
第55回 ベジタブルマラソン in 赤羽

順位 部門 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｲﾑ

1 男子18歳～39歳 3014 下村 航平 シモムラ コウヘイ 1:10:06

2 男子18歳～39歳 3083 浪川智弘 1:13:43

3 男子18歳～39歳 3002 ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン 1:16:19

4 男子40歳以上 3700 椎橋 且能 シイバシ カツヨシ 1:17:01

5 男子18歳～39歳 3057 村川 嘉彦 ムラカワ ヨシヒコ 1:19:05

6 男子18歳～39歳 3072 徳田 貴文 トクダ タカフミ 1:19:18

7 男子18歳～39歳 3004 安藤 海斗 アンドウ カイト 1:19:26

8 男子40歳以上 3657 赤坂 祐二 アカサカ ユウジ 1:19:29

9 男子18歳～39歳 3030 坂入 徹彦 サカイリ アキヒコ 1:19:55

10 男子18歳～39歳 3022 虎本 健太 トラモト ケンタ 1:20:51

11 男子18歳～39歳 3006 井上 達哉 イノウエ タツヤ 1:21:11

12 男子18歳～39歳 3028 斎藤　大 1:21:17

13 男子40歳以上 3544 吉野 博 ヨシノ ヒロシ 1:21:31

14 男子40歳以上 3593 坂尾 裕介 1:21:45

15 男子18歳～39歳 3086 髙井 健太郎 1:21:58

16 男子40歳以上 3632 新井 成道 アライ ナルミチ 1:23:20

17 男子40歳以上 3648 西岡 直樹 ニシオカ ナオキ 1:23:38

18 男子40歳以上 3704 田中 貴 1:24:25

19 男子40歳以上 3551 橋本　正 1:24:28

20 男子40歳以上 3601 山崎 浩 ヤマザキ ヒロシ 1:24:51

21 男子18歳～39歳 3001 グレイソン ロバート グレイソン ロバート 1:25:12

22 男子18歳～39歳 3007 井上周平 1:25:41

23 男子40歳以上 3612 春日 達也 カスガ タツヤ 1:25:43

24 男子40歳以上 3570 高橋 勉 1:26:53

25 男子40歳以上 3504 阿部　泰之 1:26:59

26 男子40歳以上 3722 服部 浩典 ハットリ ヒロノリ 1:28:28

27 男子40歳以上 3579 佐久間 清孝 サクマ キヨタカ 1:28:44

28 男子40歳以上 3568 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト 1:29:01

29 男子40歳以上 3629 植野 譲 ウエノ ユズル 1:29:05

30 男子40歳以上 3616 小川彰弘 1:29:26

31 男子40歳以上 3597 三牧 洋介 ミマキ ヨウスケ 1:29:44

令和4年1月30日(日)

【種目】ハーフ男子総合

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：59%　風速：1m/s  (8:00)
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32 男子40歳以上 3697 長谷川 豊 ハセガワ ユタカ 1:29:49

33 男子40歳以上 3647 清水哲夫 1:29:50

34 男子40歳以上 3555 九内 崇弘 1:30:49

35 男子18歳～39歳 3046 植山 一輝 ウエヤマ カズキ 1:30:51

36 男子18歳～39歳 3038 秋谷　幸介 ｱｷﾔ ｺｳｽｹ 1:30:53

37 男子18歳～39歳 9001 山中 優 ヤマナカ ユウ 1:31:03

38 男子18歳～39歳 3048 新津 慶太 ニイツ ケイタ 1:31:33

39 男子40歳以上 3530 加藤　隆文 ｶﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 1:31:46

