
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 1040 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 2:20:43

2 男子18歳～39歳 1088 白木 星次 シロキ セイジ 2:27:45

3 男子40歳以上 1615 酢谷 耕太 2:31:10

4 男子18歳～39歳 1109 枡本 裕真 マスモト ユウマ 2:32:32

5 男子40歳以上 1739 赤間 順一 アカマ ジュンイチ 2:36:58

6 男子18歳～39歳 1057 石川 将貴 イシカワ マサキ 2:37:29

7 男子18歳～39歳 1060 川村 一樹 カワムラ カズキ 2:39:45

8 男子18歳～39歳 1062 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 2:39:45

9 男子40歳以上 1738 内藤　聖貴 ナイトウ　マサタカ 2:40:41

10 男子40歳以上 1632 川口 和彦 カワグチ カズヒコ 2:48:14

11 男子18歳～39歳 9003 市井 翔 イチイ ショウ 2:48:29

12 男子18歳～39歳 1065 太楽 裕貴 タイラク ユウキ 2:49:41

13 男子40歳以上 1566 佐藤 宝牲 2:49:51

14 男子40歳以上 1557 根岸 洋一郎 ネギシ ヨウイチロウ 2:50:06

15 男子40歳以上 1715 北島 豊 キタジマ ユタカ 2:50:21

16 男子40歳以上 1510 永田 穂積 ナガタ ホヅミ 2:50:39

17 男子40歳以上 1679 田仲 成行 タナカ シゲユキ 2:51:24

18 男子40歳以上 1662 竹内 剛博 タケウチ ヨシヒロ 2:53:21

19 男子40歳以上 1590 小西 洋 コニシ ヒロシ 2:54:19

20 男子40歳以上 1706 飯田　真大 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 2:54:41

21 男子18歳～39歳 1041 種田 達也 タネダ タツヤ 2:55:03

22 男子40歳以上 1563 佐藤 徳憲 サトウ トクノリ 2:55:26

23 男子18歳～39歳 1018 金山 浩 カナヤマ ヒロシ 2:55:37

24 男子40歳以上 1740 三浦 滋 2:56:05

25 男子18歳～39歳 1077 渡邊 均 ワタナベ ヒトシ 2:56:16

26 男子40歳以上 1614 針谷 剛 ハリガヤ タケシ 2:57:10

27 男子40歳以上 1547 向 正道 ムカイ マサミチ 2:57:46

28 男子40歳以上 1612 森川 俊 モリカワ シュン 2:58:41

29 男子18歳～39歳 1029 三神　凌 ﾐｶﾐ ﾘｮｳ 2:58:47

30 男子18歳～39歳 1046 松本 良伸 2:59:25

31 男子18歳～39歳 1028 坂戸 章紀 サカト アキノリ 3:00:05

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：59%　風速：1m/s  (8:00)

令和4年1月30日(日)

【種目】フル男子総合
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32 男子18歳～39歳 1092 布川 将之 フカワ マサユキ 3:01:52

33 男子40歳以上 1555 今松 知明 イママツ トモアキ 3:02:16

34 男子40歳以上 1721 木村 尚文 キムラ ナオブミ 3:03:49

35 男子40歳以上 1536 久保 和範 クボ カズノリ 3:04:49

36 男子40歳以上 1672 辻 泰士 ツジ タイジ 3:04:50

37 男子18歳～39歳 1103 野田 憲伍 ノダ ケンゴ 3:05:05

38 男子40歳以上 1686 土屋 憲司 ツチヤ ケンジ 3:05:13

39 男子18歳～39歳 1061 川村 直之 カワムラ ナオユキ 3:06:07

40 男子18歳～39歳 1020 熊谷 暢裕 クマガイ ノブヒロ 3:06:43

41 男子40歳以上 1649 大貫 敬嘉 オオヌキ タカヨシ 3:07:15

42 男子40歳以上 1719 茂木 優二 モテギ ユウジ 3:07:24

43 男子40歳以上 1692 内田　憲匡 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 3:07:26

