
地区

天気：晴　 気温：19℃　 湿度：38%

選手名 +TOP 順位 No.

第18回伊勢崎シティマラソン

フリガナ 所属

リザルト : ハーフマラソン　男子39歳以下
2022/12/04  スタート：9:00:00

Time

0:001 1001 廣木 大地 ヒロキ ダイチ 群馬パース大学 1:07:57高崎市

3:012 1005 江澤 拓真 エザワ タクマ 上州ＡＣ 1:10:58佐波郡

3:033 1004 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリート 1:11:00高崎市

3:594 1003 吉田 亮太 ヨシダ リョウタ 群馬日野 1:11:56高崎市

4:075 1006 田村 裕一 タムラ ユウイチ たむラン会 1:12:04沼田市

4:116 1008 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ 1:12:08伊勢崎市

7:147 1014 新井 啓示 アライ ケイシ アルフレッサ株式会社 1:15:10佐波郡

7:238 1011 山田 広之 ヤマダ ヒロユキ 荒砥走友会 1:15:20伊勢崎市

8:019 1013 田村 悠貴 タムラ ユウキ 1:15:58伊勢崎市

8:4110 1016 大竹 宏道 オオタケ ヒロミチ 1:16:38邑楽郡

9:0011 1017 塩川 忠徳 シオカワ タダノリ 1:16:57北群馬郡

9:2712 1002 堀口 秀喜 ホリグチ ヒデキ 帝京大学 1:17:24伊勢崎市

10:3713 1028 谷川 健太郎 タニカワ ケンタロウ 1:18:34伊勢崎市

11:1114 1007 花本 椋太 ハナモト リョウタ 太田市消防本部 1:19:08北群馬郡

11:3615 1018 新井 穂飛 アライ ホタカ 伊勢崎あずま中学校 1:19:33みどり市

13:1816 1009 国分 克生 コクブン カツキ 上州アスリートクラブ 1:21:15佐波郡

13:2217 1022 関口 浩平 セキグチ コウヘイ ＪＡ多野藤岡 1:21:19北群馬郡

14:0318 1025 佐藤 明徳 サトウ アキノリ 高柳整形外科 1:21:59みどり市

14:2919 1026 都丸 健一 トマル ケンイチ 1:22:25渋川市

15:0320 1046 柿沼 裕之 カキヌマ ヒロユキ 1:23:00邑楽郡

15:5321 1023 木村 賢人 キムラ ケント 1:23:50伊勢崎市

16:1022 1030 長岡 諒 ナガオカ リョウ 1:24:07高崎市

16:3823 1024 狩野 雄三 カノウ ユウゾウ 1:24:35前橋市

19:0224 1032 高山 祥平 タカヤマ ショウヘイ 1:26:59前橋市

19:4425 1029 根本 尚弥 ネモト ナオヤ 1:27:41前橋市

21:0926 1038 古屋 裕崇 フルヤ ヒロタカ 1:29:06伊勢崎市

21:4327 1048 藤澤 明正 フジサワ アキマサ カネコ種苗 1:29:40前橋市

23:3628 1037 瀧本 健二 タキモト ケンジ 1:31:33太田市

23:5629 1041 神子澤 政彦 ミゴサワ マサヒコ 前橋市役所 1:31:53伊勢崎市

23:5730 1036 榎田 徹也 エノキダ テツヤ 1:31:53前橋市

24:0431 1064 高 速亜 コウ ソクア 聚楽 1:32:00前橋市

24:0432 1021 野﨑 拓人 ノザキ タクト 1:32:01太田市

24:5533 1040 橋本 龍介 ハシモト リュウスケ 1:32:51太田市

25:2334 1027 林 忠彦 ハヤシ タダヒコ 全開！西ストレート 1:33:20桐生市

25:3935 1086 池田 宗春 イケダ ムネハル 1:33:36前橋市

26:5436 1035 大久保 和俊 オオクボ カズトシ ＣＯＷ　ＧＵＮＭＡ 1:34:51伊勢崎市

26:5537 1055 清水 尭之 シミズ タカユキ 荒牧走ろう会 1:34:52前橋市

27:5438 1039 今井 晃司 イマイ コウジ たむラン会 1:35:51沼田市

28:2239 1045 井上 敦裕 イノウエ ノブヒロ Ａ＆Ｉのパパ 1:36:19伊勢崎市

28:3140 1066 堀井 優也 ホリイ ユウヤ 1:36:28前橋市

29:0941 1020 石代 剛之 コクダイ タケユキ 1:37:06渋川市

29:2642 1110 小林 一晴 コバヤシ カズハル 1:37:22前橋市

30:0143 1085 岡野 光太郎 オカノ コウタロウ 群馬大学 1:37:57前橋市

31:0144 1084 田頭 旺己 タガシラ オウキ 1:38:58前橋市
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31:5045 1092 戸部 隼勢 トベ ハヤセ 株式会社松本パック 1:39:47伊勢崎市