40 男子40歳以上 3536 岩崎　友一 ｲﾜｻｷ ﾄﾓｶｽﾞ 1:32:29

41 男子18歳～39歳 3071 長谷川　淳 1:32:40

42 男子40歳以上 3752 齊藤　格 1:32:41

43 男子40歳以上 3768 樋口　靖 1:32:48

44 男子40歳以上 3660 設永 昌広 ノブナガ マサヒロ 1:33:32

45 男子40歳以上 3740 立石 隆也 1:33:48

46 男子40歳以上 3543 吉野 典利 ヨシノ ノリトシ 1:34:28

47 男子40歳以上 3762 中込　誠 ナカゴミ　マコト 1:34:38

48 男子18歳～39歳 3034 山田 周史 ヤマダ シュウジ 1:34:44

49 男子40歳以上 3622 松下 英樹 マツシタ ヒデキ 1:34:45

50 男子40歳以上 3664 船木 一樹 フナキ カズキ 1:34:46

51 男子40歳以上 3662 千田 道人 センダ ミチト 1:35:04

52 男子40歳以上 3682 池田克己 1:35:09

53 男子40歳以上 3636 森田 敏昭 モリタ トシアキ 1:35:26

54 男子18歳～39歳 3052 川添 哲男 カワゾエ テツオ 1:35:29

55 男子40歳以上 3651 西田 修治 ニシダ シュウジ 1:35:41

56 男子40歳以上 3522 岡崎 猛 オカザキ タケシ 1:35:54

57 男子40歳以上 3702 田村　孝志 1:36:08

58 男子40歳以上 3643 菅原 俊一 スガハラ シュンイチ 1:36:14

59 男子40歳以上 3520 奥村正太郎 1:36:23

60 男子18歳～39歳 3040 重岡 駿 1:37:23

61 男子40歳以上 3518 奥山 英信 1:37:28

62 男子40歳以上 3542 吉田　秀徳 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 1:37:30
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63 男子40歳以上 3501 DeWitt　Nathan ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ ﾈｲｻﾝ 1:37:34

64 男子40歳以上 3723 平安山 良光 ヘンザン ヨシミツ 1:37:45

65 男子18歳～39歳 3095 西川 尚吾 ニシカワ ショウゴ 1:38:05

66 男子40歳以上 3733 木村 高徳 キムラ タカノリ 1:38:30

67 男子40歳以上 3621 松井 新治 マツイ シンジ 1:38:33

68 男子18歳～39歳 3041 小島　椎 ｺｼﾞﾏ ｼｲﾅ 1:38:51

69 男子40歳以上 3750 齋藤 泰 1:38:51

70 男子40歳以上 3603 山田 満 1:39:02

71 男子40歳以上 3710 土田信夫 1:39:14

72 男子40歳以上 3680 大葉 康弘 オオバ ヤスヒロ 1:39:17

73 男子40歳以上 3566 荒山 真宏 1:39:28

74 男子40歳以上 3771 加藤　哲朗 1:39:36

75 男子40歳以上 3617 小島 淳一 コジマ ジュンイチ 1:39:44

76 男子40歳以上 3607 指物　豊仁 ｻｼﾓﾉ ﾄﾖﾋﾄ 1:39:48

77 男子40歳以上 3575 高野 秀人 タカノ ヒデト 1:39:54

78 男子40歳以上 3665 前川 衛 マエカワ マモル 1:40:15

79 男子40歳以上 3558 桑原 章人 クワハラ アキヒト 1:40:19

80 男子40歳以上 3552 近藤 恵彦 コンドウ シゲヒコ 1:40:26

81 男子40歳以上 3512 永野　康之 1:40:35

82 男子40歳以上 3653 青木 一晃 1:40:44

83 男子40歳以上 3714 橡尾 良彦 トチオ ヨシヒコ 1:40:50

84 男子40歳以上 3766 柴田和重 1:40:57

85 男子40歳以上 3666 前川　信也 ﾏｴｶﾜ ｼﾝﾔ 1:41:00

86 男子18歳～39歳 3027 此元　大治 ｺﾉﾓﾄ ﾀｲｼﾞ 1:41:07

87 男子18歳～39歳 3070 潮田 翔平 ウシオダ ショウヘイ 1:41:07

88 男子40歳以上 3523 岡崎 雄司 1:41:21

89 男子40歳以上 3765 平賀　昌夫 ヒラガ　マサオ 1:41:29

90 男子40歳以上 3744 鈴木郁雄 1:41:34

91 男子18歳～39歳 3036 漆山 純平 ウルシヤマ ジュンペイ 1:41:57

92 男子18歳～39歳 3049 新堂 徒夢 シンドウ トム 1:41:59

93 男子40歳以上 3515 遠山純 1:42:20
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94 男子40歳以上 3589 最上浩昭 1:42:22

