
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

ハーフ34歳以下 男子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

1 26 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 1時間10分02秒 入善町 富山陸協

2 44 山下 優嘉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 1時間12分38秒 黒部市 RUNLIFE

3 13 加藤 直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 1時間18分11秒 新潟県

4 16 川口 悠平 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ 1時間21分31秒 氷見市

5 37 早風 公貴 ﾊﾔｶｾﾞ ｺｳｷ 1時間24分45秒 富山市 ダイトＲＣ

6 43 森本 大智 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 1時間24分49秒 富山市

7 15 金田 康平 ｶﾈﾀﾞ ｺｳﾍｲ 1時間26分01秒 魚津市 ハローワーク魚津

8 38 林 清弘 ﾊﾔｼ ｷﾖﾋﾛ 1時間27分48秒 富山市

9 3 穴倉 瑛輔 ｱﾅｸﾗ ﾖｳｽｹ 1時間27分51秒 富山市

10 7 浦辺 寛大 ｳﾗﾍﾞ ｶﾝﾀ 1時間30分50秒 魚津市

11 20 桑守 佑太 ｸﾜﾓﾘ ﾕｳﾀ 1時間31分58秒 入善町

12 31 DEPIETS SIMON ﾃﾞﾋﾟｴﾂ ｼﾓﾝ 1時間32分24秒 東京都

13 1 相澤 雄太 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 1時間33分42秒 入善町 狂走曲

14 17 岸原 慎 ｷｼﾊﾗ ｼﾝ 1時間34分10秒 石川県

15 35 野口 武信 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹﾉﾌﾞ 1時間34分24秒 富山市

16 4 石井 伸明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ 1時間35分53秒 黒部市

17 27 嶋崎 裕也 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 1時間36分59秒 岐阜県 ｔｋｔｋ倶楽部

18 23 近藤 宏紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 1時間37分59秒 朝日町

19 46 山本 章太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 1時間38分33秒 砺波市

20 14 加藤 尚希 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 1時間38分53秒 新潟県

21 39 原谷 翔太 ﾊﾗﾀﾆ ｼｮｳﾀ 1時間39分44秒 福井県 ｔｋｔｋ倶楽部

22 18 木田 藍太朗 ｷﾀﾞ ｱｲﾀﾛｳ 1時間44分12秒 入善町

23 5 井田 総一郎 ｲﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 1時間44分12秒 舟橋村

24 2 相澤 陽介 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 1時間49分14秒 新潟県

25 30 高見　柊羽 ﾀｶﾐ ｼｭｳ 1時間49分39秒 入善町

26 36 橋本 晋也 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ 1時間50分01秒 魚津市

27 45 山本 浩平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 1時間50分22秒 魚津市 魚津市役所ランニング同好会

28 34 中村 天丸 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾝﾏﾙ 1時間51分45秒 黒部市

29 40 松井 雄希 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 1時間53分12秒 新潟県 フォッサマグナ

30 11 大村 冴虎 ｵｵﾑﾗ ｺﾄﾗ 1時間55分15秒 入善町

31 24 笹島　大樹 ｻｻｼﾞﾏ ﾀｲｷ 2時間05分42秒 入善町

32 42 森田 達也 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ 2時間06分14秒 富山市

33 33 中田 晴斗 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 2時間06分21秒 立山町

34 25 佐藤 大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 2時間12分37秒 新潟県

35 41 三浦　進 ﾐｳﾗ ｽｽﾑ 2時間17分04秒 黒部市

36 28 須田 侑樹 ｽﾀﾞ ﾕｳｷ 2時間17分51秒 石川県 金沢医科大学

37 32 中田 峻輔 ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 2時間28分18秒 立山町

38 12 角本　健太 ｶｸﾓﾄ ｹﾝﾀ 2時間43分26秒 入善町


