
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/24

スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

1時間46分46秒1 田中 寛之834 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 石川陸協

1時間50分00秒2 関根 一憲835 ｾｷﾈ ｶｽﾞﾉﾘ ジュピターＲＣ

1時間52分01秒3 澤田 英明843 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間55分38秒4 柴田 太志762 ｼﾊﾞﾀ ﾌﾄｼ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

1時間56分30秒5 窪田 椋太844 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｓｔｙｌｉｓｈ

1時間59分10秒6 坂本 真志702 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ＵＲＣ

2時間01分50秒7 梅林 雄大819 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ コマニー株式会社

2時間01分58秒8 日原 樹史450 ﾋﾊﾗ ﾀﾂｼ ＨＷコンドル

2時間02分07秒9 中山 隼人764 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ ＳＡＬＬＹＳ

2時間02分17秒10 藤部 高峰600 ﾄｳﾌﾞ ﾀｶﾈ トランテックス

2時間02分31秒11 山本 昭次337 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ チームぼっち

2時間02分35秒12 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13 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14 上野 大聖747 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｾｲ 松井建設

2時間03分09秒15 川村 匡樹547 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 丸和電業

2時間03分16秒16 林 雄亮630 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ

2時間03分56秒17 小坂 哲也416 ｺｻｶ ﾃﾂﾔ

2時間04分15秒18 中川 善揮854 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｷ Stylish

2時間04分32秒19 嵐 敬晶347 ｱﾗｼ ﾉﾘｱｷ 三菱重工冷熱

2時間05分13秒20 大西 孝弥648 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ

2時間05分40秒21 金子 綜一郎862 ｶﾈｺ ｿｳｲﾁﾛｳ

2時間06分48秒22 小林 司305 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 富山陸協

2時間07分07秒23 山本 泰広475 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ ジュピターＲＣ

2時間07分11秒24 中村 圭宏592 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

2時間07分28秒25 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26 水野 英夫807 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ

2時間08分12秒27 西村 貴之588 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間08分15秒28 市田 聡456 ｲﾁﾀﾞ ｱｷﾗ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

2時間08分21秒29 安田 滋430 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 聖志会渡辺病院

2時間08分36秒30 太田 雅也577 ｵｵﾀ ﾏｻﾔ 金沢サウルス

2時間08分58秒31 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32 本村 耕平797 ﾓﾄﾑﾗ ｺｳﾍｲ

2時間09分55秒33 宮下 幸延323 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 木曜練習会

2時間11分24秒34 山田 一政220 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岡崎中総ＲＣ

2時間12分16秒35 岡本 虎太郎866 ｵｶﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ＴＥＡＭ　ＨＡＬＬＹ

2時間12分54秒36 野崎 公佑773 ﾉｻﾞｷ ｺｳｽｹ

2時間13分26秒37 谷川 博之265 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ＣｌｕｂＭＳＲ

2時間13分34秒38 中野 伸哉651 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ

2時間13分51秒39 亀本 理朗730 ｶﾒﾓﾄ ﾏｻｱｷ

2時間13分55秒40 木下 孝浩63 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ ＡＣ－ＴＯＹＡＭＡ

2時間13分57秒41 岡 大悟649 ｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 津田駒工業株式会社

2時間14分11秒42 酒井 邦夫691 ｻｶｲ ｸﾆｵ チームＥＩＺＯ

2時間14分43秒43 奥平 芳宏224 ｵｸﾋﾗ ﾖｼﾋﾛ

2時間15分27秒44 岡田 雅宏18 ｵｶﾀ ﾏｻﾋﾛ （株）浜野水産

2時間15分32秒45 綾野 陽仁817 ｱﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ

2時間15分49秒46 通 洸介795 ﾄｵﾘ ｺｳｽｹ 芭蕉珈琲ＲＣ

2時間16分22秒47 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48 山田 恭平722 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2時間16分54秒49 伊丸岡 俊秀332 ｲﾏﾙｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間17分02秒50 大谷 慎726 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ
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2時間17分55秒51 種田 和也729 ﾀﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間18分09秒52 田中 康之366 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ プリンスロード

2時間18分28秒53 高道 康成412 ﾀｶﾐﾁ ﾔｽﾅﾘ みかん

2時間18分29秒54 今 正徳531 ｲﾏ ﾏｻﾉﾘ ＮｏｗＳｔｙｌｅ

2時間18分37秒55 春山 昌樹534 ﾊﾙﾔﾏ ﾏｻｷ

2時間18分50秒56 内潟 一広769 ｳﾁｶﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間19分31秒57 安念 英明89 ｱﾝﾈﾝ ﾋﾃﾞｱｷ 北陸計器工業

2時間19分51秒58 吉野 誠285 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ

2時間20分14秒59 近藤 正幸360 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ チームＥＩＺＯ

2時間20分15秒60 池田 守人449 ｲｹﾀﾞ ﾓﾘﾋﾄ

2時間20分24秒61 入澤 剛502 ｲﾘｻﾜ ﾂﾖｼ

2時間20分46秒62 斉田 稔503 ｻｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間20分56秒63 上保 智人703 ｼﾞｮｳﾎ ﾄﾓﾋﾄ ＧＲＣ

2時間21分05秒64 土居岸 孝次711 ﾄﾞｲｷﾞｼ ｺｳｼﾞ ＯＭＪ

2時間21分13秒65 伏見 健一204 ﾌｼﾐ ｹﾝｲﾁ 倶楽部ＭＳＲ

2時間21分37秒66 神保 和彦628 ｼﾞﾝﾎﾞ ｶｽﾞﾋｺ

2時間21分38秒67 前畑 敏之459 ﾏｴﾊﾀ ﾄｼﾕｷ 金沢市役所ＡＣ

2時間21分49秒68 村田 仁565 ﾑﾗﾀ ﾋﾄｼ

2時間22分10秒69 高口 勝正193 ｺｳｸﾞﾁ ｶﾂﾏｻ

2時間22分22秒70 柳 裕樹739 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ トヨタ九州

2時間22分28秒71 高林 裕之676 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＨＷコンドル

2時間22分46秒72 堀 貴博401 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ ハクサンクラブ

2時間22分53秒73 藤本 寛之607 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ あさひ総合病院

2時間23分00秒74 水口 勝志653 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ はせがわクリニックＲＣ

2時間23分25秒75 金谷 謙佑798 ｶﾅﾔ ｹﾝｽｹ

2時間23分39秒76 吉田 直矢813 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

2時間23分41秒77 藤田 和彦49 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 本郷小学校

2時間23分56秒78 中村 聖志556 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ

2時間24分07秒79 山岸 寛信382 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間24分08秒80 志水 朝之384 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ

2時間24分28秒81 酒井 繁高399 ｻｶｲ ｼｹﾞﾀｶ

2時間24分29秒82 鎌谷 寿彦498 ｶﾏﾀﾆ ﾄｼﾋｺ

2時間24分41秒83 宮川 尚司675 ﾐﾔｶﾜ ﾅｵｼﾞ

2時間24分59秒84 苑原 松太774 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2時間24分59秒85 大木 啓535 ｵｵｷ ｹｲ チーム向こう側

2時間25分41秒86 山口 優樹605 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2時間25分45秒87 鈴木 弘99 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間26分17秒88 酒井 悦郎340 ｻｶｲ ｴﾂﾛｳ 三協立山

2時間26分32秒89 井龍 人喜624 ｲﾘｭｳ ﾋﾄｷ

2時間26分34秒90 田中 守365 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ

2時間26分39秒91 矢地 勝657 ﾔﾁ ﾏｻﾙ

2時間27分19秒92 池田 智樹824 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ ＳＲＴ

2時間28分00秒93 笠野 剛志643 ｶｻﾉ ﾂﾖｼ ハクサンクラブ

2時間28分02秒94 高橋 宗大833 ﾀｶﾊｼ ﾑﾈﾋﾛ

2時間28分12秒95 田中 政憲280 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 北國銀行

2時間28分16秒96 山本 圭助463 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 河水走会

2時間28分35秒97 廣上 泰弘213 ﾋﾛｶﾐ ﾔｽﾋﾛ 三千坊さか変

2時間28分43秒98 西田 正樹237 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ

2時間29分02秒99 多田 政之698 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間29分13秒100 勝見 伊佐央466 ｶﾂﾐ ｲｻｵ
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2時間29分25秒101 干場 清伸454 ﾎｼﾊﾞ ｾｲｼﾝ 株式会社　山崎建設

