
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 男子　18歳～39歳の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/24

スタート： 8:55:00

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

2時間02分07秒1 中山 隼人764 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ ＳＡＬＬＹＳ

2時間02分35秒2 佐藤 佑太郎771 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ あきらＲＣ村櫛

2時間02分45秒3 川島 大樹799 ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ 音金機械株式会社

2時間03分03秒4 上野 大聖747 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｾｲ 松井建設

2時間04分15秒5 中川 善揮854 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｷ Stylish

2時間05分40秒6 金子 綜一郎862 ｶﾈｺ ｿｳｲﾁﾛｳ

2時間07分28秒7 吉田 一博855 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 金沢工業大学

2時間07分42秒8 水野 英夫807 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ

2時間08分58秒9 砂原 知行742 ｽﾅﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ チームあかぞろ

2時間09分44秒10 本村 耕平797 ﾓﾄﾑﾗ ｺｳﾍｲ

2時間12分16秒11 岡本 虎太郎866 ｵｶﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ＴＥＡＭ　ＨＡＬＬＹ

2時間12分54秒12 野崎 公佑773 ﾉｻﾞｷ ｺｳｽｹ

2時間13分51秒13 亀本 理朗730 ｶﾒﾓﾄ ﾏｻｱｷ

2時間14分11秒14 酒井 邦夫691 ｻｶｲ ｸﾆｵ チームＥＩＺＯ

2時間15分32秒15 綾野 陽仁817 ｱﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ

2時間15分49秒16 通 洸介795 ﾄｵﾘ ｺｳｽｹ 芭蕉珈琲ＲＣ

2時間16分22秒17 八嶋 純平829 ﾔｼﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 富山県教育委員会

2時間16分33秒18 山田 恭平722 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2時間17分02秒19 大谷 慎726 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ

2時間17分55秒20 種田 和也729 ﾀﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間18分50秒21 内潟 一広769 ｳﾁｶﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間20分56秒22 上保 智人703 ｼﾞｮｳﾎ ﾄﾓﾋﾄ ＧＲＣ

2時間21分05秒23 土居岸 孝次711 ﾄﾞｲｷﾞｼ ｺｳｼﾞ ＯＭＪ

2時間22分22秒24 柳 裕樹739 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ トヨタ九州

2時間22分28秒25 高林 裕之676 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＨＷコンドル

2時間23分25秒26 金谷 謙佑798 ｶﾅﾔ ｹﾝｽｹ

2時間23分39秒27 吉田 直矢813 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

2時間24分41秒28 宮川 尚司675 ﾐﾔｶﾜ ﾅｵｼﾞ

2時間24分59秒29 苑原 松太774 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2時間27分19秒30 池田 智樹824 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ ＳＲＴ

2時間28分02秒31 高橋 宗大833 ﾀｶﾊｼ ﾑﾈﾋﾛ

2時間29分02秒32 多田 政之698 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間29分51秒33 上野 漱介842 ｳｴﾉ ｿｳｽｹ

2時間30分39秒34 寺垣 慎太郎779 ﾃﾗｶﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間30分46秒35 武田 行由721 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾖｼ

2時間30分48秒36 谷津 成輝757 ﾔﾂ ﾏｻｷ 金沢市役所アスリートクラブ

2時間31分59秒37 小田原 昌平804 ｵﾀﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ

2時間32分43秒38 篠原 啓志746 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｼ

2時間33分36秒39 金子 啓太723 ｶﾈｺ ｹｲﾀ

2時間34分10秒40 山下 悠佑805 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 野々市市役所

2時間35分16秒41 中田 龍一763 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 中原化成品工業（株）

2時間35分52秒42 沼田 智紀832 ﾇﾏﾀ ﾄﾓｷ

2時間35分54秒43 東 雄太860 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 金沢星稜大学

2時間37分20秒44 登美 俊典696 ﾄﾐ ｼｭﾝｽｹ チームＥＩＺＯ

2時間38分33秒45 道角 祐介809 ﾐﾁｶﾄﾞ ﾕｳｽｹ

2時間40分00秒46 吉村 文宏695 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ

2時間40分04秒47 浦野 智裕755 ｳﾗﾉ ﾄﾓﾋﾛ

2時間40分32秒48 本村 将悟838 ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

2時間41分21秒49 小林 孝臣767 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 木下トレイルラン倶楽部

2時間41分22秒50 住田 亮756 ｽﾐﾀ ﾘｮｳ
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2時間41分38秒51 佐田 純也694 ｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間43分31秒52 林 哲司728 ﾊﾔｼ ﾃﾂｼ

