タイガ    男子29歳以下

DNS 183 梶田　剛 カジタ　ツヨシ    男子40～49歳

DNS 188 加藤　達登 カトウ　タツト    男子29歳以下

DNS 190 叶井　浩一 カナイ　コウイチ    男子50～59歳

DNS 198 嘉松　孝友 カマツ　タカトモ    男子40～49歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 202 上村　亮 カミムラ　リョウ    男子40～49歳

DNS 204 鹿山　和義 カヤマ　カズヨシ    男子60歳以上

DNS 205 香山　光弘 カヤマ　ミツヒロ    男子40～49歳

DNS 214 川田　祐治 カワタ　ユウジ    男子50～59歳

DNS 216 川野　貴司 カワノ　タカシ    男子30～39歳

DNS 218 河野　光志 カワノ　ミツシ    男子40～49歳

DNS 234 北川　吉隆 キタガワ　ヨシタカ    男子50～59歳

DNS 245 木村　裕 キムラ　ヒロシ    男子30～39歳

DNS 263 桑江　朝臣 クワエ　アサオミ    男子40～49歳

DNS 264 桑野　博輔 クワノ　ヒロスケ    男子50～59歳

DNS 272 小島　淳一 コジマ　ジュンイチ    男子50～59歳

DNS 273 小島　直樹 コジマ　ナオキ    男子30～39歳

DNS 276 後藤　宜裕 ゴトウ　ノブヒロ    男子40～49歳

DNS 277 後藤　正信 ゴトウ　マサノブ    男子50～59歳

DNS 279 小濱　健太 コハマ　ケンタ    男子40～49歳

DNS 281 小林　聡 コバヤシ　サトシ    男子50～59歳

DNS 290 小平　誠二 コヘイ　セイジ    男子50～59歳

DNS 292 小松　靖史 コマツ　ヤスシ    男子50～59歳

DNS 297 近藤　明史 コンドウ　アキヒト    男子30～39歳

DNS 300 齊藤　隆 サイトウ　タカシ    男子40～49歳

DNS 301 齋藤　宏 サイトウ　ヒロシ    男子40～49歳

DNS 303 榊　卓人 サカキ　タクト    男子30～39歳

DNS 304 榊原　大樹 サカキバラ　ヒロキ    男子30～39歳

DNS 305 榊原　勇一 サカキバラ　ユウイチ    男子40～49歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 308 坂本　真一 サカモト　シンイチ    男子40～49歳

DNS 309 坂元　正博 サカモト　マサヒロ    男子40～49歳

DNS 312 佐々木　元也 ササキ　ゲンヤ    男子40～49歳

DNS 317 佐々木　有司 ササキ　ユウジ    男子50～59歳

DNS 336 篠田　俊明 シノダ　トシアキ    男子40～49歳

DNS 339 島岡　達郎 シマオカ　タツロウ    男子40～49歳

DNS 340 島田　和幸 シマダ　カズユキ    男子50～59歳

DNS 352 志村　智久 シムラ　トモヒサ    男子30～39歳

DNS 364 進藤　貴大 シンドウ　タカヒロ    男子40～49歳

DNS 369 神保　康彦 ジンボ　ヤスヒコ    男子40～49歳

DNS 374 杉田　良和 スギタ　ヨシカズ    男子40～49歳

DNS 380 須澤　寛 スザワ　ヒロシ    男子50～59歳

DNS 381 鈴木　晃 スズキ　アキラ    男子50～59歳

DNS 382 鈴木　英一 スズキ　エイイチ    男子50～59歳

DNS 391 鈴木　勇人 スズキ　ハヤト    男子30～39歳

DNS 400 芹沢　元秀 セリザワ　モトヒデ    男子40～49歳

DNS 402 曽我　達矢 ソガ　タツヤ    男子50～59歳

DNS 404 曽根　新 ソネ　アラタ    男子40～49歳

DNS 413 高橋　一哲 タカハシ　カズノリ    男子50～59歳

DNS 418 高橋　信一郎 タカハシ　シンイチロウ    男子50～59歳

DNS 422 高橋　英雄 タカハシ　ヒデオ    男子60歳以上

DNS 425 高橋　立志 タカハシ　リツシ    男子40～49歳

DNS 432 竹内　健一 タケウチ　ケンイチ    男子30～39歳

DNS 446 田代　雅貴 タシロ　マサキ    男子29歳以下
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東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 448 田中　章浩 タナカ　アキヒロ    男子30～39歳

