
- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

1km 女子 小学1.2.3年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

3分43秒1 塚原　乃夏世1067 ﾂｶﾊﾗ 0

3分49秒2 上原 みなみ1005 ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 0

4分01秒3 後藤 夏鈴1009 ｺﾞﾄｳ ｶﾘﾝ 0

4分03秒4 武田 珠絆1066 ﾀｹﾀﾞｼﾞｭﾅ 0

4分03秒5 鈴木 仁愛奈1007 ｽｽﾞｷ ﾆｲﾅ 0

4分06秒6 藤田 莉璃1004 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾘ 0

4分11秒7 長沼 若奈1001 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾜｶﾅ 0

4分27秒8 野島　莉桜1016 ﾉｼﾞﾏ ﾘｵ 0

4分29秒9 濱野　水希1013 ﾊﾏﾉ ﾐｽﾞｷ 0

4分31秒10 三石　佳奈1017 ﾐﾂｲｼ ｶﾅ 0

4分33秒11 多賀　遥香1015 ﾀｶﾞ ﾊﾙｶ 0

4分33秒12 林　佳杏奈1026 ﾊﾔｼ 0

4分42秒13 朴　志雅1019 ﾊﾟｸ ｼﾞｱ 0

4分43秒14 矢作　椛1027 ﾔﾊｷﾞ 0

4分44秒15 尾藤 結彩1002 ﾋﾞﾄｳ ﾕｲ 0

4分45秒16 古閑 望桜1008 ｺｶﾞ ﾐｵ 0

4分46秒17 根津　心遙1020 ﾈﾂﾞ ｺﾊﾙ 0

4分47秒18 渡邉　沙栄1014 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴ 0

4分47秒19 鈴木　結音1022 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 0

4分50秒20 富澤 華1006 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 0

4分52秒21 田口　夏鈴1023 ﾀｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 0

5分15秒22 鈴木　優音1024 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 0

5分23秒23 棚橋　千晶1025 ﾀﾅﾊｼ ﾁｱｷ 0

5分27秒24 土谷　美桜1028 ﾂﾁﾀﾆ 0

5分58秒25 小松　桜子1012 ｺﾏﾂ ｻｸﾗｺ 0

6分06秒26 武居　莉央1011 ﾀｹｽｴ ﾘｵ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

1km 女子 小学4.5.6年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

3分22秒1 内山　和奏1064 ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ 0

3分25秒2 渡邉　沙紀1042 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 0

3分25秒3 佐藤　瑠香1033 ｻﾄｳ ﾙｺ 0

3分25秒4 沼上　芽以1034 ﾇﾏｶﾞﾐ ﾒｲ 0

3分30秒5 道脇　和1047 ﾐﾁﾜｷ ﾅｺﾞﾐ 0

3分32秒6 廣瀬　真奈1062 ﾋﾛｾ ﾏﾅ 0

3分40秒7 水野　明莉1052 ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾘ 0

3分42秒8 孫　佳娜1065 ｿﾝ ｶﾅ 0

3分44秒9 長野　真弓子1049 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾕｺ 0

3分46秒10 秋葉　結月1048 ｱｷﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ 0

3分46秒11 岡田　美海1058 ｵｶﾀﾞ ﾐｳ 0

3分48秒12 藤田 奈瑠1029 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾙ 0

3分48秒13 杉浦　静香1061 ｽｷﾞｳﾗ ｼｽﾞｶ 0

3分50秒14 田邊　日菜1043 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ 0

3分51秒15 草薙　璃莉1040 ｸｻﾅｷﾞ ﾘﾘ 0

3分56秒16 徳岡　ほと実1036 ﾄｸｵｶ ﾎﾄﾐ 0

4分04秒17 古閑 星那1031 ｺｶﾞ ｾｲﾅ 0

4分05秒18 岸野　愛1044 ｷｼﾉ ｱｲ 0

4分05秒19 山﨑　光里1054 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾗﾘ 0

4分07秒20 篠田　茉那1056 ｼﾉﾀﾞ ﾏﾅ 0

4分09秒21 髙木　彩葉1037 ﾀｶｷﾞ ｲﾛﾊ 0

4分10秒22 渥美　咲都1039 ｱﾂﾐ ｻﾄ 0

4分15秒23 庄司　七萌1053 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾎ 0

4分15秒24 東海林　茉乃1060 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾉ 0

4分17秒25 小杉　桃子1041 ｺｽｷﾞ ﾓﾓｺ 0

4分20秒26 三瓶　美優1045 ｻﾝﾍﾟｲ ﾐﾕ 0

4分22秒27 松木　四季1051 ﾏﾂｷ ｼｷ 0

4分34秒28 伊藤　穂香1035 ｲﾄｳ 0

4分40秒29 金城 瑞穂1032 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐｽﾞﾎ 0

4分41秒30 小島　明莉1059 ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 0

4分44秒31 根本　陽向1063 ﾈﾓﾄ 0

4分45秒32 川口　りみ1046 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾐ 0

6分52秒33 鬼﨑　明香1050 ｵﾆｻﾞｷ ｱｽｶ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

1km 男子 小学1.2.3年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

3分37秒1 唐川　絆汰29 ｶﾗｶﾜ ﾊﾝﾀ 0

3分40秒2 坂上 颯一6 ｻｶｳｴ ﾊﾔﾄ 0

3分47秒3 秋浜　純15 ｱｷﾊﾏ ｼﾞｭﾝ 0

3分56秒4 碓田　皓基41 ｳｽﾀﾞ ｺｳｷ 0

3分56秒5 荻原　培28 ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾂｼ 0

3分58秒6 瀬見井　一馬25 ｾﾐｲ ｶｽﾞﾏ 0

3分58秒7 川合　大志27 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼ 0

3分59秒8 不破　悠31 ﾌﾊﾞ ﾕｳ 0

4分05秒9 長谷川　夏湊21 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾐﾄ 0

4分08秒10 唐鎌　玲49 ｶﾗｶﾏ ﾚｲ 0

4分11秒11 支倉　雄大43 ﾊｾｸﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 0

4分17秒12 畠山　叶成54 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾅﾙ 0

4分20秒13 菊地　陽太55 ｷｸﾁ ﾖｳﾀ 0

