
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

10km 35歳以上 男子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

1 2501 石倉 昌和 ｲｼｸﾗ ﾏｻｶｽﾞ 34分30秒 魚津市 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

2 2534 中島 克裕 ﾅｶｼﾏ ｶﾂﾋﾛ 39分26秒 富山市 しみずまち敬寿苑

3 2532 冨岡 健 ﾄﾐｵｶ ﾂﾖｼ 39分45秒 朝日町 あさひ野ランナーズ

4 2542 古澤 貴仁 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾄ 40分23秒 滑川市 ＹＧＲＣ

5 2508 浦田 英明 ｳﾗﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 40分51秒 舟橋村 富山市消防

6 2507 上原　光二 ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 40分57秒 入善町

7 2517 川口 洸樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 41分01秒 富山市

8 2533 中澤 崇一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 42分02秒 富山市 ありそＲＣ

9 2514 片山 和広 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 42分13秒 富山市

10 2543 保坂 誠 ﾎｻｶ ﾏｺﾄ 42分26秒 新潟県 ヤマト運輸

11 2545 柳田　一 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 42分36秒 入善町

12 2518 北川 敏也 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾔ 43分00秒 富山市

13 2519 金代　実 ｷﾝﾀﾞｲ ﾐﾉﾙ 43分02秒 富山市

14 2515 金森 保雄 ｶﾅﾓﾘ ﾔｽｵ 43分05秒 入善町 中沢青壮年会

15 2510 大塚 研吾 ｵｵﾂｶ ｹﾝｺﾞ 43分49秒 富山市 派遣でポン

16 2502 石附 秀一 ｲｼﾂﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 43分58秒 新潟県 Ｍ．ｓｅａヤンバラーズ

17 2516 亀山 祐貴 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 45分19秒 富山市

18 2526 正札 真二 ｼｮｳﾌﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 46分38秒 石川県

19 2529 田中 篤志 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 50分44秒 魚津市

20 2538 林　寛 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 51分59秒 入善町

21 2535 濁川 和宏 ﾆｺﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 53分02秒 新潟県

22 2531 DOUGLAS　FABIANOﾄﾞｩｸﾞﾗｽ ﾌｧﾋﾞｱﾉ 53分27秒 富山市 RUNFRI TT

23 2536 西川 正大 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 53分30秒 入善町

24 2523 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 53分44秒 新潟県

25 2525 島倉 亮治 ｼﾏｸﾗ ﾘｮｳｼﾞ 54分34秒 射水市

26 2505 岩井 敦 ｲﾜｲ ｱﾂｼ 54分57秒 黒部市

27 2509 江渕 慎一 ｴﾌﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 54分59秒 朝日町

28 2503 五十島 孝征 ｲｿｼﾏ ﾀｶﾕｷ 55分05秒 富山市

29 2521 斉藤 秀継 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 55分29秒 石川県

30 2540 福山 貴博 ﾌｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 55分36秒 黒部市

31 2522 佐伯 和志 ｻｴｷ ｶｽﾞｼ 55分51秒 富山市

32 2520 小森 光浩 ｺﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ 57分34秒 富山市 小森税理士事務所

33 2528 竹内 清一 ﾀｹｳﾁ ｾｲｲﾁ 58分23秒 射水市

34 2527 白澤 貴利 ｼﾗｻﾜ ﾀｶﾄｼ 59分45秒 長野県

35 2513 海津 雄 ｶｲﾂﾞ ﾕｳ 1時間00分38秒 滑川市

36 2524 澤田 和哉 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 1時間04分12秒 石川県

37 2541 古井 靖人 ﾌﾙｲ ﾔｽﾋﾄ 1時間05分15秒 上市町

38 2544 牧谷 修治 ﾏｷﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 1時間08分51秒 富山市

39 2506 上野 満春 ｳｴﾉ ﾐﾂﾊﾙ 1時間11分24秒 新潟県

40 2530 寺田　慎一 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 1時間12分57秒 黒部市 チーム高山


