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2022/11/20

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

1 651 吉川 泰生 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｷ 1時間16分46秒 富山市 Ｔｅａｍ　Ｈａｌｌｙ

2 554 小森 博之 ｺﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 1時間17分44秒 新潟県 オギハラ工業（株）

3 578 高澤 直樹 ﾀｶｻﾞﾜ ﾅｵｷ 1時間17分57秒 高岡市

4 599 中川 陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 1時間18分01秒 富山市

5 544 北 正樹 ｷﾀ ﾏｻｷ 1時間18分23秒 石川県 チームＥＩＺＯ

6 564 澤田 尚宏 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 1時間19分04秒 魚津市 ありそＲＣ

7 605 西方 太地 ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ 1時間19分28秒 新潟県

8 561 佐渡 学 ｻﾄﾞ ﾏﾅﾌﾞ 1時間20分13秒 立山町

9 558 佐々木 宣泰 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾔｽ 1時間21分02秒 富山市

10 586 谷内 隆浩 ﾀﾆｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 1時間21分20秒 滑川市 ＳＳランナー

11 625 松井 秀一郎 ﾏﾂｲ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 1時間21分36秒 富山市

12 609 花岡 義徳 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾘ 1時間21分54秒 福井県

13 595 戸口 裕樹 ﾄｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 1時間22分36秒 富山市 木曜練習会

14 604 中村　甲治 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 1時間22分40秒 入善町 川端鐵工

15 523 遠藤 佳輔 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 1時間23分39秒 魚津市

16 649 横田 正治 ﾖｺﾀ ﾏｻﾊﾙ 1時間24分13秒 魚津市 ありそＲＣ

17 608 萩中 知行 ﾊｷﾞﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 1時間25分57秒 上市町 ありそＲＣ

18 627 松島 拓也 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾔ 1時間26分14秒 富山市

19 607 能登 陽介 ﾉﾄ ﾖｳｽｹ 1時間26分42秒 黒部市 ハナビシ

20 545 北川 裕之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 1時間27分39秒 黒部市 ＴＭＣ．ＡＣ

21 553 米谷 賢太 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 1時間27分43秒 富山市 新新薬品工業

22 623 牧野 孝展 ﾏｷﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 1時間28分06秒 新潟県 Ｆｒｅｅｒｕｎｓ

23 526 大高 国彦 ｵｵﾀｶ ｸﾆﾋｺ 1時間28分16秒 新潟県 頸城走遊会

24 600 長崎 秀康 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾔｽ 1時間28分23秒 新潟県 紅い絆

25 537 金谷 昌法 ｶﾅﾔ ﾏｻﾉﾘ 1時間28分58秒 滑川市 セコム北陸

26 581 高林 裕之 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 1時間29分07秒 富山市 ＨＷコンドル

27 584 瀧澤 雅樹 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｷ 1時間29分44秒 新潟県

28 509 伊東 茂樹 ｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 1時間29分54秒 福井県 ＴＥＡＭａｃｔ

29 560 佐々木 陽一 ｻｻｷ ﾖｳｲﾁ 1時間30分09秒 射水市

30 628 松平 功太 ﾏﾂﾋﾗ ｺｳﾀ 1時間30分28秒 滑川市

31 639 守山 卓也 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾔ 1時間30分32秒 富山市 ミノタウロスＲＣ

32 503 池本 雅樹 ｲｹﾓﾄ ﾏｻｷ 1時間30分33秒 岐阜県 クラブＲ２中日本

33 529 大峽 貴道 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ 1時間30分37秒 魚津市

34 567 清水 一臣 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵﾐ 1時間30分43秒 新潟県 ＮＤＮ

35 508 糸井 智洋 ｲﾄｲ ﾁﾋﾛ 1時間31分09秒 富山市 ファインネクス

36 616 藤本　寛之 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 1時間31分16秒 朝日町 あさひ総合病院

37 510 伊藤 時光 ｲﾄｳ ﾄｷﾐﾂ 1時間32分30秒 愛知県 クラブＲ２中日本

38 543 菊間 直樹 ｷｸﾏ ﾅｵｷ 1時間32分59秒 新潟県

39 530 大森 淳 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 1時間32分59秒 魚津市 入善高等学校２００４年卒業生

40 513 井龍 人喜 ｲﾘｭｳ ﾋﾄｷ 1時間33分23秒 石川県

41 507 伊多 和也 ｲﾀ ｶｽﾞﾔ 1時間33分56秒 入善町
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42 614 廣野 雅志 ﾋﾛﾉ ﾏｻｼ 1時間34分52秒 石川県

