
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

ハーフ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 1077 徳武 学 ﾄｸﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ 1時間17分00秒 新潟県 本気ｄｅ整体＿小岩店

2 1071 竹田 未距 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾘ 1時間18分04秒 魚津市 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

3 1054 佐々木　勇二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 1時間18分53秒 黒部市 くろべ川ＡＣ

4 1123 宮下 幸延 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 1時間21分46秒 富山市 木曜練習会

5 1074 谷川 博之 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 1時間23分02秒 黒部市 チーム火曜日

6 1022 大橋 務 ｵｵﾊｼ ﾂﾄﾑ 1時間23分55秒 富山市 木曜練習会２ｎｄ

7 1131 山口 正史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 1時間28分09秒 魚津市

8 1045 米屋 祐治 ｺﾒﾔ ﾕｳｼﾞ 1時間28分19秒 黒部市 ＨＯＫＵＳＡＹ

9 1060 定廣 忍 ｼﾞｮｳﾋﾛ ｼﾉﾌﾞ 1時間29分49秒 富山市

10 1001 秋野 文宏 ｱｷﾉ ﾌﾐﾋﾛ 1時間31分46秒 新潟県

11 1050 坂下 良平 ｻｶｼﾀ ﾘｮｳﾍｲ 1時間32分56秒 富山市 クラブＭＳＲ

12 1097 晴柀 茂 ﾊﾚﾏｷ ｼｹﾞﾙ 1時間33分06秒 上市町 北陸銀行

13 1104 星野 直 ﾎｼﾉ ﾀﾀﾞｼ 1時間33分30秒 新潟県

14 1119 水橋 勝美 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ 1時間34分05秒 滑川市 ありそＲＣ

15 1076 釣谷 秀樹 ﾂﾘﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 1時間34分59秒 富山市 富山マラソン

16 1126 盛田 光一 ﾓﾘﾀ ｺｳｲﾁ 1時間35分24秒 富山市

17 1008 有山 明彦 ｱﾘﾔﾏ ｱｷﾋｺ 1時間35分53秒 富山市 アピアＧＲＡ

18 1142 渡辺 裕浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 1時間36分23秒 新潟県

19 1086 西村 洋志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 1時間36分26秒 滑川市

20 1033 上村 淳一 ｶﾐﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間36分35秒 新潟県

21 1027 岡部 高文 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 1時間37分04秒 新潟県 新潟楽走会バナナ

22 1114 松澤 貴雄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｵ 1時間37分31秒 長野県

23 1016 稲崎 謙一郎 ｲﾅｻｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1時間37分56秒 滑川市 ＣＬＵＢ　ＭＳＲ

24 1091 長谷川 泰久 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾋｻ 1時間38分31秒 石川県

25 1095 花森 英輔 ﾊﾅﾓﾘ ｴｲｽｹ 1時間39分07秒 富山市

26 1049 斉藤 良一 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 1時間39分24秒 新潟県

27 1044 小峰 嘉明 ｺﾐﾈ ﾖｼｱｷ 1時間39分30秒 滑川市

28 1003 浅田 正明 ｱｻﾀﾞ ﾏｻｱｷ 1時間39分53秒 富山市 浅田登記測量事務所

29 1116 馬渕 隆行 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 1時間39分54秒 富山市

30 1013 石黒 淳仁 ｲｼｸﾞﾛ ｱﾂﾋﾄ 1時間40分00秒 新潟県 アレックス

31 1075 経澤 浩一 ﾂﾈｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 1時間40分04秒 舟橋村

32 1072 田中 延哉 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾔ 1時間40分26秒 射水市 ウッドリンク株式会社

33 1019 上山 健一 ｳｴﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 1時間41分14秒 富山市

34 1037 北村 悟 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ 1時間41分52秒 高岡市 つくしんぼ

35 1017 岩瀬 新吾 ｲﾜｾ ｼﾝｺﾞ 1時間42分24秒 黒部市 富山県酒造組合酔走楽部

36 1073 谷川 崇 ﾀﾆｶﾜ ﾀｶｼ 1時間42分32秒 富山市 北陸銀行入善支店

37 1102 布施 昌彦 ﾌｾ ﾏｻﾋｺ 1時間42分46秒 新潟県 新潟楽走会バナナ

38 1066 高崎 清伸 ﾀｶｻｷ ｷﾖﾉﾌﾞ 1時間42分55秒 富山市

39 1056 澤井 克之 ｻﾜｲ ｶﾂﾕｷ 1時間43分00秒 入善町

40 1067 高瀬 直樹 ﾀｶｾ ﾅｵｷ 1時間43分41秒 富山市

41 1023 大間知 良多 ｵｵﾏﾁ ﾘｮｳﾀ 1時間43分50秒 富山市
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42 1137 吉田 智 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 1時間44分33秒 新潟県

43 1129 矢野　幸生 ﾔﾉ ﾕｷｵ 1時間45分25秒 黒部市 入善楽走会

44 1035 河野 宏 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ 1時間45分31秒 富山市

45 1061 末上 勝宣 ｽｴｶﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 1時間46分18秒 入善町

