
【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 21.0975km

1 1099 浜崎　成平 ハマサキ　ナルヘイ  1:12:15  33:36  1:08:14 (34:38)  1:12:15 (4:01)

2 1129 森田　英和 モリタ　ヒデカズ  1:13:45  35:01  1:09:50 (34:49)  1:13:45 (3:55)

3 1025 小田切　大城 オタギリ　ダイキ  1:17:15  36:07  1:13:08 (37:01)  1:17:15 (4:07)

4 1008 石川　雅浩 イシカワ　マサヒロ  1:18:14  36:31  1:13:58 (37:27)  1:18:14 (4:16)

5 1133 山本　淳 ヤマモト　アツシ  1:19:57  36:33  1:15:18 (38:45)  1:19:57 (4:39)

6 1101 林　洋輔 ハヤシ　ヨウスケ  1:20:08  38:15  1:15:55 (37:40)  1:20:08 (4:13)

7 1071 鷹觜　勇宜 タカノハシ　ユウキ  1:20:14  37:58  1:15:57 (37:59)  1:20:14 (4:17)

8 1086 長井　建郎 ナガイ　タツロウ  1:20:55  38:03  1:16:35 (38:32)  1:20:55 (4:20)

9 1090 中丸　大樹 ナカマル　ダイキ  1:21:03  37:40  1:16:27 (38:47)  1:21:03 (4:36)

10 1043 黒澤　遥介 クロサワ　ヨウスケ  1:21:14  37:48  1:16:53 (39:05)  1:21:14 (4:21)

11 1093 饒村　秀一 ニヨムラ　シュウイチ  1:21:21  39:14  1:17:06 (37:52)  1:21:21 (4:15)

12 1084 鳥谷峯　信男 トヤミネ　ノブオ  1:22:43  39:53  1:18:35 (38:42)  1:22:43 (4:08)

13 1088 永沼　達郎 ナガヌマ　タツロウ  1:23:04  37:58  1:18:10 (40:12)  1:23:04 (4:54)

14 1110 古川　竜之介 フルカワ　リュウノスケ  1:27:03  40:56  1:22:20 (41:24)  1:27:03 (4:43)

15 1116 松下　道一 マツシタ　ノリカズ  1:27:51  42:18  1:23:08 (40:50)  1:27:51 (4:43)

16 1003 朝日　宏和 アサヒ　ヒロカズ  1:27:52  42:02  1:23:23 (41:21)  1:27:52 (4:29)

17 1104 平石　英大 ヒライシ　ヒデマサ  1:28:33  42:11  1:23:49 (41:38)  1:28:33 (4:44)

18 1009 伊藤　公博 イトウ　クニヒロ  1:28:40  42:06  1:23:55 (41:49)  1:28:40 (4:45)

19 1047 小島　和之 コジマ　カズユキ  1:28:42  39:45  1:23:08 (43:23)  1:28:42 (5:34)

20 1048 小島　太一 コジマ　タイチ  1:29:00  42:08  1:24:18 (42:10)  1:29:00 (4:42)

21 1108 福田　亮太 フクダ　リョウタ  1:29:01  42:03  1:24:15 (42:12)  1:29:01 (4:46)

22 1094 根本　良治 ネモト　リョウジ  1:29:01  42:18  1:24:19 (42:01)  1:29:01 (4:42)

23 1011 稲木　正宏 イナギ　マサヒロ  1:29:03  42:14  1:24:24 (42:10)  1:29:03 (4:39)

24 1080 手塚　公淳 テヅカ　キミアツ  1:29:04  41:18  1:24:10 (42:52)  1:29:04 (4:54)
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25 1056 坂井　史男 サカイ　フミオ  1:29:05  42:21  1:24:21 (42:00)  1:29:05 (4:44)

26 1076 田中　健司 タナカ　ケンジ  1:29:05  42:13  1:24:23 (42:10)  1:29:05 (4:42)

27 1128 森井　保次 モリイ　ヤスツグ  1:29:23  41:20  1:24:17 (42:57)  1:29:23 (5:06)

28 1010 伊東　秀将 イトウ　ヒデマサ  1:29:38  42:12  1:24:43 (42:31)  1:29:38 (4:55)

29 1061 柴田　清久 シバタ　キヨヒサ  1:29:53  43:47  1:25:04 (41:17)  1:29:53 (4:49)

30 1027 親衛　亮介 オヤエ　リョウスケ  1:30:03  44:20  1:25:26 (41:06)  1:30:03 (4:37)

31 1028 改発　次郎 カイホツ　ジロウ  1:30:20  42:23  1:24:56 (42:33)  1:30:20 (5:24)

32 1087 中井　直樹 ナカイ　ナオキ  1:30:54  42:26  1:25:44 (43:18)  1:30:54 (5:10)