95 男子40歳以上 3725 峰岸 純一 ミネギシ ジュンイチ 1:43:18

96 男子40歳以上 3656 赤牛 俊文 アカウシ トシブミ 1:43:24

97 男子40歳以上 3694 中里　修康 ﾅｶｻﾞﾄ ﾉﾌﾞﾔｽ 1:43:46

98 男子40歳以上 3532 関根　規之 ｾｷﾈ ﾉﾘﾕｷ 1:44:14

99 男子40歳以上 3533 岸 武志 キシ タケシ 1:44:14

100 男子18歳～39歳 3015 角田 和則 ツノダ カズノリ 1:44:18

101 男子40歳以上 3684 竹田隆之 1:44:18

102 男子40歳以上 3563 後藤崇 1:44:24

103 男子40歳以上 3608 若江 幾哉 ワカエ イクヤ 1:44:47

104 男子40歳以上 3628 沼倉 聡 ヌマクラ サトシ 1:45:07

105 男子40歳以上 3691 中村 裕亮 ナカムラ ユウスケ 1:45:22

106 男子40歳以上 3671 村上　彰悟 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ 1:45:41

107 男子40歳以上 3669 相沢 悟 アイザワ サトル 1:46:16

108 男子40歳以上 3646 清水 恒男 シミズ ツネオ 1:46:49

109 男子40歳以上 3745 和田　浩一 ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 1:46:54

110 男子40歳以上 3538 岩嵜　司 ｲﾜｻｷ ﾂｶｻ 1:47:15

111 男子40歳以上 3516 遠藤　貴英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 1:47:20

112 男子40歳以上 3749 齋藤真夫 1:47:36

113 男子40歳以上 3537 岩谷 直樹 イワタニ ナオキ 1:47:37

114 男子18歳～39歳 3035 山内法史 1:47:46

115 男子18歳～39歳 3080 矢島 大輔 ヤジマ ダイスケ 1:47:54

116 男子40歳以上 3531 河手 一仁 カワテ カズヒト 1:47:55

117 男子40歳以上 3585 佐藤 文男 サトウ フミオ 1:48:00

118 男子18歳～39歳 3060 大村　駿介 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 1:48:02

119 男子40歳以上 3705 田中　総介 1:48:05

120 男子40歳以上 3623 松崎　友紀 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 1:48:14

121 男子18歳～39歳 3054 相馬 一輝 ソウマ カズキ 1:48:22

122 男子40歳以上 3679 大塚 智司 1:48:32

123 男子40歳以上 3720 富井 禎文 トミイ ヨシフミ 1:49:03

124 男子40歳以上 3591 斎藤 敏 サイトウ サトシ 1:49:09
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125 男子40歳以上 3734 野口英明 1:49:10

126 男子18歳～39歳 3020 古神 佑太朗 コガミ ユウタロウ 1:49:25

127 男子40歳以上 3634 新村 真仁 ニイムラ マサヒト 1:49:28

128 男子40歳以上 3521 横山 佳史 ヨコヤマ ヨシフミ 1:49:28

129 男子40歳以上 3554 金 勇均 キム ヨンギュン 1:49:31

130 男子18歳～39歳 3055 村井 亮太 ムライ リョウタ 1:49:37

131 男子40歳以上 3582 佐藤 大睦 サトウ ヒロチカ 1:49:38

132 男子40歳以上 3644 瀬在 一徳 1:49:40

133 男子18歳～39歳 3074 半田達也 1:49:59

134 男子40歳以上 3609 酒井 稔 サカイ ミノル 1:50:06

135 男子40歳以上 3736 矢口 義徳 ヤグチ ヨシノリ 1:50:09

136 男子18歳～39歳 3019 古山 涼 フルヤマ リョウ 1:50:16

137 男子40歳以上 3572 高山 和浩 タカヤマ カズヒロ 1:50:20

138 男子40歳以上 3620 庄子 和彦 ショウジ カズヒコ 1:50:24

139 男子40歳以上 3631 新井　啓介 ｱﾗｲ ｹｲｽｹ 1:50:35

140 男子40歳以上 3753 裵 漢洙 ベ ハンス 1:50:41

141 男子40歳以上 3600 山口　隆典 1:50:42

142 男子18歳～39歳 3029 坂庭 健太 サカニワ ケンタ 1:51:05

143 男子18歳～39歳 3066 中川 稔大 ナカガワ トシヒロ 1:51:19

144 男子40歳以上 3507 一戸 和也 イチノヘ カズヤ 1:51:27

145 男子40歳以上 3564 江口 研二 エグチ ケンジ 1:51:37

146 男子40歳以上 3696 長谷川 崇 ハセガワ タカシ 1:51:49

147 男子40歳以上 3613 小笠原聡史 1:52:09

148 男子40歳以上 1580 市川　康隆 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾀｶ 1:52:17