2時間29分51秒102 上野 漱介842 ｳｴﾉ ｿｳｽｹ

2時間29分57秒103 宮崎 大614 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲ

2時間30分14秒104 嶋田 祐二641 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＨＷ

2時間30分39秒105 寺垣 慎太郎779 ﾃﾗｶﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間30分46秒106 武田 行由721 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾖｼ

2時間30分48秒107 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03秒108 堀内 研雄188 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾕｳ ＭＲＣ２

2時間31分33秒109 赤尾 克巳133 ｱｶｵ ｶﾂﾐ

2時間31分59秒110 小田原 昌平804 ｵﾀﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ

2時間32分05秒111 渡波 信行587 ﾜﾀﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 渡波家

2時間32分10秒112 石川 純也254 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡走ろう会

2時間32分17秒113 北戸 圭三516 ｷﾀﾄﾞ ｹｲｿﾞｳ ベイベー

2時間32分38秒114 高井 光74 ﾀｶｲ ﾋｶﾙ 石川陸協

2時間32分43秒115 篠原 啓志746 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｼ

2時間32分52秒116 赤地 真太朗666 ｱｶﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 澁谷工業陸上部

2時間32分55秒117 田辺 武志524 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ

2時間33分19秒118 北山 洋介295 ｷﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ

2時間33分31秒119 東野 真導435 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾐﾁ

2時間33分36秒120 金子 啓太723 ｶﾈｺ ｹｲﾀ

2時間33分52秒121 中本 裕之664 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

2時間33分56秒122 鎌田 郁男432 ｶﾏﾀﾞ ｲｸｵ 福光スホ。ーツクラブ

2時間33分57秒123 冨安 雅樹458 ﾄﾐﾔｽ ﾏｻｷ

2時間33分58秒124 上坂 高裕642 ｳｴｻｶ ﾀｶﾋﾛ

2時間34分10秒125 山下 悠佑805 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 野々市市役所

2時間34分13秒126 中島 光輝379 ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾃﾙ 口会

2時間34分17秒127 井口 正博522 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

2時間34分39秒128 石黒 達教578 ｲｼｸﾛ ﾀﾂﾉﾘ

2時間34分49秒129 成宮 寛218 ﾅﾙﾐﾔ ﾋﾛｼ

2時間34分53秒130 六田 清二357 ﾛｸﾀ ｾｲｼﾞ サリーズランニングクラブ

2時間34分59秒131 山本 仁志郎512 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝｼﾛｳ

2時間35分01秒132 重田 信一395 ｼﾞｭｳﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 田上ゆるラン

2時間35分16秒133 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41秒134 兒玉 武244 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

2時間35分52秒135 沼田 智紀832 ﾇﾏﾀ ﾄﾓｷ

2時間35分54秒136 東 雄太860 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 金沢星稜大学

2時間36分03秒137 宮田 彰仁374 ﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾄ ウィルビー株式会社

2時間36分23秒138 吉本 直樹216 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ エイムフェイス

2時間36分52秒139 晴柀 茂223 ﾊﾚﾏｷ ｼｹﾞﾙ 北陸銀行

2時間37分03秒140 北出 吉弘21 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 京都ランナーズ

2時間37分14秒141 森 哲朗147 ﾓﾘ ﾃﾂﾛｳ ＮＴＴ北陸

2時間37分20秒142 登美 俊典696 ﾄﾐ ｼｭﾝｽｹ チームＥＩＺＯ

2時間37分22秒143 濱田 将史163 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間37分32秒144 柱山 卓摩645 ﾊｼﾗﾔﾏ ﾀｸﾏ グロリアＡＣ

2時間37分39秒145 架谷 敏之378 ﾊｻﾀﾆ ﾄｼﾕｷ モンタナＳＣ

2時間37分43秒146 中島 宏記431 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ

2時間38分05秒147 紅谷 泰範558 ﾍﾞﾆﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ

2時間38分16秒148 坂森 健一505 ｻｶﾓﾘ ｹﾝｲﾁ ＳＡＬＬＹＳ

2時間38分33秒149 道角 祐介809 ﾐﾁｶﾄﾞ ﾕｳｽｹ

2時間39分11秒150 釈迦院 慶博514 ｼｬｶｲﾝ ﾖｼﾋﾛ
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2時間39分13秒151 山田 知則602 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ ふくみつＳＣ

2時間39分24秒152 堤 宏平573 ﾂﾂﾐ ｺｳﾍｲ 金沢市役所アスリートクラブ

2時間39分28秒153 有山 明彦134 ｱﾘﾔﾏ ｱｷﾋｺ アピアＧＲＡ

2時間39分47秒154 藤井 智成290 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾅﾘ Ａｗａｋｅ

2時間40分00秒155 吉村 文宏695 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ

2時間40分04秒156 浦野 智裕755 ｳﾗﾉ ﾄﾓﾋﾛ

2時間40分08秒157 椿下 強也551 ﾂﾊﾞｷｼﾀ ｷｮｳﾔ

2時間40分32秒158 本村 将悟838 ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

2時間40分37秒159 猪坂 順一郎123 ｲｻｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ チーム島元

2時間40分54秒160 砂山 裕信308 ｽﾅﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 澁谷工業陸上部

2時間41分16秒161 宝田 剛353 ﾎｳﾀﾞ ﾂﾖｼ

2時間41分21秒162 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163 住田 亮756 ｽﾐﾀ ﾘｮｳ

2時間41分36秒164 小林 慎也478 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ

2時間41分37秒165 加納 寛記423 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ

2時間41分38秒166 佐田 純也694 ｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間41分46秒167 金谷 正幸467 ｶﾈﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 元虎会

2時間41分47秒168 山岡 大悟501 ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ

2時間41分56秒169 本田 竜也490 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ

2時間42分02秒170 古田 和之476 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾕｷ

2時間42分12秒171 河瀬 重治201 ｶﾜｾ ｼｹﾞﾊﾙ

2時間42分22秒172 杉本 和久487 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ

2時間42分28秒173 村本 信夫354 ﾑﾗﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ

2時間42分31秒174 長岡 健一278 ﾅｶﾞｵｶ ｹﾝｲﾁ

2時間42分44秒175 上原 一昭175 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ

2時間42分49秒176 番田 康裕243 ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間42分49秒177 須磨 政幸53 ｽﾏ ﾏｻﾕｷ ハクサンクラブ

2時間42分58秒178 竹田 明人468 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 金沢中央走ろう会

2時間43分07秒179 天内 亮一548 ﾃﾝﾅｲ ﾘｮｳｲﾁ

2時間43分15秒180 中村 竜也557 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2時間43分16秒181 山 裕二276 ﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間43分28秒182 竹田 研一496 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁ バカ軍団

2時間43分28秒183 若山 勉211 ﾜｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ ＫＤＫ

2時間43分29秒184 柴田 良治120 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ シバタファクトリー

2時間43分31秒185 林 哲司728 ﾊﾔｼ ﾃﾂｼ

2時間43分38秒186 伊藤 康弘444 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ＹＢＣ富山

2時間43分42秒187 山本 昌弘146 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ファンラン　エアーズ