44 男子40歳以上 1548 広瀬 達朗 ヒロセ タツオ 3:07:32

45 男子40歳以上 1637 浅山 章 アサヤマ ショウ 3:08:16

46 男子40歳以上 1630 石塚 展克 3:08:39

47 男子40歳以上 1540 近藤 亨成 コンドウ コウセイ 3:09:32

48 男子40歳以上 1683 渡辺 直喜 ワタナベ ナオキ 3:10:01

49 男子18歳～39歳 1043 勝 隆夫 スグレ タカオ 3:10:03

50 男子18歳～39歳 1107 鈴木 駿友 スズキ ハヤト 3:10:18

51 男子40歳以上 1572 山下　亮一 3:11:18

52 男子40歳以上 1646 多賀　晴司 ﾀｶﾞ ｾｲｼﾞ 3:11:34

53 男子40歳以上 1551 溝口 敬司 ミゾグチ ケイシ 3:11:49

54 男子18歳～39歳 1096 福山　拡 3:12:12

55 男子40歳以上 1603 沼生 隆 ヌマニュウ タカシ 3:14:37

56 男子40歳以上 1674 田丸 寛治 タマル カンジ 3:14:47

57 男子40歳以上 1535 久保 郁弥 クボ イクヤ 3:15:03

58 男子40歳以上 1602 松本 良則 マツモト ヨシノリ 3:15:42

59 男子40歳以上 1571 三國 文敬 ミクニ フミノリ 3:17:33

60 男子40歳以上 1604 上村 賢司 カミムラ ケンジ 3:17:36

61 男子18歳～39歳 1108 廣戸 海渡 ヒロト カイト 3:18:00

62 男子40歳以上 1620 杉野 宏吉 スギノ ヒロヨシ 3:18:15
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63 男子18歳～39歳 1035 山田 洋平 ヤマダ ヨウヘイ 3:18:43