33 1018 大川　正明 オオカワ　マサアキ  1:31:05  42:23  1:26:02 (43:39)  1:31:05 (5:03)

34 1072 高橋　京 タカハシ　ケイ  1:31:22  40:23  1:26:02 (45:39)  1:31:22 (5:20)

35 1006 井合　公義 イアイ　キミヨシ  1:32:03  42:16  1:26:19 (44:03)  1:32:03 (5:44)

36 1092 西　理広 ニシ　ミチヒロ  1:33:22  44:06  1:28:31 (44:25)  1:33:22 (4:51)

37 1135 吉川　英樹 ヨシカワ　ヒデキ  1:33:40  44:02  1:28:33 (44:31)  1:33:40 (5:07)

38 1038 木村　俊夫 キムラ　トシオ  1:33:45  44:05  1:28:35 (44:30)  1:33:45 (5:10)

39 1081 寺川　雄介 テラカワ　ユウスケ  1:34:00  45:14  1:29:01 (43:47)  1:34:00 (4:59)

40 1062 渋谷　稔 シブヤ　ミノル  1:34:27  43:10  1:29:01 (45:51)  1:34:27 (5:26)

41 1024 奥山　吉秋 オクヤマ　ヨシアキ  1:35:03  44:51  1:29:45 (44:54)  1:35:03 (5:18)

42 1147 江橋　享佑 エバシ　キョウスケ  1:35:14  46:17  1:30:18 (44:01)  1:35:14 (4:56)

43 1078 土田　信夫 ツチダ　ノブオ  1:35:22  44:33  1:30:03 (45:30)  1:35:22 (5:19)

44 1138 若尾　和昭 ワカオ　カズアキ  1:36:23  45:53  1:31:21 (45:28)  1:36:23 (5:02)

45 1007 石川　貴康 イシカワ　タカヤス  1:36:34  45:30  1:31:15 (45:45)  1:36:34 (5:19)

46 1107 深谷　厚輔 フカヤ　コウスケ  1:36:43  45:06  1:31:30 (46:24)  1:36:43 (5:13)

47 1052 小林　健輔 コバヤシ　ケンスケ  1:37:14  46:53  1:32:21 (45:28)  1:37:14 (4:53)

48 1037 木下　彰 キノシタ　アキラ  1:37:25  47:24  1:32:30 (45:06)  1:37:25 (4:55)
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49 1077 田中　洋二 タナカ　ヨウジ  1:37:57  47:22  1:33:05 (45:43)  1:37:57 (4:52)

50 1013 岩淵　寛 イワブチ　カン  1:37:59  44:42  1:32:19 (47:37)  1:37:59 (5:40)

51 1120 丸山　惇 マルヤマ　アツシ  1:38:20  46:42  1:33:14 (46:32)  1:38:20 (5:06)

52 1103 樋口　正成 ヒグチ　マサナリ  1:38:22  45:59  1:33:00 (47:01)  1:38:22 (5:22)

53 1144 磯野　輝幸 イソノ　テルユキ  1:38:56  46:31  1:33:35 (47:04)  1:38:56 (5:21)

54 1149 物江　収 モノエ　オサム  1:41:06  48:07  1:35:45 (47:38)  1:41:06 (5:21)

55 1057 佐々木　皓成 ササキ　コウセイ  1:41:21  46:44  1:35:31 (48:47)  1:41:21 (5:50)

56 1100 林　高久 ハヤシ　タカヒサ  1:41:46  48:48  1:36:08 (47:20)  1:41:46 (5:38)

57 1022 大和田　洋一 オオワダ　ヨウイチ  1:42:22  48:22  1:37:00 (48:38)  1:42:22 (5:22)

58 1033 金浦　雅彦 カナウラ　マサヒコ  1:42:28  44:38  1:36:42 (52:04)  1:42:28 (5:46)

59 1118 松波　宏尚 マツナミ　ヒロナオ  1:42:59  48:16  1:37:31 (49:15)  1:42:59 (5:28)

60 1115 松浦　基史 マツウラ　モトフミ  1:43:36  49:22  1:38:11 (48:49)  1:43:36 (5:25)

61 1045 小出　隆之 コイデ　タカユキ  1:43:44  45:06  1:37:09 (52:03)  1:43:44 (6:35)

62 1131 山浦　秀雄 ヤマウラ　ビデオ  1:43:47  47:56  1:38:12 (50:16)  1:43:47 (5:35)

63 1136 吉田　暁生 ヨシダ　アキオ  1:45:05  49:54  1:39:51 (49:57)  1:45:05 (5:14)

64 1050 古西　隆一 コニシ　リュウイチ  1:45:43  49:40  1:40:16 (50:36)  1:45:43 (5:27)

