
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

10km 50歳以上 男子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

1 3063 松永　潤 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝ 37分12秒 富山市

2 3033 高山　一成 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 37分42秒 入善町 チーム高山

3 3016 越橋 学 ｺｼﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 39分31秒 高岡市 万葉健友会

4 3065 丸山 修樹 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 40分31秒 長野県

5 3021 斉藤　康 ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ 40分40秒 黒部市 SRC

6 3070 森内 達也 ﾓﾘｳﾁ ﾀﾂﾔ 41分19秒 立山町

7 3069 村本 雅紀 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｷ 41分43秒 群馬県

8 3066 宮前 仁 ﾐﾔﾏｴ ﾋﾄｼ 42分22秒 富山市 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

9 3018 小屋 芳宏 ｺﾔ ﾖｼﾋﾛ 42分41秒 石川県

10 3054 林　芳昌 ﾊﾔｼ ﾖｼﾏｻ 43分22秒 入善町

11 3043 長田　歩 ﾅｶﾞﾀ ｱﾕﾐ 43分45秒 黒部市

12 3026 島井 武史 ｼﾏｲ ﾀｹｼ 43分52秒 立山町

13 3044 中出 秀良 ﾅｶﾃﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 44分00秒 黒部市

14 3042 中嶋 雅孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ 45分04秒 滋賀県

15 3002 石原 元 ｲｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 45分12秒 射水市 西能みなみ

16 3028 新出 秀明 ｼﾝﾃﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 46分48秒 石川県

17 3001 池原 政樹 ｲｹﾊﾗ ﾏｻｷ 47分17秒 入善町 入中力ＲＣ

18 3058 福澤　誠明 ﾌｸｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 47分27秒 入善町 JAみな穂

19 3037 寺﨑 健一 ﾃﾗｻｷ ｹﾝｲﾁ 47分50秒 魚津市 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

20 3057 平坂 昇 ﾋﾗｻｶ ﾉﾎﾞﾙ 47分53秒 朝日町

21 3075 渡辺　則雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ 48分23秒 新潟県

22 3051 長谷川　寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 49分19秒 黒部市 のぐORC

23 3017 小島 功 ｺｼﾞﾏ ｲｻｵ 50分00秒 新潟県

24 3052 林 拓郎 ﾊﾔｼ ﾀｸﾛｳ 50分14秒 魚津市 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

25 3009 大谷　浩志 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｼ 50分35秒 朝日町

26 3036 辻角 雅希 ﾂｼﾞｶﾄﾞ ﾏｻｷ 50分37秒 富山市

27 3064 丸田　隆志 ﾏﾙﾀ ﾀｶｼ 50分54秒 入善町

28 3032 高森　正博 ﾀｶﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 51分07秒 入善町

29 3053 林 秀之 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 51分29秒 入善町

30 3004 市村 恒雄 ｲﾁﾑﾗ ﾂﾈｵ 51分50秒 新潟県

31 3035 田原 正志 ﾀﾜﾗ ﾏｻｼ 52分02秒 入善町 入善楽走会

32 3046 中保 尚 ﾅｶﾔｽ ﾀｶｼ 52分30秒 富山市

33 3047 野坂 哲夫 ﾉｻﾞｶ ﾃﾂｵ 52分37秒 入善町 福沢たたみ店

34 3074 米津　春樹 ﾖﾈﾂ ﾊﾙｷ 52分42秒 朝日町 あさひ野ランナーズ

35 3038 寺島 滋 ﾃﾗｼﾏ ｼｹﾞﾙ 52分46秒 黒部市 ウォー太郎ＳＣ

36 3059 福島　忍 ﾌｸｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 53分42秒 入善町

37 3029 高島 勉 ﾀｶｼﾏ ﾂﾄﾑ 54分20秒 立山町

38 3056 兵庫　秀典 ﾋｮｳｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 54分28秒 入善町

39 3013 神田 利之 ｶﾝﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 55分02秒 滑川市 黒澤組

40 3005 稲村 勝志 ｲﾅﾑﾗ ｶﾂｼ 55分39秒 滑川市 富山労災病院

41 3060 藤澤 正信 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 55分46秒 入善町
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42 3003 一丸 健介 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝｽｹ 56分04秒 富山市

43 3055 場谷内 誠 ﾊﾞﾔﾁ ﾏｺﾄ 56分14秒 入善町 黒部ランナーズ

44 3027 白鳥 高志 ｼﾗﾄﾘ ﾀｶｼ 56分37秒 富山市

45 3020 斉藤 建次 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 56分41秒 黒部市

46 3040 長尾 行章 ﾅｶﾞｵ ﾕｷｱｷ 57分22秒 富山市

47 3025 芝田 潤一 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 57分50秒 滑川市

48 3073 吉野 秀樹 ﾖｼﾉ ﾋﾃﾞｷ 57分56秒 入善町 新屋体協

49 3015 清田 博明 ｷﾖﾀ ﾋﾛｱｷ 58分29秒 滑川市 ありそＲＣ

50 3014 北村 誠 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 59分03秒 富山市

51 3030 高田 浩司 ﾀｶﾀ ｺｳｼﾞ 59分08秒 富山市

52 3061 益田 康二 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 59分29秒 富山市

53 3034 立浪 哲也 ﾀﾁﾅﾐ ﾃﾂﾔ 1時間00分04秒 富山市

54 3039 寺山 祐一 ﾃﾗﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 1時間00分31秒 富山市

55 3011 亀田　健太郎 ｶﾒﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 1時間01分11秒 入善町

56 3062 松岡 靖範 ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾉﾘ 1時間01分36秒 黒部市

57 3048 野田 勝 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾙ 1時間01分44秒 入善町

58 3045 中村 隆司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 1時間04分05秒 富山市

59 3041 長崎　義威 ﾅｶﾞｻｷ ﾖｼﾀｹ 1時間04分24秒 入善町

60 3067 村上 幸雄 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｵ 1時間09分35秒 富山市

61 3031 高畠 良至 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ 1時間09分44秒 富山市

62 3007 上田　忍 ｳｴﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 1時間12分38秒 入善町 ランナーズ富山

63 3022 酒井　毅 ｻｶｲ ﾀｶｼ 1時間14分39秒 入善町

64 3010 加藤 幸治 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 1時間24分45秒 南砺市 きらり勝ッパ