64 男子18歳～39歳 1102 野地 大樹 ノジ ダイキ 3:18:56

65 男子40歳以上 1600 松尾 俊幸 マツオ トシユキ 3:19:30

66 男子40歳以上 1645 村田 玲一 ムラタ レイイチ 3:19:48

67 男子40歳以上 1656 大頭 真洋 オオガシラ シンヨウ 3:19:56

68 男子40歳以上 1651 大橋　興 ｵｵﾊｼ ｺｳ 3:19:59

69 男子40歳以上 1635 川上 貴久 カワカミ タカヒサ 3:20:21

70 男子18歳～39歳 1045 松尾 記男 マツオ ノリオ 3:20:25

71 男子40歳以上 1655 大嶋 豪 オオシマ ゴウ 3:21:07

72 男子40歳以上 1509 臼井 俊行 ウスイ トシユキ 3:21:33

73 男子18歳～39歳 1049 森次　陸 ﾓﾘﾂｸﾞ ﾘｸ 3:22:40

74 男子40歳以上 1531 吉田 克己 ヨシダ カツミ 3:23:05

75 男子40歳以上 1676 田崎 秀雄 3:23:17

76 男子40歳以上 1569 阪本 剛士 サカモト ツヨシ 3:24:43

77 男子40歳以上 1648 大浦 徹也 オオウラ テツヤ 3:25:35

78 男子40歳以上 1734 惠鶴 保昌 エヅル ヤスマサ 3:27:14

79 男子18歳～39歳 1025 佐藤 弘二 サトウ コウジ 3:27:26

80 男子40歳以上 1716 北畑 滋基 キタハタ シゲキ 3:28:38

81 男子40歳以上 1616 杉浦 秀治 スギウラ ヒデハル 3:28:44

82 男子40歳以上 1673 堤 英昭 ツツミ ヒデアキ 3:28:52

83 男子40歳以上 1520 花嶋 泰弘 ハナシマ ヤスヒロ 3:29:19

84 男子40歳以上 1543 原田　直 3:30:28

85 男子40歳以上 1515 塩田 敏夫 3:30:31

86 男子40歳以上 1537 久保田 幸成 クボタ ユキナリ 3:30:50

87 男子18歳～39歳 1024 高倉 直幸 タカクラ チサキ 3:31:01

88 男子40歳以上 1546 戸田 賢 トダ ケン 3:31:46

89 男子40歳以上 1671 長瀬 雅洋 3:31:49

90 男子40歳以上 1693 内田 智章 ウチダ トモアキ 3:32:23

91 男子40歳以上 1622 寸田 英利 スンダ ヒデトシ 3:32:26

92 男子40歳以上 1559 佐川 智彦 サガワ トモヒコ 3:33:38

93 男子40歳以上 1554 高村 俊介 3:33:56

3 / 7 ページ



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

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：59%　風速：1m/s  (8:00)

令和4年1月30日(日)

【種目】フル男子総合

94 男子40歳以上 1727 有村 利信 アリムラ トシノブ 3:34:43

95 男子40歳以上 1681 田邊 裕二 タナベ ユウジ 3:35:07

96 男子18歳～39歳 1015 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ 3:35:49

97 男子40歳以上 1713 福田 肇 3:36:03

98 男子40歳以上 1507 井上 一幸 イノウエ カズユキ 3:37:27

99 男子40歳以上 1677 田村 衛 タムラ マモル 3:38:26

100 男子40歳以上 1592 小川 健一 オガワ ケンイチ 3:41:07

101 男子18歳～39歳 1036 山本　拓弥 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 3:41:55

102 男子40歳以上 1634 川崎　弘樹 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｷ 3:42:14

103 男子40歳以上 1544 古賀 佐保 コガ サホ 3:42:23

104 男子40歳以上 1533 吉田 和也 ヨシダ カズヤ 3:42:44

105 男子18歳～39歳 1054 西田　泰典 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 3:43:07

106 男子40歳以上 1595 小美野 恭輝 コミノ ヤステル 3:43:54

107 男子18歳～39歳 1052 杉山　敏明 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ 3:43:57

108 男子40歳以上 1573 山崎 英生 ヤマザキ ヒデオ 3:44:05

109 男子40歳以上 1661 竹谷 純 タケヤ ジュン 3:44:26

110 男子40歳以上 1549 江原 智幸 エハラ トモユキ 3:44:35

111 男子18歳～39歳 1006 井端　輝行 ｲﾊﾞﾀ ﾃﾙﾕｷ 3:44:46

112 男子40歳以上 1628 石塚浩基 3:44:49

113 男子40歳以上 1562 佐藤　清司 3:45:20

114 男子18歳～39歳 1075 渡辺　祥裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 3:45:25

115 男子40歳以上 1574 山崎 秀夫 ヤマザキ ヒデオ 3:45:29

116 男子40歳以上 1503 伊勢 浩平 イセ コウヘイ 3:46:09

117 男子40歳以上 1690 藤田　毅 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ 3:46:39

118 男子40歳以上 1583 若田 易成 ワカタ ヤスナリ 3:47:01

119 男子40歳以上 1695 南野 宏満 ミナミノ ヒロミツ 3:47:07

120 男子40歳以上 1626 西川 好彦 ニシカワ ヨシヒコ 3:47:18

121 男子18歳～39歳 1070 猪原 祥司 3:47:38

122 男子40歳以上 1725 柳 俊輝 ヤナギ トシキ 3:47:43

123 男子18歳～39歳 1069 中村 幸男 ナカムラ ユキオ 3:47:52

124 男子40歳以上 1643 増田 隆良 3:48:11
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125 男子40歳以上 1504 伊藤 一洋 イトウ カズヒロ 3:48:12