4分21秒14 田辺　陽太19 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 0

4分21秒15 森江　碧32 ﾓﾘｴ ｱｵ 0

4分23秒16 畑井　幸汰50 ﾊﾀｲ ｺｳﾀ 0

4分23秒17 棚橋　慧45 ﾀﾅﾊｼ ｹｲ 0

4分23秒18 白戸　統22 ｼﾗﾄ ｵｻﾑ 0

4分25秒19 松村　侑季36 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 0

4分25秒20 荻原　祥26 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳ 0

4分26秒21 高木 康介8 ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ 0

4分27秒22 齋藤　優9 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 0

4分28秒23 田中　拓実40 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 0

4分28秒24 田嶋　悠紀44 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 0

4分29秒25 野口　太陽48 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 0

4分29秒26 林　敬士35 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ 0

4分31秒27 土谷 湊56 ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾄ 0

4分35秒28 岸　政宏52 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ 0

4分35秒29 湊　陽一朗16 ﾐﾅﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 0

4分35秒30 荒井 耀介4 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 0

4分36秒31 小林 倫大5 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀ 0

4分37秒32 中川　善20 ﾅｶｶﾞﾜ ｾﾞﾝ 0

4分37秒33 小田　慧介33 ｵﾀﾞ ｹｲｽｹ 0

4分37秒34 武士　陽仁42 ﾀｹｼ ﾊﾙﾋﾄ 0

4分37秒35 原田　旺汰18 ﾊﾗﾀﾞ ｵｳﾀ 0

4分37秒36 菅野　隼30 ｶﾝﾉ ｼﾞｭﾝ 0

4分38秒37 諸星　和輝38 ﾓﾛﾎｼ ｶｽﾞｷ 0

4分42秒38 武居　幸輝13 ﾀｹｽｴ ｺｳｷ 0

4分45秒39 河原﨑　樹51 ｶﾜﾗｻﾞｷ ｲﾂｷ 0

4分47秒40 青島 千尋7 ｱｵｼﾏ ﾁﾋﾛ 0

4分48秒41 白岩　和麻10 ｼﾛｲﾜ ｶｽﾞﾏ 0

4分51秒42 片岡　桜丞46 ｶﾀｵｶ ｵｳｽｹ 0

4分51秒43 南　遥馬53 ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾏ 0

4分53秒44 岡田　未来47 ｵｶﾀﾞ ﾐﾗｲ 0

5分01秒45 昼間 太凱3 ﾋﾙﾏ ﾀｲｶﾞ 0

5分01秒46 喜多村 亮2 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 0

5分01秒47 笹谷　文人24 ｻｻﾔ ｱﾔﾄ 0

5分08秒48 小松　怜馬14 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾏ 0

5分15秒49 上當　音胤23 ｼﾞｮｳﾄｳ ｵﾄﾂｸﾞ 0

5分15秒50 青山　恵大11 ｱｵﾔﾏ ｹｲﾀ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

1km 男子 小学1.2.3年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

5分15秒51 玉虫　謙蔵12 ﾀﾏﾑｼ ｹﾝｿﾞｳ 0

5分22秒52 川口　智士34 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 0

5分54秒53 西片　誠37 ﾆｼｶﾀ ﾏｺﾄ 0

7分37秒54 栗原 工1 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

1km 男子 小学4.5.6年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

2分57秒1 五十嵐　大晴127 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｾｲ 0

3分01秒2 塚原　泰志187 ﾂｶﾊﾗ 0

3分01秒3 豊里　壮矢109 ﾄﾖｻﾞﾄ ｿｳﾔ 0

3分09秒4 安達　飛和83 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾜ 0

3分10秒5 岡田　海翔113 ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ 0

3分11秒6 上原 将59 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾙ 0

3分15秒7 谷川　真悠90 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 0

3分16秒8 唐鎌　琉依111 ｶﾗｶﾏ ﾙｲ 0

3分18秒9 楠本　陸登110 ｸｽﾓﾄ ﾘｸﾄ 0

3分20秒10 玉虫　竜乃介65 ﾀﾏﾑｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 0

3分20秒11 矢口　瑠惟66 ﾔｸﾞﾁ ﾙｲ 0

3分20秒12 蔡　嶺応112 ｻｲ ﾚｲｵｳ 0

3分20秒13 大迫　然68 ｵｵｻｺ ｾﾞﾝ 0

3分22秒14 伊藤　明斗81 ｲﾄｳ ﾐﾝﾄ 0

3分23秒15 大橋　泰士82 ｵｵﾊｼ ﾀｲｼ 0

3分25秒16 老沼　賢心126 ｵｲﾇﾏ ｹﾝｼﾝ 0

3分28秒17 多賀　悠人84 ﾀｶﾞ ﾕｳﾄ 0

3分30秒18 岡名　葵斗116 ｵｶﾅ ｱｵﾄ 0

3分33秒19 笹尾　弘龍73 ｻｻｵ ｺｳﾘｭｳ 0

3分33秒20 秋浜　遼69 ｱｷﾊﾏ ﾘｮｳ 0

3分36秒21 田中　翔大107 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾞｲ 0

3分36秒22 岡田　大空108 ｵｶﾀﾞ ｿﾗ 0

3分37秒23 中野　睦良72 ﾅｶﾉ ﾁｶﾗ 0

3分37秒24 渡川　凪125 ﾄｶﾞﾜ ﾅｷﾞ 0

3分37秒25 強矢　和希98 ｽﾈﾔ ｶｽﾞｷ 0

3分41秒26 長沼 巨57 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾅｵ 0

3分41秒27 戸田　涼晴79 ﾄﾀﾞ ｽｽﾞﾊﾙ 0

3分42秒28 山田　琉碧128 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ 0

3分42秒29 小川　隼矢78 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 0

3分42秒30 別府　昊海76 ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳ 0

3分43秒31 勝又　律翔92 ｶﾂﾏﾀ ﾘﾂﾄ 0

3分45秒32 昼間 煌太61 ﾋﾙﾏ ｺｳﾀ 0

3分45秒33 小峯　雅史101 ｺﾐﾈ ﾏｻﾌﾐ 0

