
第60回 ベジタブルマラソン in 板橋

順位 部門 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｲﾑ

1 男子18歳以上39歳以下 1012 枡本 裕真 マスモト ユウマ 1:13:34

2 男子18歳以上39歳以下 1027 藤原　拓 1:13:45

3 男子18歳以上39歳以下 1011 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 1:16:53

4 男子18歳以上39歳以下 1019 樋口 颯 ヒグチ ハヤテ 1:19:10

5 男子18歳以上39歳以下 1001 高橋　良太 タカハシ リョウタ 1:23:13

6 男子18歳以上39歳以下 1006 成田 修平 ナリタ シュウヘイ 1:26:39

7 男子40歳以上 1558 曽我 達矢 ソガ タツヤ 1:28:21

8 男子18歳以上39歳以下 1036 西川 司 ﾆｼｶﾜﾂｶｻ 1:29:12

9 男子40歳以上 1541 田中 貴 タナカ タカシ 1:30:41

10 男子18歳以上39歳以下 1026 永堀 光司 1:31:44

11 男子40歳以上 1565 佐々木 邦拡 ササキ クニヒロ 1:35:35

12 男子18歳以上39歳以下 1007 堀口 智彦 ホリグチ トモヒコ 1:36:07

13 男子40歳以上 1566 真志喜 良一 マシキ リョウイチ 1:36:13

14 男子40歳以上 1553 中田 憲司 ナカタ ケンジ 1:37:48

15 男子40歳以上 1524 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 1:38:03

16 男子40歳以上 1526 岩崎 邦博 イワサキ クニヒロ 1:38:55

17 男子40歳以上 1519 山内 公暁 ヤマウチ キミタカ 1:40:04

18 男子18歳以上39歳以下 1002 新井 風流樹 アライ カナウ 1:40:13

19 男子40歳以上 1514 小川 良太郎 オガワ リョウタロウ 1:40:47

20 男子18歳以上39歳以下 1005 渋田 貴正 シブタ タカマサ 1:41:11

21 男子40歳以上 1501 寺田 祐二 テラダ ユウジ 1:41:30

22 男子40歳以上 1588 前田　理司 1:43:51

23 男子40歳以上 1512 市川 健 イチカワ タケシ 1:44:11

24 男子40歳以上 1546 三角 修司 ミスミ シュウジ 1:44:59

25 男子40歳以上 1521 武田 豊三 タケダ トヨミ 1:47:13

26 男子40歳以上 1523 林 宏 ハヤシ ヒロシ 1:47:15

27 男子40歳以上 1503 吉澤 秀材 ヨシザワ ヒデキ 1:47:31

28 男子18歳以上39歳以下 1028 長谷川　陵 1:47:41

29 男子40歳以上 1520 高橋 実 タカハシ ミノル 1:47:45

30 男子40歳以上 1587 中村　雅夫 1:47:56

31 男子40歳以上 1552 山口 雅之 ヤマグチ マサユキ 1:49:16

天候：晴れ　気温：28℃　湿度：58%　風速：2m/s  (9:00)

令和4年7月9日(土)

【種目】ハーフ男子総合
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32 男子40歳以上 1580 長谷川 秀正 ハセガワ ヒデマサ 1:50:55

