
【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km 15km 20km 21.0975km カテゴリー
カテゴリー

順位

1 29 大野　純 オオノ　ジュン  1:12:56  16:59  34:12 (17:13)  51:48 (17:36)  1:08:53 (17:05)  1:12:56 (4:03) 男子30～39歳 1

2 131 藤原　拓 フジワラ　タク  1:13:46  17:01  34:08 (17:07)  51:31 (17:23)  1:09:36 (18:05)  1:13:46 (4:10) 男子30～39歳 2

3 133 堀内　翔太 ホリウチ　ショウタ  1:15:45  17:31  35:25 (17:54)  53:30 (18:05)  1:11:35 (18:05)  1:15:45 (4:10) 男子30～39歳 3

4 8 新井　龍 アライ　リョウ  1:16:13  17:39  35:23 (17:44)  53:34 (18:11)  1:12:01 (18:27)  1:16:13 (4:12) 男子30～39歳 4

5 127 廣田　雄樹 ヒロタ　ユウキ  1:16:45  17:40  35:24 (17:44)  53:28 (18:04)  1:11:07 (17:39)  1:16:45 (5:38) 男子30～39歳 5

6 170 奥野　直倖 オクノ　ナオユキ  1:17:32  18:02  36:07 (18:05)  54:34 (18:27)  1:13:33 (18:59)  1:17:32 (3:59) 男子29歳以下 1

7 23 打木　寛之 ウチキ　ヒロユキ  1:17:43  18:20  36:44 (18:24)  55:08 (18:24)  1:13:30 (18:22)  1:17:43 (4:13) 男子30～39歳 6

8 56 斉藤　斉 サイトウ　ヒトシ  1:19:40  18:31  37:26 (18:55)  56:31 (19:05)  1:15:30 (18:59)  1:19:40 (4:10) 男子40～49歳 1

9 54 小堀　光 コボリ　ヒカリ  1:20:44  18:53  38:28 (19:35)  57:48 (19:20)  1:16:39 (18:51)  1:20:44 (4:05) 男子30～39歳 7

10 169 吉田　尚平 ヨシダ　ショウヘイ  1:21:45  19:47  39:10 (19:23)  58:16 (19:06)  1:17:29 (19:13)  1:21:45 (4:16) 男子40～49歳 2

11 157 吉田　浩二 ヨシダ　コウジ  1:22:06  18:23  37:36 (19:13)  57:25 (19:49)  1:17:34 (20:09)  1:22:06 (4:32) 男子50～59歳 1

12 136 増田　修平 マスダ　シュウヘイ  1:22:32  18:28  38:46 (20:18)  59:10 (20:24)  1:18:12 (19:02)  1:22:32 (4:20) 男子30～39歳 8

13 137 松尾　真嗣 マツオ　シンジ  1:22:52  19:10  38:42 (19:32)  58:26 (19:44)  1:18:22 (19:56)  1:22:52 (4:30) 男子40～49歳 3

14 108 中村　雅 ナカムラ　マサシ  1:23:25  19:46  39:31 (19:45)  59:02 (19:31)  1:18:47 (19:45)  1:23:25 (4:38) 男子40～49歳 4

15 162 渡辺　祥平 ワタナベ　ショウヘイ  1:24:42  20:09  40:14 (20:05)  1:00:09 (19:55)  1:20:04 (19:55)  1:24:42 (4:38) 男子30～39歳 9

16 70 清水　聡 シミズ　サトシ  1:26:12  19:39  39:11 (19:32)  59:52 (20:41)  1:21:21 (21:29)  1:26:12 (4:51) 男子40～49歳 5

17 68 島津　正孝 シマヅ　マサタカ  1:26:18  19:16  39:07 (19:51)  59:51 (20:44)  1:21:43 (21:52)  1:26:18 (4:35) 男子30～39歳 10

18 154 吉上　直弥 ヨシガミ　ナオヤ  1:26:55  19:38  39:26 (19:48)  1:00:08 (20:42)  1:21:41 (21:33)  1:26:55 (5:14) 男子30～39歳 11

19 168 石田　賢 イシダ　サトシ  1:28:03  20:10  40:17 (20:07)  1:01:13 (20:56)  1:23:00 (21:47)  1:28:03 (5:03) 男子30～39歳 12

20 86 高橋　良太 タカハシ　リョウタ  1:28:31  21:04  42:07 (21:03)  1:03:19 (21:12)  1:23:57 (20:38)  1:28:31 (4:34) 男子30～39歳 13

21 12 石井　一 イシイ　ハジメ  1:28:52  21:06  42:08 (21:02)  1:03:23 (21:15)  1:24:21 (20:58)  1:28:52 (4:31) 男子40～49歳 6

22 40 上村　亮 カミムラ　リョウ  1:29:16  20:07  40:42 (20:35)  1:02:19 (21:37)  1:24:31 (22:12)  1:29:16 (4:45) 男子40～49歳 7

23 81 鈴木　祐太 スズキ　ユウタ  1:29:18  19:15  39:36 (20:21)  1:02:24 (22:48)  1:24:28 (22:04)  1:29:18 (4:50) 男子30～39歳 14