43 504 石田 豊久 ｲｼﾀﾞ ﾄﾖﾋｻ 1時間35分40秒 富山市

44 559 佐々木　英明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 1時間35分44秒 入善町

45 551 栗沢　伸二 ｸﾘｻﾜ ｼﾝｼﾞ 1時間35分57秒 入善町

46 582 高本 健太郎 ﾀｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 1時間36分12秒 黒部市 チーム　俺

47 652 四柳 浩二 ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ｺｳｼﾞ 1時間36分44秒 魚津市 四柳軍団

48 511 猪股 裕介 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｽｹ 1時間36分50秒 新潟県

49 602 中島 宏記 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ 1時間36分56秒 黒部市

50 593 寺田 昌弘 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 1時間37分09秒 新潟県 フォッサマグナ

51 634 室 伸一郎 ﾑﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1時間37分35秒 入善町

52 648 横田 隆之 ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 1時間37分42秒 黒部市

53 550 倉又 一 ｸﾗﾏﾀ ﾊｼﾞﾒ 1時間38分48秒 富山市

54 645 山田 康夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ 1時間39分05秒 福井県

55 629 道越 和宏 ﾐﾁｺｼ ｶｽﾞﾋﾛ 1時間39分28秒 舟橋村

56 514 岩井　悟志 ｲﾜｲ ｻﾄｼ 1時間39分47秒 入善町

57 536 金津 和利 ｶﾅﾂﾞ ｶｽﾞﾄｼ 1時間40分13秒 新潟県 上越だすけ

58 522 江淵 正樹 ｴﾌﾞﾁ ﾏｻｷ 1時間40分19秒 朝日町

59 588 谷山　哲生 ﾀﾆﾔﾏ ﾃﾂﾔ 1時間41分30秒 魚津市

60 579 高嶋 宏樹 ﾀｶｼﾏ ｺｳｷ 1時間41分32秒 富山市

61 540 川端 郁 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｸ 1時間42分29秒 黒部市 ウォー太郎ＳＣ

62 557 佐々木 誠互 ｻｻｷ ｾｲｺﾞ 1時間42分31秒 長野県

63 555 境　誠治 ｻｶｲ ｾｲｼﾞ 1時間42分46秒 魚津市

64 596 土肥 雅樹 ﾄﾞﾋ ﾏｻｷ 1時間43分09秒 新潟県

65 556 坂口 芳昭 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 1時間43分43秒 長野県 チーム１９７７

66 583 宝田 まさゆき ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 1時間44分05秒 入善町 アイシン新和

67 534 恩田 慎一 ｵﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 1時間44分15秒 新潟県 能生陸上クラブ

68 512 今井　智英 ｲﾏｲ ﾄﾓﾋﾃﾞ 1時間44分23秒 砺波市

69 520 江口 真太郎 ｴｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 1時間45分12秒 入善町

70 502 五十里　俊彦 ｲｶﾘ ﾄｼﾋｺ 1時間45分13秒 魚津市

71 626 松沢 信行 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 1時間45分27秒 石川県

72 643 山田 隆英 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 1時間45分36秒 新潟県

73 576 関澤 仁 ｾｷｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 1時間45分43秒 新潟県 糸魚川やんども

74 611 原 誠 ﾊﾗ ﾏｺﾄ 1時間45分48秒 石川県 チーム金港堂

75 613 広野 順 ﾋﾛﾉ ｼﾞｭﾝ 1時間46分08秒 黒部市

76 541 川畠 英明 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 1時間46分33秒 黒部市

77 631 宮本 淳 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 1時間47分02秒 富山市

78 617 細川 知樹 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｷ 1時間47分16秒 高岡市

79 598 中沖 雅史 ﾅｶｵｷ ﾏｻﾌﾐ 1時間47分18秒 富山市 貫光ＲＣ

80 525 大田　託矢 ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 1時間47分42秒 入善町

81 519 永林 克朗 ｴｲﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾛｳ 1時間47分45秒 富山市 大杉ＲＣ

82 569 下澤 竜 ｼﾓｻﾞﾜ ﾘｭｳ 1時間48分07秒 新潟県
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83 630 宮原 裕行 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 1時間48分20秒 三重県

84 589 谷山　光夫 ﾀﾆﾔﾏ ﾐﾂｵ 1時間48分44秒 魚津市

85 619 堀 信行 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ 1時間49分06秒 富山市

86 621 本田 繁雄 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞｵ 1時間49分10秒 富山市 なんちゃＲＣ