2時間43分42秒188 細山 敦司566 ﾎｿﾔﾏ ｱﾂｼ 太田プロ

2時間43分49秒189 稲垣 啓文751 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ

2時間44分23秒190 岡崎 仁545 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾄｼ

2時間44分33秒191 荒木 克哉391 ｱﾗｷ ｶﾂﾔ

2時間44分39秒192 畑 隆之127 ﾊﾀ ﾀｶﾕｷ

2時間44分51秒193 加藤 渉504 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ

2時間45分03秒194 舟金 清則177 ﾌﾅｷﾝ ｷﾖﾉﾘ

2時間45分05秒195 黒崎 薫生670 ｸﾛｻｷ ｼｹﾞｵ

2時間45分13秒196 磯部 和尋181 ｲｿﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｅＡ東京

2時間45分47秒197 立花 敬義231 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｶﾖｼ 芭蕉珈琲ＲＣ

2時間45分48秒198 藤咲 哲範474 ﾌｼﾞｻｷ ﾃﾂﾉﾘ シコー

2時間45分49秒199 北 哲雄26 ｷﾀ ﾃﾂｵ 幾久倶楽部

2時間45分54秒200 松本 誠二119 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ チームＥＩＺＯ
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30km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/24

スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

2時間46分05秒201 山本 敏弘40 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 金沢ＳＣ小立野

2時間46分09秒202 尾形 一郎589 ｵｶﾞﾀ ｲﾁﾛｳ

2時間46分18秒203 東出 暁博385 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱｷﾋﾛ ＩＲＣ

2時間46分28秒204 高崎 文吾574 ﾀｶｻｷ ﾌﾞﾝｺﾞ 平成おおとり会

2時間46分33秒205 大宮 弘太368 ｵｵﾐﾔ ｺｳﾀ わかたけイレブン

2時間46分42秒206 川口 晴章485 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｱｷ ＨＮＦＤＡＣ

2時間46分47秒207 大谷 文男121 ｵｵﾔ ﾌﾐｵ

2時間47分01秒208 宮本 武志113 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間47分03秒209 清水 渉731 ｼﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ

2時間47分07秒210 内川 博喜626 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ りきちゃんず

2時間47分32秒211 久田 輝彦544 ｷｭｳﾀﾞ ﾃﾙﾋｺ 十四男ＪＡＰＡＮ

2時間47分42秒212 槻尾 明則126 ﾂｷｵ ｱｷﾉﾘ

2時間47分46秒213 堀貫 貴弘564 ﾎﾘｶﾝ ﾀｶﾋﾛ

2時間47分46秒214 山田 紀昭288 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｱｷ チーム呑んだくれ

2時間47分55秒215 北原 秀樹541 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ ＰＦＵ

2時間48分12秒216 村西 研郎784 ﾑﾗﾆｼ ｹﾝﾛｳ

2時間48分23秒217 能崎 佑亮488 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

2時間48分31秒218 島 啓介538 ｼﾏ ｹｲｽｹ

2時間48分44秒219 佐々木 俊典274 ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ ＧＲＡ

2時間48分47秒220 渡邉 和紀207 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間48分58秒221 大村 輝明411 ｵｵﾑﾗ ﾃﾙｱｷ

2時間48分59秒222 山崎 真資418 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｽｹ

2時間49分03秒223 杉田 俊博497 ｽｷﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ

2時間49分08秒224 角谷 政志849 ｶｸﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間49分10秒225 戸田 祐司302 ﾄﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 学校法人滝川学園

2時間49分33秒226 伊藤 靖196 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 伊藤家

2時間49分43秒227 長井 祥752 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ

2時間49分43秒228 林 正夫100 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ あおぞら会

2時間49分49秒229 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230 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02秒231 工野 和久284 ｸﾉ ｶｽﾞﾋｻ

2時間50分07秒232 藤田 巧司410 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ ＴＥＡＭ　ＭＡＲＯ

2時間50分13秒233 小島 伸夫30 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｵ 石川県人会

2時間50分16秒234 安田 貴志683 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間50分56秒235 畑中 浩樹405 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｷ

2時間51分06秒236 清水 光93 ｼﾐｽﾞ ｺｳ 何米ＣＬＵＢ

2時間51分10秒237 伊藤 潤527 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

2時間51分24秒238 坂下 昇次840 ｻｶｼﾀ ｼｮｳｼﾞ

2時間51分28秒239 石出 裕一朗760 ｲｼﾃﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ チームＯＭＪ

2時間51分40秒240 松岡 達悦627 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾖｼ

2時間52分14秒241 宮地 克典281 ﾐﾔﾁ ｶﾂﾉﾘ 庄内ＲＴ

2時間52分25秒242 綱島 孝宏362 ﾂﾅｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

2時間52分28秒243 金武 潤治293 ｶﾅﾀｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ ファンラン

2時間52分34秒244 山田 剛路563 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間52分38秒245 久木 一寛532 ﾋｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間52分41秒246 神宮 史雄101 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾌﾐｵ 金沢中央走会

2時間52分49秒247 野村 裕治296 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間52分58秒248 板倉 康弘429 ｲﾀｸﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間53分00秒249 伴田 憲太464 ﾊﾞﾝﾀﾞ ｹﾝﾀ

2時間53分01秒250 玉田 龍之介776 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
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スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

2時間53分07秒251 越田 佳男375 ｺｼﾀﾞ ﾖｼｵ

2時間53分09秒252 山本 英樹75 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

2時間53分18秒253 村田 真広758 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間53分19秒254 浅野 智秀168 ｱｻﾉ ﾉﾘﾋﾃﾞ かたーれランニング部

2時間53分23秒255 吉田 哲朗744 ﾖｼﾀ ﾃﾂﾛｳ

2時間53分25秒256 本多 靖史394 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽｼ

2時間53分27秒257 山田 寛司338 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ

2時間53分30秒258 北 隆昭462 ｷﾀ ﾀｶｱｷ のとあろい・けーじーＲＣ

2時間53分43秒259 河原 昭生206 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｵ

2時間53分52秒260 山上 雅人273 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｻﾄ 城光寺さか練

2時間53分54秒261 山本 俊樹47 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｷ 日本ダイヤコム工業

2時間54分01秒262 金 智秀800 ｷﾑ ｼﾞｽ ナウスタイル

2時間54分07秒263 本田 猪之介701 ﾎﾝﾀﾞ ｲﾉｽｹ

2時間54分18秒264 永田 暢之636 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 利賀魂

2時間54分28秒265 松尾 学190 ﾏﾂｵ ﾏﾅﾌﾞ

2時間54分40秒266 野澤 隼丈715 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ

2時間54分47秒267 屋後 孝紀172 ﾔｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

2時間54分48秒268 福島 匡英152 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 芭蕉珈琲ランクラブ

2時間55分01秒269 梶 純330 ｶｼﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間55分11秒270 藤沢 裕之185 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ごっぴー倶楽部

2時間55分14秒271 笠原 孝祐815 ｶｻﾊﾗ ｺｳｽｹ

2時間55分17秒272 東島 要一632 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾖｳｲﾁ

2時間55分31秒273 田中 和也446 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ

2時間55分35秒274 奥田 光826 ｵｸﾀﾞ ﾋｶﾙ ＨＷコンドル

2時間55分42秒275 張山 智史519 ﾊﾘﾔﾏ ｻﾄｼ Ｑ兵衛

2時間55分44秒276 大野 俊宏668 ｵｵﾉ ﾄｼﾋﾛ

2時間55分47秒277 水上 真介167 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾝｽｹ

2時間55分53秒278 和多田 秀一370 ﾜﾀﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

2時間55分57秒279 砺波 純哉839 ﾄﾅﾐ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間55分58秒280 坂本 篤紀765 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｷ

2時間56分01秒281 藤家 利重104 ﾌｼﾞｲｴ ﾄｼｼｹﾞ

2時間56分02秒282 吉田 浩昭79 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間56分06秒283 西出 尚人689 ﾆｼﾃﾞ ﾅｵﾄ

2時間56分09秒284 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285 大島 卓也783 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ ＨＡＣ

