
第42回 ベジタブルマラソン in 立川
平成32年2月11日(火)
種目:【5km】
部門:【男子 高校生以上】 天候：晴　気温：10.0℃　湿度：77.7%

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ
1 7010 市川 元秋 イチカワ モトアキ 埼玉県 0:15:55
2 7006 刈谷 厚 カリヤ アツシ 埼玉県 0:16:19
3 7020 日比 鷹平 ヒビ ヨウヘイ 東京都 0:17:22
4 7009 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ 茨城県 0:17:27
5 7056 植田 悠貴 ウエダ ユウキ 千葉県 0:18:00
6 7060 後藤逸斗 ゴトウ ハヤト 0:18:18
7 7042 菊地 涼介 キクチ リョウスケ 東京都 0:18:32
8 7008 常木 浩司 ツネキ コウジ 神奈川県 0:18:53
9 7029 木村 有喜男 キムラ ユキオ 東京都 0:19:14
10 7012 鈴木 晃 スズキ アキラ 東京都 0:20:32
11 7053 深水 勝 フカミ マサル 東京都 0:20:54
12 7031 氏家 茂一 ウジイエ シゲカズ 東京都 0:21:07
13 7004 神野 周一郎 カンノ シュウイチロウ 東京都 0:21:25
14 7001 藤井 健司 フジイ ケンジ 東京都 0:22:21
15 7030 伊藤 京汰 イトウ ケイタ 東京都 0:22:43
16 7023 白川 幸宏 シラカワ ユキヒロ 東京都 0:22:59
17 7047 飯田 洋平 イイダ ヨウヘイ 東京都 0:23:09
18 7057 相川 慶太 アイカワ ケイタ 埼玉県 0:23:40
19 7059 松本裕之 マツモト ヒロユキ 0:23:45
20 7041 沖中 剛 オキナカ タケル 埼玉県 0:24:18
21 7055 知見 直樹 チケン ナオキ 東京都 0:24:34
22 7032 岡村 大悟 オカムラ ダイゴ 神奈川県 0:24:40
23 7054 田中 輝和 タナカ テルカズ 神奈川県 0:26:05
24 7011 岡村 和彦 オカムラ カズヒコ 埼玉県 0:26:07
25 7026 石阪 哲也 イシザカ テツヤ 東京都 0:26:24
26 7048 川口 一彦 カワグチ カズヒコ 東京都 0:26:39
27 7045 大棚 俊和 オオタナ トシカズ 神奈川県 0:27:49
28 7043 三縄 直人 ミナワ ナオト 埼玉県 0:27:53
29 7019 鈴村 直也 スズムラ ナオヤ 神奈川県 0:29:32
30 7046 吉川 彰彦 ヨシカワ アキヒコ 茨城県 0:29:42
31 7034 新井 寛輝 アライ ヒロキ 埼玉県 0:30:27
32 7016 加藤 孝一 カトウ コウイチ 神奈川県 0:30:33
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33 7058 高田 実 タカダ ミノル 0:30:56
34 7003 鳥谷 剛司 トリヤ タケジ 東京都 0:31:39
35 7018 田野口 勇 タノグチ イサム 東京都 0:33:11
36 7017 菊地 一男 キクチ カズオ 神奈川県 0:33:11
37 7015 大川 功 オオカワ イサオ 神奈川県 0:33:12
38 7013 武笠 俊也 ムカサ トシヤ 千葉県 0:33:32
39 7005 神野 弥生 カンノ ヤヨイ 千葉県 0:33:37
40 7050 諸岡 徹 モロオカ トオル 東京都 0:34:53
41 7049 前田 和彦 マエダ カズヒコ 東京都 0:34:53
42 7052 石田 尚 イシダ タカシ 東京都 0:34:53
43 7038 川西 翔太 カワニシ ショウタ 長野県 0:35:11
44 7035 岡田 悦実 オカダ ヨシミツ 東京都 0:35:17
45 7037 大槻 千熙 オオツキ チヒロ 東京都 0:35:20
46 7044 高島 啓明 タカシマ ヒロアキ 東京都 0:35:20
47 7036 菊野 泰弘 キクノ ヤスヒロ 東京都 0:35:28
48 7033 齊藤 誉士夫 サイトウ ヨシオ 神奈川県 0:36:09
49 7014 小林 恵司郎 コバヤシ ケイジロウ 埼玉県 0:36:38
50 9001 田島 亮一 タジマ リョウイチ 東京都 0:37:03
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