
2022年5月7日 （推奨レース）第48回ふれあい赤羽駅伝

チーム名 1区(8.0975km) 2区(3km) 3区(5km) 4区(5km) 合計タイム

暴れ獅子 山本 謙太郎 飯田 光 三浦 翔 大森 教尋

（男子選抜） 27'26" 37'06" 53'50" 1:11'04" 1:11'04"

27'26" 9'40" 16'44" 17'14" 総合第3位

区間第6位 区間第3位 区間第3位 区間第5位

くどき上手 佐藤 哲也 冨沢 正幸 高野 修二 松尾 啓孝

32'18" 44'08" 1:04'11" 1:23'17" 1:23'17"

32'18" 11'50" 20'03" 19'06"

一滴千両 中村 強 都築 健太 溝口 靖 牧之瀬 修

30'59" 45'54" 1:04'47" 1:25'06" 1:25'06"

30'59" 14'55" 18'53" 20'19"

天真爛漫 植村 克秀 古屋 隆晴 福原 義樹 小笠原 信

31'43" 47'20" 1:06'08" 1:25'21" 1:25'21"

31'43" 15'37" 18'48" 19'13"

人生劇場 古怒田 修 木下 安司 高橋 進 小林 一美

（60歳以上選抜） 30'01" 43'51" 1:05'37" 1:25'46" 1:25'46"

30'01" 13'50" 21'46" 20'09"

粋な宴 瀬間 竜太郎 梅津 定一 中村 英治 渡辺 良治

30'52" 48'19" 1:09'38" 1'26'35" 1'26'35"

30'52" 17'27" 21'19" 16'57"

区間第3位

酒呑童子 星 幸伸 服部 一宏 二見 将夫 本澤 周

34'23" 45'39" 1:04'16" 1'29'45" 1'29'45"

34'23" 11'16" 18'37" 25'29"

都美人 福重 仁美 石井 亜樹子 西山 亮子 工藤 幸子

（女子選抜） 36'47" 50'17" 1:13'38" 1:37'19" 1:37'19"

36'47" 13'30" 23'21" 23'41 女子第3位

2023年5月13日 Buttersea Park Half Marathon May

ハーフマラソン 田中 伸一 1:43'15" 年代別第6位

最近のレース結果（会員版）

（2023年４月～）

追加・修正・削除のご依頼は

＊赤文字は女子

 www.popoloac.com/member/kekka/postmail_race.htm から。



2023年5月4日 第35回春日部大凧マラソン

ハーフマラソン 古怒田 修 1:22'33" ポポロ男子壮Ⅲ表彰記録突破

年代別第3位

2023年4月30日 第3回福山あしだがわマラソン

ハーフマラソン 飯田 光 1:18'59"

2023年4月25日 ポポロタイムトライアル

5000m 丸尾 擁平 17'38"

上野 力 18'34"

二見 将夫 18'43"

中村 強 18'50"

野口 健史 19'07"

溝口 靖 19'13"

郷野 聡 19'46"

白石 敏雄 19'53"

杉山 長 20'54"

中村 英治 20'56"

吉田 里美 22'12"

西山 亮子 22'18" ポポロ女子壮年Ⅱ表彰記録突破

取香 諭司 22'26"

福重 仁美 22'35"

服部 一宏 22'40"

山田 斉 23'25"

平澤 勇二 23'40"

渡辺 愛子 24'25"

都築 健太 25'20"

3000m 加藤 哲朗 12'41"

大場 直美 12'57" ポポロ女子壮年Ⅱ表彰記録突破

千葉 俊郎 14'54"

1500m 大場 孝広 4'56"

中村 強 5'00"

二見 将夫 5'16"

上野 力 5'19"

郷野 聡 5'44"

高野 修次 5'50"

中村 英治 5'57"

吉田 里美 6'12"

福重 仁美 6'13"

取香 諭司 6'41"



2023年4月16日 加賀温泉郷マラソン2023

フルマラソン 杉山 長 3:35'50"

2023年4月16日 第33回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン

100Km 佐藤 哲也 9:15'14" ポポロ男子壮年Ⅱ表彰記録突破

植村 克秀 9:32'19"

2023年4月8日 第18回戸田・彩湖フルマラソン＆ウルトラマラソン

フルマラソン 植村 克秀 3:27'51"

服部 一宏 3:37'40"

71Km 村井 誠 5:43'35" 年代別第3位

佐藤 哲也 5:53'19"

2023年4月2日 ハセツネ30K

30Km 大場 直美 5:06'40" 女子年代別第5位

2023年4月2日 第25回青梅高水国際トレイルラン

30Km 植村 克秀 2:59'18"

2023年4月1日 （推奨レース）第43回東京春季陸上競技大会

5000m 大場 孝広 16'48"71 ポポロ男子壮年Ⅰ表彰記録突破

男子壮年第1位

大森 教尋 16'55"52 男子壮年第2位

中村 強 18'03"79

二見 将夫 18'43"65

福原 義樹 19'23"65

星 幸伸 19'46"14

佐藤 哲也 20'05"24

野口 健史 20'24"95

小林 一美 20'35"85

1500m 福原 義樹 4'54"00

中村 強 5'00"02

野口 健史 5'05"90

植村 克秀 5'15"05

星 幸伸 5'26"40

佐藤 哲也 5'30"65

4×400mリレー 福原 義樹

植村 克秀

中村 強

大森 教尋

男子一般第1位4'20"15