2時間56分22秒286 細川 公一117 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ

2時間56分32秒287 高 龍悟603 ﾀｶ ﾘｭｳｺﾞ オモヒ

2時間56分40秒288 関根 靖共222 ｾｷﾈ ﾔｽﾄﾓ

2時間56分44秒289 串田 祥一208 ｸｼﾀ ｼｮｳｲﾁ

2時間56分48秒290 倉井 壱星864 ｸﾗｲ ｲｯｾｲ 澁谷工業株式会社

2時間56分48秒291 福田 尚志515 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ

2時間56分54秒292 浜谷 慎一344 ﾊﾏﾔ ｼﾝｲﾁ ＲＣ　ＺＥＲＯ

2時間56分58秒293 芝井 広52 ｼﾊﾞｲ ﾋﾛｼ

2時間57分00秒294 北川 悟郎650 ｷﾀｶﾞﾜ ｺﾞﾛｳ

2時間57分00秒295 辰巳 昇平586 ﾀﾂﾐ ｼｮｳﾍｲ 澁谷工業陸上部

2時間57分10秒296 福田 和明312 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

2時間57分13秒297 近藤 和也409 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

2時間57分19秒298 中嶋 健二520 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間57分26秒299 上野 一拓533 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間57分27秒300 福田 康洋493 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ
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2時間57分48秒301 倉岡 洋介294 ｸﾗｵｶ ﾖｳｽｹ インターアルペン

2時間57分51秒302 奥田 悟史161 ｵｸﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間58分01秒303 宮本 千昭233 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｱｷ

2時間58分06秒304 澤田 正嗣176 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ ウォー太郎ＳＣ

2時間58分07秒305 酒井 幸俊303 ｻｶｲ ﾕｷﾄｼ おひろ会

2時間58分11秒306 北村 拓也789 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ

2時間58分23秒307 谷ヶ崎 晋弥452 ﾀﾆｶﾞｻｷ ｼﾝﾔ

2時間58分32秒308 高桑 由樹706 ﾀｶｸﾜ ﾕｳｷ

2時間58分34秒309 宮崎 正238 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ

2時間58分35秒310 杉山 忠義373 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間58分38秒311 小島 憲一236 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

2時間58分43秒312 河並 崇539 ｶﾜﾅﾐ ﾀｶｼ 田上ゆるラン

2時間58分48秒313 追村 康夫352 ｵｲﾑﾗ ﾔｽｵ 中善工業

2時間58分50秒314 WOODFORD MICHAEL748 ｳｯﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ ﾏｲｹﾙ

2時間58分52秒315 本嶋 達也737 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 巨人

2時間58分54秒316 山本 健太828 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ

2時間58分58秒317 山岸 勉245 ﾔﾏｷﾞｼ ﾂﾄﾑ

2時間59分04秒318 南 啓介669 ﾐﾅﾐ ｹｲｽｹ

2時間59分04秒319 中島 拓郎638 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾛｳ オセーゲン

2時間59分10秒320 安田 悟316 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 福島印刷

2時間59分13秒321 西 博範342 ﾆｼ ﾋﾛﾉﾘ

2時間59分15秒322 大竹口 信之327 ｵｵﾀｹｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ チーム一期一会

2時間59分18秒323 坂東 恒次386 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

2時間59分20秒324 加藤 剛史313 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ

2時間59分23秒325 古賀 充572 ｺｶﾞ ﾐﾂﾙ

2時間59分58秒326 数田 昭夫229 ｶｽﾞﾀ ｱｷｵ

3時間00分11秒327 車古 和宏241 ｼｬｺ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間00分17秒328 八田 晃嗣616 ﾊｯﾀ ｺｳｼﾞ

3時間00分27秒329 北川 順一348 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ セントラルメディカル（株）

3時間00分28秒330 宮嶋 崇634 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｼ

3時間00分28秒331 松田 英則324 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

3時間00分32秒332 任田 雅晴408 ﾄｳﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

3時間00分53秒333 池田 開780 ｲｹﾀﾞ ｶｲ

3時間00分56秒334 勢田 貴司398 ｾﾀ ﾀｶｼ

3時間01分19秒335 鎌田 俊夫84 ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 虎寅彪

3時間01分22秒336 金田 吉広219 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

3時間01分35秒337 白井 大祐521 ｼﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ

3時間01分49秒338 鈴木 章円455 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ

3時間02分02秒339 佐野 哲司77 ｻﾉ ﾃﾂｼﾞ 三洋製機ＲＣ

3時間02分04秒340 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341 宮崎 恭弥740 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳﾔ

3時間02分19秒342 荒野 晴市257 ｱﾗﾉ ｾｲｲﾁ

3時間02分25秒343 渡邊 純人552 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐﾄ

3時間02分28秒344 松柳 虎一94 ﾏﾂﾔﾅｷﾞ ｺｲﾁ

3時間02分29秒345 近藤 大志510 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ

3時間02分47秒346 樋口 智也253 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾅﾘ 平和堂

3時間02分47秒347 羽咋 高志818 ﾊｸｲ ﾀｶｼ カジレーネＲＣ

3時間02分50秒348 笹島 丈嗣549 ｻｻｼﾞﾏ ﾀｹｼ

3時間03分02秒349 小泉 和広103 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間03分14秒350 坂本 好司436 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ あすなろ会
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スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

3時間03分20秒351 三谷 晃司205 ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ がちＲＵＮ会

3時間03分24秒352 宝勝 悟司242 ﾎｳｼｮｳ ｻﾄｼ

3時間03分26秒353 木舩 浩143 ｷﾌﾞﾈ ﾋﾛｼ

3時間03分28秒354 井山 尚記60 ｲﾔﾏ ﾅｵｷ エアーズ

3時間03分59秒355 山田 雅博654 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京海上日動

3時間03分59秒356 目木 義教350 ﾒｷ ﾖｼﾉﾘ

3時間04分02秒357 武村 信也331 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝﾔ

3時間04分05秒358 田口 祐介609 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

3時間04分06秒359 平野 郁哉823 ﾋﾗﾉ ｲｸﾔ

3時間04分15秒360 本多 隆弘203 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ はせがわクリニック

3時間04分18秒361 笠井 公平623 ｶｻｲ ｺｳﾍｲ 株式会社　双葉

3時間04分28秒362 細川 正治249 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾊﾙ

3時間04分34秒363 宮下 直将511 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾏｻ チームツイ廃

3時間04分41秒364 和田 稔72 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ

3時間04分50秒365 張田 剛506 ﾊﾘﾀ ﾀｶｼ

3時間04分58秒366 東田 英治419 ﾄｳﾀﾞ ｴｲｼﾞ

3時間05分06秒367 北村 健介772 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ

3時間05分13秒368 村上 祐紀782 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ

3時間05分17秒369 長岡 慎一202 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝｲﾁ チームＥＩＺＯ

3時間05分28秒370 長谷川 誠治107 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ

3時間05分29秒371 野上 昭57 ﾉｶﾞﾐ ｱｷﾗ アズサーズ

3時間05分34秒372 松井 洋介620 ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ

3時間05分38秒373 西村 嘉晃753 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ

3時間05分39秒374 島野 佳介768 ｼﾏﾉ ｹｲｽｹ

3時間05分46秒375 岡部 寿一78 ｵｶﾍﾞ ﾋｻｶｽﾞ

3時間05分55秒376 守友 常雄252 ﾓﾘﾄﾓ ﾂﾈｵ

3時間06分22秒377 喜多 俊彦27 ｷﾀ ﾄｼﾋｺ

3時間06分32秒378 三浦 毅彦389 ﾐｳﾗ ﾀｹﾋｺ

3時間06分45秒379 稲垣 憲明509 ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾘｱｷ

3時間06分55秒380 吉村 昌洋561 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 宝達志水町役場ＲＣ