3分46秒34 畑井　育眞119 ﾊﾀｲ ｲｸﾏ 0

3分48秒35 真山　拓77 ﾏﾔﾏ ﾀｸ 0

3分50秒36 杉浦　琉也129 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳﾔ 0

3分51秒37 渡部　達郎67 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾛｳ 0

3分52秒38 野口　叶太114 ﾉｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 0

3分52秒39 田辺　琳太郎70 ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 0

3分53秒40 村上　慧104 ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 0

3分55秒41 横山 結樹60 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 0

3分57秒42 中嶋　琉偉105 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 0

4分00秒43 久野　アレックス94 ｸﾉ ｱﾚｯｸｽ 0

4分02秒44 高木　翔光118 ﾀｶｷﾞ ﾄｱ 0

4分02秒45 清水　悠翔120 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 0

4分02秒46 長谷川　暁仁91 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾄ 0

4分09秒47 高村　佳秀86 ﾀｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 0

4分09秒48 ドミン　ヒェウ115 ﾄﾞﾐﾝ ﾋｪｳ 0

4分12秒49 小菅　惣右介96 ｺｽｹﾞ ｿｳｽｹ 0

4分13秒50 林　勇吹117 ﾊﾔｼ ｲﾌﾞｷ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

1km 男子 小学4.5.6年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

4分13秒51 大場　郁人85 ｵｵﾊﾞ ｲｸﾄ 0

4分14秒52 河村　一途102 ｶﾜﾑﾗ ｲﾁﾄ 0

4分16秒53 山下　嗣眞74 ﾔﾏｼﾀ ｼﾏ 0

4分17秒54 川口　蔵智88 ｶﾜｸﾞﾁ ｸﾗﾄ 0

4分18秒55 阿部　陽仁123 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 0

4分18秒56 孫　逸林130 ｿﾝ ｲﾘﾝ 0

4分19秒57 戸村　大祇103 ﾄﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 0

4分22秒58 問芝　颯馬93 ﾄｲｼﾊﾞ ｿｳﾏ 0

4分25秒59 田中　優斗124 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 0

4分26秒60 喜多村 隼58 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 0

4分28秒61 山岸　龍将121 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳﾏ 0

4分29秒62 南齋　彰仁63 ﾅﾝｻﾞｲ ｱｷﾄ 0

4分36秒63 鈴木　音勇122 ｽｽﾞｷ ﾈｵ 0

4分37秒64 山崎 悠矢62 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾔ 0

4分46秒65 諸星　壮輝100 ﾓﾛﾎｼ ｿｳｷ 0

4分55秒66 南齋　篤仁64 ﾅﾝｻﾞｲ ｱﾂﾄ 0

4分55秒67 藤村　兼悟106 ﾌｼﾞﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 0

5分00秒68 石川　陽太71 ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾀ 0

5分31秒69 関根　圭祐99 ｾｷﾈ ｹｲｽｹ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

2km 女子 中学1年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:45:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

6分58秒1 堀井　瑚瑚1136 ﾎﾘｲ ｺｺ 13

7分02秒2 木原　來南1101 ｷﾊﾗ ｸﾙﾐ 0

7分11秒3 永尾　志穂1102 ﾅｶﾞｵ ｼﾎ 0

7分19秒4 三井　一檎1106 ﾐﾂｲ ｲﾁｺﾞ 0

7分23秒5 須賀　紬1103 ｽｶ ﾂﾑｷﾞ 0

7分23秒6 鈴木　莉央1104 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 0

8分17秒7 佐久間　歩美1110 ｻｸﾏ ｱﾕﾐ 0

8分30秒8 大河原いおな1107 ｵｵｶﾜﾗ ｲｵﾅ 0

8分53秒9 宮井　瑠菜1113 ﾐﾔｲ ﾙﾅ 0

8分58秒10 佐藤　明日美1112 ｻﾄｳ ｱｽﾐ 0

9分52秒11 岩山　陽奈1109 ｲﾜﾔﾏ ﾋﾅ 0

9分57秒12 來住南　なつ1111 ｷｽﾅ ﾅﾂ 0

10分05秒13 松田　怜李音1108 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲﾈ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

2km 女子 中学2.3年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:45:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

6分29秒1 天羽　海乃1119 ｱﾏﾊ ﾐﾉ 0

7分01秒2 孫　伶娜1132 ｿﾝ ﾚｲﾅ 0

7分17秒3 長沼 晴奈1114 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾅ 0

7分23秒4 佐藤　百華子1131 ｻﾄｳ ﾓｶｺ 0

7分45秒5 鶴田 彩葉1134 ﾂﾙﾀ 0

7分53秒6 鈴木 詩姫1135 ｽｽﾞｷ 0

7分54秒7 孫　俐娜1133 ｿﾝ ﾘﾅ 0

8分34秒8 芹川　栞那1120 ｾﾘｶﾜ ｶﾝﾅ 0

8分39秒9 合原　璃乙1118 ｱｲﾊﾗ ﾘﾄ 0

8分40秒10 田村　美空1122 ﾀﾑﾗ ﾐｿﾗ 0

8分43秒11 篠塚　愛姫1124 ｼﾉﾂｶ ｱｷ 0

8分51秒12 藤田　実優1125 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ 0

9分32秒13 塩原　菜摘1129 ｼｵﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 0

9分36秒14 飯高　七海1126 ｲｲﾀｶ ﾅﾅﾐ 0

9分38秒15 猪股　可南子1117 ｲﾉﾏﾀ ｶﾅｺ 0

10分10秒16 菅井　爽羽1128 ｽｶﾞｲ ｻﾜ 0

10分47秒17 齊藤　実和1130 ｻｲﾄｳ ﾐﾜ 0

10分47秒18 皆藤　陽華1127 ｶｲﾄｳ ﾊﾙｶ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

3km 男子 中学1年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 11:45:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