33 男子40歳以上 1505 前川 衛 マエカワ マモル 1:51:01

34 男子40歳以上 1576 山田 雅夫 ヤマダ マサオ 1:51:36

35 男子18歳以上39歳以下 1035 早川 真人 1:52:16

36 男子40歳以上 1532 羽布津 真典 ハブツ シンスケ 1:52:41

37 男子40歳以上 1515 郷家 博之 サトイエ ヒロユキ 1:54:04

38 男子40歳以上 1507 谷 博道 タニ ヒロミチ 1:54:39

39 男子40歳以上 1506 櫻井 文夫 サクライ フミオ 1:55:25

40 男子40歳以上 1577 三森 雄一 ミツモリ ユウイチ 1:56:12

41 男子40歳以上 1582 桐野 興一 キリノ コウイチ 1:58:15

42 男子40歳以上 1508 鈴木 明 スズキ アキラ 2:01:17

43 男子40歳以上 1545 門垣 伸哉 モンガキ シンヤ 2:03:29

44 男子40歳以上 1544 川崎 順一 カワサキ ジュンイチ 2:03:55

45 男子18歳以上39歳以下 1022 村岡 洋輔 ムラオカ ヨウスケ 2:04:05

46 男子40歳以上 1502 松井 新治 マツイ シンジ 2:04:37

47 男子40歳以上 1529 加賀 敏 カガ サトシ 2:05:42

48 男子18歳以上39歳以下 1014 浅川 翔 アサカワ ショウ 2:06:22

49 男子40歳以上 1586 山下 輝男 2:06:53

50 男子40歳以上 1569 池田 徹 イケダ トオル 2:06:56

51 男子40歳以上 1581 阿部 秀樹 アベ ヒデキ 2:07:16

52 男子40歳以上 1535 渡邊 弘 ワタナベ ヒロシ 2:07:47

53 男子40歳以上 1522 平山 勇 ヒラヤマ イサミ 2:09:23

54 男子40歳以上 1560 松園 和久 ショウエン カズヒサ 2:12:03

55 男子18歳以上39歳以下 1017 合田 健太 ゴウダ ケンタ 2:12:33

56 男子40歳以上 1567 島崎 昌史 シマザキ マサシ 2:12:51

57 男子40歳以上 1563 高山 勇 タカヤマ イサム 2:13:11

58 男子18歳以上39歳以下 1008 荒牧 輝 アラマキ アキラ 2:15:05

59 男子40歳以上 1555 鈴木 健司 スズキ ケンジ 2:16:02

60 男子18歳以上39歳以下 1018 CANSINO NIEL カンシノ ニエル 2:16:58

61 男子18歳以上39歳以下 1016 本多 恒介 ホンダ コウスケ 2:17:42

62 男子18歳以上39歳以下 1030 岡本　正之 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 2:17:58
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63 男子18歳以上39歳以下 1033 竹田　康亮 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 2:19:56

64 男子18歳以上39歳以下 1024 森 悠史 モリ ユウジ 2:20:24

65 男子40歳以上 1548 石井 篤 イシイ アツシ 2:21:39

66 男子40歳以上 1570 相澤 憲幸 アイザワ ノリユキ 2:22:23

67 男子18歳以上39歳以下 1032 玉垣　勇樹 ﾀﾏｶﾞｷ ﾕｳｷ 2:22:34

68 男子40歳以上 1575 中村 稔 ナカムラ ミノル 2:23:05

69 男子40歳以上 1551 屋宜 秀志 ヤギ ヒデシ 2:25:40

70 男子40歳以上 1509 古屋 清治 フルヤ セイジ 2:26:37

71 男子18歳以上39歳以下 1023 小宮山 敬介 コミヤマ ケイスケ 2:28:10

72 男子18歳以上39歳以下 1025 GUIRUELA EMMANUEL ギルウェラ エマニュエル 2:28:48

73 男子18歳以上39歳以下 1020 横田 岳俊 ヨコタ ガクトシ 2:29:57

74 男子40歳以上 1539 川本 和彦 カワモト カズヒコ 2:30:18

75 男子40歳以上 1572 星野 雅紀 ホシノ マサノリ 2:31:28

76 男子40歳以上 1584 篠原 徹 シノハラ トオル 2:33:16

77 男子40歳以上 1592 伊庭 伸幸 2:35:31

78 男子40歳以上 1528 山口 太一 ヤマグチ タイチ 2:38:47

79 男子18歳以上39歳以下 1013 井上 拓美 イノウエ タクミ 2:40:05

DNF 男子40歳以上 1578 上治 吾郎 ウエジ ゴロウ

DNF 男子40歳以上 1585 篠塚　三樹雄

DNF 男子18歳以上39歳以下 1034 小永吉　健太 ｺﾅｶﾞﾖｼ ｹﾝﾀ

DNF 男子18歳以上39歳以下 1029 西川　暢一 ﾆｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ

