
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 332 山崎 優 ヤマザキ ユウ 1:24:04

2 312 染谷 友哉 ソメヤ トモヤ 1:27:22

3 322 西村 優希 ニシムラ ユウキ 1:33:59

4 318 塚田　鉄也 ツカダ　テツヤ 1:36:05

5 329 増田　真也 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ 1:37:16

6 315 田部井　英真 ﾀﾍﾞｲ ﾋﾃﾞﾏｻ 1:37:19

7 327 藤原　正紫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 1:38:34

8 320 中島 亮 ナカジマ リョウ 1:38:55

9 336 渡辺 龍二 ワタナベ リュウジ 1:39:36

10 330 三浦　季純 ﾐｳﾗ ﾄｼｽﾞﾐ 1:39:54

11 308 黒田　直祐 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵｽｹ 1:41:45

12 317 田村　勇介 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 1:42:04

13 325 日比 隆一 ヒビ リュウイチ 1:42:07

14 326 藤田　恭平 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 1:42:30

15 335 渡邉 寛己 ワタナベ ヒロミ 1:43:53

16 303 池田　健人 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 1:48:07

17 314 田島 紀夫 タジマ ノリオ 1:50:52

18 316 玉村 弘 タマムラ ヒロシ 1:51:29

19 311 柴田 満 シバタ ミツル 1:52:43

20 309 佐藤　一徳 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 1:52:47

21 302 新井 勝 アライ スグル 1:53:35

22 313 高久 靖人 タカク ヤスト 1:55:45

23 328 前田　雄哉 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 1:56:16

24 321 中村　明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 1:57:13

25 306 加藤　亮祐 ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 1:58:59

26 304 一戸 和也 イチノヘ カズヤ 1:59:57

27 319 辻本　美樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼｷ 2:04:01

28 331 山崎　智明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 2:04:27

29 334 吉崎 達也 ヨシザキ タツヤ 2:06:27

30 307 岸田 力丸 キシダ リキマル 2:27:54

- 301 朝田　健一郎 ｱｻﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ -

- 305 大山　浩 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ -

- 310 澤　徹 ｻﾜ ﾄｵﾙ -

- 323 長谷川 太郎 ハセガワ タロウ -

- 324 畑山 進之輔 ハタヤマ シンノスケ -

- 333 山田　日月 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾂﾞｷ -

第1回　横浜ウインターマラソン

21kmの部　男子



順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 354 伊藤 成美 イトウ ナルミ 1:53:37

2 356 鈴木 ひなの スズキ ヒナノ 1:59:17

3 358 久川　理恵子 ﾋｻｶﾜ ﾘｴｺ 2:05:17

4 355 大丸　優 ｵｵﾏﾙ ﾕｳ 2:08:51

5 361 柳田　友紀子 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｷｺ 2:14:31

6 360 丸山 果南 マルヤマ カナ 2:16:28

7 351 新井 政子 アライ マサコ 2:17:31

8 362 若木 陽子 ワカキ ヨウコ 2:25:57

9 352 石川 朋子 イシカワ トモコ 2:35:28

- 359 平野 恵 ヒラノ メグミ -

- 357 長嶺　美紀 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｷ -

- 353 櫟 彩 イチノキ アヤ -

※氏名につきましては、エントリー時にご入力頂いた情報を掲載しております。

21kmの部　女子


