
- 宝浪漫マラソン2022 -

10km 男子　50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

40分47秒1 西村 典丈2048 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘﾀｹ かほく市ＫＦＣ

43分06秒2 佐孝 幸一2065 ｻｺｳ ｺｳｲﾁ レンゴー

45分42秒3 新蔵 敏2059 ｼﾝｿﾞｳ ｻﾄｼ かほく市

46分38秒4 小久保 一之2037 ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ 金沢スキークラブ

46分59秒5 笠場 行博2082 ｶｻﾊﾞ ﾕｷﾋﾛ ＪＡ金沢中央

49分39秒6 牛田 稔一2060 ｳｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ

49分54秒7 岡出 伸明2071 ｵｶﾃﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 輝輝ぼうず

51分13秒8 松岡 敦史2077 ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ ＣＢインパクト

51分32秒9 小川 一樹2078 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ

51分37秒10 田中 光博2033 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ 中条走四郎会

51分47秒11 山崎 栄作2083 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｻｸ

54分18秒12 道下 幸三2026 ﾐﾁｼﾀ ｺｳｿﾞｳ 中条走四浪会

55分10秒13 木村 茂樹2074 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｷ 北陸東工シャッター

55分13秒14 月間 洋2055 ﾂｷﾏ ﾋﾛｼ エイム２１

57分15秒15 劒持 康次2064 ｹﾝﾓﾁ ｺｳｼﾞ ながしま会

57分37秒16 吉田 達彦2022 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ

58分37秒17 土田 民雄2023 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾐｵ

58分48秒18 深谷 勝2029 ﾌｶﾔ ﾏｻﾙ

58分58秒19 二木 渉2051 ﾌﾀｷﾞ ﾜﾀﾙ

59分31秒20 大丸 久仁2019 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋｻﾋﾄ

59分41秒21 八尾 利和2031 ﾔｵ ﾄｼｶｽﾞ

59分52秒22 尾島 祐哉2050 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾔ

1時間00分45秒23 中條 敏博2039 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾄｼﾋﾛ

1時間01分16秒24 崎川 範昭2061 ｻｷｶﾜ ﾉﾘｱｷ

1時間01分46秒25 中森 浩光2080 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ

1時間01分56秒26 小島 尚人2025 ｵｼﾞﾏ ﾋｻﾄ

1時間02分00秒27 藤田 裕一2042 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｲﾁ ユウタマ商店

1時間02分18秒28 三宅 正一2014 ﾐﾔｹ ｼｮｳｲﾁ

1時間02分46秒29 梶 昭彦2036 ｶｼﾞ ｱｷﾋｺ

1時間03分24秒30 飯田 泰夫2045 ｲｲﾀﾞ ﾔｽｵ

1時間03分32秒31 打越 賢一2063 ｳﾁｺｼ ｹﾝｲﾁ 澁谷工業陸上部

1時間04分00秒32 作田 豊2047 ｻｸﾀﾞ ﾕﾀｶ

1時間05分06秒33 村井 直幸2079 ﾑﾗｲ ﾅｵﾕｷ

1時間05分07秒34 平田 博盛2058 ﾋﾗﾀ ﾋﾛﾓﾘ

1時間05分13秒35 高桑 稔2013 ﾀｶｸﾜ ﾐﾉﾙ

1時間05分21秒36 小林 英二2007 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ

1時間05分22秒37 河合 芳光2040 ｶﾜｲ ﾖｼﾐﾂ

1時間05分43秒38 岡本 弘樹2084 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ＴＬＴ金沢

1時間06分26秒39 東 正治2004 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 風の会

1時間06分45秒40 岡本 良幸2043 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

1時間07分20秒41 絹川 実2021 ｷﾇｶﾜ ﾐﾉﾙ

1時間07分42秒42 山下 次郎2012 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞﾛｳ

1時間08分52秒43 河野 徹2006 ｶﾜﾉ ﾄｵﾙ

1時間09分10秒44 竹田 慎一2049 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 竹ファーム

1時間09分52秒45 大田 雅之2057 ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間10分20秒46 三宅 義久2002 ﾐﾔｹ ﾖｼﾋｻ

1時間10分22秒47 安井 重幸2017 ﾔｽｲ ｼｹﾞﾕｷ

1時間10分56秒48 高橋 通2046 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ

1時間12分02秒49 宮城 浩司2087 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ フェイマス

1時間12分12秒50 濱田 賢司2056 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ビッキー
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1時間12分13秒51 得地 明博2016 ﾄｸﾁ ｱｷﾋﾛ

1時間12分19秒52 大杉 豪伸2035 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

1時間12分43秒53 前 勉2001 ﾏｴ ﾂﾄﾑ

1時間13分30秒54 牛田 泰男2069 ｳｼﾀﾞ ﾔｽｵ

1時間14分28秒55 川並 正2066 ｶﾜﾅﾐ ﾀﾀﾞｼ

1時間15分00秒56 斉藤 誠2073 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間15分30秒57 一葉 修正2027 ｲｯﾊﾟ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間15分36秒58 山形 喜代和2010 ﾔﾏｶﾞﾀ ｷﾖﾜ 風の会

1時間16分29秒59 村田 博臣2009 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｵﾐ ムーンラン

1時間17分13秒60 中野谷 数彦2011 ﾅｶﾉﾔ ｶｽﾞﾋｺ

1時間17分59秒61 野崎 裕克2070 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛｶﾂ

1時間18分20秒62 牛島 大成2038 ｳｼｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 澁谷工業

1時間19分19秒63 長谷川 潔2067 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ

1時間20分09秒64 金子 薫2034 ｶﾈｺ ｶｵﾙ

1時間21分18秒65 小西 満2018 ｺﾆｼ ﾐﾂﾙ

1時間22分29秒66 林 謙三2030 ﾊﾔｼ ｹﾝｿﾞｳ 川田工業

1時間22分46秒67 中川 剛2062 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ

1時間25分01秒68 嶋 康彦2054 ｼﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間25分31秒69 村井 啓祐2032 ﾑﾗｲ ｹｲｽｹ

1時間30分22秒70 飯田 秀樹2005 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間37分43秒71 菊島 浩二2024 ｷｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 富山大学

1時間44分54秒72 中村 真之2053 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 可愛い子ちゃん倶楽部
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