3時間06分55秒381 山田 祐太856 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ

3時間07分05秒382 佐竹 宏介492 ｻﾀｹ ｺｳｽｹ

3時間07分07秒383 中村 正人491 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ

3時間07分12秒384 佐々木 康治690 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ

3時間07分13秒385 谷山 大輔590 ﾀﾆﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

3時間07分15秒386 稲尾 康一540 ｲﾅｵ ｺｳｲﾁ

3時間07分16秒387 片岡 紀彦136 ｶﾀｵｶ ﾉﾘﾋｺ

3時間07分30秒388 稲生 大輔680 ｲﾉｳ ﾀﾞｲｽｹ

3時間07分34秒389 小宮 俊彦279 ｺﾐﾔ ﾄｼﾋｺ

3時間07分38秒390 吉村 拓朗851 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾛｳ

3時間07分44秒391 亀山 幸太郎51 ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ジェイ・バス

3時間07分53秒392 今井 裕一417 ｲﾏｲ ﾋﾛｶｽﾞ オオガキラン

3時間07分55秒393 高田 豊寛806 ﾀｶﾀ ﾄﾖﾋﾛ

3時間08分02秒394 長谷 良弘128 ﾊｾ ﾖｼﾋﾛ

3時間08分03秒395 青塚 久和619 ｱｵﾂｶ ﾋｻｶｽﾞ 澁谷工業陸上部

3時間08分12秒396 竹村 聰570 ﾀｹﾑﾗ ｻﾄｼ

3時間08分15秒397 下崎 和希392 ｼﾓｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 田上ゆるラン

3時間08分27秒398 萬實 克友617 ﾊﾞﾝﾐ ｶﾂﾄﾓ

3時間08分32秒399 北川 敦史778 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂｼ

3時間08分36秒400 北矢 順一525 ｷﾀﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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3時間08分37秒401 堂前 裕也656 ﾄﾞｳﾏｴ ﾕｳﾔ ビール飲みたい

3時間08分42秒402 中田 明範413 ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾉﾘ

3時間08分54秒403 田村 幸一65 ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ

3時間08分55秒404 平林 清秀214 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾋﾃﾞ 北國銀行

3時間09分19秒405 上村 文康139 ｳｴﾑﾗ ﾌﾐﾔｽ

3時間09分25秒406 三浦 克也658 ﾐｳﾗ ｶﾂﾔ チーム向こう側

3時間09分35秒407 高瀬 直樹282 ﾀｶｾ ﾅｵｷ

3時間09分43秒408 中田 勝之267 ﾅｶﾀ ｶﾂﾕｷ

3時間10分19秒409 前田 幸男364 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｵ

3時間10分40秒410 北川 謙次郎178 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 澁谷工業陸上部

3時間10分43秒411 吉田 幸浩105 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

3時間11分01秒412 酒谷 友寛567 ｻｶﾔ ﾄﾓﾋﾛ スタジオ　オタマ

3時間11分10秒413 宝田 まさゆき554 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

3時間11分17秒414 吉田 幸司264 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ

3時間11分18秒415 有馬 隆史673 ｱﾘﾏ ﾀｶｼ

3時間11分27秒416 坂本 修一604 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ

3時間11分33秒417 大森 達也508 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂﾔ

3時間11分46秒418 高木 政行671 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ ＴＥＡＭ大将軍

3時間11分50秒419 直江 成治14 ﾅｵｴ ｼｹﾞﾊﾙ モンタナ

3時間11分53秒420 東 朗拓801 ﾋｶﾞｼ ｱｷﾋﾛ

3時間12分00秒421 小島 達也536 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ

3時間12分07秒422 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12分07秒423 中村 俊彦369 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｺ チームぜんざい

3時間12分16秒424 高畠 宜久439 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾖｼﾋｻ

3時間12分26秒425 泉 洋喜848 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ

3時間12分27秒426 川岸 隆之610 ｶﾜｷﾞｼ ﾀｶﾕｷ

3時間12分39秒427 鈴木 大嗣576 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｼ

3時間13分22秒428 山本 真生486 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

3時間13分23秒429 西野 聡189 ﾆｼﾉ ｻﾄｼ

3時間13分24秒430 梅谷 浩62 ｳﾒﾀﾆ ﾋﾛｼ 門前町黒島走友会

3時間13分26秒431 松田 公宣443 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

3時間13分35秒432 屋敷 孝之48 ﾔｼｷ ﾀｶﾕｷ スキャン

3時間13分48秒433 山名田 毅319 ﾔﾏﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ

3時間13分48秒434 藤吉 祐介659 ﾌｼﾞﾖｼ ﾕｳｽｹ

3時間13分59秒435 蜂谷 広樹471 ﾊﾁﾀﾆ ﾋﾛｷ 千里ランランクラブ

3時間14分05秒436 山田 直輝733 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

3時間14分10秒437 山口 弘夫157 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｵ ランランクラブ

3時間14分19秒438 中村 聖智631 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾁ ナンコメクラブ

3時間14分27秒439 桑原 健次225 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

3時間14分30秒440 宮本 貴正333 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 日本旅行

3時間14分47秒441 叶山 健太750 ｶﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ

3時間14分50秒442 辻 健一283 ﾂｼﾞ ｹﾝｲﾁ

3時間14分59秒443 佐藤 洋平562 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ

3時間15分09秒444 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10秒445 田丸 良成183 ﾀﾏﾙ ﾖｼﾅﾘ

3時間15分18秒446 松井 義徳29 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾘ

3時間15分20秒447 森田 篤史482 ﾓﾘﾀ ｱﾂｼ

3時間15分30秒448 飯田 是昌345 ｲｲﾀﾞ ｺﾚﾏｻ

3時間15分40秒449 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15分59秒450 見目 至850 ｹﾝﾓｸ ｲﾀﾙ
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3時間16分05秒451 市川 壮彦507 ｲﾁｶﾜ ﾀｹﾋｺ

3時間16分06秒452 西川 誠一82 ﾆｼｶﾜ ｾｲｲﾁ

3時間16分25秒453 田幡 信裕326 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＦＵＪＩＴＳＵ　ＵＴ

3時間16分31秒454 岩田 元一180 ｲﾜﾀ ｹﾞﾝｲﾁ まさちゃんず

3時間16分43秒455 西原 秀幸269 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ

3時間16分54秒456 山 高志481 ﾔﾏ ﾀｶｼ

3時間17分09秒457 石川 隆俊317 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄｼ

3時間17分12秒458 三納 哲也83 ｻﾝﾉｳ ﾃﾂﾔ アマンチーム

3時間17分22秒459 池田 久仁克106 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｶﾂ

3時間17分26秒460 村田 浩次307 ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ

3時間17分32秒461 竹内 和弘20 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間17分40秒462 橋本 吉史159 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

3時間17分53秒463 河越 喬介629 ｶﾜｺﾞｼ ｷｮｳｽｹ

3時間17分59秒464 東海 永吉322 ﾄｳｶｲ ﾅｶﾞﾖｼ

3時間18分07秒465 坪川 直宏579 ﾂﾎﾞｶﾜ ﾅｵﾋﾛ

3時間18分08秒466 石田 清321 ｲｼﾀﾞ ｷﾖｼ

3時間18分10秒467 塩路 裕太210 ｼｵｼﾞ ﾕｳﾀ 新興発条工業

3時間18分17秒468 小原 知之583 ｵﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

3時間18分19秒469 竹内 雅一164 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ チーム向こう側

3時間18分21秒470 篠沢 宗人275 ｼﾉｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ ＫＥ

3時間18分26秒471 齊藤 孝行91 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

3時間18分38秒472 金村 哲也688 ｶﾅﾑﾗ ﾃﾂﾔ カナちゃんピン

3時間18分40秒473 中森 秀和199 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

3時間18分46秒474 定者 武志663 ｼﾞｮｳｼｬ ﾀｹｼ

3時間18分54秒475 木戸 孝667 ｷﾄﾞ ﾀｶｼ

3時間19分03秒476 相河 義和142 ｱｲｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ チームばた小