2時間43分49秒53 稲垣 啓文751 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ

2時間45分05秒54 黒崎 薫生670 ｸﾛｻｷ ｼｹﾞｵ

2時間47分03秒55 清水 渉731 ｼﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ

2時間48分12秒56 村西 研郎784 ﾑﾗﾆｼ ｹﾝﾛｳ

2時間49分08秒57 角谷 政志849 ｶｸﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間49分43秒58 長井 祥752 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ

2時間50分16秒59 安田 貴志683 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間51分24秒60 坂下 昇次840 ｻｶｼﾀ ｼｮｳｼﾞ

2時間51分28秒61 石出 裕一朗760 ｲｼﾃﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ チームＯＭＪ

2時間53分01秒62 玉田 龍之介776 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

2時間53分18秒63 村田 真広758 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間53分23秒64 吉田 哲朗744 ﾖｼﾀ ﾃﾂﾛｳ

2時間54分01秒65 金 智秀800 ｷﾑ ｼﾞｽ ナウスタイル

2時間54分07秒66 本田 猪之介701 ﾎﾝﾀﾞ ｲﾉｽｹ

2時間54分40秒67 野澤 隼丈715 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ

2時間55分14秒68 笠原 孝祐815 ｶｻﾊﾗ ｺｳｽｹ

2時間55分35秒69 奥田 光826 ｵｸﾀﾞ ﾋｶﾙ ＨＷコンドル

2時間55分57秒70 砺波 純哉839 ﾄﾅﾐ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間55分58秒71 坂本 篤紀765 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｷ

2時間56分06秒72 西出 尚人689 ﾆｼﾃﾞ ﾅｵﾄ

2時間56分09秒73 古幡 政博716 ﾌﾙﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ チーム火曜日

2時間56分22秒74 大島 卓也783 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ ＨＡＣ

2時間56分48秒75 倉井 壱星864 ｸﾗｲ ｲｯｾｲ 澁谷工業株式会社

2時間58分11秒76 北村 拓也789 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ

2時間58分32秒77 高桑 由樹706 ﾀｶｸﾜ ﾕｳｷ

2時間58分50秒78 WOODFORD MICHAEL748 ｳｯﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ ﾏｲｹﾙ

2時間58分52秒79 本嶋 達也737 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 巨人

2時間58分54秒80 山本 健太828 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ

3時間00分53秒81 池田 開780 ｲｹﾀﾞ ｶｲ

3時間02分04秒82 國井 秀仁674 ｸﾆｲ ﾋﾃﾞﾋﾄ 甲信越福山通運かふ

3時間02分19秒83 宮崎 恭弥740 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳﾔ

3時間02分47秒84 羽咋 高志818 ﾊｸｲ ﾀｶｼ カジレーネＲＣ

3時間04分06秒85 平野 郁哉823 ﾋﾗﾉ ｲｸﾔ

3時間05分06秒86 北村 健介772 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ

3時間05分13秒87 村上 祐紀782 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ

3時間05分38秒88 西村 嘉晃753 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ

3時間05分39秒89 島野 佳介768 ｼﾏﾉ ｹｲｽｹ

3時間06分55秒90 山田 祐太856 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ

3時間07分12秒91 佐々木 康治690 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ

3時間07分30秒92 稲生 大輔680 ｲﾉｳ ﾀﾞｲｽｹ

3時間07分38秒93 吉村 拓朗851 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾛｳ

3時間07分55秒94 高田 豊寛806 ﾀｶﾀ ﾄﾖﾋﾛ

3時間08分32秒95 北川 敦史778 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂｼ

3時間11分18秒96 有馬 隆史673 ｱﾘﾏ ﾀｶｼ

3時間11分46秒97 高木 政行671 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ ＴＥＡＭ大将軍

3時間11分53秒98 東 朗拓801 ﾋｶﾞｼ ｱｷﾋﾛ

3時間12分26秒99 泉 洋喜848 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ

3時間14分05秒100 山田 直輝733 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ
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3時間14分47秒101 叶山 健太750 ｶﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ

3時間15分59秒102 見目 至850 ｹﾝﾓｸ ｲﾀﾙ

3時間18分38秒103 金村 哲也688 ｶﾅﾑﾗ ﾃﾂﾔ カナちゃんピン

3時間19分59秒104 堀 準哉678 ﾎﾘ ｼﾞｭﾝﾔ

3時間20分07秒105 田町 誠也775 ﾀﾏﾁ ﾏｻﾔ 株式会社クリエイトダイス

3時間20分30秒106 中田 雄太713 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

3時間20分40秒107 本多 恒介732 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ

3時間21分58秒108 古野 貴彦687 ﾌﾙﾉ ﾀｶﾋｺ チームアジア

3時間22分22秒109 木下 拓也845 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 宝達志水町役場