24 6 新井　健至 アライ　ケンジ  1:30:52  20:10  41:20 (21:10)  1:03:13 (21:53)  1:25:53 (22:40)  1:30:52 (4:59) 男子40～49歳 8
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25 132 船倉　大輔 フナクラ　ダイスケ  1:32:20  18:50  40:14 (21:24)  1:03:05 (22:51)  1:26:38 (23:33)  1:32:20 (5:42) 男子29歳以下 2

26 94 谷尻　将史 タニジリ　マサシ  1:32:25  22:00  43:26 (21:26)  1:04:42 (21:16)  1:27:16 (22:34)  1:32:25 (5:09) 男子40～49歳 9

27 44 菊池　雄太 キクチ　ユウタ  1:32:32  21:06  42:09 (21:03)  1:03:24 (21:15)  1:27:21 (23:57)  1:32:32 (5:11) 男子30～39歳 15

28 146 元井　隆 モトイ　タカシ  1:32:55  21:28  43:19 (21:51)  1:05:28 (22:09)  1:27:51 (22:23)  1:32:55 (5:04) 男子40～49歳 10

29 3 浅利　知宏 アサリ　トモヒロ  1:33:23  20:42  41:59 (21:17)  1:04:29 (22:30)  1:28:01 (23:32)  1:33:23 (5:22) 男子30～39歳 16

30 156 吉田　郁也 ヨシダ　イクヤ  1:33:36  20:12  42:55 (22:43)  1:05:34 (22:39)  1:28:38 (23:04)  1:33:36 (4:58) 男子29歳以下 3

31 38 金子　武史 カネコ　タケフミ  1:33:41  22:13  44:33 (22:20)  1:06:52 (22:19)  1:28:53 (22:01)  1:33:41 (4:48) 男子40～49歳 11

32 92 田中　真吾 タナカ　シンゴ  1:33:52  19:51  41:34 (21:43)  1:04:19 (22:45)  1:28:10 (23:51)  1:33:52 (5:42) 男子40～49歳 12

33 75 新留　敏昭 シンドメ　トシアキ  1:34:16  20:13  44:30 (24:17)  1:06:55 (22:25)  1:29:13 (22:18)  1:34:16 (5:03) 男子40～49歳 13

34 97 田村　一也 タムラ　カズヤ  1:34:57  21:53  43:42 (21:49)  1:06:08 (22:26)  1:29:28 (23:20)  1:34:57 (5:29) 男子50～59歳 2

35 158 吉野　匠 ヨシノ　タクミ  1:35:01  21:05  43:18 (22:13)  1:06:27 (23:09)  1:29:42 (23:15)  1:35:01 (5:19) 男子40～49歳 14

36 30 大平　賢治 オオヒラ　ヨシハル  1:35:05  21:01  42:42 (21:41)  1:05:38 (22:56)  1:29:42 (24:04)  1:35:05 (5:23) 男子30～39歳 17

37 13 石田　太陽 イシダ　タイヨウ  1:35:33  20:10  41:56 (21:46)  1:05:12 (23:16)  1:29:48 (24:36)  1:35:33 (5:45) 男子40～49歳 15

38 10 生亀　浩二郎 イキガメ　コウジロウ  1:35:55  21:07  45:19 (24:12)  1:09:01 (23:42)  1:31:15 (22:14)  1:35:55 (4:40) 男子40～49歳 16

39 163 渡辺　雄一郎 ワタナベ　ユウイチロウ  1:36:49  21:27  44:01 (22:34)  1:07:41 (23:40)  1:32:16 (24:35)  1:36:49 (4:33) 男子40～49歳 17

40 34 門　洋一 カド　ヨウイチ  1:37:02  23:40  46:52 (23:12)  1:09:41 (22:49)  1:32:15 (22:34)  1:37:02 (4:47) 男子50～59歳 3

41 115 橋本　稔 ハシモト　ミノル  1:37:04  20:09  41:54 (21:45)  1:05:51 (23:57)  1:31:10 (25:19)  1:37:04 (5:54) 男子30～39歳 18

42 105 仲條　勇斗 ナカジョウ　ユウト  1:37:13  23:36  46:49 (23:13)  1:09:39 (22:50)  1:32:11 (22:32)  1:37:13 (5:02) 男子29歳以下 4

43 31 岡崎　利紀 オカザキ　トシキ  1:37:58  23:08  46:13 (23:05)  1:09:31 (23:18)  1:32:25 (22:54)  1:37:58 (5:33) 男子50～59歳 4

44 85 高橋　秀樹 タカハシ　ヒデキ  1:39:15  21:40  43:55 (22:15)  1:08:24 (24:29)  1:33:12 (24:48)  1:39:15 (6:03) 男子50～59歳 5

45 72 志村　智久 シムラ　トモヒサ  1:39:43  24:46  48:20 (23:34)  1:11:44 (23:24)  1:34:40 (22:56)  1:39:43 (5:03) 男子30～39歳 19

46 84 高橋　航平 タカハシ　コウヘイ  1:39:57  21:02  42:07 (21:05)  1:05:45 (23:38)  1:34:36 (28:51)  1:39:57 (5:21) 男子30～39歳 20

