
男子 1000m クラス別成績

南房総・岩井ＯＷＳレース第６回

19～29歳

順位 ゼッケン　 名 前 　 クラブ名 タ イ ム都道府県 

405 伊奈　慶太 神奈川  　16分11秒90 1

403 長門　祐太 千葉県  　17分23秒35 2

410 髙橋　正道 神奈川  　18分17秒73 3

481 佐藤　英成 東京都  　18分52秒014

402 森　純弥 東京都  　18分57秒18 5

406 星加　一樹 埼玉県  　19分19秒38 6

411 鈴木　渉 千葉県  　19分20秒31 7

407 藤原　亮太 東京都  　19分51秒94 8

401 左山　尚樹 東京都  　21分10秒39 9

412 土本　雄太 東京都  　23分26秒73 10

404 中嶋　悠貴 東京都  　23分28秒81 11

413 渡邊　大樹 愛知県  　24分14秒62 12

610 酒井　康智 東京都  　25分59秒81 13

409 大貫　清人 千葉県  　26分25秒56 14

408 菱沼　元太 埼玉県  　32分06秒19 15

414 新谷　能隆 神奈川 棄 権 _

30～39歳

順位 ゼッケン　 名 前 　 クラブ名 タ イ ム都道府県 

425 久宗　隆史 千葉県  　16分15秒72 1

431 尾関　高志 東京都  　17分32秒27 2

440 北川　晃一 東京都  　17分39秒53 3

418 大久保　亮 神奈川  　18分25秒57 4

419 賀川　順 東京都  　18分29秒99 5

415 磯部　亮介 神奈川  　19分14秒46 6

424 関口　悟 東京都  　19分21秒86 7

421 井田　茂 東京都  　19分30秒58 8

428 仙石　暁生 埼玉県  　19分44秒74 9

430 橋本　大樹 千葉県  　19分48秒51 10

437 大洞　光知 神奈川  　20分21秒36 11
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436 藤崎　靖彦 埼玉県  　20分35秒26 12

435 前島　淳 埼玉県  　20分59秒82 13

416 相澤　達弘 神奈川  　21分23秒90 14

433 酒井　宏昌 千葉県  　21分46秒32 15

438 長野　敦 神奈川  　23分31秒95 16

427 前田　竜 埼玉県  　23分45秒37 17

620 奥　崇 神奈川  　24分08秒49 18

420 東　伸幸 東京都  　24分19秒69 19

426 楠　貴雄 千葉県  　24分40秒91 20

423 藤井　洋祐 埼玉県  　25分16秒07 21

422 吉村　哲詞 埼玉県  　25分50秒81 22

432 渡抜　貴史 東京都  　27分44秒54 23

417 加藤　正倫 千葉県  　29分17秒71 24

439 秋吉　栄治 東京都  　32分12秒14 25

434 寺田　智洋 東京都  　33分59秒73 26

40～49歳

順位 ゼッケン　 名 前 　 クラブ名 タ イ ム都道府県 

446 橋本　昌典 東京都  　18分39秒56 1

448 柳瀬　啓 東京都  　19分23秒59 2

444 森岡　大祐 東京都  　19分49秒83 3

449 迫　英光 千葉県  　19分58秒31 4

450 三島　昌彦 千葉県  　21分37秒62 5

443 畑田　信男 神奈川  　22分45秒12 6

441 柳田　太 東京都  　22分57秒87 7

480 池尻　博之 神奈川  　23分56秒488

460 髙橋　靖彦 東京都  　24分12秒16 9

453 佐藤　慎治 神奈川  　25分06秒92 10

447 宮﨑　敏弘 神奈川  　25分32秒09 11

455 田久保　実 千葉県  　25分43秒45 12

442 瀧澤　智洋 東京都  　26分18秒33 13

451 伯田　整一 東京都  　27分02秒62 14
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457 加藤　幸治 富山県  　29分09秒19 15

445 坂本　隆之 茨城県  　35分26秒89 16

458 奥山　諭 茨城県  　36分53秒72 17

452 星　利也 神奈川  　37分54秒56 18

461 宮本　康弘 東京都  　30分30秒56 OPN

459 内田　豊 千葉県 棄 権 _

454 芳賀　俊夫 神奈川 棄 権 _

50～59歳

順位 ゼッケン　 名 前 　 クラブ名 タ イ ム都道府県 

463 北村　幸文 神奈川  　19分59秒57 1

462 高橋　宏郁 千葉県  　20分36秒43 2

464 星　和宏 埼玉県  　22分47秒90 3

479 中島　武次  　23分42秒59 4

465 只野　公一 神奈川  　24分24秒62 5

467 大島　昇 埼玉県  　27分22秒03 6

470 豊留　満 千葉県  　28分08秒22 7

466 高橋　一彦 東京都  　28分34秒97 8

468 鈴木　正男 千葉県  　28分41秒64 9

469 百瀬　道之 千葉県  　32分09秒46 10

60～69歳

順位 ゼッケン　 名 前 　 クラブ名 タ イ ム都道府県 

474 岩切　博 東京都  　21分29秒91 1

476 手柴　勇 千葉県  　24分52秒04 2

475 山本　邦康 千葉県  　28分02秒89 3

471 宮崎　友寿 東京都  　28分25秒14 4

473 北守　進 東京都  　30分09秒79 5

472 中山　雄二 千葉県 棄 権 _

70歳以上

順位 ゼッケン　 名 前 　 クラブ名 タ イ ム都道府県 

478 津田　弘 東京都  　27分58秒24 1
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477 細谷　好正 埼玉県  　41分44秒42 2


