
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 男子　50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

2時間02分31秒1 山本 昭次337 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ チームぼっち

2時間04分32秒2 嵐 敬晶347 ｱﾗｼ ﾉﾘｱｷ 三菱重工冷熱

2時間06分48秒3 小林 司305 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 富山陸協

2時間09分55秒4 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5 山田 一政220 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岡崎中総ＲＣ

2時間13分26秒6 谷川 博之265 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ＣｌｕｂＭＳＲ

2時間14分43秒7 奥平 芳宏224 ｵｸﾋﾗ ﾖｼﾋﾛ

2時間16分54秒8 伊丸岡 俊秀332 ｲﾏﾙｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間19分51秒9 吉野 誠285 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ

2時間20分14秒10 近藤 正幸360 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ チームＥＩＺＯ

2時間21分13秒11 伏見 健一204 ﾌｼﾐ ｹﾝｲﾁ 倶楽部ＭＳＲ

2時間22分10秒12 高口 勝正193 ｺｳｸﾞﾁ ｶﾂﾏｻ

2時間25分45秒13 鈴木 弘99 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間26分17秒14 酒井 悦郎340 ｻｶｲ ｴﾂﾛｳ 三協立山

2時間28分12秒15 田中 政憲280 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 北國銀行

2時間28分35秒16 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17 西田 正樹237 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ

2時間31分03秒18 堀内 研雄188 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾕｳ ＭＲＣ２

2時間31分33秒19 赤尾 克巳133 ｱｶｵ ｶﾂﾐ

2時間32分10秒20 石川 純也254 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡走ろう会

2時間33分19秒21 北山 洋介295 ｷﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ

2時間34分49秒22 成宮 寛218 ﾅﾙﾐﾔ ﾋﾛｼ

2時間34分53秒23 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35分41秒24 兒玉 武244 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

2時間36分23秒25 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26 晴柀 茂223 ﾊﾚﾏｷ ｼｹﾞﾙ 北陸銀行

2時間37分14秒27 森 哲朗147 ﾓﾘ ﾃﾂﾛｳ ＮＴＴ北陸

2時間37分22秒28 濱田 将史163 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間39分28秒29 有山 明彦134 ｱﾘﾔﾏ ｱｷﾋｺ アピアＧＲＡ

2時間39分47秒30 藤井 智成290 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾅﾘ Ａｗａｋｅ

2時間40分37秒31 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32 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33 宝田 剛353 ﾎｳﾀﾞ ﾂﾖｼ

2時間42分12秒34 河瀬 重治201 ｶﾜｾ ｼｹﾞﾊﾙ

2時間42分28秒35 村本 信夫354 ﾑﾗﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ

2時間42分31秒36 長岡 健一278 ﾅｶﾞｵｶ ｹﾝｲﾁ

2時間42分44秒37 上原 一昭175 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ

2時間42分49秒38 番田 康裕243 ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間43分16秒39 山 裕二276 ﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間43分28秒40 若山 勉211 ﾜｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ ＫＤＫ

2時間43分29秒41 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42秒42 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44分39秒43 畑 隆之127 ﾊﾀ ﾀｶﾕｷ

2時間45分03秒44 舟金 清則177 ﾌﾅｷﾝ ｷﾖﾉﾘ

2時間45分13秒45 磯部 和尋181 ｲｿﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｅＡ東京

2時間45分47秒46 立花 敬義231 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｶﾖｼ 芭蕉珈琲ＲＣ

2時間45分54秒47 松本 誠二119 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ チームＥＩＺＯ

2時間46分47秒48 大谷 文男121 ｵｵﾔ ﾌﾐｵ

2時間47分01秒49 宮本 武志113 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間47分42秒50 槻尾 明則126 ﾂｷｵ ｱｷﾉﾘ
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2時間47分46秒51 山田 紀昭288 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｱｷ チーム呑んだくれ

2時間48分44秒52 佐々木 俊典274 ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ ＧＲＡ

2時間48分47秒53 渡邉 和紀207 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間49分10秒54 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55 伊藤 靖196 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 伊藤家

2時間49分43秒56 林 正夫100 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ あおぞら会

2時間50分02秒57 工野 和久284 ｸﾉ ｶｽﾞﾋｻ

2時間51分06秒58 清水 光93 ｼﾐｽﾞ ｺｳ 何米ＣＬＵＢ

2時間52分14秒59 宮地 克典281 ﾐﾔﾁ ｶﾂﾉﾘ 庄内ＲＴ

2時間52分28秒60 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41秒61 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62 野村 裕治296 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間53分19秒63 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27秒64 山田 寛司338 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ

2時間53分43秒65 河原 昭生206 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｵ

2時間53分52秒66 山上 雅人273 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｻﾄ 城光寺さか練

2時間54分28秒67 松尾 学190 ﾏﾂｵ ﾏﾅﾌﾞ

2時間54分47秒68 屋後 孝紀172 ﾔｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

2時間54分48秒69 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70 梶 純330 ｶｼﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間55分11秒71 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47秒72 水上 真介167 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾝｽｹ

2時間56分01秒73 藤家 利重104 ﾌｼﾞｲｴ ﾄｼｼｹﾞ

2時間56分22秒74 細川 公一117 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ

2時間56分40秒75 関根 靖共222 ｾｷﾈ ﾔｽﾄﾓ

2時間56分44秒76 串田 祥一208 ｸｼﾀ ｼｮｳｲﾁ

2時間56分54秒77 浜谷 慎一344 ﾊﾏﾔ ｼﾝｲﾁ ＲＣ　ＺＥＲＯ

2時間57分10秒78 福田 和明312 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

2時間57分48秒79 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80 奥田 悟史161 ｵｸﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間58分01秒81 宮本 千昭233 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｱｷ

2時間58分06秒82 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83 酒井 幸俊303 ｻｶｲ ﾕｷﾄｼ おひろ会

2時間58分34秒84 宮崎 正238 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ

2時間58分38秒85 小島 憲一236 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

2時間58分48秒86 追村 康夫352 ｵｲﾑﾗ ﾔｽｵ 中善工業

2時間58分58秒87 山岸 勉245 ﾔﾏｷﾞｼ ﾂﾄﾑ

2時間59分10秒88 安田 悟316 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 福島印刷

2時間59分13秒89 西 博範342 ﾆｼ ﾋﾛﾉﾘ

2時間59分15秒90 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20秒91 加藤 剛史313 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ

2時間59分58秒92 数田 昭夫229 ｶｽﾞﾀ ｱｷｵ

3時間00分11秒93 車古 和宏241 ｼｬｺ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間00分27秒94 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95 松田 英則324 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

3時間01分22秒96 金田 吉広219 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

3時間02分19秒97 荒野 晴市257 ｱﾗﾉ ｾｲｲﾁ

3時間02分28秒98 松柳 虎一94 ﾏﾂﾔﾅｷﾞ ｺｲﾁ

3時間02分47秒99 樋口 智也253 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾅﾘ 平和堂

3時間03分02秒100 小泉 和広103 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ
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3時間03分20秒101 三谷 晃司205 ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ がちＲＵＮ会

3時間03分24秒102 宝勝 悟司242 ﾎｳｼｮｳ ｻﾄｼ

3時間03分26秒103 木舩 浩143 ｷﾌﾞﾈ ﾋﾛｼ

3時間03分59秒104 目木 義教350 ﾒｷ ﾖｼﾉﾘ

3時間04分02秒105 武村 信也331 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝﾔ

3時間04分15秒106 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28秒107 細川 正治249 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾊﾙ

3時間05分17秒108 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109 長谷川 誠治107 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ

3時間05分55秒110 守友 常雄252 ﾓﾘﾄﾓ ﾂﾈｵ

3時間07分16秒111 片岡 紀彦136 ｶﾀｵｶ ﾉﾘﾋｺ

3時間07分34秒112 小宮 俊彦279 ｺﾐﾔ ﾄｼﾋｺ

3時間08分02秒113 長谷 良弘128 ﾊｾ ﾖｼﾋﾛ

3時間08分55秒114 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115 上村 文康139 ｳｴﾑﾗ ﾌﾐﾔｽ

3時間09分35秒116 高瀬 直樹282 ﾀｶｾ ﾅｵｷ

3時間09分43秒117 中田 勝之267 ﾅｶﾀ ｶﾂﾕｷ

3時間10分40秒118 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119 吉田 幸浩105 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

3時間11分17秒120 吉田 幸司264 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ

3時間13分23秒121 西野 聡189 ﾆｼﾉ ｻﾄｼ

3時間13分48秒122 山名田 毅319 ﾔﾏﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ

3時間14分10秒123 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27秒124 桑原 健次225 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