47 33 葛山　秀敏 カツラヤマ　ヒデトシ  1:40:15  22:14  44:37 (22:23)  1:08:36 (23:59)  1:34:45 (26:09)  1:40:15 (5:30) 男子50～59歳 6

48 61 三枝　明 サンシ　アキラ  1:40:39  22:10  45:03 (22:53)  1:09:29 (24:26)  1:34:58 (25:29)  1:40:39 (5:41) 男子60歳以上 1
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49 161 米澤　雅行 ヨネザワ　マサユキ  1:41:15  22:25  46:02 (23:37)  1:09:56 (23:54)  1:35:31 (25:35)  1:41:15 (5:44) 男子40～49歳 18

50 46 久保川　繁樹 クボカワ　シゲキ  1:41:15  23:07  46:23 (23:16)  1:10:30 (24:07)  1:35:46 (25:16)  1:41:15 (5:29) 男子50～59歳 7

51 110 西村　和則 ニシムラ　カズノリ  1:41:23  23:10  46:00 (22:50)  1:09:28 (23:28)  1:35:01 (25:33)  1:41:23 (6:22) 男子50～59歳 8

52 153 横田　直裕 ヨコタ　ナオヒロ  1:41:27  21:16  44:42 (23:26)  1:10:20 (25:38)  1:35:56 (25:36)  1:41:27 (5:31) 男子40～49歳 19

53 41 亀浜　功裕 カメハマ　カツヒロ  1:41:36  23:36  46:49 (23:13)  1:10:36 (23:47)  1:35:49 (25:13)  1:41:36 (5:47) 男子30～39歳 21

54 20 井上　保美 イノウエ　ヤスミ  1:41:48  24:40  49:10 (24:30)  1:12:53 (23:43)  1:36:26 (23:33)  1:41:48 (5:22) 男子50～59歳 9

55 69 清水　修 シミズ　オサム  1:43:12  21:03  42:21 (21:18)  1:13:08 (30:47)  1:37:46 (24:38)  1:43:12 (5:26) 男子50～59歳 10

56 91 田中　健司 タナカ　ケンジ  1:43:18  22:14  45:52 (23:38)  1:11:19 (25:27)  1:37:36 (26:17)  1:43:18 (5:42) 男子50～59歳 11

57 62 塩見　修平 シオミ　シュウヘイ  1:43:22  23:36  46:53 (23:17)  1:11:28 (24:35)  1:37:39 (26:11)  1:43:22 (5:43) 男子30～39歳 22

58 58 佐々木　優 ササキ　ユタカ  1:44:00  24:44  49:28 (24:44)  1:14:10 (24:42)  1:38:46 (24:36)  1:44:00 (5:14) 男子30～39歳 23

59 39 鎌倉　孝明 カマクラ　タカアキ  1:44:15  21:09  45:02 (23:53)  1:11:11 (26:09)  1:38:07 (26:56)  1:44:15 (6:08) 男子60歳以上 2

60 120 日高　啓介 ヒダカ　ケイスケ  1:44:18  24:38  49:17 (24:39)  1:14:03 (24:46)  1:38:43 (24:40)  1:44:18 (5:35) 男子40～49歳 20

61 64 柴　尚只 シバ　ナオタダ  1:45:29  22:26  46:22 (23:56)  1:11:31 (25:09)  1:39:35 (28:04)  1:45:29 (5:54) 男子40～49歳 21

62 87 高屋　智行 タカヤ　トモユキ  1:46:09  23:37  46:58 (23:21)  1:12:49 (25:51)  1:40:09 (27:20)  1:46:09 (6:00) 男子40～49歳 22

63 22 臼井　哲夫 ウスイ　テツオ  1:46:12  22:09  46:16 (24:07)  1:14:15 (27:59)  1:40:17 (26:02)  1:46:12 (5:55) 男子50～59歳 12

64 167 江坂　泰幸 エサカ　ヤスユキ  1:46:47  24:41  49:43 (25:02)  1:16:04 (26:21)  1:41:22 (25:18)  1:46:47 (5:25) 男子50～59歳 13

65 89 武政　勲 タケマサ　イサオ  1:47:41  24:43  49:42 (24:59)  1:14:50 (25:08)  1:41:31 (26:41)  1:47:41 (6:10) 男子40～49歳 23

66 76 菅原　伸明 スガワラ　ノブアキ  1:47:50  21:05  42:09 (21:04)  1:09:09 (27:00)  1:42:20 (33:11)  1:47:50 (5:30) 男子40～49歳 24

67 88 竹内　青慈 タケウチ　セイジ  1:48:44  24:52  50:42 (25:50)  1:17:10 (26:28)  1:43:04 (25:54)  1:48:44 (5:40) 男子50～59歳 14

68 24 浦田　浩 ウラタ　ヒロシ  1:49:41  26:27  52:30 (26:03)  1:18:20 (25:50)  1:43:37 (25:17)  1:49:41 (6:04) 男子50～59歳 15

69 134 前川　正弘 マエガワ　マサヒロ  1:49:48  24:45  49:30 (24:45)  1:15:04 (25:34)  1:43:26 (28:22)  1:49:48 (6:22) 男子40～49歳 25