149 男子18歳～39歳 3075 飯田　明大 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 1:52:18

150 男子18歳～39歳 3076 別府 卓 ベップ タク 1:52:43

151 男子40歳以上 3688 中村 英治 ナカムラ エイジ 1:52:43

152 男子18歳～39歳 3053 相原 尚也 アイハラ ナオヤ 1:53:04

153 男子40歳以上 3649 西村 敏哉 ニシムラ トシヤ 1:53:09

154 男子40歳以上 3527 岡野 良昭 オカノ ヨシアキ 1:53:27

155 男子40歳以上 3590 才田 啓三 サイダ ケイゾウ 1:53:36
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156 男子40歳以上 3592 坂口 豊 サカグチ ユタカ 1:53:55

157 男子40歳以上 3529 加藤　進 ｶﾄｳ ｽｽﾑ 1:54:08

158 男子40歳以上 3602 山田 鉄也 ヤマダ テツヤ 1:54:09

159 男子18歳～39歳 3073 南茂 太郎 ナンモ タロウ 1:54:12

160 男子40歳以上 3587 佐藤 康平 1:54:52

161 男子40歳以上 3670 村上　司 ﾑﾗｶﾐ ﾂｶｻ 1:55:05

162 男子40歳以上 3546 吉澤　尚史 1:55:34

163 男子40歳以上 3598 三木 宏一 ミキ コウイチ 1:56:19

164 男子40歳以上 3638 陣内 雅史 ジンノウチ マサシ 1:56:38

165 男子40歳以上 3615 小高　大 1:56:38

166 男子40歳以上 3581 佐藤 俊也 サトウ トシヤ 1:56:49

167 男子40歳以上 3506 井上 徹 イノウエ トオル 1:57:02

168 男子40歳以上 3611 渋沢 謙太郎 シブサワ ケンタロウ 1:57:19

169 男子40歳以上 3676 大原　卓巳 1:57:56

170 男子40歳以上 3541 吉川彰二 1:58:01

171 男子18歳～39歳 3065 中静　光彦 ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾂﾋｺ 1:58:11

172 男子40歳以上 3654 斉藤 信也 サイトウ シンヤ 1:58:19

173 男子40歳以上 3717 入山 昌彦 イリヤマ マサヒコ 1:58:35

174 男子18歳～39歳 3008 磯貝 直輝 イソガイ ナオキ 1:58:48

175 男子40歳以上 3713 藤江 航 フジエ ワタル 1:59:01

176 男子40歳以上 3675 大久保 憲 オオクボ ケン 1:59:02

177 男子40歳以上 3699 鳥居 秀哉 トリイ シュウヤ 1:59:05

178 男子40歳以上 3650 西田 三郎 ニシダ サブロウ 2:00:12

179 男子40歳以上 3635 森崎　龍二 ﾓﾘｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 2:00:43

180 男子40歳以上 3672 村冨徹也 2:01:03

181 男子40歳以上 9004 野呂 次男 2:01:06

182 男子40歳以上 3526 岡野　敦之 ｵｶﾉ ｱﾂｼ 2:01:15

183 男子40歳以上 3685 竹内 豊 タケウチ ユタカ 2:01:20

184 男子40歳以上 3604 山本 剛 ヤマモト ツヨシ 2:01:43

185 男子40歳以上 3571 高橋 潤一 2:02:02

186 男子40歳以上 3743 林田 康治 2:02:06
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187 男子40歳以上 3683 竹元 英希 タケモト ヒデキ 2:02:06