3時間19分08秒477 宇野 誠358 ｳﾉ ﾏｺﾄ

3時間19分17秒478 石森 雅則166 ｲｼﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ

3時間19分23秒479 池田 武志179 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ

3時間19分28秒480 宮本 祐一朗194 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

3時間19分32秒481 本田 裕樹518 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ

3時間19分34秒482 泉 正寿315 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄｼ

3時間19分38秒483 前坂 裕典622 ﾏｴｻｶ ﾋﾛﾉﾘ

3時間19分52秒484 石川 達也336 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

3時間19分59秒485 堀 準哉678 ﾎﾘ ｼﾞｭﾝﾔ

3時間20分01秒486 柴田 浩二145 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

3時間20分07秒487 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18秒488 小平 幸弘480 ｺﾋﾗ ﾕｷﾋﾛ

3時間20分22秒489 小山 秀行581 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 澁谷工業陸上部

3時間20分25秒490 山本 均98 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ 北陸人材ネット

3時間20分27秒491 山本 真一56 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

3時間20分30秒492 中田 雄太713 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

3時間20分40秒493 本多 恒介732 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ

3時間20分49秒494 金森 徹314 ｶﾅﾓﾘ ﾄｵﾙ 日本郵便株式会社北陸支・

3時間21分09秒495 畠中 慶昭635 ﾊﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

3時間21分37秒496 遠藤 祐亮660 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

3時間21分54秒497 杉森 尚之301 ｽｷﾞﾓﾘ ﾅｵﾕｷ

3時間21分58秒498 古野 貴彦687 ﾌﾙﾉ ﾀｶﾋｺ チームアジア

3時間22分07秒499 中野 廣志58 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

3時間22分15秒500 有沢 賢治422 ｱﾘｻﾜ ｹﾝｼﾞ
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スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

3時間22分22秒501 木下 拓也845 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 宝達志水町役場

3時間22分38秒502 大泉 賢一132 ｵｵｲｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 乱ｎｅｒ’ｓ

3時間22分41秒503 松本 政彦80 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋｺ はせクリ

3時間22分42秒504 三木 隆宏341 ﾐｷ ﾀｶﾋﾛ

3時間22分50秒505 髙慶 朋平647 ｺｳｹｲ ﾄﾓﾋﾗ

3時間22分50秒506 油本 隆宏114 ｱﾌﾞﾗﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ チーム火曜日

3時間22分57秒507 卯辰 友崇523 ｳﾀﾂ ﾄﾓﾀｶ

3時間23分16秒508 井村 健正440 ｲﾑﾗ ｹﾝｾｲ

3時間23分38秒509 島倉 雄二494 ｼﾏｸﾗ ﾕｳｼﾞ ＮＯぷらん

3時間23分57秒510 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15秒511 酒井 孝則195 ｻｶｲ ﾀｶﾉﾘ 株式会社エオネックス

3時間24分24秒512 東 久彦81 ﾋｶﾞｼ ﾋｻﾋｺ

3時間24分35秒513 小林 忠125 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ

3時間24分37秒514 水野 貴之355 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

3時間24分43秒515 徳木 英真489 ﾄｸｷﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ

3時間24分54秒516 犬飼 裕一239 ｲﾇｶｲ ﾕｳｲﾁ

3時間25分08秒517 釜谷 英希697 ｶﾏﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ ＴＨＥ　ＢＯＲＮ

3時間25分11秒518 兀橋 大二郎830 ﾊｹﾞﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

3時間25分24秒519 大谷 充輝383 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂﾃﾙ

3時間25分43秒520 辻 徹朗822 ﾂｼﾞ ﾃﾂｵ

3時間25分49秒521 岩本 真司403 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

3時間25分53秒522 堀内 章二361 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｼﾞ

3時間26分15秒523 中村 悟542 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ ＥＳＣ

3時間26分19秒524 茶倉 安志615 ﾁｬｸﾗ ﾔｽｼ 澁谷工業陸上部

3時間26分27秒525 岡部 直人559 ｵｶﾍﾞ ﾅｵﾄ

3時間26分36秒526 山本 真和681 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

3時間26分45秒527 塩谷 悟376 ｼｵﾀﾆ ｻﾄﾙ

3時間26分55秒528 佐々木 龍也69 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

3時間26分56秒529 松井 睦421 ﾏﾂｲ ﾑﾂ

3時間26分57秒530 寺下 厚367 ﾃﾗｼﾀ ｱﾂｼ

3時間26分59秒531 齋藤 智弘343 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 中条走四浪会

3時間27分04秒532 小善 虎之介852 ｼｮｳｾﾞﾝ ﾄﾗﾉｽｹ

3時間27分08秒533 藤田 裕幸867 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

3時間27分16秒534 藤本 博司260 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

3時間27分18秒535 石田 和幸226 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 北日本物産

3時間27分22秒536 福島 昌生827 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ わっはっは

3時間27分27秒537 川岸 康浩606 ｶﾜｷﾞｼ ﾔｽﾋﾛ 太陽有限責任監査法人

3時間27分30秒538 前口 啓707 ﾏｴｸﾞﾁ ｹｲ

3時間27分33秒539 上本 秀太816 ｳｴﾓﾄ ｼｭｳﾀ 上本外装工業

3時間27分40秒540 福澤 秀人258 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ

3時間27分41秒541 高見 学111 ﾀｶﾐ ﾏﾅﾌﾞ

3時間27分48秒542 宮地 嘉図文425 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾌﾐ

3時間28分12秒543 中島 徹士810 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂｼ

3時間28分13秒544 松宮 拓也803 ﾏﾂﾐﾔ ﾀｸﾔ

3時間28分15秒545 玉井 史男4 ﾀﾏｲ ﾌﾐｵ エアーズ

3時間28分33秒546 野崎 拓朗794 ﾉｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

3時間28分34秒547 竹林 祐介633 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

3時間28分40秒548 松岡 正剛529 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾀｹ 発紘電機陸上部

3時間28分42秒549 越坂 米景250 ｺｼｻｶ ﾖﾈｶｹﾞ

3時間28分45秒550 有澤 誠文227 ｱﾘｻﾜ ｾｲﾌﾞﾝ
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 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

3時間28分50秒551 黒田 浩司652 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｼﾞ

3時間28分51秒552 寺本 美樹96 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼｷ ＦＣいぬわし

3時間29分01秒553 谷越 輝彰700 ﾀﾆｺｼ ﾃﾙｱｷ

3時間29分40秒554 小森 浩二513 ｺﾓﾘ ｺｳｼﾞ

3時間30分05秒555 西村 卓也198 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾔ

3時間30分34秒556 川東 利崇299 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾄｼﾀｶ PFU

3時間30分42秒557 池上 勝幸407 ｲｹｶﾞﾐ ｶﾂﾕｷ

3時間31分07秒558 高熊 大輔625 ﾀｶｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ オセーゲン

3時間31分09秒559 高山 敬康138 ﾀｶﾔﾏ ﾀｶﾔｽ 松本建設　マツケンクラブ

3時間31分27秒560 松本 修568 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ

3時間31分45秒561 森田 征之351 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾕｷ スキャン

3時間31分49秒562 山崎 辰郎36 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 小松ウオールＥＳＣ

3時間32分02秒563 津田 圭祐346 ﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ チームＥＩＺＯ

3時間32分07秒564 四ツ谷 健一187 ﾖﾂﾔ ｹﾝｲﾁ

3時間32分18秒565 架間 祐太719 ﾊｻﾞﾏ ﾕｳﾀ

3時間32分29秒566 山本 翔平859 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

3時間32分35秒567 南 健太640 ﾐﾅﾐ ｹﾝﾀ ランタス

3時間32分40秒568 吉田 正377 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 三協アルミ

3時間32分54秒569 盛田 順平693 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3時間32分55秒570 金子　健太580 ｶﾈｺ ｹﾝﾀ