65 1123 箕輪　進矢 ミノワ　シンヤ  1:46:02  49:13  1:38:48 (49:35)  1:46:02 (7:14)

66 1114 枡　明彦 マス　アキヒコ  1:46:06  52:14  1:41:09 (48:55)  1:46:06 (4:57)

67 1014 岩山　了以 イワヤマ　リョウイ  1:46:07  48:04  1:39:52 (51:48)  1:46:07 (6:15)

68 1019 大久保　雅之 オオクボ　マサユキ  1:46:14  50:13  1:40:37 (50:24)  1:46:14 (5:37)

69 1125 閔　融 ミン　ユン  1:46:25  46:52  1:39:47 (52:55)  1:46:25 (6:38)

70 1117 松出　康弘 マツデ　ヤスヒロ  1:47:21  50:12  1:41:26 (51:14)  1:47:21 (5:55)

71 1054 齋藤　真夫 サイトウ　マサオ  1:47:43  49:43  1:41:44 (52:01)  1:47:43 (5:59)

72 1089 永野　康之 ナガノ　ヤスユキ  1:49:33  50:29  1:43:46 (53:17)  1:49:33 (5:47)
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73 1069 関根　健太郎 セキネ　ケンタロウ  1:49:37  52:39  1:44:11 (51:32)  1:49:37 (5:26)

74 1095 長谷川　勇人 ハセガワ　ハヤト  1:50:25  50:12  1:44:09 (53:57)  1:50:25 (6:16)

75 1074 田尻　直 タジリ　スナオ  1:50:32  49:15  1:43:32 (54:17)  1:50:32 (7:00)

76 1060 柴戸　寛司 シバコ　カンジ  1:50:39  52:05  1:44:32 (52:27)  1:50:39 (6:07)

77 1046 古賀　三千人 コガ　ミチンド  1:50:54  50:17  1:44:47 (54:30)  1:50:54 (6:07)

78 1001 相澤　俊春 アイザワ　トシハル  1:52:58  54:14  1:47:04 (52:50)  1:52:58 (5:54)

79 1091 中山　智博 ナカヤマ　トモヒロ  1:54:44  55:58  1:47:40 (51:42)  1:54:44 (7:04)

80 1021 大森　建太郎 オオモリ　ケンタロウ  1:54:46  55:58  1:48:33 (52:35)  1:54:46 (6:13)

81 1053 小谷中　貴大 コヤナカ　タカヒロ  1:54:52  52:39  1:47:44 (55:05)  1:54:52 (7:08)

82 1029 角舘　光 カクダテ　ヒカル  1:55:31  51:57  1:48:23 (56:26)  1:55:31 (7:08)

83 1044 黒田　俊平 クロダ　シュンペイ  1:55:51  52:35  1:48:30 (55:55)  1:55:51 (7:21)

84 1073 瀧野　秀則 タキノ　ヒデノリ  1:56:12  50:44  1:48:28 (57:44)  1:56:12 (7:44)

85 1121 三浦　耕司 ミウラ　コウジ  1:57:22  53:07  1:50:55 (57:48)  1:57:22 (6:27)

86 1042 熊谷　剛 クマガイ　ゴウ  1:57:31  57:25  1:51:59 (54:34)  1:57:31 (5:32)

87 1051 木場　敏文 コバ　トシフミ  1:58:58  55:42  1:52:47 (57:05)  1:58:58 (6:11)

88 1146 石田　聖人 イシダ　キヨヒト  1:59:20  56:29  1:53:03 (56:34)  1:59:20 (6:17)

89 1070 高田　智広 タカダ　トモヒロ  1:59:29  56:33  1:53:08 (56:35)  1:59:29 (6:21)

90 1139 渡辺　啓介 ワタナベ　ケイスケ  2:00:08  56:27  1:53:03 (56:36)  2:00:08 (7:05)

91 1067 鈴木　隆弘 スズキ　タカヒロ  2:00:44  51:57  1:52:23 (1:00:26)  2:00:44 (8:21)

92 1119 松本　裕一 マツモト　ユウイチ  2:02:55  56:48  1:55:49 (59:01)  2:02:55 (7:06)

93 1058 佐竹　修明 サタケ　ノブアキ  2:03:54  58:23  1:57:12 (58:49)  2:03:54 (6:42)

94 1096 畑　圭 ハタ　キヨシ  2:04:14  56:31  1:57:22 (1:00:51)  2:04:14 (6:52)

95 1137 吉見　祐司 ヨシミ　ユウジ  2:05:25  55:20  1:56:30 (1:01:10)  2:05:25 (8:55)