9分34秒1 樋口　隼137 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 0

9分44秒2 後藤 遥希134 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｷ 0

9分45秒3 大塚　亮仁146 ｵｵﾂｶ ﾘﾋﾄ 0

9分59秒4 丸山　遙輝189 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｷ 13

10分03秒5 清水　大馳188 ｼﾐｽﾞﾀﾞｲﾁ 0

10分10秒6 大辻 剛己131 ｵｵﾂｼﾞ ｺﾞｳｷ 0

10分11秒7 横山 睦樹133 ﾖｺﾔﾏ ﾑﾂｷ 0

10分18秒8 山中　響148 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 0

10分23秒9 和智　大喜147 ﾜﾁ ﾀﾞｲｷ 0

10分33秒10 村上　樹136 ﾑﾗｶﾐ ｲﾂｷ 0

10分53秒11 栗原　琉143 ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳ 0

11分13秒12 小井沼 陸王132 ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 0

11分19秒13 渡辺　翔太139 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 0

11分21秒14 井奈　龍成142 ｲﾅ ﾘｭｳｾｲ 0

11分32秒15 阿部　睦斗150 ｱﾍﾞ ﾘｸﾄ 0

11分36秒16 武田　蓮士140 ﾀｹﾀ ﾞﾚﾝﾄ 0

11分41秒17 吉田　光希151 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 0

11分54秒18 渡辺　至恩138 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 0

12分15秒19 村山　楓馬152 ﾑﾗﾔﾏ ﾌｳﾏ 0

12分50秒20 江本　優弥141 ｴﾓﾄ ﾕｳﾔ 0

13分09秒21 寺島　大智145 ﾃﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 0

13分37秒22 松崎　アレン154 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾚﾝ 0

13分39秒23 小峯 美琴135 ｺﾐﾈ ﾐｺﾄ 0

14分56秒24 林田　八州和144 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾔｼｭﾜ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

3km 男子 中学2.3年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 11:45:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

9分24秒1 松田　蓮168 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝ 0

9分24秒2 勝畑　友介171 ｶﾂﾊﾀ ﾕｳｽｹ 0

9分29秒3 堀内　幸太朗173 ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 0

9分34秒4 伊東　一隼166 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊﾔ 0

9分40秒5 奥山　泰成179 ｵｸﾔﾏ ﾀｲｾｲ 0

9分54秒6 下河内 雅貴156 ｼﾓｺｳﾁ ﾏｻｷ 0

9分56秒7 牧　直徳180 ﾏｷ ﾅｵﾄ 0

10分00秒8 椎窓　大陽167 ｼｲﾏﾄﾞ ﾀｲﾖｳ 0

10分04秒9 牧　和徳181 ﾏｷ ｶｽﾞﾄ 0

10分10秒10 舘野　浩輝169 ﾀﾃﾉ ﾋﾛｷ 0

10分10秒11 杉山　敦哉172 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂﾔ 0

10分28秒12 内海　朋也170 ｳﾂﾐ ﾄﾓﾔ 0

11分03秒13 天川 遊翔155 ｱﾏｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 0

11分04秒14 武田　奈流182 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾙ 0

11分23秒15 竹野　翔陽163 ﾀｹﾉ ｼｮｳﾖｳ 0

11分40秒16 田口　侑磨162 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 0

11分50秒17 田島　怜177 ﾀｼﾞﾏ ﾚｲ 0

12分00秒18 入澤　大空184 ｲﾘｻﾜ ｿﾗ 0

12分01秒19 後藤　優心164 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ 0

12分01秒20 中村　綾佑165 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 0

12分21秒21 秋葉　絢心158 ｱｷﾊﾞ ｹﾝｼﾝ 0

12分29秒22 櫛野　カリック161 ｸｼﾉ ｶﾘｯｸ 0

12分29秒23 松本　浩太160 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 0

12分29秒24 牛田　和喜175 ｳｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 0

12分37秒25 野口　耀太郎178 ﾉｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾛｳ 0

12分47秒26 石川　輝185 ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ 0

13分01秒27 米山　明日真186 ﾖﾈﾔﾏ ｱｽﾏ 0

13分36秒28 高島　勇太183 ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾀ 0

15分53秒29 山本　晃大174 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 女子 40～49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

21分44秒1 木村　奈津子1205 ｷﾑﾗ ﾅﾂｺ 0

22分08秒2 川口　未希子1208 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｷｺ 0

23分55秒3 唐川　あいみ1207 ｶﾗｶﾜ ｱｲﾐ 0

24分05秒4 大萱生 瞳1203 ｵｵｶﾞﾕ ﾋﾄﾐ 0

24分45秒5 川見 未華1204 ｶﾜﾐ ﾐﾊﾙ 0

26分17秒6 吉田 寛子1202 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 0

27分09秒7 矢口　奈々子1206 ﾔｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 女子 50歳以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

