
- 新潟シティマラソン２０２１　１０kmタイムトライアル -

10km男子 - ネットタイム -

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/10/2

スタート： -

会場: デンカビッグスワンスタジアム

主催: 新潟シティマラソン実行委員会

32分52秒1 平田 達哉2117 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ

33分11秒2 西村 鴻2105 ﾆｼﾑﾗ ｺｳ

34分23秒3 相澤 泰隆2001 ｱｲｻﾞﾜ ﾔｽﾀｶ

34分30秒4 徳武 学2096 ﾄｸﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ

34分33秒5 平田 武史2116 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ

34分36秒6 中村 伸治2102 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

35分22秒7 渡辺 雄太2158 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

35分30秒8 増井 哲也1217 ﾏｽｲ ﾃﾂﾔ

35分41秒9 宮本 伸寛1235 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

35分41秒10 佐藤 弘行1121 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

35分58秒11 小池 達也2052 ｺｲｹ ﾀﾂﾔ

36分14秒12 阿部 翔馬2007 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ

36分17秒13 綾野 陽仁2009 ｱﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ

36分21秒14 久我 信義1090 ｸｶﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ

36分30秒15 星野 剛2123 ﾎｼﾉ ｺﾞｳ

37分11秒16 大曾根 啓介2029 ｵｵｿﾞﾈ ｹｲｽｹ

37分37秒17 押味 和俊1066 ｵｼﾐ ｶｽﾞﾄｼ

37分38秒18 渡邊 尚之2157 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾕｷ

37分38秒19 吉田 誠2151 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ

37分50秒20 藤井 彰2120 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾗ

37分57秒21 加藤 有輝也2045 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ

37分59秒22 吉澤 秀実2150 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ

38分01秒23 小田 成之2038 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ

38分16秒24 大高 国彦2030 ｵｵﾀｶ ｸﾆﾋｺ

38分17秒25 石 一彦2077 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ

38分27秒26 中川 友紀2099 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ

38分29秒27 秋元 大和2003 ｱｷﾓﾄ ﾔﾏﾄ

38分40秒28 平林 由成2118 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾅﾘ

38分48秒29 星 範光2122 ﾎｼ ﾉﾘﾐﾂ

38分51秒30 新野 太一郎2104 ﾆｲﾉ ﾀｲﾁﾛｳ

38分52秒31 伊勢谷 真臣2016 ｲｾﾔ ﾏｻｵﾐ

38分59秒32 村田 洋一2141 ﾑﾗﾀ ﾖｳｲﾁ

39分00秒33 林 正成2114 ﾊﾔｼ ﾏｻｼｹﾞ

39分07秒34 長尾 隼人2098 ﾅｶﾞｵ ﾊﾔﾄ

39分20秒35 伊佐 学2014 ｲｻ ﾏﾅﾌﾞ

39分27秒36 伊藤 圭佑2017 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

39分33秒37 星 慎太郎1202 ﾎｼ ｼﾝﾀﾛｳ

39分35秒38 大木 智博2028 ｵｵｷ ﾄﾓﾋﾛ

39分35秒39 土田 和広2089 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

39分38秒40 石井 新2015 ｲｼｲ ｱﾗﾀ

39分40秒41 石川 慧1022 ｲｼｶﾜ ｹｲ

39分55秒42 大塚 俊勝2031 ｵｵﾂｶ ﾄｼｶﾂ

39分57秒43 榑松 淳2051 ｸﾚﾏﾂ ｱﾂｼ

40分11秒44 松野 匠2134 ﾏﾂﾉ ﾀｸﾐ

40分33秒45 吉井 俊郎2149 ﾖｼｲ ﾄｼﾛｳ

40分34秒46 渡辺 郁夫2154 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸｵ

40分37秒47 栗林 和宏1093 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

40分45秒48 阿部 昭一2006 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ

40分54秒49 布施 洋2121 ﾌｾ ﾋﾛｼ

40分56秒50 斎藤 諭1108 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ
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- 新潟シティマラソン２０２１　１０kmタイムトライアル -

