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順位 ナンバー 氏 名 氏名（カナ） 県名 所属 記 録

1 169 ルカ ムセンビ ﾙｶ ﾑｾﾝﾋﾞ 埼玉県 東京国際大学 2:10:49

2 167 柏 優吾 ｶｼﾜ ﾕｳｺﾞ 埼玉県 東洋大学 2:11:41

3 7 青木 優 ｱｵｷ ﾏｻﾙ 東京都 カネボウ 2:11:44

4 117 松本 稜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 愛知県 トヨタ自動車 2:11:51

5 112 山口 武 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 福岡県 西鉄 2:11:55

6 176 清野 太雅 ｾｲﾉ ﾀｲｶﾞ 埼玉県 東洋大学 2:12:20

7 111 オマーレ ドミニク ニャイロ ｵﾏｰﾚ ﾄﾞﾐﾆｸ ﾆｬｲﾛ 京都府 ＮＴＴ西日本 2:12:28

8 163 小松 巧弥 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 京都府 ＮＴＴ西日本 2:13:34

9 110 清谷 匠 ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ 広島県 中国電力 2:13:46

10 124 橋本 崚 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 埼玉県 ＧＭＯ 2:14:08

11 109 小山 直城 ｺﾔﾏ ﾅｵｷ 埼玉県 Ｈｏｎｄａ 2:14:20

12 6 村本 一樹 ﾑﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東京都 住友電工 2:14:49

13 125 東 瑞基 ﾋｶﾞｼ ﾐｽﾞｷ 愛知県 愛三工業 2:14:54

14 165 西 研人 ﾆｼ ｹﾝﾄ 大阪府 大阪ガス 2:14:55

15 116 安井 雄一 ﾔｽｲ ﾕｳｲﾁ 愛知県 トヨタ自動車 2:15:42

16 122 畔上 和弥 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 愛知県 トヨタ自動車 2:16:24

17 173 村上 太一 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 埼玉県 東洋大学 2:16:34

18 3 定方 俊樹 ｻﾀﾞｶﾀ ﾄｼｷ 長崎県 三菱重工 2:16:42

19 8 市山 翼 ｲﾁﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 小森コーポ 2:17:03

20 182 坪井 慧 ﾂﾎﾞｲ ｹｲ 東京都 コニカミノルタ 2:17:49

21 128 濱崎 達規 ﾊﾏｻｷ ﾀﾂﾉﾘ 沖縄県 なんじぃＡＣ 2:17:50

22 114 兼実 省伍 ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ 広島県 中国電力 2:17:54

23 5 湯澤 舜 ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 滋賀県 ＳＧＨ 2:18:24

24 140 牛山 純一 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 シティランナー 2:18:39

25 148 安田 共貴 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 福岡県 九電工 2:18:49

26 174 渡邊 太陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾖｳ 佐賀県 戸上電機製作所 2:19:04

27 127 松尾 良一 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｲﾁ 宮崎県 旭化成 2:19:13

28 2 小椋 裕介 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 ヤクルト 2:19:24

29 162 相馬 崇史 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 徳島県 大塚製薬 2:19:38

30 130 高田 康暉 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ 東京都 住友電工 2:19:49

31 141 江島 崚太 ｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 長崎県 三菱重工 2:20:03

32 129 堀合 大輔 ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 ヤクルト 2:20:58

33 143 渡邉 清紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ 山形県 ＮＤソフト 2:21:42

34 144 荻久保 寛也 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 埼玉県 ヤクルト 2:22:45

35 338 神 直之 ｼﾞﾝ ﾅｵﾕｷ 北海道 北星病院 2:22:51

36 146 齋藤 拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 東京都 日税ビジネス 2:23:09

37 155 杉保 滉太 ｽｷﾞﾎ ｺｳﾀ 静岡県 スズキ 2:23:18

38 366 滑 和也 ﾅﾒﾗ ｶｽﾞﾔ 群馬県 作．ＡＣ北海道 2:23:25

39 107 小山 裕太 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛知県 トーエネック 2:23:45

40 159 坪井 響己 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 埼玉県 新電元工業 2:23:45

2022年8月28日



フルマラソン男子 Finish地点

Print:2022/08/28 11:13:15 2 / 2 ページ Official Timer & Result By R-bies

順位 ナンバー 氏 名 氏名（カナ） 県名 所属 記 録

41 341 鈴木 輝 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 神奈川県 慶應義塾大学 2:24:11

42 309 福田 裕大 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 石川県 石川 2:24:23

43 362 神原 哲士 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾃﾂｼﾞ 宮崎県 日南市陸協 2:24:34

44 102 作田 直也 ｻｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 東京都 ＪＲ東日本 2:24:48

45 120 鈴木 忠 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 静岡県 スズキ 2:24:58

46 152 竹澤 想大 ﾀｹｻﾞﾜ ｿｳﾀ 東京都 松戸市陸協 2:25:16

47 313 今井 隆生 ｲﾏｲ ﾀｶｵ 埼玉県 ＳＳＡＣ 2:25:36

48 134 仲村 尚毅 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 宮崎県 旭化成 2:26:44

49 154 樽木 将吾 ﾀﾙｷ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 小田原市役所 2:27:25

50 121 柴田 拓真 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ 茨城県 小森コーポ 2:27:33
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