3時間14分30秒125 宮本 貴正333 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 日本旅行

3時間14分50秒126 辻 健一283 ﾂｼﾞ ｹﾝｲﾁ

3時間15分10秒127 田丸 良成183 ﾀﾏﾙ ﾖｼﾅﾘ

3時間15分30秒128 飯田 是昌345 ｲｲﾀﾞ ｺﾚﾏｻ

3時間16分25秒129 田幡 信裕326 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＦＵＪＩＴＳＵ　ＵＴ

3時間16分31秒130 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131 西原 秀幸269 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ

3時間17分09秒132 石川 隆俊317 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄｼ

3時間17分22秒133 池田 久仁克106 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｶﾂ

3時間17分26秒134 村田 浩次307 ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ

3時間17分40秒135 橋本 吉史159 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

3時間17分59秒136 東海 永吉322 ﾄｳｶｲ ﾅｶﾞﾖｼ

3時間18分08秒137 石田 清321 ｲｼﾀﾞ ｷﾖｼ

3時間18分10秒138 塩路 裕太210 ｼｵｼﾞ ﾕｳﾀ 新興発条工業

3時間18分19秒139 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140 篠沢 宗人275 ｼﾉｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ ＫＥ

3時間18分40秒141 中森 秀和199 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

3時間19分03秒142 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143 宇野 誠358 ｳﾉ ﾏｺﾄ

3時間19分17秒144 石森 雅則166 ｲｼﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ

3時間19分23秒145 池田 武志179 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ

3時間19分28秒146 宮本 祐一朗194 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

3時間19分34秒147 泉 正寿315 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄｼ

3時間19分52秒148 石川 達也336 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

3時間20分01秒149 柴田 浩二145 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

3時間20分25秒150 山本 均98 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ 北陸人材ネット
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3時間20分49秒151 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54秒152 杉森 尚之301 ｽｷﾞﾓﾘ ﾅｵﾕｷ

3時間22分38秒153 大泉 賢一132 ｵｵｲｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 乱ｎｅｒ’ｓ

3時間22分42秒154 三木 隆宏341 ﾐｷ ﾀｶﾋﾛ

3時間22分50秒155 油本 隆宏114 ｱﾌﾞﾗﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ チーム火曜日

3時間24分15秒156 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35秒157 小林 忠125 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ

3時間24分37秒158 水野 貴之355 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

3時間24分54秒159 犬飼 裕一239 ｲﾇｶｲ ﾕｳｲﾁ

3時間26分59秒160 齋藤 智弘343 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 中条走四浪会

3時間27分16秒161 藤本 博司260 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

3時間27分18秒162 石田 和幸226 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 北日本物産

3時間27分40秒163 福澤 秀人258 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ

3時間27分41秒164 高見 学111 ﾀｶﾐ ﾏﾅﾌﾞ

3時間28分42秒165 越坂 米景250 ｺｼｻｶ ﾖﾈｶｹﾞ

3時間28分45秒166 有澤 誠文227 ｱﾘｻﾜ ｾｲﾌﾞﾝ

3時間28分51秒167 寺本 美樹96 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼｷ ＦＣいぬわし

3時間30分05秒168 西村 卓也198 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾔ

3時間30分34秒169 川東 利崇299 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾄｼﾀｶ PFU

3時間31分09秒170 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45秒171 森田 征之351 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾕｷ スキャン

3時間32分02秒172 津田 圭祐346 ﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ チームＥＩＺＯ

3時間32分07秒173 四ツ谷 健一187 ﾖﾂﾔ ｹﾝｲﾁ

3時間33分10秒174 松村 武志92 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｼ

3時間33分16秒175 沖津 光省349 ｵｷﾂ ﾐﾂﾖｼ

3時間33分32秒176 夏住 之泰298 ﾅﾂｽﾞﾐ ﾕｷﾔｽ

3時間34分43秒177 西村 将287 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾙ

3時間35分18秒178 宮丸 重雄110 ﾐﾔﾏﾙ ｼｹﾞｵ

3時間35分24秒179 石原 元112 ｲｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 西能みなみ

3時間35分29秒180 辻原 康弘141 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

3時間35分51秒181 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182 岩井 征樹186 ｲﾜｲ ﾏｻｷ

3時間35分59秒183 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39秒184 中山 善嗣356 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ 日本管財

3時間37分12秒185 柳浦 弘昌215 ﾔﾅｳﾗ ﾋﾛﾏｻ

3時間39分21秒186 田口 陽一266 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ

3時間40分11秒187 河口 徹292 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂ

3時間40分25秒188 森岡 昭広191 ﾓﾘｵｶ ｱｷﾋﾛ マドリンズ

3時間40分41秒189 平野 潤弥300 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ パパとママ

