
- 宝浪漫マラソン2022 -

10km 男子　40代の部

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

39分37秒1 道下 貴2110 ﾐﾁｼﾀ ﾀｶｼ

41分09秒2 杉本 哲哉2113 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 岐阜陸協

42分15秒3 榎本 和2101 ｴﾉﾓﾄ ﾀｶｼ

42分45秒4 庄司 拓2143 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸ

43分49秒5 杉原 和広2127 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 城山ＲＣ

45分26秒6 花野 雅司2117 ﾊﾅﾉ ﾏｻｼ

45分58秒7 白尾 勝2103 ｼﾗｵ ﾏｻﾙ ＡＴＡＣ

47分20秒8 吉野 岳彦2144 ﾖｼﾉ ﾀｹﾋｺ

48分18秒9 松村 真2140 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝ

48分20秒10 高畠 勇人2094 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾊﾔﾄ 中条走四浪会

48分25秒11 室達 良成2150 ﾑﾛﾀﾂ ﾖｼﾅﾘ 前田ＡＣ

48分25秒12 粟原 一矢2119 ｱﾜﾗ ｶｽﾞﾔ

49分13秒13 鍵 正幸2112 ｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ 栄々桜！！！

50分32秒14 内匠 克裕2088 ﾀｸﾐ ｶﾂﾋﾛ

50分42秒15 中島 康博2152 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

51分28秒16 毛利 健志2118 ﾓｳﾘ ｹﾝｼﾞ のとしんアスリートクラブ

52分32秒17 橋本 清孝2129 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾀｶ

52分54秒18 南 武志2089 ﾐﾅﾐ ﾀｹｼ

53分06秒19 徳田 真也2125 ﾄｸﾀﾞ ｼﾝﾔ まい・ぺぇ～す！

54分08秒20 田中 秀明2128 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 幸枝クラブ

54分28秒21 渡部 祐二2147 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 羽咋市役所

55分27秒22 谷口 秀誉2148 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

55分41秒23 山田 裕志2133 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

57分02秒24 井村 豪2121 ｲﾑﾗ ﾂﾖｼ

57分27秒25 佐々 和宣2139 ｻｯｻ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

58分33秒26 河村 智2130 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄｼ

58分43秒27 浦田 嘉史2102 ｳﾗﾀ ﾖｼﾌﾐ

58分59秒28 豊島 広和2135 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 田鶴浜ＲＣ

59分15秒29 浦野 聡2092 ｳﾗﾉ ｻﾄｼ

59分24秒30 立野 純一2136 ﾀﾃﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間02分35秒31 横井 啓史2097 ﾖｺｲ ｹｲｼﾞ

1時間03分06秒32 山本 恭裕2093 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間03分30秒33 竹内 雅樹2104 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 丹南病院

1時間03分50秒34 松浦 茂樹2124 ﾏﾂｳﾗ ｼｹﾞｷ

1時間05分03秒35 井波 和夫2146 ｲﾅﾐ ｶｽﾞｵ

1時間05分30秒36 羽鳥 克之2096 ﾊﾄﾘ ｶﾂﾕｷ

1時間05分48秒37 各務 健司2108 ｶｸﾑ ｹﾝｼﾞ

1時間07分19秒38 舩戸 正志2134 ﾌﾅﾄ ﾏｻｼ

1時間07分19秒39 森内 高弘2131 ﾓﾘｳﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間07分57秒40 濱田 剛史2142 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間08分36秒41 原田 知喜2090 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ

1時間08分36秒42 藤森 亮介2091 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ

1時間09分41秒43 杉森 将宣2098 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間10分21秒44 宮本 裕司2151 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間11分41秒45 南 雅弘2109 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ 石川サンケン株式会社

1時間14分46秒46 伊崎 俊幸2126 ｲｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間15分02秒47 一森 卓2120 ｲﾁﾓﾘ ｽｸﾞﾙ

1時間15分16秒48 山田 恵吾2141 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ

1時間15分21秒49 水口 敦洋2107 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 加賀國行飛會

1時間17分58秒50 三谷 知行2095 ﾐﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ
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1時間20分06秒51 水内 哲史2100 ﾐｽﾞｳﾁ ﾃﾂﾌﾐ

1時間23分11秒52 村上 裕輝2149 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 古田組

1時間23分31秒53 高木 幸司2137 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾞ

1時間23分32秒54 巻 金一2114 ﾏｷ ｷﾝｲﾁ

1時間25分06秒55 堺 智行2111 ｻｶｲ ﾄﾓﾕｷ

1時間30分17秒56 中野 頼人2132 ﾅｶﾉ ﾖﾘﾄ 能登島郵便局

1時間33分51秒57 礒辺 茂雄2123 ｲｿﾍﾞ ｼｹﾞｵ
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