
男子 3000m 総合成績

第２回 国際マスターズＯＷＳレース

順位 ゼッケン 名 　 前 都道府県 クラブ名 タ イ ム

1 632 Gary Dressel　 ｲｷﾞﾘｽ  　39分51秒10 

2 629 岡崎　満 京都府  　40分46秒39 

3 671 原田　哲弥  　41分24秒17

4 631 仙田　隆宏 鳥取県  　41分30秒66 

5 637 Steven Munatones ｱﾒﾘｶ  　41分43秒75 

6 659 Glen Christianse ｽｳｪｰﾃﾞﾝ  　42分00秒20 

7 615 石津　祥平 沖縄県  　42分40秒48 

8 655 新井　茂夫 東京都  　43分53秒98 

9 636 瀬戸　学 愛知県  　44分15秒00 

10 643 野田　和宏 東京都  　45分32秒85 

11 602 前田　幸平 奈良県  　45分43秒73 

12 623 渋谷　満弘 埼玉県  　46分07秒16 

13 641 外薗　博紀 東京都  　46分17秒30 

14 635 大内　龍平 神奈川県  　46分44秒88 

15 670 鈴木　将孝 静岡県  　47分21秒61

16 605 森岡　博文 神奈川県  　47分42秒31 

17 617 掛水　義博 東京都  　48分03秒95 

18 601 郡　恵樹 神奈川県  　49分18秒27 

19 607 菰田　佳道 愛知県  　50分05秒14 

20 618 近藤　文博 静岡県  　50分42秒49 

21 609 佐藤　英成 東京都  　50分56秒78 

22 630 小野　肇 神奈川県  　51分04秒60 

23 647 相田　稔 神奈川県  　51分06秒93 

24 627 伊藤　敏幸 愛知県  　51分16秒10 

25 634 榊原　寿治 静岡県  　52分03秒79 

26 661 何　尊華 中国  　52分23秒65 

27 633 朴　桂明 韓国  　53分04秒14 

28 668 守田　智 静岡県  　53分22秒01

29 646 中澤　達也 埼玉県  　53分23秒61 

30 608 古井　英行 静岡県  　54分17秒52 
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31 614 上田　雅則 埼玉県  　54分24秒08 

32 621 仙石　暁生 埼玉県  　54分45秒75 

33 626 吉本　慎 東京都  　54分47秒69 

34 649 清水　一秀 東京都  　54分49秒17 

35 654 曽根　敏之 静岡県  　55分09秒23 

36 619 佐藤　悠介 神奈川県  　55分15秒03 

37 638 金指　正太郎 静岡県  　55分28秒13 

38 622 岸　直哉 東京都  　55分45秒75 

39 624 八木　敏也 埼玉県  　55分57秒59 

40 616 高井　浩介 神奈川県  　57分35秒73 

41 664 北川　至 静岡県  　57分42秒83 

42 642 丸谷　徳広 東京都  　57分46秒23 

43 639 田　銀鎮 韓国  　58分31秒30 

44 648 青木　勉 埼玉県  　58分46秒66 

45 667 桑原　準 東京都  　59分36秒20

46 652 長谷川　純一 神奈川県  　59分39秒82 

47 628 朝山　毅 神奈川県 1時間01分33秒17 

48 657 坂倉　浩 神奈川県 1時間02分35秒85 

49 656 飯　三木康 東京都 1時間03分02秒70 

50 650 阿部　拓 神奈川県 1時間04分22秒04 

51 658 横井　良昭 静岡県 1時間05分35秒46 

52 644 吉村　博則 大阪府 1時間05分57秒94 

53 625 濱　大介 神奈川県 1時間09分02秒43 

54 604 田中　佳太 愛知県 1時間09分41秒40 

55 669 高原　潔 静岡県 1時間10分02秒15

56 610 佐久間　将也 埼玉県 1時間12分06秒19 

57 662 王　雲峰 中国 1時間12分47秒31 

58 613 砂川　良太 神奈川県 1時間12分50秒91 

59 663 松田　章文 東京都 1時間13分46秒78 

60 666 古川　具弘 神奈川県 1時間14分03秒81 
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61 660 豊留　満 千葉県 1時間20分50秒41 

62 603 樋口　正秀 神奈川県 1時間29分50秒61 

63 653 金　錬彬 韓国 1時間35分55秒41 

_ 606 岸本　太一 千葉県 棄 権 

_ 651 荒井　浩文 千葉県 棄 権 

_ 645 小板橋　祥弘 東京都 棄 権 

_ 612 永井　治邦 愛知県 棄 権 

_ 640 島田　聡 神奈川県 棄 権 

_ 620 鈴木　洋平 東京都 棄 権 

_ 665 山本　邦康 千葉県 棄 権 

_ 611 柿添　武文 東京都 棄 権 


