
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

10km 60歳以上 男子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

大会新 1 3602 吉村 直樹 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ 39分56秒 富山市 いたち川ＲＣ

2 3552 谷田　賢二 ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 40分42秒 黒部市

3 3554 塚田 義一 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 41分00秒 新潟県 能生陸上クラブ

4 3509 岩瀬 正彦 ｲﾜｾ ﾏｻﾋｺ 41分00秒 南砺市 福野陸協

5 3557 東海 聡 ﾄｳｶｲ ｻﾄｼ 41分17秒 氷見市

6 3585 水野 敏博 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 42分07秒 富山市 みずの眼科ＲＣ

7 3505 池亀 孝雄 ｲｹｶﾞﾒ ﾉﾘｵ 42分42秒 新潟県 能生陸上クラブ

8 3525 日馬 貢 ｸｻﾏ ﾐﾂｸﾞ 44分41秒 新潟県 南能スポーツクラブ

9 3588 室山　猛 ﾑﾛﾔﾏ ﾀｹｼ 45分51秒 入善町

10 3572 福沢　進 ﾌｸｻﾜ ｽｽﾑ 46分21秒 入善町 福沢たたみ店

11 3510 魚住 達朗 ｳｵｽﾞﾐ ﾀﾂﾛｳ 48分58秒 滑川市 ありそＲＣ

12 3522 北野 均 ｷﾀﾉ ﾋﾄｼ 48分59秒 石川県 なかのと

13 3571 日高 寿美 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻﾐ 49分04秒 石川県

14 3583 水島　秀樹 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 49分27秒 魚津市

15 3507 伊藤 勝史 ｲﾄｳ ｶﾂｼ 49分55秒 新潟県 ＲＯＡＤ

16 3547 高岡 実 ﾀｶｵｶ ﾐﾉﾙ 50分05秒 高岡市

17 3550 高山 信次 ﾀｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 50分16秒 新潟県 なし

18 3506 市村 正明 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｱｷ 53分03秒 新潟県

19 3512 大山 政雄 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 53分37秒 新潟県 糸魚川・螢

20 3569 濱辺 伸吾 ﾊﾏﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 53分41秒 魚津市 オンザロード１０

21 3545 大丸 久仁 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋｻﾋﾄ 53分44秒 富山市 トミタンＯＢ

22 3577 舟島　靖典 ﾌﾅｼﾏ ﾔｽﾉﾘ 53分47秒 入善町

23 3604 陸川 晃 ﾘｸｶﾜ ｱｷﾗ 54分03秒 新潟県 祥雲ＲＣ

24 3553 塚田 祐三 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 54分06秒 新潟県 塚田接骨院

25 3566 橋本 昌之 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 54分21秒 入善町

26 3600 吉原 勝廣 ﾖｼﾊﾗ ｶﾂﾋﾛ 54分23秒 新潟県

27 3527 小嶋　修 ｺｼﾞﾏ ｵｻﾑ 54分24秒 魚津市 富山労災病院

28 3542 杉本　薫 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｵﾙ 54分37秒 黒部市

29 3529 込尾　均 ｺﾐｵ ﾋﾄｼ 54分47秒 入善町

30 3537 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 55分12秒 新潟県 糸魚川東

31 3517 春日　要 ｶｽｶﾞ ｶﾅﾒ 55分58秒 入善町

32 3523 絹川 実 ｷﾇｶﾜ ﾐﾉﾙ 56分23秒 富山市

33 3501 相田　芳郎 ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 56分40秒 入善町

34 3526 倉田 勝 ｸﾗﾀ ﾏｻﾙ 56分41秒 富山市

35 3544 関口 徹 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 56分58秒 富山市

36 3587 宮田 正起 ﾐﾔﾀ ﾏｻｷ 56分58秒 富山市

37 3576 藤巻 秀敏 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾃﾞｻﾄ 57分05秒 新潟県 糸魚川・螢

38 3548 高倉 吉樹 ﾀｶｸﾗ ﾖｼﾀﾂ 57分16秒 朝日町

39 3535 坂本　守 ｻｶﾓﾄ ﾏﾓﾙ 57分28秒 魚津市 元APA

40 3549 髙松　正明 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻｱｷ 57分29秒 射水市

41 3538 沢崎 昌志 ｻﾜｻｷ ﾏｻｼ 57分52秒 魚津市

42 3555 坪野 恭久 ﾂﾎﾞﾉ ﾔｽﾋｻ 58分20秒 小矢部市

43 3561 中野 克義 ﾅｶﾉ ｶﾂﾖｼ 58分48秒 岐阜県 克アローン

44 3533 酒井 弘明 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 58分52秒 富山市

45 3540 下野 利行 ｼﾓﾉ ﾄｼﾕｷ 59分34秒 富山市 チームみるく
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46 3528 小堀 秀雄 ｺﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 59分53秒 神奈川県

