
リザルト：スピードルートチャレンジ25km 総合男子
2017/11/19    8:10:00 スタート

選手名 記録順位 都道府県No. ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2時間12分50秒1 3036 東京都平賀　太智 ﾋﾗｶﾞ ﾀｲﾁ 国士舘大学

2時間23分00秒2 3032 千葉県竹内　純一 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浦安ランナーズ

2時間27分28秒3 3039 山梨県佐野　文寛 ｻﾉ ﾌﾐﾋﾛ 山中湖中学校

2時間28分29秒4 3005 岐阜県杉野　雄一 ｽｷﾞﾉ ﾕｳｲﾁ ５２年会

2時間28分44秒5 3014 愛知県中村　昌史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 竹田印刷

2時間35分17秒6 3044 神奈川渡辺　淳二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間38分15秒7 3021 長野県丸山　豊文 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾖﾌﾐ

2時間42分41秒8 3049 群馬県那須野　由幸 ﾅｽﾉ ﾖｼﾕｷ

2時間44分29秒9 3038 東京都村上　晃大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ

2時間52分53秒10 3047 東京都春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ ＡＶＡＮＴ

2時間59分09秒11 3027 山梨県米山　隆 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｶｼ ＳＵＮＤＡＹ

3時間00分49秒12 3026 神奈川高橋　一智 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ

3時間06分28秒13 3041 神奈川上尾野邊　千秋 ｶﾐｵﾉﾍﾞ ﾁｱｷ

3時間06分40秒14 3015 東京都坂井　一馬 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

3時間07分36秒15 3012 山梨県吉武　竜一 ﾖｼﾀｹ ﾘｭｳｲﾁ

3時間12分51秒16 3045 山梨県宮澤　健一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 山梨市役所

3時間17分21秒17 3002 神奈川皆川　勝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾙ チームSOTA

3時間20分05秒18 3028 神奈川筑紫　浩二 ﾂｸｼ ｺｳｼﾞ

3時間22分39秒19 3008 神奈川立川　直人 ﾀﾁｶﾜ ﾅｵﾄ チーム忍野

3時間23分17秒20 3034 神奈川遠山　和也 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

3時間39分18秒21 3022 静岡県日下　健一 ｸｻｶ ｹﾝｲﾁ

3時間42分10秒22 3025 東京都佐藤　大和 ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 東京医療学院大学

3時間43分04秒23 3024 神奈川中村　則彦 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ すぽるちば

3時間45分16秒24 3017 東京都和田　一雄 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ

3時間46分31秒25 3033 東京都稲生　雅樹 ｲﾉｳ ﾏｻｷ

3時間46分57秒26 3020 長野県黒谷　哲也 ｸﾛﾀﾆ ﾃﾂﾔ

3時間47分16秒27 3004 神奈川岡部　浩 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｼ

3時間48分00秒28 3031 東京都水島　康貴 ﾐｽﾞｼﾏ ﾔｽﾀｶ

3時間52分20秒29 3001 東京都佐藤　亮平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ

3時間52分27秒30 3037 東京都赤塚　正彦 ｱｶﾂｶ ﾏｻﾋｺ 日本国土開発

3時間53分45秒31 3016 山梨県大木　正美 ｵｵｷ ﾏｻﾐ

3時間56分39秒32 3029 神奈川森　英道 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾐﾁ

3時間57分53秒33 3011 神奈川坂本　浩司 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

3時間58分55秒34 3019 神奈川杉本　貴一 ｽｷﾞﾓﾄ ｷｲﾁ 山を走ろうかい

3時間59分22秒35 3035 静岡県平井　正弘 ﾋﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 西山工業

4時間01分02秒36 3043 山梨県鶴田　五郎 ﾂﾙﾀ ｺﾞﾛｳ 有限会社　ガーデン甲斐

4時間03分44秒37 3010 山梨県山本　俊明 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｱｷ 秀ちゃんクラブ

4時間04分20秒38 3030 山梨県飯塚　恒 ｲｲﾂｶ ｺｳ

4時間12分36秒39 3009 山梨県矢崎　輝彦 ﾔｻﾞｷ ﾃﾙﾋｺ アルソア

4時間23分40秒40 3048 静岡県横澤　匡紀 ﾖｺｻﾜ ﾏｻｷ

4時間26分45秒41 3065 山梨県大森 久 オオモリ ヒサシ でんでん多摩走友会

4時間28分34秒42 3003 東京都中村　圭介 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

4時間51分37秒43 3006 埼玉県稲見　好春 ｲﾅﾐ ﾖｼﾊﾙ

4時間56分05秒44 3018 東京都桐山　周児 ｷﾘﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

 DNS 3013 東京都武下　毅 ﾀｹｼﾀ ﾂﾖｼ
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リザルト：スピードルートチャレンジ25km 総合男子
2017/11/19    8:10:00 スタート

選手名 記録順位 都道府県No. ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 DNS 3007 山梨県小宮山　智仁 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ クランパーズ

 DNS 3023 埼玉県秋谷　剛史 ｱｷﾔ ﾀｶｼ 川研ＪＣ

 DNS 3040 東京都盛田　憲一郎 ﾓﾘﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

 DNS 3042 東京都岩井　竜太 ｲﾜｲ ﾘｭｳﾀ 若葉台接骨院

 DNS 3046 東京都三ツ橋　勇美 ﾐﾂﾊｼ ｲｻﾐ おれおれ
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