
2016猪苗代横断マラソン大会 （リザルト）
日付： 2015年9月3日（土）

No.
氏 名

Name
フリガナ

性別
Sex クラス         Class

セール No.
Sail No.

マスターす
Masters

レディ-ズ
Ladies

横断タイム
Crossing Time

(H/M/S)
       

1 富澤　仁 トミザワ   ヒトシ 男 横断マラソン２　1位 11 ○ 0:46:04 　

2 石塚　信 イシヅカ　ノブ 男 横断マラソン１　1位 80―11 0:57:35

3 熊谷　耕治 クマガイ　コウジ 男 横断マラソン２　２位 717 1:00:07

4 庄野　嘉高 ショウノ　ヨシタカ 男 横断マラソン２　３位 15-5 1:00:39

5 加藤  信吾 カトウ   シンゴ 男 横断マラソン１　２位 307 ○ 1:02:24

6 草野  哲也 クサノ   テツヤ 男 横断マラソン１　３位 6641 1:02:25

7 藤原  裕士 フジワラ   ヒロシ 男 横断マラソン１ 191 1:08:45

8 Philip Duncan フィリップ　ダンカン 男 横断マラソン１ 1077 1:09:45

9 阿部  義藤 アベ　 ヨシトウ 男 横断マラソン２ 441 1:12:05

10 ⼿塚　三四郎 テヅカ　ミツシロウ 男 横断マラソン１ 346 1:13:08

11 小久保　学 コクボ　 マナブ 男 横断マラソン２ 800 1:17:53

12 柵木  聖也 マセギ   セイヤ 男 横断マラソン２ JPN51 1:19:18

13 楢崎  幸久 ナラザキ   ユキヒサ 男 横断マラソン１ 662 1:19:34

14 坂場  仁 サカバ　 ヒトシ 男 横断マラソン１ 803 1:20:51

15 塚副　秀紀 ツカゾエ　ヒデノリ 男 横断マラソン１ 8011 1:23:57

16 中村　達紀 ナカムラ　タツノリ 男 横断マラソン１ 805 1:36:18

17 名取  孝浩 ナトリ   タカヒロ 男 横断マラソン１ 6478 1:36:31

18 三好　悠 ミヨシ　ユウ 男 横断マラソン１ 344 1:42:15

19 ⻫藤　誠⼀ サイトウ 　セイイチ 男 横断マラソン３　１位 88 ○ 1:50:53

20 大島  達哉 オオシマ   タツヤ 男 横断マラソン４　１位 71 1:55:36

21 石川　厚 イシカワ 　アツシ 男 横断マラソン２ 3511 1::56:19

22 高橋  成典 タカハシ   マサノリ 男 横断マラソン３　２位 192 1:57:37

23 原　純子 ハラ   ジュンコ 女 横断マラソン４　２位 2 ○ 1:57:47

24 勝⾒  浩子 カツミ   ヒロコ 女 横断マラソン４　３位 24 ○ 1:58:24

25 福島  英彦 フクシマ   ヒデヒコ 男 横断マラソン４ 1110 1:58:47

26 新田  英俊 ニッタ   ヒデトシ 男 横断マラソン３　３位 521 ○ 2:03:21

27 高橋  功治 タカハシ   コウジ 男 横断マラソン４ 336 2:03:40

28 ⻑　直子 チョウ　ナオコ 女 横断マラソン３ 111 レディース１位 2:05:56

29 余田  志穂 ヨダ  シホ 女 横断マラソン４ 7 レディース２位 2:13:45

30 海⽼  原 徹 エビハラ  トオル 男 横断マラソン３ 188 2:37:18

31 廣田  眞男 ヒロタ   マサオ 男 横断マラソン３ 11 マスターズ１位 2:45:00

32 古谷　健太郎 フルヤ　ケンタロウ 男 横断マラソン２ 2:55:00

33 井田　充之 イダ 　ミツユキ 男 横断マラソン３ 1511 3:00:00

34 鈴木  勝之 スズキ   カツユキ 男 ショートマラソン　　１位 1881 0:18:59

DSQ 中島  忠彦 ナカジマ  タダヒコ 男 横断マラソン１ 6625 　

DNF 滝田　茂 タキタ　シゲル 男 横断マラソン２ 755 ○ 　

DNF 小川  輝雄 オガワ　テルオ 男 横断マラソン２ JPN-807 　

DNF 大畠　崇 オオハタ　タカシ 男 横断マラソン２ 218 　

DNF 神崎　正俊 カンザキ  マサトシ 男 横断マラソン３ 8616 　

DNF ⿊崎  淳⼀ クロサキ  ジュンイチ 男 横断マラソン３ 555 ○ 　

DNS 阿部  克志 アベ  カツシ 男 横断マラソン１ 6628 　