DNS 454 田中　庸介 タナカ　ヨウスケ    男子50～59歳

DNS 460 田村　建司 タムラ　ケンジ    男子50～59歳

DNS 463 田村　寛徳 タムラ　ヒロノリ    男子50～59歳

DNS 477 土屋　正春 ツチヤ　マサハル    男子30～39歳

DNS 479 津波古　年生 ツハコ　トシオ    男子40～49歳

DNS 482 出川　知伸 デガワ　トモノブ    男子40～49歳

DNS 486 徳原　健太郎 トクハラ　ケンタロウ    男子40～49歳

DNS 503 中嶋　功 ナカジマ　イサオ    男子40～49歳

DNS 512 中野　拓 ナカノ　タク    男子40～49歳

DNS 513 中町　智典 ナカマチ　トモノリ    男子40～49歳

DNS 514 中村　大介 ナカムラ　ダイスケ    男子40～49歳

DNS 516 中村　武 ナカムラ　タケシ    男子50～59歳

DNS 524 難波　淳良 ナンバ　ジュンヨウ    男子40～49歳

DNS 529 西沢　享 ニシザワ　アキラ    男子50～59歳

DNS 535 西森　直哉 ニシモリ　ナオヤ    男子50～59歳

DNS 539 野上　祐典 ノガミ　ユウスケ    男子50～59歳

DNS 541 野口　之男 ノグチ　ユキオ    男子40～49歳

DNS 545 野中　慶昭 ノナカ　ヨシテル    男子50～59歳

DNS 560 畑澤　文祐 ハタザワ　フミヒロ    男子40～49歳

DNS 562 服部　浩典 ハットリ　ヒロノリ    男子40～49歳

DNS 568 早川　快風 ハヤカワ　カイフウ    男子40～49歳

DNS 571 林　小太郎 ハヤシ　コタロウ    男子40～49歳

DNS 576 林　比呂樹 ハヤシ　ヒロキ    男子50～59歳
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東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）

種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 577 林　政彦 ハヤシ　マサヒコ    男子40～49歳

DNS 585 榛澤　繁 ハンザワ　シゲル    男子50～59歳

DNS 591 久野　晋一郎 ヒサノ　シンイチロウ    男子30～39歳

DNS 592 菱岡　高志 ヒシオカ　タカシ    男子40～49歳

DNS 595 平岩　義生 ヒライワ　ヨシオ    男子40～49歳

DNS 601 蛭田　優一 ヒルタ　ユウイチ    男子30～39歳

DNS 602 昼間　敦 ヒルマ　アツシ    男子40～49歳

DNS 606 深澤　将 フカサワ　マサル    男子40～49歳

DNS 607 深田　耕司 フカダ　コウジ    男子40～49歳

DNS 618 藤田　望 フジタ　ノゾム    男子50～59歳

DNS 632 北條　茂樹 ホウジョウ　シゲキ    男子50～59歳

DNS 635 星野　祐人 ホシノ　マサト    男子50～59歳

DNS 637 細川　駿 ホソカワ　シュン    男子30～39歳

DNS 639 堀田　直紀 ホッタ　ナオキ    男子30～39歳

DNS 644 前川　善昭 マエカワ　ヨシアキ    男子50～59歳

DNS 651 益子　茂 マシコ　シゲル    男子40～49歳

DNS 652 増田　隆良 マスダ　タカヨシ    男子50～59歳

DNS 661 松林　夏輝 マツバヤシ　ナツキ    男子29歳以下

DNS 670 丸山　和哉 マルヤマ　カズヤ    男子50～59歳

DNS 673 三浦　孝之 ミウラ　タカユキ    男子50～59歳

DNS 689 南野　雅宏 ミナミノ　マサヒロ    男子40～49歳

DNS 691 嶺山　登 ミネヤマ　ノボル    男子50～59歳

DNS 694 宮本　博之 ミヤモト　ヒロユキ    男子50～59歳

DNS 700 村木　建治 ムラキ　ケンジ    男子30～39歳
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種目：【フルマラソン（男子）】

DNS 705 村西　徳恭 ムラニシ　ノリヤス    男子50～59歳

DNS 709 茂木　崇 モギ　タカシ    男子30～39歳

DNS 711 森　渉 モリ　ワタル    男子30～39歳

DNS 712 森川　俊 モリカワ　シュン    男子40～49歳

DNS 725 柳谷　啓好 ヤナギヤ　ヒロヨシ    男子30～39歳

DNS 728 山岡　正也 ヤマオカ　マサヤ    男子40～49歳

DNS 730 山口　巌 ヤマグチ　イワオ    男子40～49歳

DNS 731 山口　数馬 ヤマグチ　カズマ    男子50～59歳

DNS 734 山口　由郎 ヤマグチ　ヨシロウ    男子40～49歳

DNS 735 山崎　一男 ヤマザキ　カズオ    男子60歳以上

DNS 740 山下　一郎 ヤマシタ　イチロウ    男子60歳以上

DNS 741 山下　俊介 ヤマシタ　シュンスケ    男子29歳以下

DNS 752 山本　幸二 ヤマモト　コウジ    男子60歳以上

DNS 754 山本　博一 ヤマモト　ヒロカズ    男子40～49歳

DNS 755 山本　悠一 ヤマモト　ユウイチ    男子30～39歳

DNS 757 横田　智之 ヨコタ　トモユキ    男子30～39歳

DNS 760 吉岡　誠一郎 ヨシオカ　セイイチロウ    男子40～49歳

DNS 761 吉岡　基 ヨシオカ　モト    男子29歳以下

DNS 775 LOUCKS JEFFREY ラオクス　ジェフリー    男子50～59歳

DNS 777 若松　翔 ワカマツ　カケル    男子30～39歳

DNS 779 若生　昇太 ワコウ　ショウタ    男子30～39歳

DNS 782 渡邉　恭司 ワタナベ　キョウジ    男子50～59歳

DNS 786 渡辺　鉄平 ワタナベ　テッペイ    男子30～39歳
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