DNF 男子18歳以上39歳以下 1031 市原　陸 ｲﾁﾊﾗ ﾘｸ

DNF 男子40歳以上 1511 田畑 史順 タバタ フミトシ

DNF 男子40歳以上 1531 荻窪 恭明 オギクボ ヤスアキ

DNF 男子40歳以上 1547 木村 良久 キムラ ヨシヒサ

DNF 男子40歳以上 1574 増井 清一 マスイ セイイチ

DNF 男子40歳以上 1591 菊地　友幸 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ

DNF 男子40歳以上 1542 保戸山 英樹 ホトヤマ ヒデキ

DNF 男子40歳以上 1516 桑原 大八 クワハラ ダイハチ

DNF 男子40歳以上 1525 大塚 成二 オオツカ セイジ

DNF 男子40歳以上 1533 関口 武史 セキグチ タケシ
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DNF 男子40歳以上 1564 渡邉 智法 ワタナベ トモノリ

DNF 男子40歳以上 1590 佐藤　憲一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ

DNF 男子18歳以上39歳以下 1021 佐々木 崚 ササキ タカシ

DNF 男子40歳以上 1562 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ

DNF 男子40歳以上 1538 関根 暴二郎 セキネ ボウジロウ

DNF 男子40歳以上 1549 中里 守志 ナカサト モリユキ

DNF 男子40歳以上 1550 園田 浩二 ソノダ コウジ

DNF 男子40歳以上 1556 板倉 弘幸 イタクラ ヒロユキ

DNS 男子18歳以上39歳以下 1003 大畑 幸司 オオハタ コウジ

DNS 男子18歳以上39歳以下 1004 木村 裕策 キムラ ユウサク

DNS 男子18歳以上39歳以下 1009 中馬 良和 チュウマン ヨシカズ

DNS 男子18歳以上39歳以下 1010 張本 成輝 ハリモト ナリキ

DNS 男子18歳以上39歳以下 1015 西尾 渉 ニシオ ワタル

DNS 男子40歳以上 1504 吉田 将也 ヨシダ マサヤ

DNS 男子40歳以上 1510 宮崎 洋介 ミヤザキ ヨウスケ

DNS 男子40歳以上 1513 栗谷 信裕 クリタニ ノブヒロ

DNS 男子40歳以上 1517 吹原 成治 フキハラ シゲハル

DNS 男子40歳以上 1518 三島 文一 ミシマ ブンイチ

DNS 男子40歳以上 1527 及川 信比古 オイカワ ノブヒコ

DNS 男子40歳以上 1530 鈴木 正人 スズキ マサト

DNS 男子40歳以上 1534 小西 洋 コニシ ヒロシ

DNS 男子40歳以上 1536 佐藤 進一 サトウ シンイチ

DNS 男子40歳以上 1537 野井 剛 ノイ ツヨシ

DNS 男子40歳以上 1540 柴内 大地 シバナイ ダイチ

DNS 男子40歳以上 1543 村松 雅二 ムラマツ マサツグ

DNS 男子40歳以上 1554 照井 哲哉 テルイ テツヤ

DNS 男子40歳以上 1557 竹内 雄太 タケウチ ユウタ

DNS 男子40歳以上 1559 平尾 豪英 ヒラオ タケヒデ

DNS 男子40歳以上 1561 中村 典裕 ナカムラ ノリヒロ

DNS 男子40歳以上 1568 志岐 尚崇 シキ ナオタカ

DNS 男子40歳以上 1571 赤森 友久 アカモリ トモヒサ
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DNS 男子40歳以上 1573 佐々木 優 ササキ ユタカ

DNS 男子40歳以上 1579 松島 孝博 マツシマ タカヒロ

DNS 男子40歳以上 1583 金内 隼人 カネウチ ハヤト

DNS 男子40歳以上 1589 螺良 明義
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