47 3596 柚木　三夫 ﾕﾉｷ ﾐﾂｵ 1時間00分08秒 入善町

48 3584 水野　和徳 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 1時間00分22秒 富山市 米三ランナーズ

49 3595 山本 光仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾄ 1時間01分01秒 富山市

50 3558 得地 明博 ﾄｸﾁ ｱｷﾋﾛ 1時間01分04秒 南砺市

51 3504 五十嵐　利之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ 1時間01分09秒 滑川市

52 3586 宮越 和吉 ﾐﾔｺｼ ｶｽﾞﾖｼ 1時間01分50秒 新潟県

53 3518 金盛 昌義 ｶﾅﾓﾘ ﾏｻﾖｼ 1時間01分51秒 魚津市

54 3508 井上 寿夫 ｲﾉｳｴ ﾋｻｵ 1時間01分52秒 群馬県

55 3519 亀田　司 ｶﾒﾀﾞ ﾂｶｻ 1時間02分23秒 入善町 チーム度肝

56 3563 鍋谷　政和 ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 1時間02分44秒 入善町

57 3556 寺田　博昭 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 1時間03分01秒 朝日町

58 3593 山岸 昇 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉﾎﾞﾙ 1時間03分03秒 富山市

59 3599 吉野　俊一 ﾖｼﾉ ﾄｼｶｽﾞ 1時間03分08秒 入善町

60 3574 藤井　祐二 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ 1時間03分27秒 入善町

61 3582 丸山 政俊 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 1時間03分40秒 新潟県

62 3514 荻野 弘文 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛﾌﾐ 1時間05分05秒 黒部市 黒部山岳会

63 3536 佐竹　武 ｻﾀｹ ﾀｹｼ 1時間05分39秒 富山市

64 3580 堀川 悦朗 ﾎﾘｶﾜ ｴﾂﾛｳ 1時間06分09秒 黒部市 堀川皮膚科クリニック

65 3567 長谷川　健治 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 1時間06分56秒 黒部市

66 3511 大森 俊英 ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾋﾃﾞ 1時間07分24秒 富山市

67 3521 柄澤 豊 ｶﾗｻﾜ ﾕﾀｶ 1時間07分44秒 新潟県

68 3581 松波　暢之 ﾏﾂﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 1時間07分45秒 入善町 NOMOさん

69 3603 米田　敬司 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 1時間08分00秒 黒部市 こくみん共済COOP魚津

70 3502 阿部 修平 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 1時間08分15秒 富山市 古里ランナーズ

71 3590 森下　吉光 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾐﾂ 1時間09分02秒 入善町

72 3570 針山 和雄 ﾊﾘﾔﾏ ｶｽﾞｵ 1時間09分17秒 富山市 はぎうらＳＣ

73 3579 堀井　良一 ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ 1時間09分22秒 上市町

74 3503 荒木 信成 ｱﾗｷ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 1時間09分26秒 富山市 福梅茶

75 3589 森内　信義 ﾓﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 1時間09分30秒 魚津市

76 3539 塩谷 澄雄 ｼｵﾀﾆ ｽﾐｵ 1時間09分35秒 石川県

77 3516 加賀 逸雄 ｶｶﾞ ｲﾂｵ 1時間11分06秒 愛知県

78 3575 藤田 由紀男 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｵ 1時間11分50秒 新潟県

79 3530 西幸 賢二 ｻｲｺｳ ｹﾝｼﾞ 1時間12分29秒 富山市

80 3594 山口 勇三 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ 1時間12分33秒 新潟県

81 3564 西田 就之 ﾆｼﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 1時間12分57秒 入善町

82 3597 吉田 孝志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 1時間12分59秒 富山市

83 3573 福田 勝二 ﾌｸﾀﾞ ｶﾂｼﾞ 1時間14分09秒 石川県

84 3568 浜田 正敏 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 1時間16分49秒 石川県

85 3543 住 康雄 ｽﾐ ﾔｽｵ 1時間17分55秒 魚津市 ＺＫＭ富山

86 3520 亀山 浩一 ｶﾒﾔﾏ ｺｳｲﾁ 1時間19分13秒 富山市

87 3562 中野谷 数彦 ﾅｶﾉﾔ ｶｽﾞﾋｺ 1時間19分51秒 石川県

88 3524 京藤 篤成 ｷﾖｳﾄｳ ｱﾂﾅﾘ 1時間21分38秒 魚津市

89 3598 吉田 行夫 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 1時間23分21秒 富山市 下井沢ＲＣ

90 3565 能登　善徳 ﾉﾄ ﾖｼﾉﾘ 1時間23分26秒 黒部市
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91 3515 桶川 隆志 ｵｹｶﾜ ﾀｶｼ 1時間23分57秒 黒部市

92 3531 西頭 俊幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 1時間25分09秒 砺波市

93 3534 堺谷 勝明 ｻｶｲﾀﾞﾆ ｶﾂｱｷ 1時間32分44秒 滑川市 還暦プラス三歳