20分54秒1 佐藤　夕子1219 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 0

23分18秒2 三橋 祐子1211 ﾐﾂﾊｼ ﾕｳｺ 0

25分00秒3 村岡 章子1210 ﾑﾗｵｶ ｱｷｺ 0

25分02秒4 矢﨑 友紀子1213 ﾔｻﾞｷ ﾕｷｺ 0

25分05秒5 山本 智美1212 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ 0

28分43秒6 斉藤　典子1215 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 0

33分41秒7 波多　美枝子1218 ﾊﾀ ﾐｴｺ 0

37分34秒8 島田　純子1216 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 女子 一般

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

18分50秒1 西岡 朋香1214 ﾆｼｵｶ ﾎﾉｶ 0

22分00秒2 及川　菜月1227 ｵｲｶﾜﾅﾂｷ 0

22分13秒3 山形　今日子1226 ﾔﾏｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 0

24分44秒4 岩瀬 紗野香1220 ｲﾜｾ ｻﾔｶ 0

27分05秒5 高田 恵美1221 ﾀｶﾀﾞ ｴﾐ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 男子 30～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

16分36秒1 亀山 雅一202 ｶﾒﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 0

16分48秒2 山下　雅人210 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 0

17分18秒3 高森 泰宏208 ﾀｶﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 0

17分36秒4 鈴木 裕也204 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 0

18分24秒5 野上 翔平209 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 0

19分51秒6 三上 恭正203 ﾐｶﾐ ﾔｽﾏｻ 0

21分19秒7 山田 賢治205 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 0

22分21秒8 上原 航207 ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ 0

25分46秒9 高田 佑介206 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 0

27分09秒10 飛澤 潔一201 ﾄﾋﾞｻﾜ ｷﾖｶｽﾞ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 男子 40～49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

16分40秒1 小井沼 康良223 ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ 0

18分03秒2 喜多村 渉217 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 0

18分28秒3 槇野 浩司211 ﾏｷﾉ ｺｳｼﾞ 0

18分40秒4 石井 秀幸224 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 0

18分42秒5 岩崎 純平222 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 0

18分44秒6 張替 武雄216 ﾊﾘｶｴ ﾀｹｵ 0

18分49秒7 坂本　新吾232 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 0

19分02秒8 金子 哲也221 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 0

19分13秒9 増田　崇231 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 0

19分21秒10 野沢 英信214 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 0

20分45秒11 藤田 道隆219 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁﾀｶ 0

20分49秒12 中島 賢226 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 0

21分25秒13 山本 将寿213 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 0

21分29秒14 板谷 和也212 ｲﾀﾔ ｶｽﾞﾔ 0

21分38秒15 大金　禎亮229 ｵｵｶﾞﾈ ﾖｼｱｷ 0

22分05秒16 市倉 克彦220 ｲﾁｸﾗ ｶﾂﾋｺ 0

25分07秒17 金城 洋介228 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｳｽｹ 0

26分10秒18 青山　芳明230 ｱｵﾔﾏ ﾖｼｱｷ 0

28分00秒19 笠原 仁218 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 男子 50歳以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

17分09秒1 栗原 達也241 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾂﾔ 0

18分13秒2 丸　寛史252 ﾏﾙ ﾋﾛｼ 0

18分34秒3 五十嵐 渉239 ｲｶﾗｼ ﾜﾀﾙ 0

18分53秒4 櫻庭 公樹245 ｻｸﾗﾊﾞ ｺｳｷ 0

19分14秒5 越智 克爾243 ｵﾁ ﾖｼﾁｶ 0

19分32秒6 洞庭 唯史240 ﾄﾞｳﾆﾜ ﾀﾀﾞｼ 0

19分40秒7 市川　豊257 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 0

19分50秒8 河合　謙吾254 ｶﾜｲ ｹﾝｺﾞ 0

19分54秒9 伊与部 博昭242 ｲﾖﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 0

20分03秒10 高柴 マイケル250 ﾀｶｼﾊﾞ ﾏｲｹﾙ 0

20分30秒11 後田 正孝234 ｳｼﾛﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 0

20分42秒12 村本 雅紀233 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｷ 0

20分52秒13 正司 健一郎248 ｼｮｳｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 0

21分58秒14 加藤 謙一236 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 0

22分24秒15 鈴木 久夫249 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ 0

23分02秒16 永田　耕一251 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ 0

23分12秒17 岡村 和彦244 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 0

28分16秒18 小林　宏之255 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 0

28分22秒19 斎藤 大247 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 0

29分42秒20 深津 章235 ﾌｶﾂ ｱｷﾗ 0

33分26秒21 八木 肇238 ﾔｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 0

35分07秒22 山下　孝芳258 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾖｼ 0

37分38秒23 杉本　昭悦253 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｴﾂ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

5km 男子 一般

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 12:05:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

15分36秒1 杉本　崇266 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 0

15分46秒2 山本 雄262 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 0

15分52秒3 橋本　翼270 ﾊｼﾓﾄﾂﾊﾞｻ 0

16分44秒4 小林 志門269 ｺﾊﾞﾔｼｼﾓﾝ 0

17分00秒5 木本 健271 ｷﾓﾄｹﾝﾄ 0

17分01秒6 國武  大喜268 ｸﾆﾀｹﾀｲｷ 0

17分08秒7 谷川 遥人275 ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾙﾄ 0

17分23秒8 金子 瞬大272 ｶﾈｺｼｭﾝﾀ 0

17分34秒9 本木 雅規273 ﾓﾄｷﾏｻﾉﾘ 0

18分02秒10 森山 楽274 ﾓﾘﾔﾏｶﾞｸ 0

18分59秒11 藤田 一颯261 ﾌｼﾞﾀ ｲｯｻ 0

26分33秒12 小池　唯斗265 ｺｲｹ ﾕｲﾄ 0

27分24秒13 神尾　渉264 ｶﾐｵ ﾜﾀﾙ 0

32分23秒14 小泉　純生267 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｷ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 女子 40～49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

