
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

5km 一般 男子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

1 4011 大森 玲央 ｵｵﾓﾘ ﾚｵ 17分51秒 黒部市

2 4059 森本 真琴 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 18分36秒 富山市

3 4024 木村 光平 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 19分26秒 魚津市 ブルースカイ

4 4029 斉藤 岳 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 19分56秒 黒部市 SRC

5 4022 河西 亜門 ｶﾜﾆｼ ｱﾓﾝ 20分11秒 魚津市

6 4061 柚木　康志 ﾕｳﾎﾞｸ ﾔｽｼ 24分03秒 入善町

7 4055 宮崎 人志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾄｼ 24分13秒 魚津市 サンエツ運輸

8 4027 近藤　昌文 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ 24分37秒 新潟県

9 4053 丸田 恒孝 ﾏﾙﾀ ﾂﾈﾀｶ 25分05秒 石川県

10 4062 柚木 透 ﾕﾉｷ ﾄｵﾙ 25分12秒 富山市 富山大学ＡＣ

11 4065 吉村 直之 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 25分23秒 富山市

12 4063 横田　俊泰 ﾖｺﾀ ﾄｼﾔｽ 25分33秒 高岡市 万葉健友会

13 4031 島田 昌義 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 26分05秒 小矢部市

14 4037 武田 登 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 26分42秒 新潟県 高田走ろう会

15 4006 伊部　駿佑 ｲﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 26分49秒 黒部市 北陸銀行入善支店

16 4058 森口 幸輝 ﾓﾘｸﾞﾁ ｺｳｷ 26分51秒 新潟県

17 4060 山田　勝正 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 26分53秒 朝日町

18 4023 川原　得司 ｶﾜﾊﾗ ﾄｸｼﾞ 27分02秒 滑川市

19 4042 寺林 良唯 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲ 27分09秒 富山市

20 4026 近藤 裕貴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 27分19秒 朝日町 ワイディシステム

21 4032 杉本　敦紀 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｷ 27分41秒 入善町

22 4003 居上　敦 ｲｶﾞﾐ ｱﾂｼ 27分44秒 入善町 北陸銀行入善支店

23 4002 朝倉 克久 ｱｻｸﾗ ｶﾂﾋｻ 27分53秒 黒部市

24 4064 吉野　鉄也 ﾖｼﾉ ﾃﾂﾔ 28分07秒 朝日町

25 4007 上田 将平 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 28分34秒 滑川市

26 4005 伊藤 昌一 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 28分35秒 新潟県

27 4033 杉本　晃哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙﾁｶ 28分57秒 入善町

28 4013 奥田　幸吉 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷﾁ 29分10秒 射水市

29 4004 石田　敏昭 ｲｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 29分29秒 入善町

30 4047 日名田 明 ﾋﾅﾀ ｱｷﾗ 29分56秒 黒部市

31 4066 若松　勝行 ﾜｶﾏﾂ ｶﾂﾕｷ 30分14秒 射水市

32 4040 寺林　悟 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 30分58秒 入善町

33 4045 鍋島　健太 ﾅﾍﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 31分12秒 入善町

34 4034 関 栄朗 ｾｷ ﾖｼﾛｳ 31分38秒 新潟県

35 4018 鍛治 一博 ｶｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 31分45秒 朝日町

36 4046 長谷　学 ﾊｾ ﾏﾅﾌﾞ 32分12秒 入善町

37 4008 枝並 文男 ｴﾀﾞﾅﾐ ﾌﾐｵ 32分17秒 新潟県

38 4054 三木 仁 ﾐｷ ﾋﾄｼ 32分40秒 滋賀県

39 4001 秋元 一秀 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 33分05秒 富山市

40 4010 大房　貞仁 ｵｵﾌｻ ｻﾀﾞﾋﾄ 33分26秒 富山市

41 4009 大浜 啓一 ｵｵﾊﾏ ｹｲｲﾁ 33分40秒 新潟県
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42 4057 森川　亘 ﾓﾘｶﾜ ﾜﾀﾙ 33分43秒 射水市 北陸銀行入善支店

43 4041 寺林　博史 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 33分47秒 富山市

44 4038 田中　登 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 36分09秒 入善町

45 4051 真木　外登志 ﾏｷ ｿﾄｼ 36分11秒 射水市 シーサイド越の潟

46 4015 長田 薫 ｵｻﾀﾞ ｶｵﾙ 36分51秒 静岡県

47 4028 斉木　裕昌 ｻｲｷ ﾔｽﾏｻ 39分26秒 黒部市

48 4021 川久保 稔 ｶﾜｸﾎﾞ ﾐﾉﾙ 40分19秒 朝日町

49 4030 佐伯 隆則 ｻｴｷ ﾀｶﾉﾘ 48分53秒 立山町 立山ＹＲＣ

50 4012 岡崎　英則 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 51分49秒 黒部市