70 90 田島　康成 タジマ　ヤスナリ  1:49:49  22:34  48:03 (25:29)  1:15:16 (27:13)  1:43:47 (28:31)  1:49:49 (6:02) 男子50～59歳 16

71 73 庄子　和彦 ショウジ　カズヒコ  1:50:39  25:08  51:35 (26:27)  1:17:35 (26:00)  1:45:00 (27:25)  1:50:39 (5:39) 男子50～59歳 17

72 28 大沼　宏 オオヌマ　ヒロシ  1:51:14  25:26  51:19 (25:53)  1:17:47 (26:28)  1:45:06 (27:19)  1:51:14 (6:08) 男子50～59歳 18
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73 25 大頭　真洋 オオガシラ　シンヨウ  1:52:01  23:25  50:31 (27:06)  1:20:29 (29:58)  1:46:30 (26:01)  1:52:01 (5:31) 男子50～59歳 19

74 165 高橋　尚之 タカハシ　ナオユキ  1:53:06  25:17  52:36 (27:19)  1:20:16 (27:40)  1:47:27 (27:11)  1:53:06 (5:39) 男子50～59歳 20

75 53 小林　大輔 コバヤシ　ダイスケ  1:53:18  25:57  50:55 (24:58)  1:17:46 (26:51)  1:46:48 (29:02)  1:53:18 (6:30) 男子30～39歳 24

76 142 宮本　了介 ミヤモト　リョウスケ  1:53:57  24:40  51:23 (26:43)  1:19:27 (28:04)  1:47:16 (27:49)  1:53:57 (6:41) 男子60歳以上 3

77 151 山田　宏央巳 ヤマダ　ヒロオミ  1:55:33  25:52  53:22 (27:30)  1:22:01 (28:39)  1:29:05 (7:04)  1:55:33 (26:28) 男子40～49歳 26

78 135 眞柄　智博 マガラ　トモヒロ  1:55:52  24:44  49:27 (24:43)  1:16:26 (26:59)  1:48:48 (32:22)  1:55:52 (7:04) 男子40～49歳 27

79 79 鈴木　慎太郎 スズキ　シンタロウ  1:56:06  27:02  53:30 (26:28)  1:20:20 (26:50)  1:49:34 (29:14)  1:56:06 (6:32) 男子50～59歳 21

80 101 手塚　昭彦 テツカ　アキヒコ  1:56:41  24:43  51:04 (26:21)  1:20:19 (29:15)  1:50:01 (29:42)  1:56:41 (6:40) 男子40～49歳 28

81 71 清水　貴之 シミズ　タカユキ  1:57:17  25:23  52:45 (27:22)  1:21:09 (28:24)  1:50:37 (29:28)  1:57:17 (6:40) 男子50～59歳 22

82 11 池田　朗長 イケダ　アキノブ  1:58:15  25:34  52:48 (27:14)  1:23:32 (30:44)  1:51:25 (27:53)  1:58:15 (6:50) 男子30～39歳 25

83 140 宮川　規文 ミヤガワ　ノリフミ  1:59:31  25:46  52:16 (26:30)  1:19:01 (26:45)  1:52:16 (33:15)  1:59:31 (7:15) 男子30～39歳 26

84 109 名兒耶　聡樹 ナゴヤ　サトキ  1:59:34  28:40  56:53 (28:13)  1:25:14 (28:21)  1:53:24 (28:10)  1:59:34 (6:10) 男子29歳以下 5

85 26 大勝　俊次 オオカツ　シュンジ  2:02:07  28:48  56:57 (28:09)  1:25:15 (28:18)  1:54:27 (29:12)  2:02:07 (7:40) 男子50～59歳 23

86 116 長谷川　秀一 ハセガワ　シュウイチ  2:05:27  27:29  54:16 (26:47)  1:55:30 (1:55:30)  2:05:27 (9:57) 男子60歳以上 4

87 78 杉本　鉄也 スギモト　テツヤ  2:07:09  27:19  54:05 (26:46)  1:22:56 (28:51)  1:57:25 (34:29)  2:07:09 (9:44) 男子40～49歳 29

88 93 田中　拓雄 タナカ　タクオ  2:07:10  27:18  54:05 (26:47)  1:22:56 (28:51)  1:57:23 (34:27)  2:07:10 (9:47) 男子40～49歳 30

89 124 平間　洋樹 ヒラマ　ヒロキ  2:08:10  28:44  56:55 (28:11)  1:25:40 (28:45)  2:00:41 (35:01)  2:08:10 (7:29) 男子40～49歳 31

90 7 新井　英俊 アライ　ヒデトシ  2:08:36  26:52  54:15 (27:23)  1:24:52 (30:37)  2:00:26 (35:34)  2:08:36 (8:10) 男子40～49歳 32

91 141 宮本　昭一 ミヤモト　ショウイチ  2:09:27  31:21  1:00:23 (29:02)  1:30:19 (29:56)  2:02:20 (32:01)  2:09:27 (7:07) 男子60歳以上 5

92 99 千田　洸希 チダ　コウキ  2:10:22  24:53  53:26 (28:33)  1:27:52 (34:26)  2:03:22 (35:30)  2:10:22 (7:00) 男子29歳以下 6