39分40秒1 後田 泰子1307 ｳｼﾛﾀﾞ ﾔｽｺ 0

41分56秒2 荒木 淑1310 ｱﾗｷ ｼｭｸ 0

44分28秒3 南齋　絵美1322 ﾅﾝｻﾞｲ ｴﾐ 0

44分34秒4 水野 裕子1311 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｺ 0

45分01秒5 加藤 志保1315 ｶﾄｳ ｼﾎ 0

48分00秒6 屋良 景子1309 ﾔﾗ ｹｲｺ 0

48分25秒7 宮葉 夕子1318 ﾐﾔﾊﾞ ﾕｳｺ 0

48分45秒8 金澤　和恵1327 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｴ 0

49分55秒9 北見 綾子1314 ｷﾀﾐ ｱﾔｺ 0

50分07秒10 大国　由紀1321 ｵｵｸﾆ ﾕｷ 0

50分25秒11 竹内　理恵1325 ﾀｹｳﾁ ﾘｴ 0

52分10秒12 佐藤 陽子1317 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 0

55分24秒13 角田　彩香1326 ﾂﾉﾀﾞ ｱﾔｶ 0

57分41秒14 荒井 綾1313 ｱﾗｲ ｱﾔ 0

1時間01分54秒15 小野　恵1323 ｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 0

1時間03分00秒16 大木 雅子1319 ｵｵｷ ﾏｻｺ 0

1時間08分59秒17 馬場先 洋子1312 ﾊﾞﾊﾞｻｷ ﾖｳｺ 0

1時間09分52秒18 吉田　まり子1324 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 女子 50～59歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

45分59秒1 石川 ゆかり1328 ｲｼｶﾜ ﾕｶﾘ 0

47分43秒2 荒井 恭子1337 ｱﾗｲ ｷｮｳｺ 0

48分04秒3 原 真理1331 ﾊﾗ ﾏﾘ 0

48分51秒4 音田　玲子1341 ｵﾝﾀﾞ ﾚｲｺ 0

49分12秒5 柴田　稔子1344 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｺ 0

51分07秒6 中込　エリカ1345 ﾅｶｺﾞﾒ ｴﾘｶ 0

52分15秒7 宮崎 明美1332 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｹﾐ 0

54分35秒8 小島　昌子1343 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｺ 0

55分15秒9 杉浦 詔子1336 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘｺ 0

56分38秒10 新原 幸子1335 ｼﾝﾊﾞﾗ ｻﾁｺ 0

56分52秒11 坂田 幸子1334 ｻｶﾀ ｻﾁｺ 0

57分05秒12 宮田　弘子1346 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｺ 0

1時間00分18秒13 吉田　和代1340 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 0

1時間01分21秒14 原　美砂1342 ﾊﾗ ﾐｻ 0

1時間02分04秒15 永島 経子1339 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺ 0

1時間08分00秒16 上里 ますみ1333 ｳｴｻﾄ ﾏｽﾐ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 女子 60歳以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

52分21秒1 深津 明美1347 ﾌｶﾂ ｱｹﾐ 0

53分29秒2 加藤 則子1349 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 0

54分16秒3 塚田　早苗1358 ﾂｶﾀﾞ ｻﾅｴ 0

55分00秒4 内海 和子1353 ｳﾂﾐ ｶｽﾞｺ 0

59分19秒5 鳥井原 裕子1354 ﾄﾘｲﾊﾗ ﾕｳｺ 0

1時間02分24秒6 大杉 奈保美1355 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾐ 0

1時間06分15秒7 根本 ひろみ1351 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ 0

1時間10分02秒8 矢野 恵子1356 ﾔﾉ ｹｲｺ 0

1時間10分58秒9 根本　康恵1361 ﾈﾓﾄ 0

1時間11分29秒10 松本　榮子1359 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｺ 0

1時間15分11秒11 春原 和子1350 ｽﾉﾊﾗ ｶｽﾞｺ 0

1時間15分25秒12 古川 雅子1352 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｺ 0

1時間55分07秒13 浦野 しず子1348 ｳﾗﾉ ｼｽﾞｺ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 女子 一般

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

44分32秒1 山口　歩子1306 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕｺ 0

55分34秒2 染谷 英理子1302 ｿﾒﾔ ｴﾘｺ 0

1時間04分43秒3 福原　佳奈1305 ﾌｸﾊﾗ ｶﾅ 0

1時間07分07秒4 大西 花佳1303 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｶ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 男子 40～49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:30:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

33分36秒1 能城 秀雄330 ﾉｳｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 0

34分08秒2 米田　桂司365 ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｼﾞ 0

34分54秒3 藤田 健332 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 0

36分05秒4 笠原 雅人338 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾄ 0

37分59秒5 大辻 竹仁343 ｵｵﾂｼﾞ ﾀｹﾋﾄ 0

38分27秒6 伊本 直史336 ｲﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ 0

38分32秒7 小川 浩一339 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 0

39分10秒8 木谷　一明359 ｷﾔ ｶｽﾞｱｷ 0

39分19秒9 木村 幸晃344 ｷﾑﾗ ﾕｷﾃﾙ 0

40分44秒10 大山 利明342 ｵｵﾔﾏ ﾄｼｱｷ 0

41分55秒11 畑澤 文祐333 ﾊﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾋﾛ 0

41分56秒12 稲垣 真也349 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝﾔ 0

42分03秒13 落合 正人347 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾄ 0

42分22秒14 池本 和樹337 ｲｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 0

43分09秒15 阿部　秀人366 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ 0

45分17秒16 南　大介369 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ 0

45分47秒17 西岡　千史370 ﾆｼｵｶ ﾁﾌﾐ 0

46分15秒18 山口　勉362 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 0

46分42秒19 田尾 幸朗340 ﾀｵ ﾕｷｵ 0

46分59秒20 清水　和明367 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｱｷ 0

47分19秒21 長沼 雄三331 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｿﾞｳ 0

47分25秒22 田崎 志朗346 ﾀｻﾞｷ ｼﾛｳ 0

48分21秒23 岡村 信一郎353 ｵｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 0

50分08秒24 岸　政孝368 ｷｼ ﾏｻﾀｶ 0

50分34秒25 相羽 啓之354 ｱｲﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 0

51分22秒26 橋爪　聡史363 ﾊｼﾂﾒ ｻﾄｼ 0

51分28秒27 落合 美文355 ｵﾁｱｲ ﾖｼﾌﾐ 0

52分51秒28 杉浦 貞行348 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾀﾞﾕｷ 0

53分36秒29 山本 雅341 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ 0

1時間01分02秒30 佐野　光丈364 ｻﾉ ﾐﾂﾀｹ 0

1時間06分38秒31 中村 信也358 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 0

1時間10分14秒32 村上 知久356 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｻ 0

1時間21分57秒33 大木 成政357 ｵｵｷ ﾅﾘﾏｻ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 男子 50～59歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