96 1134 山本　篤廣 ヤマモト　アツヒロ  2:05:43  55:44  1:58:02 (1:02:18)  2:05:43 (7:41)
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97 1113 牧瀬　勉 マキセ　ツトム  2:06:02  55:02  1:57:55 (1:02:53)  2:06:02 (8:07)

98 1111 古屋　清治 フルヤ　セイジ  2:09:46  58:28  2:02:05 (1:03:37)  2:09:46 (7:41)

99 1017 遠藤　嶺 エンドウ　レイ  2:10:19  52:16  2:01:31 (1:09:15)  2:10:19 (8:48)

100 1066 杉坂　俊一郎 スギサカ　シュンイチロウ  2:10:22  59:05  2:02:24 (1:03:19)  2:10:22 (7:58)

101 1140 新治　厚 シンジ　アツシ  2:11:42  59:20  2:03:59 (1:04:39)  2:11:42 (7:43)

102 1020 大澤　理 オオサワ　オサム  2:13:06  49:38  2:03:13 (1:13:35)  2:13:06 (9:53)

103 1026 小田中　隆芳 オダナカ　タカヨシ  2:19:26  1:03:13  2:10:46 (1:07:33)  2:19:26 (8:40)

104 1063 末松　克輝 スエマツ　カツキ  2:22:36  54:57  1:49:49 (54:52)  2:22:36 (32:47)

105 1041 国広　謙二 クニヒロ　ケンジ  2:31:13  1:09:27  2:22:18 (1:12:51)  2:31:13 (8:55)

106 1148 峰岸　稔 ミネギシ　ミノル  2:32:49  50:55  1:43:53 (52:58)  2:32:49 (48:56)

DNF 1030 葛西　歩 カサイ　アユム     41:01

DNS 1002 秋山　洋一 アキヤマ　ヨウイチ   

DNS 1004 新井　康之 アライ　ヤスユキ   

DNS 1005 アレン　ポール アレン　ポール   

DNS 1012 今井　章 イマイ　アキラ   

DNS 1015 上原　陽明 ウエハラ　ヨシアキ   

DNS 1016 遠藤　彰吾 エンドウ　ショウゴ   

DNS 1023 荻原　広一郎 オギハラ　コウイチロウ   

DNS 1031 葛西　英祐 カサイ　ヒデユキ   

DNS 1032 片又　光宏 カタマタ　ミツヒロ   

DNS 1034 加納　崇史 カノウ　タカシ   

DNS 1035 菊池　信一 キクチ　シンイチ   

DNS 1036 菊地　雅矢 キクチ　マサヤ   

DNS 1039 木山　宏 キヤマ　ヒロシ   
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DNS 1040 工藤　力 クドウ　チカラ   

DNS 1049 小西　洋平 コニシ　ヨウヘイ   

DNS 1055 三枝　雄一郎 サエグサ　ユウイチロウ   

DNS 1059 佐藤　浩士 サトウ　ヒロシ   

DNS 1064 菅井　航太 スガイ　コウタ   

DNS 1065 菅原　達也 スガワラ　タツヤ   

DNS 1068 鈴木　剛 スズキ　ツヨシ   

DNS 1075 橘　訓 タチバナ　サトル   

DNS 1079 津波古　充哉 ツハコ　ミツヤ   

DNS 1082 傳田　徳人 デンダ　トクト   

DNS 1083 道崎　清一郎 ドウザキ　シンイチロウ   

DNS 1085 鳥越　洋之 トリゴエ　ヒロユキ   

DNS 1097 畑野　仁一 ハタノ　ジンイチ   

DNS 1098 羽田　徹 ハネダ　トオル   

DNS 1102 針谷　友久 ハリガイ　トモヒサ   

DNS 1105 平田　文夫 ヒラタ　フミオ   

DNS 1106 平野　龍一 ヒラノ　リョウイチ   

DNS 1109 藤本　昌和 フジモト　マサカズ   

DNS 1112 星　敏明 ホシ　トシアキ   

DNS 1122 光田　国広 ミツタ　クニヒロ   

DNS 1124 宮崎　明生 ミヤザキ　アキオ   

DNS 1126 村尾　龍雄 ムラオ　タツオ   

DNS 1127 本橋　友治 モトハシ　ユウジ   

DNS 1130 矢吹　祐輔 ヤブキ　ユウスケ   
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【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 21.0975km

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：【ハーフマラソン（男子）】

DNS 1132 山崎　正 ヤマザキ　タダシ   

DNS 1141 青栁　有記 アオヤギ　ユウキ   

DNS 1142 日向　廣樹 ヒナタ　ヒロキ   

DNS 1143 岡安　泰佑 オカヤス　タイスケ   

DNS 1145 廣瀬　尚也 ヒロセ　ナオヤ   
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