
リザルト：リリールートチャレンジ47km 総合男子
2017/11/19    8:00:00 スタート

選手名 記録順位 都道府県No. ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

5時間59分51秒1 2032 神奈川成瀬　康夫 ﾅﾙｾ ﾔｽｵ ＯＦＡＳ

6時間03分42秒2 2001 神奈川岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 日本野人の会

6時間08分03秒3 2017 静岡県増田　忠朗 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ

6時間17分53秒4 2048 静岡県秋葉　悠 ｱｷﾊﾞ ﾕｳ

6時間21分32秒5 2010 千葉県越塚　岳広 ｺｼﾂﾞｶ ﾀｹﾋﾛ 稲毛インター

6時間32分58秒6 2036 神奈川松本　岳 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ 湘南フィジオ

6時間43分16秒7 2014 山梨県天野　智之 ｱﾏﾉ ﾄﾓﾕｷ

6時間44分51秒8 2006 神奈川五嶋　秀之 ｺﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

6時間52分19秒9 2004 神奈川川島　一浩 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

6時間53分33秒10 2056 東京都田村 展也 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ こわれもの

7時間05分55秒11 2023 東京都黒澤　隆敏 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾄｼ

7時間16分47秒12 2044 東京都武村　盛史 ﾀｹﾑﾗ ﾓﾘﾌﾐ

7時間18分00秒13 2012 山梨県岡田　勝 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ

7時間21分13秒14 2016 東京都堀田　朝和 ﾎｯﾀ ﾄﾓｶｽﾞ ＴＢＲＣ

7時間23分21秒15 2054 山梨県佐藤　慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ ブーメラン

7時間32分26秒16 2034 長野県奥野　博士 ｵｸﾉ ﾋﾛｼ

7時間33分48秒17 2052 群馬県吉田　豊 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ

7時間48分15秒18 2021 神奈川Ｂｉｒｔｈ　Ｐａｕｌ ﾋﾞﾙﾄ ﾊﾟﾍﾞﾙ

7時間49分06秒19 2019 東京都加藤　英樹 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

7時間50分36秒20 2041 神奈川佐藤　渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ ＳＰＭ

8時間02分35秒21 2020 神奈川中山　立 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾙ ＡＶＡＮＴ

8時間05分50秒22 2035 千葉県向　智広 ﾑｶｲ ﾄﾓﾋﾛ

8時間21分25秒23 2031 神奈川小嶋　知洋 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

8時間23分01秒24 2013 東京都笹本　渡 ｻｻﾓﾄ ﾜﾀﾙ

8時間23分29秒25 2038 東京都浦川　忠郎 ｳﾗｶﾜ ﾀﾀﾞｵ

8時間24分42秒26 2022 東京都玉川　正和 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ

8時間30分19秒27 2037 山梨県廣瀬　裕一 ﾋﾛｾ ﾕｳｲﾁ

8時間31分40秒28 2030 茨城県松田　幹郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｵ

8時間53分36秒29 2018 神奈川彦坂　好洋 ﾋｺｻｶ ﾖｼﾋﾛ

8時間53分48秒30 2015 東京都山際　勝照 ﾔﾏｷﾞﾜ ｶﾂﾃﾙ

9時間01分19秒31 2027 静岡県後藤　悠起 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

9時間02分17秒32 2050 神奈川原田　慶太 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ

9時間11分41秒33 2029 千葉県大場　雄介 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ ８０隊隊長

9時間12分56秒34 2009 神奈川小林　正和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ

9時間13分18秒35 2045 神奈川山上　直幹 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾅｵｷ

9時間23分29秒36 2043 静岡県村越　康弘 ﾑﾗｺｼ ﾔｽﾋﾛ

9時間25分34秒37 2051 東京都飯野　光徳 ｲｲﾉ ﾐﾂﾉﾘ

9時間27分47秒38 2026 東京都荻野　伸也 ｵｷﾞﾉ ｼﾝﾔ

9時間30分25秒39 2042 埼玉県関　誠 ｾｷ ﾏｺﾄ チームプランナー

9時間40分16秒40 2049 神奈川府川　才彦 ﾌｶﾜ ﾄｼﾋｺ

9時間51分46秒41 2005 神奈川山田　豊 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ

10時間19分50秒42 2002 東京都宮崎　充治 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁﾊﾙ 多摩うまら族

10時間19分55秒43 2028 千葉県須田　勝 ｽﾀﾞ ﾏｻﾙ 一発逆転

10時間20分03秒44 2003 徳島県横山　裕司 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

10時間56分13秒45 2053 東京都斉藤　薫 ｻｲﾄｳ ｶｵﾙ
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11時間25分33秒46 2011 神奈川藤原　龍 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳ

 DNF 2008 東京都佐藤　学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 多摩うまら族

 DNF 2025 長野県宮島　光弘 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾛ 信州トレマン

 DNF 2046 東京都南　真人 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ

 DNF 2047 東京都井上　大 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ

 DNS 2007 神奈川木村　秀一 ｷﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 丸の内駈山部

 DNS 2024 茨城県舘　健二 ﾀﾃ ｹﾝｼﾞ

 DNS 2033 東京都古屋　武範 ﾌﾙﾔ ﾀｹﾉﾘ 株式会社クラブビジネスジャパ

 DNS 2039 東京都格和　史武 ｶｸﾜ ﾌﾐﾀｹ

 DNS 2040 東京都杉坂　健次 ｽｷﾞｻｶ ｹﾝｼﾞ ＦｕｎＲｕｎ

 DNS 2055 大阪府松原　広尚 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ
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