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総合タイム

【速報/リザルト】

平成24年（2012年）3月3日（土）

種目：【10kmの部】
カテゴリー：【一般10km (男子)】

第1回 日産ふれあいロードレース

順位 No 氏名 フリガナ 1周目タイム 2周目タイム

1 211 草薙　眞一郎 クサナギ　シンイチロウ 　17:25 　17:59 　35:24

2 173 楠　直人 クス　ナオト 　18:23 　18:58 　37:21

3 138 谷津　徹 ヤツ　トオル 　18:39 　18:56 　37:35

4 151 山井　保道 ヤマイ　ヤスミチ 　18:40 　19:06 　37:46

5 158 根本　雅通 ネモト　マサユキ 　19:15 　19:10 　38:25

6 108 小早川 聖 コバヤカワ サトル 19:06 19:27 38:33

総合タイム順位 No. 氏名 フリガナ 1周目タイム 2周目タイム

6 108 小早川　聖 コバヤカワ サトル 19:06 19:27 38:33

7 162 桑形　雅臣 クワガタ　マサオミ 　19:01 　19:35 　38:36

8 187 穂垣　周三 ホガキ　シュウゾウ 　18:47 　20:08 　38:55

9 204 藤田　吉史 フジタ　ヨシフミ 　19:51 　19:28 　39:19

10 163 中村　圭介 ナカムラ　ケイスケ 　19:06 　20:23 　39:29

11 167 加藤　佑真 　19:56 　19:43 　39:39

12 182 三代　武志 ミシロ　タケシ 　19:33 　20:14 　39:47

13 137 黒岩　丈司 クロイワ　タケシ 　19:41 　20:38 　40:19

14 146 加藤　孝一 カトウ　コウイチ 　20:21 　20:30 　40:51

15 169 田村　昌義 タムラ　マサヨシ 　19:54 　21:00 　40:54

16 206 石塚　義久 イシヅカ　ヨシヒサ 　20:08 　20:49 　40:57

17 201 茂木　信一 モギ　シンイチ 　20:10 　20:49 　40:59

18 110 大野　利治 　20:34 　20:46 　41:20

19 159 市川 雅明 イチカワ マサアキ 20 42 21 18 42 0019 159 市川　雅明 イチカワ マサアキ 20:42 21:18 42:00

20 102 古高　伸浩 　21:05 　20:59 　42:04

21 175 古川　英夫 フルカワ　ヒデオ 　20:57 　21:35 　42:32

22 141 赤野　友樹 アカノ　トモキ 　21:08 　21:36 　42:44

23 132 生田目　耕 ナマメタ　コウ 　23:07 　19:46 　42:53

24 157 森谷　拓人 モリヤ　タクト 　21:06 　22:23 　43:29

25 116 川崎　友也 カワサキ　トモヤ 　21:49 　21:43 43:32

26 190 菅俣　正之 スガマタ　マサユキ 　21:36 　22:04 　43:40

27 119 町田　文彦 マチダ　フミヒコ 　21:30 　22:27 　43:57

28 156 浦郷　隼一 ウラゴウ　ジュンイチ 　20:50 　23:15 　44:05

29 194 大井　孝作 オオイ　コウサク 　21:37 　22:48 　44:25

30 127 村井　清治 ムライ　セイジ 　22:11 　22:38 　44:49

31 193 金子　充 カネコ　ミツル 　22:05 　23:09 　45:14

32 178 千手 淳司 センテ アツシ 22 27 22 49 45 1632 178 千手　淳司 センテ アツシ 22:27 22:49 45:16

33 114 佐々木　勝二 ササキ　カツジ 　22:50 　22:30 　45:20

34 165 恩田　悦夫 オンダ　エツオ 　22:47 　22:38 　45:25

35 109 鈴木　堅大 スズキ　ケンタ 　22:08 　23:50 　45:58

36 161 福前　義弘 フクマエ　ヨシヒロ 　22:49 　23:12 　46:01

37 208 谷内　秀行 ヤチ　ヒデユキ 　23:23 　22:50 　46:13

38 186 渡部　敬之 ワタベ タカユキ 22:01 24:30 46:31渡部 敬

39 198 伊藤　浩 イトウ　ヒロシ 　22:44 　23:50 　46:34

40 179 阿部　真也 アベ　シンヤ 　23:03 　23:32 　46:35

41 164 添田　健 ソエダ　ケン 　23:13 　23:41 　46:54

42 189 濱口　和義 ハマグチ　カズヨシ 　23:02 　24:01 　47:03

43 212 吉田　尚弘 ヨシダ　ナオヒロ 　24:25 　23:12 　47:37
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順位 No 氏名 フリガナ 1周目タイム 2周目タイム 総合タイム順位 No. 氏名 フリガナ 1周目タイム 2周目タイム

