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順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/3

スタート： 10:00:00

会場: 神宮外苑周回道路およびその周辺

主催: 神宮外苑チャレンジフェスティバル実行委員

34分38秒1 門口　祐一1061 モングチ　ユウイチ

37分25秒2 石原　誠太郎1086 イシハラ　セイタロウ

37分37秒3 ランガー　ヤコブ1089 ランガー　ヤコブ

37分45秒4 塩見　悠1031 シオミ　ヒサシ

39分00秒5 小澤　克典1100 オザワ　カツノリ

39分05秒6 大森　涼1081 オオモリ　リョウ

39分19秒7 佐藤　隆哉1078 サトウ　タカヤ

39分37秒8 山崎　剛1025 ヤマサキ　ゴウ

40分58秒9 菱木　誠1071 ヒシキ　マコト

41分42秒10 立川　直正1073 タチカワ　ナオマサ

41分51秒11 島村　啓1015 シマムラ　ケイ

42分09秒12 中山　僚1116 ナカヤマ　リョウ

42分11秒13 安藤　一晃1037 アンドウ　カズアキ

42分16秒14 渡辺　直也1075 ワタナベ　ナオヤ

42分31秒15 佐藤　遼太郎1095 サトウ　リョウタロウ

42分44秒16 鈴木　康士郎1027 スズキ　コウシロウ

43分19秒17 堀井　慎也1010 ホリイ　シンヤ

43分19秒18 山崎　貴史1064 ヤマザキ　タカシ

43分20秒19 山崎　峻1026 ヤマサキ　シュン

43分24秒20 ラスムッセン　ピーター1098 ラスムッセン　ピーター

43分29秒21 堀井　裕介1125 ﾎﾘｲ ﾕｳｽｹ

43分30秒22 河西　隆宏1114 カサイ　タカヒロ

44分20秒23 佐藤　俊浩1091 サトウ　トシヒロ

44分58秒24 三澤　麗1020 ミサワ　レイ

46分02秒25 武井　浩二1111 タケイ　コウジ

46分46秒26 木村　瑞樹1090 キムラ　ミズキ

46分56秒27 金子　真1117 カネコ　マコト

46分57秒28 柴田　源水1072 シバタ　ゲンスイ

47分00秒29 姫井　良太1050 ヒメイ　リョウタ

47分10秒30 小川　雅史1094 オガワ　マサシ

47分22秒31 西村　直樹1077 ニシムラ　ナオキ

48分04秒32 松脇　右京1112 マツワキ　ウキョウ

48分28秒33 馬場　一徳1029 ババ　カズノリ

49分20秒34 石川　駿1074 イシカワ　シュン

49分29秒35 三澤　達矢1130 ヨビ

49分33秒36 大倉　有貴1045 オオクラ　ユウキ

49分38秒37 恒吉　伸亮1056 ツネヨシ　シンスケ

49分48秒38 杉崎　隆一1070 スギサキ　リュウイチ

49分49秒39 後藤　清彦1001 ゴトウ　キヨヒコ

49分50秒40 手嶋　一平1068 テシマ　イッペイ

50分00秒41 松浦　航1028 マツウラ　コウ

50分09秒42 八木橋　翔太1004 ヤギハシ　ショウタ

50分34秒43 福島　陽太1065 フクシマ　ヨウタ

50分45秒44 古賀　健一郎1008 コガ　ケンイチロウ

50分51秒45 真下　義信1102 マシタ　ヨシノブ

50分58秒46 永嶌　伴輝1062 ナガシマ　トモキ

51分20秒47 板谷　悟1101 イタヤ　サトル

51分27秒48 脇野　守1080 ワキノ　マモル

51分57秒49 渡邉　裕也1035 ワタナベ　ユウヤ

52分07秒50 畑　雄人1118 ハタ　ユウト
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52分10秒51 赤津　隆史1042 アカツ　タカシ