126 男子40歳以上 1617 杉浦 正浩 スギウラ マサヒロ 3:48:29

127 男子40歳以上 1731 鈴木　聡 3:48:53

128 男子40歳以上 1521 海野 光嗣 ウンノ コウジ 3:50:26

129 男子18歳～39歳 1084 内藤 歩 ナイトウ アユム 3:50:43

130 男子18歳～39歳 1074 田辺 太一 タナベ タイチ 3:50:46

131 男子18歳～39歳 1079 東原 友樹 ヒガシハラ ユウキ 3:50:50

132 男子40歳以上 1523 梶原 進一 カジワラ シンイチ 3:50:53

133 男子40歳以上 1659 淡河 大作 オゴウ ダイサク 3:50:55

134 男子40歳以上 1610 森 繁 モリ シゲル 3:51:28

135 男子40歳以上 1687 土橋 和仁 ドバシ カズヒト 3:51:39

136 男子40歳以上 1699 柏 正俊 カシワ マサトシ 3:52:05

137 男子40歳以上 1711 富川 宏 トミカワ ヒロシ 3:53:08

138 男子40歳以上 1561 佐藤 彰 サトウ アキラ 3:53:55

139 男子40歳以上 1519 河田　文男 ｶﾜﾀ ﾌﾐｵ 3:55:57

140 男子18歳～39歳 1023 高橋 孝仁 タカハシ タカヒト 3:56:52

141 男子40歳以上 1723 矢崎 天一 ヤザキ ヒロカズ 3:57:52

142 男子18歳～39歳 1022 荒谷 祐介 アラタニ ユウスケ 3:58:14

143 男子40歳以上 1631 積山 隆三 ツミヤマ リュウゾウ 3:58:24

144 男子40歳以上 1660 池 努 イケ ツトム 3:58:43

145 男子40歳以上 1639 早瀬　徹 3:59:59

146 男子40歳以上 1506 伊藤 由機 イトウ ヨシキ 4:01:55

147 男子40歳以上 1652 大崎　章司 4:02:16

148 男子18歳～39歳 1032 山口 峻介 ヤマグチ シュンスケ 4:02:22

149 男子18歳～39歳 1100 茂木 新 モテキ シン 4:04:58

150 男子40歳以上 1657 大渕 典昭 オオブチ ノリアキ 4:05:36

151 男子40歳以上 1697 二上 明久 4:06:15

152 男子40歳以上 1627 静 政行 4:06:48

153 男子40歳以上 1682 渡辺 真人 ワタナベ マサト 4:07:00

154 男子40歳以上 1619 杉本 淳 スギモト ジュン 4:08:03

155 男子40歳以上 1698 馬見塚 仁 マミツカ マサシ 4:08:16
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156 男子40歳以上 1565 佐藤 茂 サトウ シゲル 4:08:32

157 男子40歳以上 1700 白井 英統 4:08:50

158 男子40歳以上 1578 山田　信一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 4:09:04

159 男子40歳以上 1735 齋藤 徹 サイトウ テツ 4:09:08

160 男子40歳以上 1532 吉田 茂生 4:09:48

161 男子40歳以上 1688 藤原 利哉 フジワラ トシヤ 4:15:49

162 男子40歳以上 1666 中村 一光 ナカムラ イチミツ 4:16:08

163 男子18歳～39歳 1083 奈須 怜斗 ナス レイト 4:16:32

164 男子40歳以上 1736 齊藤　明彦 4:16:40

165 男子40歳以上 1527 関根 一樹 4:19:39

166 男子40歳以上 1696 難波 由幸 ナンバ ヨシユキ 4:20:52

167 男子40歳以上 1737 髙木 利哉 タカギ トシヤ 4:22:30

168 男子40歳以上 1556 今野　篤史 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ 4:23:07