3時間32分57秒571 今井 毅393 ｲﾏｲ ﾀｹｼ ＴＹＹＮＳ

3時間32分59秒572 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01秒573 金谷 繁吉38 ｶﾅﾔ ｼｹﾞﾖｼ

3時間33分05秒574 早津 哲也380 ﾊﾔﾂ ﾃﾂﾔ ランジョグ

3時間33分10秒575 松村 武志92 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｼ

3時間33分16秒576 沖津 光省349 ｵｷﾂ ﾐﾂﾖｼ

3時間33分32秒577 夏住 之泰298 ﾅﾂｽﾞﾐ ﾕｷﾔｽ

3時間33分42秒578 篠原 正和388 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ

3時間33分58秒579 前田 健吾387 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

3時間33分58秒580 山田 和弘699 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間34分02秒581 水本 竜也601 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ

3時間34分17秒582 浜谷 敏充792 ﾊﾏﾀﾆ ﾄｼﾐﾂ

3時間34分18秒583 辻口 隆志465 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ

3時間34分30秒584 竹原 啓太736 ﾀｹﾊﾗ ｹｲﾀ

3時間34分36秒585 佐野 良一33 ｻﾉ ﾖｼｶｽﾞ モンタナスポーツ

3時間34分43秒586 山田 一貴644 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

3時間34分43秒587 西村 将287 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾙ

3時間34分49秒588 吉田 健人847 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ

3時間34分53秒589 林 力也836 ﾊﾔｼ ﾘｷﾔ

3時間34分57秒590 加藤 一典479 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ

3時間35分18秒591 宮丸 重雄110 ﾐﾔﾏﾙ ｼｹﾞｵ

3時間35分24秒592 石原 元112 ｲｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 西能みなみ

3時間35分29秒593 辻原 康弘141 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

3時間35分38秒594 川原 崇裕646 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

3時間35分51秒595 沖野 喜幸221 ｵｷﾉ ﾖｼﾕｷ カジレーネＲＣ

3時間35分54秒596 岩井 征樹186 ｲﾜｲ ﾏｻｷ

3時間35分58秒597 西尾 忠士406 ﾆｼｵ ﾀﾀﾞｼ

3時間35分59秒598 八尾 和秀169 ﾔﾂｵ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 株式会社クリエイトダイス

3時間36分10秒599 松井 拓人759 ﾏﾂｲ ﾀｸﾄ

3時間36分39秒600 中山 善嗣356 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ 日本管財
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3時間36分41秒601 村上 将士414 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｼ

3時間36分58秒602 日高 寿美19 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻﾐ

3時間37分12秒603 柳浦 弘昌215 ﾔﾅｳﾗ ﾋﾛﾏｻ

3時間37分40秒604 東堂 巧445 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

3時間37分48秒605 中村 吉則372 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

3時間37分49秒606 堀野 知大725 ﾎﾘﾉ ﾄﾓﾋﾛ

3時間37分56秒607 小西 徹770 ｺﾆｼ ﾄｵﾙ

3時間38分20秒608 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38分42秒609 岡本 真吾612 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

3時間38分50秒610 千田 哲大483 ｾﾝﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ

3時間39分11秒611 渡辺 潤569 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ

3時間39分21秒612 田口 陽一266 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ

3時間39分33秒613 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39分49秒614 田中 誠448 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

3時間40分02秒615 田中 雅勝461 ﾀﾅｶ ﾏｻｶﾂ

3時間40分11秒616 津田 拡嗣831 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

3時間40分11秒617 河口 徹292 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂ

3時間40分14秒618 小林 勇太709 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ

3時間40分17秒619 大西 雄介793 ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ

3時間40分22秒620 丸杉 誠426 ﾏﾙｽｷﾞ ﾏｺﾄ

3時間40分25秒621 森岡 昭広191 ﾓﾘｵｶ ｱｷﾋﾛ マドリンズ

3時間40分26秒622 関 秀作39 ｾｷ ｼｭｳｻｸ スキャン

3時間40分29秒623 山田 高光787 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ

3時間40分40秒624 島谷 剛555 ｼﾏﾀﾆ ﾂﾖｼ

3時間40分41秒625 平野 潤弥300 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ パパとママ

3時間41分09秒626 水野 真二441 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝｼﾞ

3時間41分20秒627 松蔵 卓也151 ﾏﾂｸﾗ ﾀｸﾔ

3時間41分44秒628 本村 淳116 ﾓﾄﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

3時間41分49秒629 林田 秀一135 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

3時間41分51秒630 広瀬 裕也857 ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ

3時間42分04秒631 井口 哲朗171 ｲｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ

3時間42分09秒632 高木 秀治560 ﾀｶｷﾞ ｼｭｳｼﾞ

3時間42分14秒633 室 賢治749 ﾑﾛ ｹﾝｼﾞ

3時間42分25秒634 東馬 英輝122 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ Ａ５０Ｗ

3時間42分42秒635 木下 静一363 ｷﾉｼﾀ ｾｲｲﾁ THE BORN

3時間43分00秒636 野澤 岩男639 ﾉｻﾞﾜ ｲﾜｵ 芭蕉珈琲ランクラブ

3時間43分15秒637 宮脇 和宏686 ﾐﾔﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間43分26秒638 塩谷 知之230 ｼｵﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

3時間43分56秒639 平浪 弘之197 ﾋﾗﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ

3時間45分02秒640 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09秒641 前戸 智宏217 ﾏｴﾄ ﾁﾋﾛ

3時間45分10秒642 野崎 晃司637 ﾉｻﾞｷ ｺｳｼﾞ チームＩＣＨＩＫＡＷＡ

3時間45分22秒643 中村 誠吾433 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｺﾞ

3時間45分41秒644 道筋 祐輔853 ﾐﾁｽｼﾞ ﾕｳｽｹ

3時間45分45秒645 工藤 俊平42 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ

3時間45分51秒646 松浪 將仁28 ﾏﾂﾅﾐ ﾏｻﾋﾄ

3時間46分18秒647 滝田 稔212 ﾀｷﾀﾞ ﾐﾉﾙ プリンスロード

3時間46分25秒648 柿本 章博182 ｶｷﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

3時間46分41秒649 角田 貴昭672 ｶｸﾀ ﾀｶｱｷ

3時間46分46秒650 横 信一5 ﾖｺ ｼﾝｲﾁ
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3時間46分49秒651 山口 敏広457 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ

3時間46分58秒652 今井 裕貴325 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ

3時間47分00秒653 長岡 宏彰131 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｱｷ ＲＵＮＨＯＬＩＣ

3時間47分25秒654 酒井 郁夫10 ｻｶｲ ｲｸｵ 羽咋走ろう会

3時間47分31秒655 福田 泰弘162 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

3時間47分44秒656 鈴木 修治149 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ

3時間47分59秒657 酒井 紀彦270 ｻｶｲ ﾉﾘﾋｺ

3時間48分27秒658 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51秒659 中村 智司262 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ チームセントラル

3時間48分58秒660 出口 晴斗863 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

3時間49分01秒661 秋元 学45 ｱｷﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ チームサスケ

3時間49分02秒662 角屋 誠304 ｶﾄﾞﾔ ﾏｺﾄ

3時間49分05秒663 川上 隆夫22 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｵ 羽咋走ろう会

3時間49分42秒664 尾﨑 功康427 ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾔｽ

3時間49分54秒665 竹尾 和彦184 ﾀｹｵ ｶｽﾞﾋｺ わった君

3時間50分00秒666 米谷 淳473 ｺﾒﾀﾆ ｷﾖｼ

3時間50分03秒667 小田 與之彦235 ｵﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 加賀屋

3時間50分04秒668 真田 茂信256 ｻﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ

3時間50分38秒669 奥池 伸隆415 ｵｸｲｹ ﾉﾌﾞﾀｶ

3時間50分44秒670 菊池 陽738 ｷｸﾁ ﾖｳ オートバックス

3時間51分07秒671 佐々木 利弘129 ｻｻｷ ﾄｼﾋﾛ

3時間51分57秒672 平蔵 誠727 ﾍｲｿﾞｳ ﾏｺﾄ

3時間52分16秒673 吉岡 美治268 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾊﾙ

3時間52分32秒674 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52分41秒675 鍋嶋 浩史154 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾋﾛｼ アズサーズ

