
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 男子　60歳以上の部

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13分55秒1 木下 孝浩63 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ ＡＣ－ＴＯＹＡＭＡ

2時間15分27秒2 岡田 雅宏18 ｵｶﾀ ﾏｻﾋﾛ （株）浜野水産

2時間19分31秒3 安念 英明89 ｱﾝﾈﾝ ﾋﾃﾞｱｷ 北陸計器工業

2時間23分41秒4 藤田 和彦49 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 本郷小学校

2時間32分38秒5 高井 光74 ﾀｶｲ ﾋｶﾙ 石川陸協

2時間37分03秒6 北出 吉弘21 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 京都ランナーズ

2時間42分49秒7 須磨 政幸53 ｽﾏ ﾏｻﾕｷ ハクサンクラブ

2時間45分49秒8 北 哲雄26 ｷﾀ ﾃﾂｵ 幾久倶楽部

2時間46分05秒9 山本 敏弘40 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 金沢ＳＣ小立野

2時間49分49秒10 池田 修88 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 次場マラソン?楽部

2時間49分59秒11 中條 聡35 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 金沢中央走ろう会

2時間50分13秒12 小島 伸夫30 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｵ 石川県人会

2時間53分09秒13 山本 英樹75 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

2時間53分54秒14 山本 俊樹47 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｷ 日本ダイヤコム工業

2時間56分02秒15 吉田 浩昭79 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間56分58秒16 芝井 広52 ｼﾊﾞｲ ﾋﾛｼ

3時間01分19秒17 鎌田 俊夫84 ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 虎寅彪

3時間02分02秒18 佐野 哲司77 ｻﾉ ﾃﾂｼﾞ 三洋製機ＲＣ

3時間03分28秒19 井山 尚記60 ｲﾔﾏ ﾅｵｷ エアーズ

3時間04分41秒20 和田 稔72 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ

3時間05分29秒21 野上 昭57 ﾉｶﾞﾐ ｱｷﾗ アズサーズ

3時間05分46秒22 岡部 寿一78 ｵｶﾍﾞ ﾋｻｶｽﾞ

3時間06分22秒23 喜多 俊彦27 ｷﾀ ﾄｼﾋｺ

3時間07分44秒24 亀山 幸太郎51 ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ジェイ・バス

3時間08分54秒25 田村 幸一65 ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ

3時間11分50秒26 直江 成治14 ﾅｵｴ ｼｹﾞﾊﾙ モンタナ

3時間12分07秒27 山下 政義7 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖｼ ジュピターランニングクラブ

3時間13分24秒28 梅谷 浩62 ｳﾒﾀﾆ ﾋﾛｼ 門前町黒島走友会

3時間13分35秒29 屋敷 孝之48 ﾔｼｷ ﾀｶﾕｷ スキャン

3時間15分09秒30 谷口 一郎1 ﾀﾆｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 宝達志水快走老会

3時間15分18秒31 松井 義徳29 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾘ

3時間15分40秒32 黒川 正道2 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾐﾁ ドコモ北陸ランニング倶楽部

3時間16分06秒33 西川 誠一82 ﾆｼｶﾜ ｾｲｲﾁ

3時間17分12秒34 三納 哲也83 ｻﾝﾉｳ ﾃﾂﾔ アマンチーム

3時間17分32秒35 竹内 和弘20 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間18分26秒36 齊藤 孝行91 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

3時間20分27秒37 山本 真一56 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

3時間22分07秒38 中野 廣志58 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

3時間22分41秒39 松本 政彦80 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋｺ はせクリ

3時間23分57秒40 金本 誠64 ｶﾅﾓﾄ ﾏｺﾄ 日立ハイテクフィールディン・

3時間24分24秒41 東 久彦81 ﾋｶﾞｼ ﾋｻﾋｺ

3時間26分55秒42 佐々木 龍也69 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

3時間28分15秒43 玉井 史男4 ﾀﾏｲ ﾌﾐｵ エアーズ

3時間31分49秒44 山崎 辰郎36 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 小松ウオールＥＳＣ

3時間33分01秒45 金谷 繁吉38 ｶﾅﾔ ｼｹﾞﾖｼ

3時間34分36秒46 佐野 良一33 ｻﾉ ﾖｼｶｽﾞ モンタナスポーツ

3時間36分58秒47 日高 寿美19 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻﾐ

3時間40分26秒48 関 秀作39 ｾｷ ｼｭｳｻｸ スキャン

3時間45分02秒49 村山 秋弘50 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ アルスコンサルタンツ（株）

3時間45分45秒50 工藤 俊平42 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
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3時間45分51秒51 松浪 將仁28 ﾏﾂﾅﾐ ﾏｻﾋﾄ

3時間46分46秒52 横 信一5 ﾖｺ ｼﾝｲﾁ

3時間47分25秒53 酒井 郁夫10 ｻｶｲ ｲｸｵ 羽咋走ろう会

3時間49分01秒54 秋元 学45 ｱｷﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ チームサスケ

3時間49分05秒55 川上 隆夫22 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｵ 羽咋走ろう会

3時間52分32秒56 上田 良治87 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 新川荒屋走るかい？

3時間53分21秒57 村井 徹71 ﾑﾗｲ ﾄｵﾙ

3時間54分08秒58 扇 利晴61 ｵｵｷﾞ ﾄｼﾊﾙ

3時間54分12秒59 勘田 益男17 ｶﾝﾀﾞ ﾏｽｵ 沖町マラソン同好会

3時間55分02秒60 浅田 明晴6 ｱｻﾀﾞ ｱｷﾊﾙ

3時間55分42秒61 小畑 亮59 ｺﾊﾞﾀｹ ﾀｹｼ 蛸島応援団

3時間55分42秒62 井上 一弘25 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間57分33秒63 飯島 恵市37 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 柿ラン倶楽部

3時間59分50秒64 内山 雅一16 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ

4時間00分41秒65 北 広行86 ｷﾀ ﾋﾛﾕｷ

4時間01分08秒66 福井 康彦31 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ

4時間01分56秒67 浦野 俊和85 ｳﾗﾉ ﾄｼｶｽﾞ

4時間02分55秒68 出口 昌宏90 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 福井信用金庫

4時間03分18秒69 坂井 聡9 ｻｶｲ ｻﾄｼ

4時間04分56秒70 萩原 智73 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ

4時間06分22秒71 尾関 茂11 ｵｾﾞｷ ｼｹﾞﾙ

4時間07分54秒72 井奈 治13 ｲﾅ ｵｻﾑ

4時間12分36秒73 針山 隆32 ﾊﾘﾔﾏ ﾀｶｼ

4時間13分31秒74 常川 勝彦23 ﾂﾈｶﾜ ｶﾂﾋｺ

4時間15分52秒75 中村 守8 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ

4時間22分16秒76 澤武 俊一66 ｻﾜﾌﾞ ｼｭﾝｲﾁ

4時間23分42秒77 河波 健一34 ｶﾜﾅﾐ ｹﾝｲﾁ

4時間33分20秒78 加持 孝啓12 ｶｼﾞ ｺｳｹｲ 寺町長交会
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