169 男子18歳～39歳 1105 林 龍之介 ハヤシ リュウノスケ 4:25:17

170 男子40歳以上 1618 杉山 行男 スギヤマ ユキオ 4:25:56

171 男子40歳以上 1606 上澤 浩二 ウエザワ コウジ 4:26:24

172 男子40歳以上 1524 瓦井 健一 カワライ ケンイチ 4:27:11

173 男子18歳～39歳 1044 小林　柊月 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｷ 4:27:29

174 男子18歳～39歳 1098 豊田 健悟 トヨダ ケンゴ 4:27:31

175 男子40歳以上 1545 古澤 拓郎 フルサワ タクロウ 4:27:43

176 男子18歳～39歳 1031 三木 俊弥 4:27:57

177 男子40歳以上 1513 遠藤 隆浩 エンドウ タカヒロ 4:28:12

178 男子40歳以上 1605 上野山 英樹 ウエノヤマ ヒデキ 4:30:20

179 男子18歳～39歳 1001 クレパル ルイ クレパル ルイ 4:30:40

180 男子40歳以上 1708 飯島　中夫 4:30:51

181 男子40歳以上 1732 鈴木 繁 4:31:24

182 男子40歳以上 1650 大貫　実弥 ｵｵﾇｷ ｼﾞﾂﾔ 4:32:00

183 男子18歳～39歳 1059 石澤 颯大 イシザワ ソウタ 4:33:20

184 男子40歳以上 1730 林 信行 ハヤシ ノブユキ 4:33:38

185 男子40歳以上 1667 中村 憲章 ナカムラ ノリアキ 4:40:40

186 男子40歳以上 1517 岡本 寛 オカモト ヒロシ 4:41:30
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順位 部門 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｲﾑ

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：59%　風速：1m/s  (8:00)

令和4年1月30日(日)

【種目】フル男子総合

187 男子18歳～39歳 1086 萩原　雄毅 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 4:42:33

188 男子18歳～39歳 1050 森倉　玄太 ﾓﾘｸﾗ ｹﾞﾝﾀ 4:42:34

189 男子18歳～39歳 1010 加藤 雅也 4:42:44

190 男子40歳以上 1710 百田 孝行 ヒャクダ ノリユキ 4:43:15

191 男子18歳～39歳 1104 林　昇吾 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 4:48:17

192 男子40歳以上 1641 相澤 茂 アイザワ シゲル 4:48:37

193 男子40歳以上 1684 渡辺 裕 4:52:06

194 男子18歳～39歳 1080 藤原 慎之介 フジワラ シンノスケ 4:53:25

195 男子40歳以上 1553 高橋 俊也 タカハシ トシヤ 4:54:32

196 男子40歳以上 1593 小川　俊次 ｵｶﾞﾜ ｼﾕﾝｼﾞ 4:56:36

197 男子18歳～39歳 1078 渡邉　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 4:58:51

198 男子40歳以上 1629 石田良治 5:12:16

199 男子18歳～39歳 1005 井口 悠介 イグチ ユウスケ 5:12:35

200 男子40歳以上 1588 小寺 克征 コデラ カツユキ 5:15:59

201 男子40歳以上 1530 吉田 浩 ヨシダ ヒロシ 5:18:05

202 男子18歳～39歳 1066 谷米 亮二 タニゴメ リョウジ 5:19:53

203 男子40歳以上 1558 佐々木 朗 ササキ アキラ 5:20:53

204 男子18歳～39歳 1007 磯井 晶博 イソイ アキヒロ 5:22:01

205 男子18歳～39歳 1089 八木橋 利行 ヤギハシ トシユキ 5:22:49

206 男子18歳～39歳 1008 羽根田 里志 5:27:41

207 男子40歳以上 1529 吉岡 章 ヨシオカ アキラ 5:30:03

208 男子18歳～39歳 1094 風野　太希 ｶｾﾞﾉ ﾀｲｷ 5:36:43

209 男子40歳以上 1722 野原 重雄 ノハラ シゲオ 5:40:53

7 / 7 ページ