10km男子 - ネットタイム -

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/10/2

スタート： -

会場: デンカビッグスワンスタジアム

主催: 新潟シティマラソン実行委員会

41分04秒51 小林 史2056 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾄ

41分05秒52 渡邉 一成2155 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

41分09秒53 佐藤 修2072 ｻﾄｳ ｵｻﾑ

41分11秒54 上村 淳一2046 ｶﾐﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

41分13秒55 荒木 剛2011 ｱﾗｷ ﾂﾖｼ

41分19秒56 阿部 悟1008 ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ

41分25秒57 中澤 昭弘2100 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

41分26秒58 風間 紘毅2041 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ

41分33秒59 畑 茂樹2112 ﾊﾀ ｼｹﾞｷ

41分33秒60 大野 由純2034 ｵｵﾉ ﾖｼｽﾞﾐ

41分39秒61 大滝 和成1053 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾅﾘ

41分40秒62 平澤 健太郎2115 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

41分41秒63 長谷川 将2109 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾑ

41分45秒64 加島 長八2042 ｶｼﾏ ﾁｮｳﾊﾁ

41分46秒65 山本 寛2148 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

41分48秒66 武田 竜馬2085 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

41分51秒67 阿部 辰也2008 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ

41分57秒68 今井 孝亮1034 ｲﾏｲ ｺｳｽｹ

42分00秒69 田邉 将吾2087 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ

42分01秒70 入澤 剛2022 ｲﾘｻﾜ ﾂﾖｼ

42分33秒71 齋藤 伸一2063 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

42分47秒72 佐藤 政幸1122 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

42分51秒73 鈴木 卓1135 ｽｽﾞｷ ﾀｸ

42分52秒74 細井 章秀2125 ﾎｿｲ ｱｷﾋﾃﾞ

42分55秒75 北井 新将1088 ｷﾀｲ ｼﾝｽｹ

43分00秒76 高橋 正弘1153 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ

43分05秒77 上原 洋明2024 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

43分08秒78 深谷 賢志2119 ﾌｶﾔ ｻﾄｼ

43分09秒79 岩﨑 哲也1038 ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾔ

43分10秒80 松井 勇生2131 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ

43分13秒81 波多 和也1190 ﾊﾀ ｶｽﾞﾔ

43分16秒82 坪井 昌彦2091 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾋｺ

43分21秒83 小林 晃1098 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

43分23秒84 川上 峻司1080 ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝｼﾞ

43分38秒85 増井 幸世2130 ﾏｽｲ ｻﾁﾖ

43分46秒86 髙野 賢二2082 ﾀｶﾉｹﾝｼﾞ

43分59秒87 内山 智1044 ｳﾁﾔﾏ ｻﾄｼ

44分03秒88 南 智基2138 ﾐﾅﾐ ﾄﾓｷ

44分06秒89 石栗 仲麿1024 ｲｼｸﾞﾘ ﾅｶﾏﾛ

44分06秒90 笹川 茂雄2069 ｻｻｶﾞﾜ ｼｹﾞｵ

44分12秒91 村上 達雄2140 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂｵ

44分15秒92 関 健作2079 ｾｷｹﾝｻｸ

44分20秒93 中島 陵1175 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ

44分25秒94 小越 正道2037 ｵｺｼ ﾏｻﾐﾁ

44分40秒95 阿部 潤吉2005 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｷﾁ

44分41秒96 西脇 祐一1181 ﾆｼﾜｷ ﾕｳｲﾁ

44分51秒97 齋藤 和幸2061 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ

44分53秒98 後藤 淳治1097 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ

44分55秒99 風間 慶二2040 ｶｻﾞﾏ ｹｲｼﾞ

45分00秒100 曽我 正毅2080 ｿｶﾞ ﾏｻｷ
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- 新潟シティマラソン２０２１　１０kmタイムトライアル -

