
第１０回湘南藤沢市民マラソン２０２０　１０マイルの部年代別　男子の部結果　(１０代)

年代順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名カナ 市町村県名 所属クラブ名 フィニッシュタイム
1 1377 山村　啓仁 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙﾄ 藤沢市 0:51:20
2 12177 奥谷　研祐 ｵｸﾔ ｹﾝｽｹ 横浜市 湘南工科大学 0:51:28
3 11933 木村　岳里 ｷﾑﾗ ﾀｹｻﾄ 大和市 藤沢西高校 0:52:37
4 1355 佐藤　健斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 藤沢市 藤沢翔陵 0:54:32
5 13682 小泉　翔太 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀﾉ 茅ヶ崎市 0:55:34
6 13479 房野　泰 ﾌｻﾉ ﾀｲ 茅ヶ崎市 鶴嶺高校 0:55:38
7 2813 和田　翔 ﾜﾀﾞ ｼｮｳ 藤沢市 鶴嶺高校 0:55:57
8 1362 蔵品　涼太 ｸﾗｼﾅ ﾘｮｳﾀ 藤沢市 茅ヶ崎北稜高校 0:56:07
9 12178 長谷川　光 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 茅ヶ崎市 湘南工科大学 0:56:50
10 11291 内藤　航平 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 横須賀市 0:56:53
11 1309 中嶋　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 藤沢市 茅ヶ崎北陵 0:56:59
12 10589 佐藤　優輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 小田原市 茅ヶ崎北陵高校 0:57:12
13 2932 菊地　駿輔 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 藤沢市 湘南高 0:57:28
14 2233 上村　佳輝 ｶﾐﾑﾗ ﾖｼｷ 藤沢市 0:58:02
15 1440 水嶋　一紀 ﾐｽﾞｼﾏ ｶｽﾞｷ 藤沢市 0:58:04
16 14051 久野　健法 ﾋｻﾉ ﾀｹﾉﾘ 寒川町 茅ヶ崎高校 1:00:27
17 2982 山口　大喜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 藤沢市 茅ケ崎高校 1:00:27
18 10528 伊藤　ケイ ｲﾄｳ ｹｲ 京都府 1:00:53
19 1320 岩瀨　智悟 ｲﾜｾ ﾁｻﾄ 藤沢市 横浜国際高校 1:01:30
20 2382 浅井　琢大 ｱｻｲ ﾀｸﾋﾛ 藤沢市 藤沢西高等学校 1:01:50
21 2920 三品　雄貴郎 ﾐｼﾅ ﾕｳｷﾛｳ 藤沢市 大和南高校 1:02:47
22 13719 井口　紘太朗 ｲｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 横浜市 湘南学園 1:03:44
23 13641 松山　和樹 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ 横浜市 1:03:46
24 2595 牧田　亘史 ﾏｷﾀ ｺｳｼ 藤沢市 湘南学園高校 1:03:48
25 13803 松岡　新太郎 ﾏﾂｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 鎌倉市 鎌倉高校 1:04:14
26 13853 土屋　功太朗 ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ 鎌倉市 1:05:46
27 13042 荒井　大輔 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 横浜市 藤沢西 1:07:31
28 1374 根本　玲慈 ﾈﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 藤沢市 大和南高校 1:07:34
29 12498 熊倉　夕詩 ｸﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 鎌倉市 藤沢西高等学校 1:08:08
30 13620 和泉　敢大 ｲｽﾞﾐ ｶﾝﾀ 平塚市 岩倉高校 1:09:15
31 2691 尾嶋　孝太 ｵｼﾞﾏ ｺｳﾀ 藤沢市 1:10:23
32 13808 風間　光 ｶｻﾞﾏ ﾋｶﾙ 川崎市 相原高校 1:14:13
33 1388 松本　将人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 藤沢市 1:14:48
34 12432 下田　海斗 ｼﾓﾀﾞ ｶｲﾄ 横浜市 1:14:59
35 13611 関　幸作 ｾｷ ｺｳｻｸ 東京都 駒澤大学 1:16:10
36 2036 大門　洋介 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾖｳｽｹ 藤沢市 桐蔭学園 1:20:54
37 10003 朏島　優也 ﾊｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 平塚市 ヤクルト 1:21:27
38 13518 若林　流希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｷ 横浜市 1:21:41
39 11163 河内　克樹 ｶﾜﾁ ｶﾂｷ 鎌倉市 アレセイア湘南 1:23:21
40 13224 奈良　勇希弥 ﾅﾗ ﾕｷﾔ 埼玉県 1:26:02
41 2192 寺内　智紀 ﾃﾗｳﾁ ﾄﾓｷ 藤沢市 双信商事 1:26:07
42 13610 工藤　亮佑 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 東京都 駒澤大学 1:31:37
43 10018 木村　幸輝 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 横浜市 宝製菓（株） 1:31:52
44 1788 鈴木　涼 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 藤沢市 1:35:30
45 13887 金子　勇樹 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 東京都 1:36:36
46 1658 大津　怜椰 ｵｵﾂ ﾚｲﾔ 藤沢市 1:40:16
47 2924 渡辺　涼介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 藤沢市 1:43:09
48 11597 ナズレイ　ＥＰ ﾅｽﾞﾚｲ ｴﾙｼｬﾌﾟﾄﾗ 鎌倉市 ＰＥＲＪＡＫＡ 1:44:01
49 2287 緒方　蒼天 ｵｶﾞﾀ ｿｳﾃﾝ 藤沢市 西川リビング 1:44:44
50 14054 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 相模原市 1:51:46
51 2571 内田　達己 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂﾐ 藤沢市 2:08:56