87 538 金山 哲也 ｶﾅﾔﾏ ﾃﾂﾔ 1時間49分24秒 新潟県 ピュアティ

88 563 佐野 博一 ｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 1時間49分40秒 立山町

89 574 鈴木 章円 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ 1時間50分05秒 富山市

90 650 吉井 宏輔 ﾖｼｲ ｺｳｽｹ 1時間51分24秒 朝日町

91 615 藤田 巧司 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 1時間51分43秒 舟橋村 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＯ

92 603 長能 広大 ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 1時間52分09秒 立山町

93 642 山﨑 千晴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 1時間52分47秒 高岡市 ＬＡＳＯＲＡ

94 591 椿 和弘 ﾂﾊﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 1時間53分42秒 新潟県

95 590 辻 朋季 ﾂｼﾞ ﾄﾓｷ 1時間54分05秒 東京都

96 501 青井 真吾 ｱｵｲ ｼﾝｺﾞ 1時間54分49秒 富山市 大杉ＲＣ

97 532 尾崎 剛 ｵｻﾞｷ ｺﾞｳ 1時間55分28秒 富山市

98 517 内澤 宗一郎 ｳﾁｻﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 1時間56分02秒 茨城県

99 622 本間 力光 ﾎﾝﾏ ﾘｷﾐﾂ 1時間57分47秒 立山町

100 577 千代 博文 ｾﾝﾀﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 1時間57分59秒 黒部市 ＮＡＣＨＩ

101 638 森谷 功 ﾓﾘﾔ ｲｻｵ 1時間58分03秒 富山市

102 647 横井　啓史 ﾖｺｲ ｹｲｼﾞ 1時間58分16秒 射水市

103 548 草島 佑典 ｸｻｼﾏ ﾕｳｽｹ 1時間58分50秒 入善町

104 636 森尻 博志 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾋﾛｼ 1時間59分04秒 新潟県 ＹＭＲ

105 524 大島 賢一 ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ 1時間59分53秒 新潟県

106 562 佐藤 祐貴 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 2時間00分30秒 新潟県

107 592 鶴瀬 春樹 ﾂﾙｾ ﾊﾙｷ 2時間00分42秒 高岡市 三段腹脂肪燃焼ブラザーズ

108 646 山中 俊介 ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 2時間01分00秒 富山市

109 594 東條 直貴 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 2時間01分05秒 富山市 おこじょ会

110 655 渡辺 裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 2時間01分20秒 新潟県

111 505 石塚 泰士 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｼ 2時間01分25秒 滑川市

112 585 館 道人 ﾀﾞﾃ ﾐﾁﾄ 2時間02分41秒 黒部市

113 644 山田 裕志 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 2時間03分55秒 石川県

114 518 浦崎 圭一 ｳﾗｻｷ ｹｲｲﾁ 2時間04分38秒 魚津市

115 552 黒田 浩史 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 2時間04分44秒 富山市

116 654 渡辺 雅仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 2時間05分49秒 射水市

117 515 岩崎　栄太郎 ｲﾜｻｷ ｴｲﾀﾛｳ 2時間05分57秒 黒部市

118 653 渡辺 顕也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾔ 2時間06分54秒 富山市

119 506 石山 努 ｲｼﾔﾏ ﾂﾄﾑ 2時間08分16秒 富山市 富山県土地家屋調査士会

120 601 中島　晴記 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 2時間08分40秒 入善町

121 606 西野 貴之 ﾆｼﾉ ﾀｶﾕｷ 2時間09分36秒 富山市

122 546 北野 武晴 ｷﾀﾉ ﾀｹﾊﾙ 2時間10分37秒 射水市

123 572 菅原 祐介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 2時間12分53秒 高岡市 共和コンクリート工業



第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

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

124 549 熊藤 幸範 ｸﾏﾌｼﾞ ﾕｷﾉﾘ 2時間13分00秒 高岡市

125 637 森尻 洋介 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾖｳｽｹ 2時間15分29秒 新潟県 ウナＲＣ

126 535 加藤 篤史 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 2時間19分14秒 高岡市

127 573 杉森 将宣 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 2時間23分04秒 富山市

128 547 吉島　敬彦 ｷﾁｼﾏ ﾀｶﾋｺ 2時間28分38秒 入善町 HOKUSAY

129 624 増田 朋之 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 2時間35分06秒 上市町 増田急便

130 620 堀 仁志 ﾎﾘ ﾋﾄｼ 2時間35分42秒 富山市 堀川体育協会

131 528 大野 雄一郎 ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2時間43分35秒 黒部市