10km男子 - ネットタイム -

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/10/2

スタート： -

会場: デンカビッグスワンスタジアム

主催: 新潟シティマラソン実行委員会

45分08秒101 小柳 秀行2039 ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

45分10秒102 井部 達也2021 ｲﾍﾞ ﾀﾂﾔ

45分11秒103 松沢 謙也2133 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾔ

45分12秒104 佐藤 和也2073 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ

45分14秒105 近野 健一2060 ｺﾝﾉ ｹﾝｲﾁ

45分15秒106 関 将人1140 ｾｷ ﾏｻﾄ

45分20秒107 山田 秀幸1243 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

45分26秒108 東出 大史1195 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾋﾛﾌﾐ

45分28秒109 佐藤 宏樹2074 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

45分32秒110 渡辺 健二2156 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

45分35秒111 坂井 英雄2066 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｵ

45分35秒112 清塚 秀俊2049 ｷﾖﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾄｼ

45分37秒113 神林 裕司1084 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ

45分39秒114 遠藤 正志1049 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ

45分51秒115 田巻 和寛2088 ﾀﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ

45分51秒116 瀧澤 雅彦2083 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ

45分53秒117 村山 雅史2143 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｼ

45分53秒118 伊藤 司2018 ｲﾄｳ ﾂｶｻ

45分59秒119 竹下 稔1157 ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾙ

46分01秒120 氏田 暁1041 ｳｼﾞﾀ ｱｷﾗ

46分15秒121 玉城 啓也1170 ﾀﾏｷ ｹｲﾔ

46分24秒122 渡部 知彦2159 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾋｺ

46分26秒123 菊池 裕2048 ｷｸﾁ ﾕﾀｶ

46分27秒124 井上 健一郎1031 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁﾛｳ

46分30秒125 白川 幸伯2076 ｼﾗｶﾜ ﾕｷﾉﾘ

46分32秒126 高野 裕1148 ﾀｶﾉ ﾕﾀｶ

46分53秒127 齋藤 俊明1110 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ

46分53秒128 西方 一彦1179 ﾆｼｶﾀ ｶｽﾞﾋｺ

46分54秒129 水島 彰宏1228 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾋﾛ

46分54秒130 間瀬 哲也1218 ﾏｾﾞ ﾃﾂﾔ

46分57秒131 日馬 貢2050 ｸｻﾏ ﾐﾂｸﾞ

47分08秒132 小林 輝樹2055 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｷ

47分09秒133 児玉 秀明2054 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

47分11秒134 土田 駿2090 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾝ

47分12秒135 井東　昌樹2019 ｲﾄｳ ﾏｻｷ

47分12秒136 皆川 仁2137 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾄｼ

47分14秒137 小林 智1100 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ

47分14秒138 齊藤 優哉2064 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ

47分24秒139 井上 健二1032 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ

47分39秒140 高頭 佑輔2081 ﾀｶﾄｳ ﾕｳｽｹ

47分51秒141 松浦 祐樹2132 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ

47分53秒142 遠藤 優作1050 ｴﾝﾄﾞｳﾕｳｻｸ

47分54秒143 内山 幹彦1045 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷﾋｺ

47分55秒144 上村 友二1077 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

48分02秒145 韮澤 一太2106 ﾆﾗｻﾜ ｲﾁﾀ

48分09秒146 加地 正樹1069 ｶｼﾞ ﾏｻｷ

48分10秒147 関根 英昭1143 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｱｷ

48分14秒148 大野 峰幸2033 ｵｵﾉ ﾐﾈﾕｷ

48分15秒149 石塚 浩一1025 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ

48分18秒150 神林 明1082 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ
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 2021/10/2