93 21 岩崎　健太郎 イワサキ　ケンタロウ  2:10:58  25:22  52:09 (26:47)  1:23:01 (30:52)  2:03:21 (40:20)  2:10:58 (7:37) 男子50～59歳 24

94 125 比留間　晋一 ヒルマ　シンイチ  2:14:11  27:13  55:54 (28:41)  1:28:04 (32:10)  2:06:15 (38:11)  2:14:11 (7:56) 男子30～39歳 27

95 66 島岡　達郎 シマオカ　タツロウ  2:15:10  28:20  55:53 (27:33)  1:27:12 (31:19)  2:07:14 (40:02)  2:15:10 (7:56) 男子40～49歳 33

96 148 矢口　完 ヤグチ　カン  2:16:02  28:46  57:15 (28:29)  1:31:17 (34:02)  2:07:35 (36:18)  2:16:02 (8:27) 男子50～59歳 25
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km 15km 20km 21.0975km カテゴリー
カテゴリー

順位

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【ハーフマラソン（男子）】

97 113 塗木　隼 ヌルキ　ジュン  2:16:15  28:45  58:22 (29:37)  1:31:47 (33:25)  2:07:57 (36:10)  2:16:15 (8:18) 男子30～39歳 28

98 55 五味　智明 ゴミ　トモアキ  2:19:45  28:28  58:05 (29:37)  1:31:35 (33:30)  2:10:00 (38:25)  2:19:45 (9:45) 男子50～59歳 26

99 9 五十嵐　賢大 イガラシ　ケンタ  2:28:40  25:21  55:36 (30:15)  1:33:39 (38:03)  2:19:18 (45:39)  2:28:40 (9:22) 男子29歳以下 7

100 95 多根　隆二 タネ　リュウジ  2:29:18  28:48  58:02 (29:14)  1:34:41 (36:39)  2:19:56 (45:15)  2:29:18 (9:22) 男子60歳以上 6

101 80 鈴木　晴彦 スズキ　ハルヒコ  2:39:44  27:37  1:01:34 (33:57)  1:41:31 (39:57)  2:29:01 (47:30)  2:39:44 (10:43) 男子40～49歳 34

102 1 四十物　利孝 アイモノ　トシタカ  2:45:51  36:15  1:12:06 (35:51)  1:51:26 (39:20)  2:36:47 (45:21)  2:45:51 (9:04) 男子50～59歳 27

DNF 5 我孫子　高宏 アビコ　タカヒロ  28:41  1:01:41 (33:00)  1:41:04 (39:23)  2:25:00 (43:56) 男子50～59歳

DNF 17 伊藤　良二 イトウ　リョウジ  25:27  52:50 (27:23)  1:55:20 (1:02:30)  2:02:46 (7:26) 男子40～49歳

DNF 18 井上　太郎 イノウエ　タロウ  25:06  56:39 (31:33) 男子50～59歳

DNF 35 加藤　清彦 カトウ　キヨヒコ  32:08  1:15:30 (43:22)  2:05:39 (50:09)  2:18:56 (13:17) 男子60歳以上

DNF 36 金子　勝夫 カネコ　カツオ  28:42  56:56 (28:14) 男子50～59歳

DNF 45 工藤　裕司 クドウ　ユウジ  29:10  1:00:31 (31:21)  1:34:37 (34:06)  1:44:06 (9:29) 男子50～59歳

DNF 48 熊田　洋一郎 クマダ　ヨウイチロウ  22:23 男子40～49歳

DNF 50 小島　達也 コジマ　タツヤ  24:39 男子50～59歳

DNF 59 佐藤　怜 サトウ　レイ  18:39  37:43 (19:04) 男子29歳以下

DNF 60 佐間田　孝 サマダ　タカシ  28:02  1:02:36 (34:34) 男子50～59歳

DNF 77 杉浦　彰彦 スギウラ　アキヒコ  20:07  42:53 (22:46) 男子50～59歳

DNF 102 寺西　大 テラニシ　ダイ  34:46  1:14:51 (40:05)  2:00:11 (45:20)  2:50:10 (49:59) 男子40～49歳

DNF 104 鳥海　一仁 トリウミ　カズヒト  19:18  39:42 (20:24) 男子40～49歳

DNF 107 中村　宏一 ナカムラ　コウイチ  22:34  48:07 (25:33) 男子40～49歳

DNF 111 西村　和彦 ニシムラ　カズヒコ  24:25  50:21 (25:56)  1:20:34 (30:13) 男子50～59歳

DNF 114 野澤　孝彰 ノザワ　タカアキ  28:17  1:03:01 (34:44)  1:35:52 (32:51) 男子50～59歳

DNF 117 畠中　辰治 ハタケナカ　タツハル  24:47  38:36 (13:49) 男子50～59歳

DNF 145 村山　慶輔 ムラヤマ　ケイスケ  30:26 男子40～49歳
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km 15km 20km 21.0975km カテゴリー
カテゴリー

順位

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【ハーフマラソン（男子）】

DNF 147 森山　俊介 モリヤマ　シュンスケ  20:12  40:16 (20:04)  1:00:38 (20:22)  1:22:05 (21:27) 男子30～39歳