188 男子40歳以上 3747 廣瀬 好則 ヒロセ ヨシノリ 2:02:22

189 男子40歳以上 3560 兼氏 秀 カネウジ シゲル 2:02:22

190 男子40歳以上 3746 和田 宣久 ワダ ノリヒサ 2:02:37

191 男子40歳以上 3728 北野 義隆 キタノ ヨシタカ 2:02:41

192 男子40歳以上 3524 岡田 一恭 オカダ カズヨシ 2:02:45

193 男子40歳以上 3673 村木 淡 ムラキ アワシ 2:03:02

194 男子40歳以上 3505 伊藤孝司 2:03:13

195 男子40歳以上 3687 中山 正雄 ナカヤマ マサオ 2:04:09

196 男子40歳以上 3594 榊原 豊 サカキバラ ユタカ 2:04:38

197 男子40歳以上 3562 古川 明 フルカワ アキラ 2:05:27

198 男子40歳以上 3588 佐伯 章夫 サエキ アキオ 2:05:38

199 男子40歳以上 3565 甲斐　正英 ｶｲ ﾏｻﾋﾃﾞ 2:05:52

200 男子18歳～39歳 3063 滝澤 正光 タキザワ マサミツ 2:06:06

201 男子40歳以上 3545 吉里 裕也 ヨシザト ヒロヤ 2:06:26

202 男子40歳以上 3731 堀尾 篤史 ホリオ アツシ 2:06:53

203 男子40歳以上 3605 山本 隆晴 ヤマモト タカハル 2:07:26

204 男子18歳～39歳 3058 大居 由博 オオイ ヨシヒロ 2:08:56

205 男子40歳以上 3614 小熊 直樹 オグマ ナオキ 2:09:33

206 男子40歳以上 3658 赤石　賢士 2:09:55

207 男子18歳～39歳 1047 新島　賢人 ｼﾝｼﾏ ｹﾝﾄ 2:10:09

208 男子18歳～39歳 3047 植野 健司 ウエノ ケンジ 2:10:32

209 男子40歳以上 3759 加藤　裕司 カトウ　ユウジ 2:11:50

210 男子40歳以上 3578 佐間田 孝 サマダ タカシ 2:12:01

211 男子40歳以上 3729 堀井 邦昭 ホリイ クニアキ 2:12:09

212 男子40歳以上 9006 北川 理 キタガワ オサム 2:12:10

213 男子40歳以上 3596 三塚　栄貴 ﾐﾂｶ ｴｲｷ 2:12:54

214 男子18歳～39歳 3042 小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 2:14:46

215 男子40歳以上 3698 長田 高志 オサダ タカシ 2:15:40

216 男子40歳以上 3692 中嶋 良昭 2:15:42

217 男子40歳以上 3770 大澤　暁 2:19:38
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第55回 ベジタブルマラソン in 赤羽

順位 部門 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｲﾑ

令和4年1月30日(日)

【種目】ハーフ男子総合

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：59%　風速：1m/s  (8:00)

218 男子40歳以上 3667 前川 泰宏 マエカワ ヤスヒロ 2:20:02

219 男子40歳以上 3534 岩下 寛秀 イワシタ ヒロヒデ 2:21:25

220 男子40歳以上 3748 齋藤 博 サイトウ ヒロシ 2:22:00

221 男子40歳以上 3678 大塚　進一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ 2:23:45

222 男子40歳以上 3583 佐藤 透 サトウ トオル 2:23:59

223 男子40歳以上 3668 倉内 道人 2:25:33

224 男子40歳以上 3557 熊谷 太郎 クマガイ タロウ 2:27:00

225 男子40歳以上 3502 Iontchev　Plamen ﾖﾝﾁｪﾌ ﾌﾟﾗﾒﾝ 2:27:01

226 男子40歳以上 3624 松尾　正幸 2:32:38

227 男子40歳以上 3701 塚原 善仁 ツカハラ ヨシヒト 2:33:54

228 男子18歳～39歳 9005 濱村 綾 ハマムラ リョウ 2:38:21

229 男子40歳以上 3640 杉本 洋一 スギモト ヨウイチ 2:44:17

230 男子40歳以上 3574 高添 敬二 タカゾエ ケイジ 2:46:49

231 男子18歳～39歳 3026 高橋　和希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 2:49:52

232 男子40歳以上 3732 本山 竜也 モトヤマ タツヤ 2:50:57

233 男子40歳以上 3642 菅原 滋 スガワラ シゲル 3:02:36

234 男子40歳以上 3739 有田浩之 3:24:53
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