スタート： -

会場: デンカビッグスワンスタジアム

主催: 新潟シティマラソン実行委員会

48分18秒151 田中 幹也1165 ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ

48分18秒152 菅原 知昭1131 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ

48分21秒153 山際 剛志2147 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾂﾖｼ

48分26秒154 松本 雄大2135 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

48分33秒155 池田 敬1020 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ

48分39秒156 柳沼 達彦2146 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾂﾋｺ

48分43秒157 橋本 国彦1186 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

48分44秒158 村山 孝徳1237 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

48分48秒159 長谷川 大輔2110 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

48分49秒160 鈴木 峰夫1137 ｽｽﾞｷ ﾐﾈｵ

48分53秒161 酒井 甲輔2065 ｻｶｲ ｺｳｽｹ

48分56秒162 阿部 英敬1009 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

48分56秒163 小林 裕之1099 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

49分06秒164 星野 純一1206 ﾎｼﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

49分17秒165 本間 文範1214 ﾎﾝﾏ ﾌﾐﾉﾘ

49分19秒166 寺岡 亮2094 ﾃﾗｵｶ ﾘｮｳ

49分20秒167 武江 則孝2084 ﾀｹｴﾉﾘﾀｶ

49分28秒168 後藤 明1095 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ

49分29秒169 柄澤 宏之1079 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ

49分30秒170 淡路 浩二2012 ｱﾜｼﾞ ｺｳｼﾞ

49分31秒171 黒井 浩和1094 ｸﾛｲ ﾋﾛｶｽﾞ

49分36秒172 松川 隆雄1220 ﾏﾂｶﾜ ﾀｶｵ

49分38秒173 堀川 諭史2126 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ

49分43秒174 石本 康裕1027 ｲｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

49分46秒175 佐藤 りょう1125 ｻﾄｳ ﾘｮｳ

49分47秒176 田部井 且弥1169 ﾀﾍﾞｲ ｶﾂﾔ

49分51秒177 斎藤 亮太1113 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

49分51秒178 伊狩 博史1017 ｲｶﾘ ﾋﾛｼ

49分54秒179 佐藤 うるとら2071 ｻﾄｳ ｳﾙﾄﾗ

50分15秒180 髙橋 範雄1150 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ

50分17秒181 奥内 直人1062 ｵｸｳﾁﾅｵﾄ

50分18秒182 若狭 健太郎1248 ﾜｶｻ ｹﾝﾀﾛｳ

50分18秒183 石塚 隆史1026 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ

50分25秒184 青山 均1004 ｱｵﾔﾏ ﾋﾄｼ

50分28秒185 伊比 政憲1033 ｲﾋﾞ ﾏｻﾉﾘ

50分33秒186 伊藤 義人1029 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾄ

50分40秒187 東 博1005 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ

50分44秒188 小柳 和彦1104 ｺﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ

50分46秒189 山崎 真1240 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ

50分50秒190 温井 信博1183 ﾇｸｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

50分50秒191 佐藤　亮介1126 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

51分00秒192 佐藤 基樹1124 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ

51分04秒193 捧 秀次郎1117 ｻｻｹﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

51分15秒194 山田 宏1244 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

51分19秒195 島田 憲孝1130 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ

51分26秒196 加藤 武夫1070 ｶﾄｳ ﾀｹｵ

51分35秒197 金子 功1075 ｶﾈｺ ｲｻｵ

51分40秒198 石川 真也1023 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ

51分48秒199 相澤 純哉1001 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

51分55秒200 保志名 明1204 ﾎｼﾅ ｱｷﾗ
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- 新潟シティマラソン２０２１　１０kmタイムトライアル -