36分00秒1 内田 定男384 ｳﾁﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 0

37分08秒2 藤野 英之371 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 0

37分21秒3 大場 康晴389 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾊﾙ 0

38分47秒4 上原 賢一421 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 0

39分08秒5 大柳　修一423 ｵｵﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 0

39分22秒6 大坪 恭406 ｵｵﾂﾎﾞ ﾔｽｼ 0

39分41秒7 池田 暁治419 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾊﾙ 0

39分47秒8 坂本　忠信439 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 0

40分09秒9 森川　透425 ﾓﾘｶﾜ ﾄｵﾙ 0

40分36秒10 芹澤 和哉386 ｾﾘｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 0

40分39秒11 野々下 典生373 ﾉﾉｼﾀ ﾂﾈｵ 0

40分49秒12 宮田　雅則441 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾉﾘ 0

41分18秒13 大槻 知史397 ｵｵﾂｷ ｻﾄｼ 0

41分37秒14 田中 政治374 ﾀﾅｶ ﾏｻﾊﾙ 0

42分29秒15 原 秀明402 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 0

43分19秒16 兎川　道成438 ﾄｶﾞﾜ ﾐﾁﾅﾘ 0

43分24秒17 北田 雄作388 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳｻｸ 0

43分29秒18 風間　洋一435 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁ 0

43分40秒19 桑原 健治412 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 0

43分59秒20 吉森 元彦380 ﾖｼﾓﾘ ﾓﾄﾋｺ 0

44分21秒21 郷家 博之376 ｻﾄｲｴ ﾋﾛﾕｷ 0

44分24秒22 三浦 俊哉382 ﾐｳﾗ ﾄｼﾔ 0

44分53秒23 藤田 富美雄403 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾐｵ 0

44分57秒24 坂本 和巳415 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 0

45分06秒25 織原 敦405 ｵﾘﾊﾗ ｱﾂｼ 0

45分36秒26 横田 恵一411 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ 0

45分56秒27 内田 裕一郎401 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 0

46分01秒28 石橋 保孝409 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾀｶ 0

46分24秒29 山中　一426 ﾔﾏﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 0

47分16秒30 須藤 智正394 ｽﾄｳ ﾄﾓﾏｻ 0

47分21秒31 白井 順一392 ｼﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 0

47分53秒32 山岸　猛434 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ 0

48分12秒33 水野 一朗383 ﾐｽﾞﾉ ｲﾁﾛｳ 0

48分24秒34 川崎　久生429 ｶﾜｻｷ ﾋｻｵ 0

48分32秒35 結束　公高436 ｹｯｿｸ ｷﾐﾀｶ 0

49分02秒36 山本 憲司413 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 0

49分39秒37 岡本 靖弘404 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 0

50分32秒38 高木 譲398 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞﾙ 0

50分54秒39 岡本　隆431 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 0

51分29秒40 餅田　道知432 ﾓﾁﾀﾞ ﾐﾁﾄﾓ 0

51分47秒41 今井 豪396 ｲﾏｲ ﾂﾖｼ 0

51分57秒42 関口 陽一408 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 0

52分17秒43 守屋　英司433 ﾓﾘﾔ ｴｲｼﾞ 0

52分26秒44 山岸 淳一417 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 0

52分29秒45 水谷　憲史437 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 0

52分29秒46 吉田　孝司422 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 0

53分01秒47 玉田 宏一372 ﾀﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 0

53分01秒48 安田　光司428 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 0

53分20秒49 大屋 輝夫390 ｵｵﾔ ﾃﾙｵ 0

54分37秒50 岡 精一414 ｵｶ ｾｲｲﾁ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 男子 50～59歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

55分26秒51 小野　喜秋424 ｵﾉ ﾖｼｱｷ 0

55分36秒52 志賀 弘康378 ｼｶﾞ ﾋﾛﾔｽ 0

55分45秒53 杉本 真人395 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ 0

56分01秒54 渡辺 正人385 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 0

57分41秒55 荒井 友輔393 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 0

58分08秒56 生澤 公一377 ｲｷｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 0

58分11秒57 佐藤　正美430 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 0

58分54秒58 石井 隆行387 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 0

58分57秒59 伴場 正憲391 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 0

1時間00分15秒60 三池 隆410 ﾐｲｹ ﾀｶｼ 0

1時間01分51秒61 大和 健司416 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾞ 0

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 男子 60歳以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