DNF 152 山本　剛弘 ヤマモト　ヨシヒロ  22:39  47:14 (24:35)  1:14:33 (27:19) 男子60歳以上

DNF 159 福永　良治 ヨシハル　フクナガ  21:47  44:56 (23:09)  1:09:58 (25:02)  1:36:49 (26:51) 男子50～59歳

DNF 164 細谷　智雄 ホソヤ　トモオ  21:58  46:06 (24:08)  1:11:15 (25:09) 男子50～59歳

DNS 2 浅野　幹仁 アサノ　ミキヒト 男子40～49歳

DNS 4 麻生　英一郎 アソウ　エイイチロウ 男子50～59歳

DNS 14 井嶋　光夫 イジマ　ミツオ 男子50～59歳

DNS 15 市川　義親 イチカワ　ヨシチカ 男子60歳以上

DNS 16 伊藤　宏之 イトウ　ヒロユキ 男子40～49歳

DNS 19 井上　雅之 イノウエ　マサユキ 男子40～49歳

DNS 27 大久保　雅之 オオクボ　マサユキ 男子50～59歳

DNS 32 加賀　敏 カガ　サトシ 男子50～59歳

DNS 37 金子　貴英 カネコ　タカヒデ 男子30～39歳

DNS 42 菅　洋 カン　ヒロシ 男子40～49歳

DNS 43 木浦　博史 キウラ　ヒロシ 男子40～49歳

DNS 47 窪寺　義幸 クボデラ　ヨシユキ 男子40～49歳

DNS 49 古川　浩樹 コガワ　ヒロキ 男子40～49歳

DNS 51 小西　洋 コニシ　ヒロシ 男子50～59歳

DNS 52 小林　俊輔 コバヤシ　シュンスケ 男子50～59歳

DNS 57 佐々木　直樹 ササキ　ナオキ 男子50～59歳

DNS 63 品川　昇 シナガワ　ノボル 男子60歳以上

DNS 65 柴田　清久 シバタ　キヨヒサ 男子40～49歳

DNS 67 島田　裕二 シマダ　ユウジ 男子50～59歳

DNS 74 庄田　真人 ショウダ　マサト 男子50～59歳
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km 15km 20km 21.0975km カテゴリー
カテゴリー

順位

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【ハーフマラソン（男子）】

DNS 82 瀬々　寛視 セセ　ヒロミ 男子50～59歳

DNS 83 高木　信哉 タカギ　ノブヤ 男子40～49歳

DNS 96 玉井　清治 タマイ　セイジ 男子50～59歳

DNS 98 田村　亮 タムラ　リョウ 男子30～39歳

DNS 100 中條　誉喬 チュウジョウ　ヨシタカ 男子30～39歳

DNS 103 照内　義明 テルウチ　ヨシアキ 男子40～49歳

DNS 106 中村　孝一 ナカムラ　コウイチ 男子40～49歳

DNS 112 西山　和博 ニシヤマ　カズヒロ 男子30～39歳

DNS 118 早坂　篤 ハヤサカ　アツシ 男子50～59歳

DNS 119 早坂　健一 ハヤサカ　ケンイチ 男子30～39歳

DNS 121 日比野　雄馬 ヒビノ　ユウマ 男子40～49歳

DNS 122 百武　大希 ヒャクタケ　ダイキ 男子29歳以下

DNS 123 平田　和三 ヒラタ　カズミ 男子60歳以上

DNS 126 廣嶼　孝介 ヒロシマ　コウスケ 男子40～49歳

DNS 128 藤井　利哉 フジイ　トシヤ 男子40～49歳

DNS 129 藤下　公介 フジシタ　コウスケ 男子50～59歳

DNS 130 藤原　健太郎 フジワラ　ケンタロウ 男子40～49歳

DNS 138 松本　慶水 マツモト　ケイスイ 男子29歳以下

DNS 139 三島　文一 ミシマ　ブンイチ 男子60歳以上

DNS 143 村上　快史 ムラカミ　タケシ 男子40～49歳

DNS 144 村田　升 ムラタ　ノボル 男子60歳以上

DNS 149 山崎　浩市 ヤマザキ　コウイチ 男子60歳以上

DNS 150 山田　泰平 ヤマダ　タイヘイ 男子30～39歳

DNS 155 吉崎　伸之 ヨシザキ　ノブユキ 男子50～59歳
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km 15km 20km 21.0975km カテゴリー
カテゴリー

順位

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【ハーフマラソン（男子）】

DNS 160 吉宗　俊哉 ヨシムネ　トシヤ 男子50～59歳

DNS 166 後藤　信哉 ゴトウ　シンヤ 男子40～49歳
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km 15km 20km 21.0975km カテゴリー
カテゴリー

順位

1 205 楠瀬　祐子 クスノセ　ユウコ  1:29:04  20:08  40:49 (20:41)  1:02:16 (21:27)  1:24:13 (21:57)  1:29:04 (4:51) 女子40～49歳 1

2 213 根元　香苗 ネモト　カナエ  1:35:16  21:03  42:13 (21:10)  1:05:54 (23:41)  1:29:48 (23:54)  1:35:16 (5:28) 女子30～39歳 1

3 206 佐藤　夕子 サトウ　ユウコ  1:41:21  22:39  46:58 (24:19)  1:11:47 (24:49)  1:35:57 (24:10)  1:41:21 (5:24) 女子50～59歳 1