10km男子 - ネットタイム -

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/10/2

スタート： -

会場: デンカビッグスワンスタジアム

主催: 新潟シティマラソン実行委員会

52分20秒201 吉田 浩明1247 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

52分24秒202 鶉谷 弘二1043 ｳｽﾞﾗﾀﾆ ｺｳｼﾞ

52分26秒203 渡辺 哲生1255 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ

52分30秒204 小林 亮1102 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

52分32秒205 本合 和也1209 ﾎﾝｺﾞｳ ｶｽﾞﾔ

52分41秒206 今泉 祐治1037 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ

52分41秒207 田中 聡1163 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ

52分43秒208 坂井 亮1115 ｻｶｲ ﾘｮｳ

52分46秒209 五十嵐 誠二1015 ｲｶﾗｼ ｾｲｼﾞ

52分59秒210 髙野　真1147 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ

53分00秒211 五十嵐 淳1014 ｲｶﾗｼ ｼﾞｭﾝ

53分05秒212 島垣 輝也1129 ｼﾏｶﾞｷ ﾃﾙﾔ

53分08秒213 鈴木 友康1136 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔｽ

53分15秒214 長嶋 康行1174 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽﾕｷ

53分16秒215 藤本 徹1198 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ

53分22秒216 韮澤 太功1182 ﾆﾗｻﾜ ﾀｶﾉﾘ

53分29秒217 前川 貴士1216 ﾏｴｶﾜ ﾀｶｼ

53分30秒218 井口 智季1018 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

53分43秒219 杉浦 崇1132 ｽｷﾞｳﾗﾀｶｼ

53分46秒220 須田 武史1138 ｽﾀﾞ ﾀｹｼ

54分08秒221 袖山 真武1145 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾏﾅﾑ

54分19秒222 佐藤 範明1120 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ

54分37秒223 馬場 芳博1191 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ

54分39秒224 稲崎 年重1030 ｲﾅｻｷ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

54分39秒225 丸山 勉1227 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾄﾑ

54分49秒226 松野 弘和1222 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

54分55秒227 神林 均1083 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ

55分05秒228 早見 和夫1192 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｵ

55分12秒229 堀 峰一1208 ﾎﾘ ﾐﾈｶｽﾞ

55分36秒230 本間 力1213 ﾎﾝﾏ ﾂﾄﾑ

55分39秒231 竹島 克也1158 ﾀｹｼﾏ ｶﾂﾔ

55分40秒232 野崎 俊郎1184 ﾉｻﾞｷ ﾄｼﾛｳ

55分40秒233 土田 一成1173 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

56分01秒234 青木 克也1002 ｱｵｷ ｶﾂﾔ

56分01秒235 長谷川 修1189 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｻﾑ

56分18秒236 袖山 誠富司1144 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾏｻﾌｼﾞ

56分29秒237 星 達也1203 ﾎｼﾀﾂﾔ

56分31秒238 杉崎 貞雄1133 ｽｷﾞｻｷ ｻﾀﾞｵ

56分33秒239 丸山 潤1226 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

56分44秒240 小林 穣1101 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾙ

56分49秒241 結城 正浩1245 ﾕｳｷ ﾏｻﾋﾛ

56分59秒242 淵野　淳1200 ﾌﾁﾉ ｱﾂｼ

57分15秒243 五嶋　健1096 ｺﾞﾄｳ ｹﾝ

57分21秒244 田村 拓弥1171 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ

57分23秒245 岸田 良満1086 ｷｼﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ

57分27秒246 岩部 洋育1040 ｲﾜﾍﾞﾋﾛﾔｽ

57分49秒247 竹井 千晴1154 ﾀｹｲ ﾁﾊﾙ

57分52秒248 山澤 透1241 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾄｵﾙ

58分24秒249 池野 潤1021 ｲｹﾉ ｼﾞｭﾝ

58分24秒250 大柿 仁志1052 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾄｼ
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- 新潟シティマラソン２０２１　１０kmタイムトライアル -

10km男子 - ネットタイム -

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2021/10/2

スタート： -

会場: デンカビッグスワンスタジアム

主催: 新潟シティマラソン実行委員会

58分52秒251 岩橋 和彦1039 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ

59分04秒252 大橋 直樹1058 ｵｵﾊｼ ﾅｵｷ

59分07秒253 阿部 裕司1010 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

59分19秒254 五十嵐 源太郎1013 ｲｶﾗｼ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

59分44秒255 宮尾 益史1233 ﾐﾔｵ ﾏｽﾌﾐ

1時間00分04秒256 大野 祐幸1057 ｵｵﾉ ﾕｳｺｳ

1時間00分05秒257 薄田 昭康1042 ｳｽﾀﾞ ｱｷﾔｽ

1時間00分15秒258 山岸 賢太朗1239 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間00分20秒259 棚村 育夫1168 ﾀﾅﾑﾗ ｲｸｵ

1時間00分22秒260 布施　光啓1199 ﾌｾ ﾐﾂﾋﾛ

1時間00分29秒261 金井 浩太1073 ｶﾅｲ ｺｳﾀ

1時間00分39秒262 清野 憲二1139 ｾｲﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間01分15秒263 坂井 育男1114 ｻｶｲ ｲｸｵ

1時間01分30秒264 原 英徳1194 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間01分31秒265 間野 栄1223 ﾏﾉ ｼｹﾞﾙ

1時間01分31秒266 茅 亮1078 ｶﾔ ﾀｶｼ

1時間01分41秒267 安達 裕俊1006 ｱﾀﾞﾁﾋﾛﾄｼ

1時間01分42秒268 近藤 岬1106 ｺﾝﾄﾞｳﾐｻｷ

1時間01分53秒269 青山 大樹1003 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

1時間02分02秒270 山田 孝秋1242 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ

1時間02分02秒271 小川 佳紀1060 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ

1時間02分04秒272 本間 健一郎1215 ﾎﾝﾏｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間02分25秒273 北 光義1087 ｷﾀ ﾐﾂﾖｼ

1時間02分38秒274 本多 宏1210 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間02分52秒275 小澤 正勝1065 ｵｻﾞﾜﾏｻｶﾂ

1時間02分55秒276 松井 治城1219 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ

1時間03分15秒277 南 隆行1231 ﾐﾅﾐ ﾀｶﾕｷ

1時間03分26秒278 渡邉 武1254 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ

1時間03分40秒279 関川 稔1141 ｾｷｶﾜ ﾐﾉﾙ

1時間03分40秒280 高橋 利幸1149 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ

1時間03分51秒281 茅原 慎一1172 ﾁﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間03分55秒282 斎藤 俊樹1111 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ

1時間04分36秒283 渡邊 勇人1256 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

1時間04分42秒284 高橋 仁1151 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ

1時間05分10秒285 本多 正典1211 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間05分59秒286 家永 敏郎1012 ｲｴﾅｶﾞ ﾄｼﾛｳ

1時間05分59秒287 阿部 清隆1007 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ

1時間06分41秒288 中山 泰宏1177 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

1時間06分51秒289 本間 克志1212 ﾎﾝﾏ ｶﾂｼ

1時間08分20秒290 野村 修一1185 ﾉﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

1時間09分48秒291 竹内 克己1156 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾐ
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