
第19回ハイテクハーフマラソン【 3キロマラソン男⼦ ⼀般の部】⼤会結果（速報値）

部⾨順位 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 タイム

1 377 福元 翔輝 フクモト ショウキ - 00:08:59

2 348 佐藤 ⼒也 サトウ リキヤ - 00:09:06

3 330 加藤 晟⼈ カトウ アキヒト - 00:09:12

4 313 外⼭ ⾼広 トヤマ タカヒロ - 00:09:14

5 368 ⼭本 雄 ヤマモト ツヨシ - 00:09:17

6 350 樋⼝ 雄平 ヒグチ ユウヘイ - 00:09:17

7 358 ⼩礒 夏樹 コイソ ナツキ - 00:09:23

8 359 本⽥ 昂佑 ホンダ コウスケ - 00:09:37

9 333 ⼩林 祐⼀朗 コバヤシ ユウイチロウ - 00:09:40

10 339 吉⽥ 拓⽮ ヨシダ タクヤ - 00:09:50

11 379 ⼩柳 祐介 オヤナギ ユウスケ - 00:09:59

12 332 ⽯塚 ⼀⾺ イシヅカ カズマ - 00:10:09

13 369 ⾚⽻ 恭弥 アカハネ キョウヤ - 00:10:22

14 356 吉⽥ 楓実也 ヨシダ フミヤ - 00:10:23

15 319 烏⽥ 達也 カラスダ タツヤ - 00:10:26

16 352 ⽯塚 有葵 イシヅカ ユウギ - 00:10:37

17 341 安⽥ 圭司 ヤスダ ケイジ - 00:11:09

18 305 ⽥中 貴朗 タナカ ヨシアキ - 00:11:44

19 354 三⽊ 聰 ミキ サトシ - 00:12:00

20 327 有吉 康幸 アリヨシ ヤスユキ - 00:12:04

21 337 川浪 康範 カワナミ ヤスノリ - 00:13:27

22 367 ⼭⽥ 敬 ヤマダ タカシ - 00:14:28

23 365 古内 巧 フルウチ タクミ - 00:14:43

24 306 ⾼森 幹雄 タカモリ ミキオ - 00:14:46

25 310 ⽯原 洋⼈ イシハラ ヒロヒト - 00:15:03

26 357 河内 弘⾏ カワウチ ヒロユキ - 00:15:15

27 383 前⽥ 祥太 マエダ ショウタ - 00:15:27

28 366 近藤 佑亮 コンドウ ユウスケ - 00:15:51

29 362 酒井 康⾏ サカイ ヤスユキ - 00:16:00

30 335 熊⾕ 友宏 クマガイ トモヒロ - 00:16:03

31 303 深⾕ ⽂彦 フカヤ フミヒコ - 00:16:12

32 301 ⼩⼭内 崇峰 オサナイ タカオ - 00:16:17

33 336 ⾼津 淳⼀ タカツ ジュンイチ - 00:16:27

34 338 ⾦⼦ 悟 カネコ サトル - 00:16:30

35 317 植松 ⾼志 ウエマツ タカシ - 00:16:32
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36 324 箕輪 正良 ミノワ マサヨシ - 00:16:36

37 326 松本 崇 マツモト タカシ - 00:16:36

38 345 ⿑藤 太⼀ サイトウ タイチ - 00:16:39

39 315 佐藤 義貴 サトウ ヨシタカ - 00:16:49

40 308 ⼭中 保秀 ヤマナカ ヤスヒデ - 00:17:16

41 314 ⽯村 浩志 イシムラ ヒロシ - 00:17:28

42 342 ⻄川 晋吾 ニシカワ シンゴ - 00:17:37

43 325 櫻井 正雄 サクライ マサオ - 00:17:45

44 364 ⼩池 孝⼀ コイケ コウイチ - 00:17:49

45 361 堀 賢⼆ ホリ - 00:17:52

46 321 ガラチョル マティン マティン マティン - 00:18:04

47 329 丹野 研⼀郎 タンノ ケンイチロウ - 00:18:11

48 376 ⼩笠原 惇 オガサワラ マコト - 00:18:29

49 346 ⽥辺 優 タナベ ユウ - 00:18:31

50 363 ⾨井 義夫 カドイ ヨシオ - 00:18:40

51 371 阿部 孝夫 アベ タカオ - 00:18:41

52 372 ⻄尾 幸次郎 ニシオ コウジロウ - 00:18:42

53 373 ⽯井 宏和 イシイ ヒロカズ - 00:18:42

54 344 都川 隆裕 ツガワ タカヒロ - 00:18:42

55 318 岡村 英男 オカムラ ヒデオ - 00:18:54

56 309 町⽥ 健⼀ マチダ ケンイチ - 00:18:59

57 320 久保⽥ 明弘 クボタ アキヒロ - 00:19:02

58 380 ⽯井 嶺苑 イシイ レオン - 00:19:06

59 375 加藤 顕 カトウ アキラ - 00:20:13

60 355 村上 剛 ムラカミ ゴウ - 00:20:22

61 347 相蘓 崇⼈ アイソ タカト - 00:20:43

62 331 澤⽥ 昌平 サワダ ショウヘイ - 00:22:20

63 360 佐野 哲郎 サノ - 00:26:27

部⾨順位 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 タイム
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