4 211 土屋　奈緒 ツチヤ　ナオ  1:52:54  24:49  51:41 (26:52)  1:19:49 (28:08)  1:47:03 (27:14)  1:52:54 (5:51) 女子40～49歳 2

5 219 長谷川　規子 ハセガワ　ノリコ  1:54:59  24:46  51:08 (26:22)  1:19:10 (28:02)  1:48:36 (29:26)  1:54:59 (6:23) 女子50～59歳 2

6 220 山内　かおり マヤウチ　カオリ  1:55:14  25:53  52:56 (27:03)  1:20:35 (27:39)  1:49:00 (28:25)  1:55:14 (6:14) 女子40～49歳 3

7 209 関原　史子 セキハラ　フミコ  1:57:57  25:34  53:23 (27:49)  1:22:38 (29:15)  1:51:36 (28:58)  1:57:57 (6:21) 女子50～59歳 3

8 217 山本　貴美子 ヤマモト　キミコ  1:58:53  28:40  55:19 (26:39)  1:23:11 (27:52)  1:52:14 (29:03)  1:58:53 (6:39) 女子50～59歳 4

9 201 大沼　麻由子 オオヌマ　マユコ  2:07:05  28:39  56:53 (28:14)  1:25:21 (28:28)  1:59:13 (33:52)  2:07:05 (7:52) 女子40～49歳 4

10 204 木村　裕子 キムラ　ユウコ  2:08:48  28:50  58:49 (29:59)  1:29:27 (30:38)  2:01:36 (32:09)  2:08:48 (7:12) 女子40～49歳 5

11 208 庄子　冬美 ショウジ　フユミ  2:12:48  28:53  59:20 (30:27)  1:30:51 (31:31)  2:05:09 (34:18)  2:12:48 (7:39) 女子40～49歳 6

12 215 眞柄　直子 マガラ　ナオコ  2:14:41  27:13  54:13 (27:00)  1:32:22 (38:09)  2:08:02 (35:40)  2:14:41 (6:39) 女子50～59歳 5

DNF 203 神田　祐子 カンダ　ユウコ  29:46  1:09:16 (39:30) 女子50～59歳

DNF 212 寺西　美和 テラニシ　ミワ  36:33  1:21:44 (45:11)  2:17:31 (55:47) 女子40～49歳

DNS 202 川崎　望 カワサキ　ノゾミ 女子40～49歳

DNS 207 品川　美智子 シナガワ　ミチコ 女子60歳以上

DNS 210 高田　敬子 タカダ　ケイコ 女子40～49歳

DNS 214 廣井　ゆかり ヒロイ　ユカリ 女子40～49歳

DNS 216 山岡　利恵子 ヤマオカ　リエコ 女子40～49歳

DNS 218 山本　小雪 ヤマモト　コユキ 女子29歳以下

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【ハーフマラソン（女子）】
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km

1 1029 田中　雄太 タナカ　ユウタ  35:38  17:56  35:38 (17:42)

2 1017 熊谷　尚久 クマガイ　ナオヒサ  38:15  18:39  38:15 (19:36)

3 1023 作美　祐介 サクミ　ユウスケ  39:53  19:40  39:53 (20:13)

4 1030 戸田　勇 トダ　イサム  40:41  17:51  40:41 (22:50)

5 1038 馬場　聡 ババ　サトシ  41:31  19:57  41:31 (21:34)

6 1045 間瀬　友浩 マセ　トモヒロ  41:49  21:14  41:49 (20:35)

7 1007 内海　慎吾 ウチウミ　シンゴ  44:25  21:33  44:25 (22:52)

8 1015 川村　賢史 カワムラ　マサフミ  44:37  21:26  44:37 (23:11)

9 1039 早見　真 ハヤミ　マコト  44:59  22:43  44:59 (22:16)

10 1036 波田野　宏 ハタノ　ヒロシ  46:43  23:16  46:43 (23:27)

11 1013 金子　光延 カネコ　ミツノブ  47:13  22:58  47:13 (24:15)

12 1049 最上　浩昭 モガミ　ヒロアキ  47:22  23:49  47:22 (23:33)

13 1037 八田　恒明 ハッタ　ツネアキ  48:11  23:47  48:11 (24:24)

14 1010 小笠原　剛 オガサワラ　ツヨシ  50:20  24:10  50:20 (26:10)

15 1018 小林　諭 コバヤシ　サトシ  50:47  22:53  50:47 (27:54)

16 1033 中井　智紀 ナカイ　トモキ  51:15  25:31  51:15 (25:44)

17 1057 吉田　裕子 ヨシダ　ユウコ  53:52  24:38  53:52 (29:14)

18 1027 高橋　直樹 タカハシ　ナオキ  54:08  25:23  54:08 (28:45)

19 1011 小原　紀美 オバラ　ノリミ  55:48  27:38  55:48 (28:10)

20 1051 森　大樹 モリ　ダイキ  56:04  26:47  56:04 (29:17)

21 1054 山口　和之 ヤマグチ　カズユキ  56:16  27:36  56:16 (28:40)