3時間41分20秒190 松蔵 卓也151 ﾏﾂｸﾗ ﾀｸﾔ

3時間41分44秒191 本村 淳116 ﾓﾄﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

3時間41分49秒192 林田 秀一135 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

3時間42分04秒193 井口 哲朗171 ｲｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ

3時間42分25秒194 東馬 英輝122 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ Ａ５０Ｗ

3時間43分26秒195 塩谷 知之230 ｼｵﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

3時間43分56秒196 平浪 弘之197 ﾋﾗﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ

3時間45分09秒197 前戸 智宏217 ﾏｴﾄ ﾁﾋﾛ

3時間46分18秒198 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199 柿本 章博182 ｶｷﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

3時間46分58秒200 今井 裕貴325 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ
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- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 男子　50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

3時間47分00秒201 長岡 宏彰131 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｱｷ ＲＵＮＨＯＬＩＣ

3時間47分31秒202 福田 泰弘162 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

3時間47分44秒203 鈴木 修治149 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ

3時間47分59秒204 酒井 紀彦270 ｻｶｲ ﾉﾘﾋｺ

3時間48分51秒205 中村 智司262 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ チームセントラル

3時間49分02秒206 角屋 誠304 ｶﾄﾞﾔ ﾏｺﾄ

3時間49分54秒207 竹尾 和彦184 ﾀｹｵ ｶｽﾞﾋｺ わった君

3時間50分03秒208 小田 與之彦235 ｵﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 加賀屋

3時間50分04秒209 真田 茂信256 ｻﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ

3時間51分07秒210 佐々木 利弘129 ｻｻｷ ﾄｼﾋﾛ

3時間52分16秒211 吉岡 美治268 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾊﾙ

3時間52分41秒212 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213 永島 昭夫150 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷｵ ＮｉｋｏＡ＇ｓ

3時間53分22秒214 酒勾 要115 ｻｶﾜ ｶﾅﾒ 金沢中央走ろう会

3時間54分02秒215 表 建吾173 ｵﾓﾃ ｹﾝｺﾞ

3時間54分29秒216 嶋田 隆志137 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

3時間55分13秒217 北本 貴樹328 ｷﾀﾓﾄ ﾀｶｷ

3時間56分11秒218 向瀬 俊秀170 ﾑｺｾ ﾄｼﾋﾃﾞ

3時間56分55秒219 石濱 真一329 ｲｼﾊﾏ ｼﾝｲﾁ

3時間57分17秒220 中西 晃320 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ サンエー精機

3時間58分55秒221 石川 武史248 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾌﾐ

3時間58分59秒222 出村 久志289 ﾃﾞﾑﾗ ﾋｻｼ

3時間59分01秒223 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224 岡野 誠118 ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

4時間01分48秒225 若狭 祐真255 ﾜｶｻ ﾕｳｼﾝ ＪＰランナーズ

4時間03分02秒226 岩田 寛240 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ

4時間04分47秒227 橋本 忠光148 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾐﾂ

4時間05分08秒228 柿岡 博司291 ｶｷｵｶ ﾋﾛｼ

4時間06分36秒229 万谷 行治109 ﾏﾝﾀﾆ ﾕｷﾊﾙ

4時間07分43秒230 松坂 康弘209 ﾏﾂｻｶ ﾔｽﾋﾛ 今浜キリコ会

4時間08分24秒231 佐藤 映二277 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

4時間11分10秒232 柳谷 生樹339 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｾｲｷ

4時間11分53秒233 北出 正史153 ｷﾀﾃﾞ ﾏｻｼ 小松ウオールＥＳＣ

4時間13分22秒234 上村 正人174 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾄ 県立看護大学

4時間13分54秒235 水口 敏治306 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 最強美女軍団

4時間15分45秒236 青山 昌志334 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ 鵜坂走友会

4時間16分11秒237 東 明宏263 ﾋｶﾞｼ ｱｷﾋﾛ

4時間17分16秒238 粟田 利彦108 ｱﾜﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

4時間18分13秒239 大石 護97 ｵｵｲｼ ﾏﾓﾙ ＬＢスキークラブ

4時間19分55秒240 山本 守200 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ

4時間29分24秒241 能谷　康弘868 ﾉﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ

4時間30分33秒242 児島 保144 ｺｼﾞﾏ ﾀﾓﾂ
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