3時間25分08秒110 釜谷 英希697 ｶﾏﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ ＴＨＥ　ＢＯＲＮ

3時間25分11秒111 兀橋 大二郎830 ﾊｹﾞﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

3時間25分43秒112 辻 徹朗822 ﾂｼﾞ ﾃﾂｵ

3時間26分36秒113 山本 真和681 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

3時間27分04秒114 小善 虎之介852 ｼｮｳｾﾞﾝ ﾄﾗﾉｽｹ

3時間27分22秒115 福島 昌生827 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ わっはっは

3時間27分30秒116 前口 啓707 ﾏｴｸﾞﾁ ｹｲ

3時間27分33秒117 上本 秀太816 ｳｴﾓﾄ ｼｭｳﾀ 上本外装工業

3時間28分12秒118 中島 徹士810 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂｼ

3時間28分13秒119 松宮 拓也803 ﾏﾂﾐﾔ ﾀｸﾔ

3時間28分33秒120 野崎 拓朗794 ﾉｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

3時間29分01秒121 谷越 輝彰700 ﾀﾆｺｼ ﾃﾙｱｷ

3時間32分18秒122 架間 祐太719 ﾊｻﾞﾏ ﾕｳﾀ

3時間32分29秒123 山本 翔平859 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

3時間32分54秒124 盛田 順平693 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3時間32分59秒125 中多 昭太777 ﾅｶﾀ ｼｮｳﾀ 志賀町立志賀小学校

3時間33分58秒126 山田 和弘699 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間34分17秒127 浜谷 敏充792 ﾊﾏﾀﾆ ﾄｼﾐﾂ

3時間34分30秒128 竹原 啓太736 ﾀｹﾊﾗ ｹｲﾀ

3時間34分49秒129 吉田 健人847 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ

3時間34分53秒130 林 力也836 ﾊﾔｼ ﾘｷﾔ

3時間36分10秒131 松井 拓人759 ﾏﾂｲ ﾀｸﾄ

3時間37分49秒132 堀野 知大725 ﾎﾘﾉ ﾄﾓﾋﾛ

3時間37分56秒133 小西 徹770 ｺﾆｼ ﾄｵﾙ

3時間38分20秒134 中川 崇道734 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾐﾁ イロハナランクルー

3時間39分33秒135 杉田 良介814 ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ＰＴＷアスリートクラブ

3時間40分11秒136 津田 拡嗣831 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

3時間40分14秒137 小林 勇太709 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ

3時間40分17秒138 大西 雄介793 ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ

3時間40分29秒139 山田 高光787 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ

3時間41分51秒140 広瀬 裕也857 ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ

3時間42分14秒141 室 賢治749 ﾑﾛ ｹﾝｼﾞ

3時間43分15秒142 宮脇 和宏686 ﾐﾔﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間45分41秒143 道筋 祐輔853 ﾐﾁｽｼﾞ ﾕｳｽｹ

3時間46分41秒144 角田 貴昭672 ｶｸﾀ ﾀｶｱｷ

3時間48分27秒145 水口 功貴785 ﾐｽﾞｸﾁ ｺｳｷ 砺波東部小学校

3時間48分58秒146 出口 晴斗863 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

3時間50分44秒147 菊池 陽738 ｷｸﾁ ﾖｳ オートバックス

3時間51分57秒148 平蔵 誠727 ﾍｲｿﾞｳ ﾏｺﾄ

3時間53分21秒149 吉村 洸741 ﾖｼﾑﾗ ｺｳ

3時間53分23秒150 山名 浩史717 ﾔﾏﾅ ｺｳｼﾞ
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3時間56分29秒151 野村 卓生790 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ

3時間56分38秒152 向井 真一692 ﾑｶｲ ｼﾝｲﾁ 小松ウオール工業ＥＳＣ

3時間56分41秒153 関本 尚彦705 ｾｷﾓﾄ ﾅｵﾋｺ 黒田書道教室

3時間57分04秒154 石井 宏季841 ｲｼｲ ﾋﾛｷ

3時間57分30秒155 北嶋 俊一677 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝｲﾁ

3時間58分17秒156 境 国臣808 ｻｶｲ ｸﾆｵﾐ 結デザイン

3時間58分25秒157 松本 拓也786 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ

3時間59分32秒158 赤坂 真純708 ｱｶｻｶ ﾏｽﾐ ぷるっちょ

4時間03分36秒159 濱本 武志761 ﾊﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 市立輪島病院

4時間12分38秒160 山口 直樹679 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ

4時間14分54秒161 長谷 崇史766 ﾊｾ ﾀｶﾌﾐ

4時間27分30秒162 西 崇宏712 ﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

4時間28分20秒163 一川 良太704 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
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