
氏名 フリガナ

山本   雄 ヤマモト   ツヨシ

金子 智哉 カネコ   トモヤ

内之倉   志織 ウチノクラ   シオリ

加藤 博明 カトウ   ヒロアキ

色川 富美子 イロカワ   フミコ

加藤 永莉 カトウ   エリ

高田   昌弥 タカダ   マサヤ

吉田 寿文 ヨシダ   トシフミ

米田 洸一 ヨネダ   コウイチ

大坪 愛実 オオツボ   メグミ

江藤 崇満 エトウ   タカミツ

八木   加奈子 ヤギ   カナコ

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 性 記録

1 36 外崎 昭雄 ソトザキ   アキオ 男 41:23

2 38 佐藤翔 サトウ   カケル 男 43:29

3 34 伊藤 豪昭 イトウ   タケアキ 男 47:41

4 37 皆川 義宣 ミナガワ   ヨシノブ 男 51:47

5 33 八木橋   済 ヤギハシ   ワタル 男 1:06:54

6 35 須加 貴文 スカ   タカフミ 男 1:06:55

7 32 菅井   直哉 スガイ   ナオヤ 男

性

1:13:15

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 性 記録

1 118 高澤 法之 タカザワ   ノリユキ 男 1:37:39

2 101 大谷   祐美 オオタニ   ユミ 女 1:45:31

3 121 芳村 徹 ヨシムラ   テツ 男 1:48:06

4 123 和知   義夫 ワチ  ヨシオ 男 1:54:48

5 119 千葉 智行 チバ   トモユキ 男 1:58:01

6 111 石原   諒 イシハラ リョウ 男 2:01:38

7 117 佐藤 雅紀 サトウ   マサキ 男 2:02:01

8 103 本田   成子 ホンダ   ナリコ 女 2:08:58

9 114 宮岡   健太郎 ミヤオカ   ケンタロ 男 2:12:42

10 113 本田   章 ホンダ   アキラ 男 2:34:45

順位 チーム名 総合タイム

1 不動産連合A 1:30'58" (2) 22.43 (1) 22.58 (3) 26.12 (1) 19.05

(2) 45.41 (1) 1.11.53 (1) 1.30.58

2 裏CA1 1:35'54" (3) 23.01 (4) 24.12 (4) 27.17 (2) 21.24

(3) 47.13 (5) 1.14.30 (2) 1.35.54

3 表CA1 1:36'17" (4) 23.11 (5) 27.26 (1) 22.18 (3) 23.22

(5) 50.37 (3) 1.12.55 (3) 1.36.17

4 CA1 1:37'01" (5) 23.20 (3) 24.07 (2) 24.49 (4) 24.45

(4) 47.27 (2) 1.12.16 (4) 1.37.01

5 不動産連合B 1:40'15" (1) 22.30 (2) 23.08 (5) 27.51 (5) 26.46

(1) 45.38 (4) 1.13.29 (5) 1.40.15

上段:区間成績　下段:累計成績

手塚 知樹 宿澤 悠介 吉永 俊二朗 増田 健志

山本 定典 福嶋 真司 飴谷 高志 瀧本 和也

長沢 翔太 鈴木 竜太 石原 大 金子 真大

勝山 誠一 荻野 敬介 平野 浩一郎 高橋 慎治

瀬戸 雅弘 藤本 泰典 長田 伸太郎 山本 晶浩

1 区 2 区 3 区 4 区

5km 5km 5km 5km

12        2 女性           34:43

レース名       10kmの部

レース名       ハーフの部

季節の荒川ハーフマラソン（駅伝）記録表 開催日: 2017/6/24

9       18 男性           24:48

10        4 女性           25:19

11       13 男性           30:04

6        5 女性           21:01

7       11 男性           22:26

8       17 男性           22:49

3        1 女性           20:29

4       15 男性           20:32

5        3 女性           20:35

大会記録
レース名       05km

順位   ゼッケン

作成日付  2017/06/27

性別           記録

1       12 男性           16:17

2       16 男性           18:19

季節の彩湖ハーフマラソン ６月24日

レース名 5kmの部

順位 ゼッケン 氏名