32:0046 1051 富樫 大介 トガシ ダイスケ 1:39:56太田市

33:1147 1079 飯島 昭宏 イイジマ アキヒロ 桐生走ろう会 1:41:08高崎市

33:1848 1033 時田 亜希夫 トキタ アキオ 1:41:15前橋市

33:5549 1082 須永 晃充 スナガ アキミツ 1:41:52邑楽郡

34:3550 1062 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 1:42:31伊勢崎市

37:1951 1043 高山 航 タカヤマ ワタル 1:45:16沼田市

37:5652 1058 金岡 大輔 カナオカ ダイスケ ろくでなし 1:45:53前橋市

38:1953 1074 久保田 哲 クボタ サトシ 1:46:16太田市

38:2654 1072 小島 和樹 コジマ カズキ 1:46:23前橋市

38:4655 1096 中村 譲二 ナカムラ ジョウジ 1:46:43伊勢崎市

39:3056 1052 佐々木 優 ササキ マサル 1:47:26桐生市

39:3257 1049 池薗 宏和 イケゾノ ヒロカズ 1:47:29太田市

40:0658 1076 高橋 勉 タカハシ ツトム 1:48:02高崎市

40:4259 1111 小林 友成 コバヤシ トモンリ 1:48:39みどり市

40:4560 1080 高松 星一 タカマツ ショウイチ 北辰機材株式会社 1:48:41伊勢崎市

41:2061 1090 金井 佳介 カナイ ケイスケ ろくでなし 1:49:17藤岡市

41:3762 1061 小笠原 尚樹 オガサワラ ナオキ 1:49:34佐波郡

42:0063 1087 高田 祐也 タカダ ユウヤ 1:49:57邑楽郡

42:1964 1059 西川 和正 ニシカワ カズマサ 1:50:16伊勢崎市

43:3165 1063 女部田 亘佑 オナベタ コウスケ 群馬大学 1:51:28高崎市

44:2466 1078 平田 翔也 ヒラタ ショウヤ 群銀マラソン部 1:52:21前橋市

44:4767 1047 石北 将幸 イシキタ マサユキ ナイスバルク 1:52:44北群馬郡

45:3468 1103 久保田 靖之 クボタ ヤスユキ 1:53:31佐波郡

45:3869 1081 尾内 大輝 オナイ ダイキ 1:53:35伊勢崎市

47:1170 1070 入沢 寿哉 イリサワ トシヤ ジプシー 1:55:08北群馬郡

49:5271 1083 須永 潤 スナガ ジュン 清寧館 1:57:48みどり市

49:5672 1065 高橋 幹泰 タカハシ ミキヤス 1:57:53伊勢崎市

49:5973 1089 坂井 辰弥 サカイ タツヤ 1:57:56伊勢崎市

50:0074 1102 山口 武 ヤマグチ タケル 1:57:57前橋市

52:0375 1095 山川 宗一郎 ヤマカワ ソウイチロウ 2:00:00前橋市

53:5476 1056 村田 耕平 ムラタ コウヘイ 2:01:50伊勢崎市

56:2377 1057 柳井 薫 ヤナイ カオル 2:04:19前橋市

57:3078 1073 増茂 佑樹 マスモ ユウキ 2:05:26伊勢崎市

59:1979 1069 長谷川 太郎 ハセガワ タロウ 2:07:16伊勢崎市

60:0280 1106 阿久澤 佑太 アクザワ ユウタ 2:07:59高崎市

60:5781 1067 富澤 裕敏 トミザワ ヒロトシ 2:08:53吾妻郡

63:0482 1075 鵜川 裕利 ウガワ ヒロトシ 2:11:01高崎市

71:1683 1101 木暮 祥治 キグレ ショウジ 2:19:13伊勢崎市

72:0784 1091 野口 陽貴 ノグチ ハルキ 2:20:04高崎市

74:4685 1088 外処 多聞 トドコロ タモン マルセー 2:22:43伊勢崎市

77:0286 1100 水野 航 ミズノ ワタル 2:24:59伊勢崎市

81:1587 1099 小室 直也 コムロ ナオヤ 2:29:12伊勢崎市

-1Lap88 1077 小松 大 コマツ ダイ  太田市
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-1Lap88 1093 吉川 裕亮 キッカワ ユウスケ こりこりジャパン  伊勢崎市

-1Lap88 1094 齋藤 康平 サイトウ コウヘイ こりこりジャパン  伊勢崎市

-1Lap88 1097 吉原 和希 ヨシハラ カズキ  高崎市

-1Lap88 1098 吉村 隼汰 ヨシムラ ハヤタ  前橋市

-1Lap88 1104 郡川 裕太 コオリカワ ユウタ こりこりジャパン  前橋市

-1Lap88 1105 新井 誉巳 アライ モトミ こりこりジャパン  伊勢崎市

-1Lap88 1107 三澤 拓斗 ミサワ タクト  渋川市

-1Lap88 1108 青山 裕介 アオヤマ ユウスケ  伊勢崎市

-1Lap88 1109 福田 将央 フクダ マサテル  伊勢崎市
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