
男子 10Km 総合成績

第１回 南熱海絶景夕空マラソン

順位 ゼッケン 名 　 前 都道府県 クラブ名 タ イ ム

1 303 水口　直俊 静岡県  　36分28秒52 

2 306 小泉　崇 神奈川県  　37分21秒64 

3 345 ｻｯﾄﾝ　ｸﾚｲｸﾞ 静岡県  　39分55秒52 

4 352 岩田　勝彦 静岡県  　40分47秒15 

5 334 羽賀　浩之 埼玉県  　42分44秒44 

6 374 櫻井　玄雄 東京都  　45分09秒65

7 355 斉藤　隆 神奈川県  　45分35秒85 

8 346 西村　謙太郎 神奈川県  　45分38秒80 

9 317 小瀬村　智行 東京都  　45分43秒39 

10 114 猿渡　隆太 神奈川県  　46分53秒31 

11 307 坂本　仁 静岡県  　47分18秒30 

12 353 日向　照高 神奈川県  　47分44秒60 

13 330 伊藤　健 東京都  　47分47秒71 

14 358 三宅　文彦 兵庫県  　48分02秒08 

15 312 浜野　耕一 神奈川県  　48分07秒99 

16 314 岩本　真樹 神奈川県  　48分18秒96 

17 340 森本　歓 静岡県  　48分35秒54 

18 364 前尾　和彦 神奈川県  　48分52秒14 

19 331 粕谷　剛 埼玉県  　49分22秒11 

20 360 渡邉　宗光 神奈川県  　50分21秒60 

21 304 漆館　宗太 神奈川県  　50分44秒35 

22 325 田代　明良 愛知県  　50分52秒07 

23 336 坂田　吉正 静岡県  　52分09秒41 

24 362 鈴木　和浩 神奈川県  　52分24秒46 

25 313 大久保　裕司 東京都  　53分02秒45 

26 357 谷口　仁志 静岡県  　53分03秒01 

27 301 山本　和哉 静岡県  　53分55秒36 

28 341 平山　徳弘 神奈川県  　53分56秒68 

29 372 加賀谷　一男 神奈川県  　54分46秒39 

30 373 吉田　顕嗣郎 静岡県  　54分54秒42
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31 320 池谷　宏史 静岡県  　55分02秒71 

32 318 有馬　秀晶 静岡県  　55分08秒13 

33 363 鈴木　一朗 千葉県  　55分52秒22 

34 343 御守　博幸 静岡県  　55分55秒83 

35 332 後藤　和則 群馬県  　55分57秒57 

36 370 杉本　昇 静岡県  　56分02秒81 

37 319 登坂　達之 茨城県  　56分04秒75 

38 328 中別府　太郎 神奈川県  　56分42秒85 

39 368 齋藤　哲也 静岡県  　56分46秒76 

40 339 筧　哲一 東京都  　57分03秒25 

41 329 関谷　幸一 埼玉県  　57分07秒38 

42 367 椿　知雄 静岡県  　57分09秒89 

43 359 小川　喜久 静岡県  　57分26秒51 

44 354 植村　豊 神奈川県 1時間00分11秒37 

45 321 松尾　諭 福岡県 1時間00分18秒32 

46 305 向笠　翔 静岡県 1時間00分55秒82 

47 350 藤原　隆人 神奈川県 1時間01分06秒11 

48 356 望月　公雅 静岡県 1時間01分08秒58 

49 351 濱野　俊明 神奈川県 1時間01分11秒60 

50 309 矢野　孝幸 静岡県 1時間01分14秒32 

51 310 芝　朋也 静岡県 1時間01分46秒79 

52 361 磯村　裕司 京都府 1時間02分21秒37 

53 348 橋口　智幸 東京都 1時間03分22秒58 

54 365 平　和幸 東京都 1時間03分31秒20 

55 311 藤井　亮太 愛知県 1時間04分42秒01 

56 308 岡田　祐一 静岡県 1時間05分55秒46 

57 335 久保田　貴昭 東京都 1時間05分58秒66 

58 327 井上　大輔 福岡県 1時間06分02秒75 

59 349 浜野　洋平 埼玉県 1時間10分23秒20 

_ 369 米田　茂隆 神奈川県 棄 権 
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_ 338 根岸　貴規 静岡県 棄 権 

_ 371 稲垣　勝俊 静岡県 棄 権 

_ 366 堀池　計年 埼玉県 棄 権 

_ 302 大高　領介 東京都 棄 権 

_ 342 大石　延正 静岡県 棄 権 

_ 316 當麻　敦 東京都 棄 権 

_ 344 中村　秀治 東京都 棄 権 

_ 333 伊東　知幸 千葉県 棄 権 

_ 347 永木　淳一 神奈川県 棄 権 

_ 315 手塚　大紀 群馬県 棄 権 

_ 326 成瀬　正也 愛知県 棄 権 