39分32秒1 鎌倉　孝明507 ｶﾏｸﾗ ﾀｶｱｷ 0

39分37秒2 武田 信行483 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 0

41分41秒3 石川 克也449 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ 0

41分57秒4 宍戸 宏行442 ｼｼﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 0

43分25秒5 遠藤 要多476 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 0

44分00秒6 今井 國雄468 ｲﾏｲ ｸﾆｵ 0

44分05秒7 田中　逸人495 ﾀﾅｶ ｲﾂﾋﾄ 0

44分10秒8 正籬 聡471 ﾏｻｶﾞｷ ｻﾄﾙ 0

44分23秒9 菅原 靖男473 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 0

45分51秒10 吉田 寿文480 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 0

47分06秒11 清塚 勝466 ｷﾖﾂﾞｶ ﾏｻﾙ 0

47分11秒12 五十川 正司456 ｲｿｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 0

47分40秒13 半田 誠志461 ﾊﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 0

48分26秒14 飯島 貴美男463 ｲｲｼﾞﾏ ｷﾐｵ 0

48分50秒15 篠崎　泰造508 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｲｿﾞｳ 0

48分50秒16 野村 京哉462 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾔ 0

49分13秒17 永岡 伸治482 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝｼﾞ 0

49分31秒18 石川　明506 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 0

51分14秒19 渋谷 英一490 ｼﾌﾞﾔ ｴｲｲﾁ 0

51分31秒20 福士　峰生509 ﾌｸｼ ﾐﾈｵ 0

51分38秒21 西川 郁生446 ﾆｼｶﾜ ｲｸｵ 0

51分40秒22 叶谷 裕一453 ｶﾉﾔ ﾕｳｲﾁ 0

52分32秒23 皆川 賢司447 ﾐﾅｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 0

52分47秒24 石原 健477 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ 0

52分52秒25 長谷部　了499 ﾊｾﾍﾞ ｻﾄｼ 0

53分24秒26 倉 雅人469 ｸﾗ ﾏｻﾄ 0

53分27秒27 佐久山 光一491 ｻｸﾔﾏ ｺｳｲﾁ 0

54分20秒28 執行 紀行467 ｼｷﾞｮｳ ﾉﾘﾕｷ 0

54分38秒29 藤田　尚史493 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｼ 0

54分48秒30 田中 久視470 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 0

54分58秒31 油井 孝489 ﾕｲ ﾀｶｼ 0

56分23秒32 大日向　正健498 ｵｵﾋﾅﾀ ﾏｻﾀｹ 0

56分32秒33 笠原 利一481 ｶｻﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 0

57分01秒34 鳥井原 俊治479 ﾄﾘｲﾊﾗ ｼｭﾝｼﾞ 0

57分39秒35 島袋 慶一458 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲｲﾁ 0

59分25秒36 米玉利 勇455 ﾖﾈﾀﾏﾘ ｲｻﾑ 0

59分38秒37 田中 詞尉444 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾔｽ 0

1時間00分06秒38 加藤 光敏460 ｶﾄｳ ﾐﾂﾄｼ 0

1時間00分14秒39 正岡 久武445 ﾏｻｵｶ ﾋｻﾀｹ 0

1時間01分06秒40 虻川 秀信492 ｱﾌﾞｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 0

1時間01分29秒41 山添 誠司478 ﾔﾏｿﾞｴ ｾｲｼﾞ 0

1時間01分57秒42 小林 昭永485 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾉﾘ 0

1時間03分34秒43 高嶋　正明505 ﾀｶｼﾏ ﾏｻｱｷ 0

1時間04分00秒44 春原 敏雄488 ｽﾉﾊﾗ ﾄｼｵ 0

1時間05分22秒45 橋本 定義484 ﾊｼﾓﾄ ｻﾀﾞﾖｼ 0

1時間06分10秒46 岡部 利夫451 ｵｶﾍﾞ ﾄｼｵ 0

1時間07分42秒47 小田切 順一450 ｵﾀｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 0

1時間08分01秒48 松下　巧500 ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾐ 0

1時間09分35秒49 島田 和男486 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 0

1時間09分58秒50 飛田 義彦472 ﾋﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 0
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- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 男子 60歳以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 10:40:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

1時間10分15秒51 鈴木　勲494 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ 0

1時間11分21秒52 堀之内 浩二459 ﾎﾘﾉｳﾁ ｺｳｼﾞ 0

1時間11分53秒53 角田 克己448 ｶｸﾀﾞ ｶﾂﾐ 0

1時間12分43秒54 出浦　浩一502 ｲﾃﾞｳﾗ ｺｳｲﾁ 0

1時間55分08秒55 浦野 圭三452 ｳﾗﾉ ｹｲｿﾞｳ 0
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- 第65回葛飾柴又ロードレース大会 -

10km 男子 一般

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2023/1/9

スタート： 9:30:00

会場: 江戸川柴又土手コース　柴又公園

主催: 葛飾区陸上競技協会

32分45秒1 岡本　拓也329 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 0

34分29秒2 風間 龍介304 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 0

35分21秒3 谷澤　真聖323 ﾀﾆｻﾜ ﾏｻﾄ 0

35分55秒4 藤田　公平327 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 0

35分57秒5 金田　幸輝322 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｷ 0

38分34秒6 上平 貴昭306 ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾀｶｱｷ 0

40分35秒7 渡辺　譲二326 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 0

42分36秒8 大和田　尚宏318 ｵｵﾜﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 0

42分58秒9 田村　直幸324 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 0

43分35秒10 佐久山 光平312 ｻｸﾔﾏ ｺｳﾍｲ 0

43分46秒11 前田 大紀310 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 0

45分04秒12 小林 貴之305 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 0

46分22秒13 横山 泰宏302 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 0

47分02秒14 小松　陵平319 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾍｲ 0

48分27秒15 横田 貴紀311 ﾖｺﾀ ﾀｶﾉﾘ 0

48分33秒16 武居　正320 ﾀｹｽｴ ﾀﾀﾞｼ 0

48分50秒17 澤野　能文328 ｻﾜﾉ ﾖｼﾌﾐ 0

50分39秒18 長谷川 奨315 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾑ 0

50分59秒19 白井 正宏309 ｼﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 0

54分09秒20 日塔 健一316 ﾆｯﾄｳ ｹﾝｲﾁ 0

56分15秒21 内海　桂321 ｳﾂﾐ ｹｲ 0

1時間24分13秒22 三上　拓317 ﾐｶﾐ ﾀｸ 0
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