22 1055 山本　健二 ヤマモト　ケンジ  58:31  27:46  58:31 (30:45)

23 1034 西村　栄一郎 ニシムラ　エイイチロウ  1:01:36  30:54  1:01:36 (30:42)

24 1022 坂巻　慎介 サカマキ　シンスケ  1:03:22  27:51  1:03:22 (35:31)

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【10km（男女）】

1 / 3 ページ



【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【10km（男女）】

25 1044 堀田　昭彦 ホッタ　アキヒコ  1:07:48  31:44  1:07:48 (36:04)

26 1006 浮田　翔 ウキタ　ショウ  1:10:40  30:55  1:10:40 (39:45)

27 1059 瀧野　秀則 タキノ　ヒデノリ  1:11:47  29:21  1:11:47 (42:26)

28 1021 小林　利孝 コバヤシ　トシタカ  1:16:55  32:11  1:16:55 (44:44)

29 1020 小林　哲郎 コバヤシ　テツロウ  1:17:25  38:26  1:17:25 (38:59)

30 1040 原　功 ハラ　イサオ  1:25:35  34:11  1:25:35 (51:24)

DNF 1009 榎本　秀太 エノモト　シュウタ  40:06

DNF 1016 久保田　肇 クボタ　ハジメ  35:49

DNF 1028 田中　智朗 タナカ　トモアキ  42:22

DNS 1001 阿部　敏明 アベ　トシアキ

DNS 1002 阿部　道太 アベ　ミチタ

DNS 1003 有本　礼央 アリモト　レオ

DNS 1004 飯塚　次郎 イイヅカ　ジロウ

DNS 1005 今井　徳郎 イマイ　ノリオ

DNS 1008 江口　啓介 エグチ　ケイスケ

DNS 1012 海原　睦 カイハラ　ムツミ

DNS 1014 河原　武志 カワハラ　タケシ

DNS 1019 小林　達生 コバヤシ　タツオ

DNS 1024 椎名　勝雄 シイナ　カツオ

DNS 1025 鈴木　宏衛 スズキ　ヒロエ

DNS 1026 高須　進一 タカス　シンイチ

DNS 1031 豊島　輝男 トヨシマ　テルオ

DNS 1035 根本　歩 ネモト　アユム

DNS 1041 春田　勝広 ハルタ　カツヒロ
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録 5km 10km

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【10km（男女）】

DNS 1042 福島　聖也 フクシマ　マサヤ

DNS 1043 藤野　淳史 フジノ　アツシ

DNS 1046 松崎　喜正 マツザキ　ヨシマサ

DNS 1048 村越　国昭 ムラコシ　クニアキ

DNS 1050 望月　宏隆 モチヅキ　ヒロタカ

DNS 1052 矢加部　威 ヤカベ　タケシ

DNS 1053 安井　雅也 ヤスイ　マサヤ

DNS 1056 遊佐　真 ユサ　マコト

DNS 1058 若菜　貴 ワカナ　タカシ
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録

1 529 宅島　豊人 タクシマ　トヨヒト  18:26

2 530 小松　靖史 コマツ　ヤスシ  18:39

3 519 谷元　博樹 タニモト　ヒロキ  18:44

4 509 坂尾　裕介 サカオ　ユウスケ  19:18

5 520 田村　建司 タムラ　ケンジ  19:26

6 518 竹澤　伸悟 タケザワ　シンゴ  19:45

7 510 佐藤　空神 サトウ　クウガ  20:06

8 522 中村　沙知 ナカムラ　サチ  20:07

9 528 脇　駿平 ワキ　シュンペイ  20:41

10 517 竹内　久人 タケウチ　ヒサト  21:22

11 512 佐藤　心結 サトウ　ココナ　  21:37

12 511 佐藤　晃一 サトウ　コウイチ  21:47

13 513 清水　孝 シミズ　タカシ  24:48

14 503 太田　弥宏 オオタ　ヤヒロ  29:41

15 507 桐渕　泰雄 キリブチ　ヤスオ  33:19

16 527 山本　綾子 ヤマモト　アヤコ  33:56

17 524 畠中　俊和 ハタナカ　トシカズ  36:15

18 506 小野寺　ゆかり オノデラ　ユカリ  36:41

19 523 畠中　恵美子 ハタナカ　エミコ  39:14

20 526 山口　晃 ヤマグチ　アキラ  40:18

21 525 松本　正 マツモト　タダシ  42:55

22 514 関根　佳幸 セキネ　ヨシユキ  47:28

DNS 501 味沢　基史 アジサワ　モトシ

DNS 502 海老沼　太志 エビヌマ　タイシ

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【5km（男子）】
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【リザルト】

総合
順位

No. 氏名 フリガナ 記録

アラプラスチャレンジ ドリームロードレース
令和3年（2021年）8月29日（日）

種目：【5km（男子）】

DNS 504 岡田　和正 オカダ　カズマサ

DNS 505 奥野　直倖 オクノ　ナオユキ

DNS 508 後藤　由人 ゴトウ　ヨシヒト

DNS 515 高橋　大生 タカハシ　ダイキ

DNS 516 高橋　美樹子 タカハシ　ミキコ

DNS 521 鳥居　邦彦 トリイ　クニヒコ
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