3時間52分42秒676 永島 昭夫150 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷｵ ＮｉｋｏＡ＇ｓ

3時間53分21秒677 村井 徹71 ﾑﾗｲ ﾄｵﾙ

3時間53分21秒678 吉村 洸741 ﾖｼﾑﾗ ｺｳ

3時間53分22秒679 酒勾 要115 ｻｶﾜ ｶﾅﾒ 金沢中央走ろう会

3時間53分23秒680 山名 浩史717 ﾔﾏﾅ ｺｳｼﾞ

3時間54分02秒681 表 建吾173 ｵﾓﾃ ｹﾝｺﾞ

3時間54分08秒682 扇 利晴61 ｵｵｷﾞ ﾄｼﾊﾙ

3時間54分12秒683 勘田 益男17 ｶﾝﾀﾞ ﾏｽｵ 沖町マラソン同好会

3時間54分22秒684 沼田 大輔582 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ

3時間54分23秒685 村口 聡437 ﾑﾗｸﾞﾁ ｻﾄｼ

3時間54分29秒686 嶋田 隆志137 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

3時間54分46秒687 上田 幸司402 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ

3時間55分02秒688 浅田 明晴6 ｱｻﾀﾞ ｱｷﾊﾙ

3時間55分13秒689 北本 貴樹328 ｷﾀﾓﾄ ﾀｶｷ

3時間55分34秒690 佐野 英世453 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾖ

3時間55分39秒691 能崎 良洋594 ﾉｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

3時間55分42秒692 小畑 亮59 ｺﾊﾞﾀｹ ﾀｹｼ 蛸島応援団

3時間55分42秒693 井上 一弘25 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間56分11秒694 向瀬 俊秀170 ﾑｺｾ ﾄｼﾋﾃﾞ

3時間56分20秒695 塚本 隆志546 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶｼ

3時間56分29秒696 野村 卓生790 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ

3時間56分38秒697 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698 関本 尚彦705 ｾｷﾓﾄ ﾅｵﾋｺ 黒田書道教室

3時間56分55秒699 石濱 真一329 ｲｼﾊﾏ ｼﾝｲﾁ

3時間57分02秒700 大野 徳尚472 ｵｵﾉ ﾉﾘﾋｻ
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 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

3時間57分04秒701 石井 宏季841 ｲｼｲ ﾋﾛｷ

3時間57分17秒702 中西 晃320 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ サンエー精機

3時間57分30秒703 北嶋 俊一677 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝｲﾁ

3時間57分33秒704 飯島 恵市37 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 柿ラン倶楽部

3時間57分55秒705 鈴木 五大528 ｽｽﾞｷ ｺﾞﾀﾞｲ

3時間57分57秒706 松原 伸一484 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁ

3時間58分17秒707 境 国臣808 ｻｶｲ ｸﾆｵﾐ 結デザイン

3時間58分25秒708 松本 拓也786 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ

3時間58分38秒709 桶作 直人442 ｵｹｻｸ ﾅｵﾄ

3時間58分55秒710 石川 武史248 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾌﾐ

3時間58分59秒711 出村 久志289 ﾃﾞﾑﾗ ﾋｻｼ

3時間59分01秒712 表 克昌155 ｵﾓﾃ ﾖｼﾏｻ ランランクラブ氷見

3時間59分18秒713 岡野 誠118 ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

3時間59分25秒714 遠田 淳526 ﾄｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

3時間59分32秒715 赤坂 真純708 ｱｶｻｶ ﾏｽﾐ ぷるっちょ

3時間59分50秒716 内山 雅一16 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ

4時間00分41秒717 北 広行86 ｷﾀ ﾋﾛﾕｷ

4時間01分08秒718 福井 康彦31 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ

4時間01分48秒719 若狭 祐真255 ﾜｶｻ ﾕｳｼﾝ ＪＰランナーズ

4時間01分56秒720 浦野 俊和85 ｳﾗﾉ ﾄｼｶｽﾞ

4時間02分22秒721 福田 康紀428 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

4時間02分47秒722 中野 豪人611 ﾅｶﾉ ﾀｹﾋﾄ 株式会社玉家建設

4時間02分55秒723 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02秒724 岩田 寛240 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ

4時間03分18秒725 坂井 聡9 ｻｶｲ ｻﾄｼ

4時間03分25秒726 金田 喜孝575 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

4時間03分36秒727 濱本 武志761 ﾊﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 市立輪島病院

4時間03分38秒728 桂谷 昌賢621 ｶﾂﾗﾔ ﾏｻﾀｶ

4時間04分35秒729 冨田 克実460 ﾄﾐﾀ ｶﾂﾐ

4時間04分47秒730 橋本 忠光148 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾐﾂ

4時間04分56秒731 萩原 智73 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ

4時間05分08秒732 柿岡 博司291 ｶｷｵｶ ﾋﾛｼ

4時間05分59秒733 竹平 雄式477 ﾀｹﾋﾗ ｶﾂﾉﾘ

4時間06分22秒734 尾関 茂11 ｵｾﾞｷ ｼｹﾞﾙ

4時間06分36秒735 万谷 行治109 ﾏﾝﾀﾆ ﾕｷﾊﾙ

4時間07分43秒736 松坂 康弘209 ﾏﾂｻｶ ﾔｽﾋﾛ 今浜キリコ会

4時間07分54秒737 井奈 治13 ｲﾅ ｵｻﾑ

4時間08分24秒738 佐藤 映二277 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

4時間10分35秒739 地藤 拓也469 ｼﾞﾄｳ ﾀｸﾔ

4時間11分10秒740 柳谷 生樹339 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｾｲｷ

4時間11分53秒741 北出 正史153 ｷﾀﾃﾞ ﾏｻｼ 小松ウオールＥＳＣ

4時間12分36秒742 針山 隆32 ﾊﾘﾔﾏ ﾀｶｼ

4時間12分38秒743 山口 直樹679 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ

4時間13分20秒744 木下 孝博420 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

4時間13分22秒745 上村 正人174 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾄ 県立看護大学

4時間13分31秒746 常川 勝彦23 ﾂﾈｶﾜ ｶﾂﾋｺ

4時間13分54秒747 水口 敏治306 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 最強美女軍団

4時間14分54秒748 長谷 崇史766 ﾊｾ ﾀｶﾌﾐ

4時間15分45秒749 青山 昌志334 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ 鵜坂走友会

4時間15分52秒750 中村 守8 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ
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4時間16分11秒751 東 明宏263 ﾋｶﾞｼ ｱｷﾋﾛ

4時間17分16秒752 粟田 利彦108 ｱﾜﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

4時間18分13秒753 大石 護97 ｵｵｲｼ ﾏﾓﾙ ＬＢスキークラブ

4時間19分27秒754 横山 真也599 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾔ

4時間19分43秒755 杉山 良介553 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ

4時間19分55秒756 山本 守200 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ

4時間20分17秒757 中川 武史608 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ

4時間21分05秒758 佐野 時示591 ｻﾉ ﾄｷｼﾞ

4時間22分16秒759 澤武 俊一66 ｻﾜﾌﾞ ｼｭﾝｲﾁ

4時間23分42秒760 河波 健一34 ｶﾜﾅﾐ ｹﾝｲﾁ

4時間27分30秒761 西 崇宏712 ﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

4時間28分02秒762 渡辺 和将665 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ

4時間28分20秒763 一川 良太704 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ

4時間29分24秒764 能谷　康弘868 ﾉﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ

4時間30分33秒765 児島 保144 ｺｼﾞﾏ ﾀﾓﾂ

4時間33分20秒766 加持 孝啓12 ｶｼﾞ ｺｳｹｲ 寺町長交会

Athlete-Tag by CHOPPER