52分13秒52 黒江　政寿1104 クロエ　マサトシ

52分23秒53 尾川　怜1009 オガワ　サトシ

52分37秒54 竹下　慎吾1099 タケシタ　シンゴ

52分43秒55 大貫　学1123 オオヌキ　マナブ

52分49秒56 倉沢　元気1120 クラサワ　ゲンキ

53分25秒57 坂本　昇太1121 サカモト　ショウタ

54分02秒58 佐藤　俊介1036 サトウ　シュンスケ

54分34秒59 乗松　俊太郎1014 ノリマツ　シュンタロウ

54分53秒60 橋詰　英治1040 ハシヅメ　エイジ

55分03秒61 小川　和彦1039 オガワ　カズヒコ

55分06秒62 山田　龍平1048 ヤマダ　リュウヘイ

55分54秒63 大越　政典1005 オオコシ　マサノリ

55分54秒64 山端　修平1003 ヤマハタ　シュウヘイ

56分02秒65 宮崎　修平1046 ミヤザキ　シュウヘイ

56分10秒66 大野　耕平1011 オオノ　コウヘイ

56分12秒67 清水　正明1127 ヨビ

56分15秒68 秋葉　丈夫1007 アキバ　タケオ

56分22秒69 山口　晃平1053 ヤマグチ　コウヘイ

56分35秒70 金子　貴志1103 カネコ　タカシ

56分37秒71 平石　幸伸1022 ヒライシ　ユキノブ

56分38秒72 上笹　正典1079 カミササ　マサノリ

56分51秒73 桜井　大樹1012 サクライ　ダイキ

57分06秒74 新田　弘輝1083 アラタ　ヒロキ

57分22秒75 小畑　秀樹1002 オバタ　ヒデキ

57分25秒76 川畑　伸吾1069 カワハタ　シンゴ

57分37秒77 梅田　公俊1108 ウメダ　マサトシ

57分49秒78 小山　修平1019 コヤマ　シュウヘイ

57分53秒79 茂木　久裕1030 モテギ　ヒサヒロ

58分27秒80 河合　潤一郎1122 カワイ　ジュンイチロウ

58分56秒81 村田　哲也1107 ムラタ　テツヤ

59分05秒82 岡本　智之1024 オカモト　トモユキ

1時間00分08秒83 市川　勝利1124 イチカワ　カツトシ

1時間00分23秒84 新里　進1059 ニイザト　ススム

1時間00分35秒85 中山　翔太1023 ナカヤマ　ショウタ

1時間00分41秒86 樋爪　俊昭1067 ヒヅメ　トシアキ

1時間00分46秒87 三澤　祥大1129 ヨビ

1時間00分55秒88 鈴木　徳繁1034 スズキ　ノリシゲ

1時間01分33秒89 小幡　潤1016 オバタ　ジュン

1時間01分47秒90 大江　有治1093 オオエ　ユウジ

1時間01分49秒91 竹本　和弘1044 タケモト　カズヒロ

1時間02分16秒92 北村　純一1047 キタムラ　ジュンイチ

1時間02分24秒93 須惠　和重1115 スエ　カズシゲ

1時間02分41秒94 新垣　貴敏1052 アラカキ　タカトシ

1時間03分29秒95 内田　智之1032 ウチダ　トモユキ

1時間03分47秒96 根岸　克也1084 ネギシ　カツヤ

1時間04分11秒97 遠藤　克浩1082 エンドウ　カツヒロ

1時間04分11秒98 本田　大輔1105 ホンダ　ダイスケ

1時間05分35秒99 本田　章1060 ホンダ　アキラ

1時間06分27秒100 佐藤　元気1033 サトウ　モトキ
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1時間07分48秒101 板谷越　聖征1106 イタヤゴシ　タカマサ

1時間07分58秒102 小間　大輔1057 コマ　ダイスケ

1時間09分57秒103 鈴木　治人1017 スズキ　ハルト

1時間10分06秒104 下山　哲男1043 シモヤマ　テツオ

1時間13分27秒105 佐藤　豪1051 サトウ　ゴウ

1時間18分04秒106 小川　道生1013 オガワ　ミチオ

1時間27分03秒107 内田　薫1018 ウチダ　カオル
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