44 124 佐野　康二 サノ　コウジ 　22:58 　24:43 　47:41

45 131 高須　堅次 タカス　ケンジ 　23:11 　24:46 　47:57

46 177 松藤　保男 マツフジ　ヤスオ 　23:45 　24:44 　48:29

47 135 川村　敦史 カワムラ　アツシ 　24:07 　24:23 　48:30

48 130 鍛代　敏彦 キタイ　トシヒコ 　23:19 　25:15 　48:34

49 134 加藤 俊明 カトウ トシアキ 25:14 24:07 49:2149 134 加藤　俊明 カトウ トシアキ 25:14 24:07 49:21

50 192 寺田　篤志 テラダ　アツシ 　24:43 　24:50 　49:33

51 154 勝又　道雄 カツマタ　ミチオ 　24:50 　24:44 　49:34

52 203 今村　正樹 イマムラ　マサキ 　24:17 　25:22 　49:39

53 168 福沢　猛美 フクザワ　タケヨシ 　24:57 　24:50 　49:47

54 150 奥村　敬一 オクムラ　ケイイチ 　23:42 　26:09 　49:51

55 191 渡邉　宗光 ワタナベ　ムネミツ 　24:49 　25:07 　49:56

56 133 田中　守 タナカ　マモル 　24:10 　25:53 　50:03

57 112 市原　賢治 　24:57 　25:07 　50:04

58 118 山崎　敏治 ヤマザキ　トシハル 　24:46 　25:33 　50:19

59 136 増田　一郎 マスダ　イチロウ 　26:19 　24:18 　50:37

60 202 茂木　勇悟 モテギ　ユウゴ 　25:38 　25:02 　50:40

61 115 飯田　篤 イイダ　アツシ 　24:55 　26:08 　51:03

62 185 松本 和久 マツモト カズヒサ 25 03 26 17 51 2062 185 松本　和久 マツモト カズヒサ 25:03 26:17 51:20

63 184 渡部　敦弘 ワタナベ　アツヒロ 　24:57 　26:31 　51:28

64 170 高橋　一正 タカハシ　カズマサ 　25:13 　26:16 　51:29

65 205 堀　達郎 ホリ　タツロウ 　25:30 　26:16 　51:46

66 196 藤森　冨男 フジモリ　トミオ 　25:43 　26:26 　52:09

67 117 蓮見　廣史 ハスミ　ヒロシ 　25:46 　26:41 　52:27

68 120 田辺　和之 タナベ　カズユキ 　26:44 　26:22 53:06

69 210 越智　邦彦 オチ　クニヒコ 　27:50 　25:19 　53:09

70 195 伊豆田　守 イズタ　マモル 　26:33 　26:54 　53:27

71 105 青柳　和伴 　25:59 　27:38 　53:37

72 104 高橋　万蔵 　27:09 　26:40 　53:49

73 153 近藤　克己 コンドウ　カツミ 　26:46 　27:36 　54:22

74 200 原田　敏明 ハラダ　トシアキ 　26:22 　28:09 　54:31

75 174 山内 崇寛 ヤマウチ タカヒロ 24 08 30 27 54 3575 174 山内 崇寛 ヤマウチ タカヒロ 24:08 30:27 54:35

76 181 遠藤　満之 エンドウ　ミツユキ 　27:53 　26:47 　54:40

77 209 藤原　浩司 フジワラ　コウジ 　26:19 　28:32 　54:51

78 197 塩川　久哉 シオカワ　ヒサヤ 　25:53 　28:58 　54:51

79 199 布目　義美 ヌノメ ヨシミ 　27:04 　28:00 　55:04

80 144 二郷　二郎 ニゴウ　ジロウ 　26:39 　28:26 　55:05

81 160 柳田　篤 28:05 27:14 55:19柳

82 180 中　裕明 ナカ　ヒロアキ 　27:07 　28:51 　55:58

83 113 神崎　和夫 カンザキ　カズオ 　27:57 　28:06 　56:03

84 129 小島　三郎 コジマ　サブロウ 　28:14 　28:41 　56:55

85 140 赤野　勝廣 アカノ　カツヒロ 　27:41 　29:21 　57:02

86 166 菅原　恭一 スガワラ　キョウイチ 　29:59 　27:40 　57:39
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87 207 小柴　啓一 コシバ　ケイイチ 　28:42 　29:06 　57:48

88 128 山﨑　隆史 ヤマザキ　タカシ 　29:42 　28:55 　58:37

89 103 三橋　澄夫 ミツハシ　スミオ 　29:52 　30:10 　1:00:02

90 122 小澤　茂 オザワ　シゲル 　29:05 　31:12 　1:00:17

91 126 木村　利明 キムラ　トシアキ 　31:35 　33:12 　1:04:47

92 172 島野 哲弥 シマノ テツヤ 31:15 33:41 1:04:5692 172 島野　哲弥 シマノ テツヤ 31:15 33:41 1:04:56

93 145 山内　真 ヤマウチ　シン 　30:40 　34:16 　1:04:56

94 106 斉藤　安広 　31:22 　34:24 　1:05:46

95 139 松本　克史 マツモト　カツミ 　32:22 　34:44 　1:07:06

96 125 瀬戸　隆志 セト　タカシ 　33:13 　35:51 　1:09:04

棄権 101 加藤　周

棄権 107 杉浦　晃弘

棄権 111 船田　良吉 フナダ　リョウキチ

棄権 121 藤川　静夫 フジカワ　フジオ

棄権 123 小脇　正一郎

棄権 142 渡辺　健 ワタナベ　ケン

棄権 143 宮崎　芳三

棄権 147 山元　浩晃 ヤマモト　ヒロアキ

棄権 148 山元 康祐 ヤマモト ユウスケ棄権 148 山元　康祐 ヤマモト ユウスケ

棄権 149 清水　重人 シミズ　シゲジ

棄権 152 岡本　たかし オカモト　タカシ

棄権 155 村山　昭夫

棄権 171 大山　祐一 オオヤマ　ユウイチ

棄権 176 武本　雄高 タケモト　ユタカ

棄権 183 松本　和久 マツモト　カズヒサ

棄権 188 松田　拓郎 マツダ　タクロウ