46 1046 小森 亮 ｺﾓﾘ ﾏｺﾄ 1時間46分43秒 入善町 ＹＲＣ

47 1070 田口 亮治 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ 1時間46分47秒 魚津市

48 1120 宮内 大輔 ﾐﾔｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 1時間47分23秒 新潟県 充電させてもらえませんか

49 1127 森本 幸志 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼ 1時間47分32秒 富山市

50 1108 眞井 克洋 ﾏｲ ｶﾂﾋﾛ 1時間47分55秒 富山市 相模原の森から

51 1041 幸谷 充康 ｺｳﾀﾆ ﾐﾂﾔｽ 1時間48分14秒 奈良県 奈良陸協

52 1051 坂本 靖彦 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 1時間48分26秒 富山市

53 1039 小泉 竜也 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ 1時間48分36秒 富山市

54 1090 野村 千俊 ﾉﾑﾗ ﾁﾄｼ 1時間48分51秒 岐阜県

55 1140 米原　克紀 ﾖﾈﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ 1時間49分08秒 入善町 入中力RC

56 1062 杉本 悦規 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 1時間49分31秒 上市町 東洋電制

57 1058 澤田 正嗣 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 1時間49分34秒 黒部市 ウォー太郎ＳＣ

58 1057 澤田　隆 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 1時間49分39秒 入善町

59 1110 松井　潤一 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間50分06秒 富山市

60 1130 山岸 勉 ﾔﾏｷﾞｼ ﾂﾄﾑ 1時間51分17秒 富山市

61 1084 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 1時間51分36秒 入善町 入善楽走会

62 1099 平澤 秀明 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 1時間52分04秒 魚津市

63 1004 浅野 哲 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 1時間52分34秒 大阪府 千里ランランクラブ

64 1028 荻野 靖宗 ｵｷﾞﾉ ﾔｽﾑﾈ 1時間52分39秒 黒部市

65 1113 松尾 泰一 ﾏﾂｵ ﾀｲｲﾁ 1時間52分53秒 新潟県 フォッサマグナ

66 1121 宮内 尚幸 ﾐﾔｳﾁ ﾅｵﾕｷ 1時間53分10秒 新潟県 ラン・ＲＵＮ・乱　カメさん部

67 1005 愛宕 智昭 ｱﾀｺﾞ ﾄﾓｱｷ 1時間53分33秒 新潟県

68 1100 平野 敦史 ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ 1時間54分14秒 千葉県 三谷北通３

69 1065 高木 優 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 1時間54分55秒 黒部市 ウォー太郎ＳＣ

70 1032 加藤 正博 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 1時間55分15秒 新潟県

71 1094 花井 広明 ﾊﾅｲ ﾋﾛｱｷ 1時間56分25秒 富山市 北陸銀行

72 1081 長田 伸一 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 1時間56分52秒 小矢部市

73 1111 松井 弘行 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 1時間56分56秒 富山市

74 1038 木村 聡 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 1時間57分18秒 富山市

75 1064 関井 隆 ｾｷｲ ﾀｶｼ 1時間58分34秒 富山市

76 1007 荒屋 輝久 ｱﾗﾔ ﾃﾙﾋｻ 1時間58分40秒 富山市

77 1048 齊藤 祐一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 1時間58分47秒 富山市

78 1078 中 健一 ﾅｶ ｹﾝｲﾁ 1時間58分47秒 富山市 ケイジャーズ

79 1103 北條 義之 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾖｼﾕｷ 1時間59分07秒 富山市

80 1055 佐度 清 ｻﾄﾞ ｷﾖｼ 1時間59分25秒 黒部市

81 1141 米屋 稔 ﾖﾈﾔ ﾐﾉﾙ 1時間59分49秒 滑川市

82 1029 小野垣 研一 ｵﾉｶﾞｷ ｹﾝｲﾁ 1時間59分54秒 新潟県
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83 1125 森田　克己 ﾓﾘﾀ ｶﾂｷ 2時間00分45秒 富山市

84 1011 池亀 正美 ｲｹｶﾒ ﾏｻﾐ 2時間00分59秒 新潟県 フォサマグナ

85 1024 大割 克之 ｵｵﾜﾘ ｶﾂﾕｷ 2時間01分29秒 魚津市

86 1082 中田 俊之 ﾅｶﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 2時間02分12秒 立山町

87 1098 東原 隆夫 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀｶｵ 2時間02分31秒 立山町

88 1069 高村 誠 ﾀｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 2時間03分23秒 黒部市

89 1093 畠野 剛 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 2時間03分49秒 愛知県

90 1092 長谷川　靖之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 2時間04分40秒 富山市

91 1006 油本 隆宏 ｱﾌﾞﾗﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 2時間04分54秒 黒部市 チーム火曜日

92 1138 吉田 秀夫 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 2時間06分58秒 新潟県

93 1139 吉田 雅彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 2時間09分17秒 新潟県

94 1115 松本 幸大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 2時間09分18秒 南砺市

95 1132 山中 勝也 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾔ 2時間09分41秒 富山市 富山大学職員

96 1068 高橋 哲仁 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾋﾄ 2時間10分08秒 黒部市

97 1053 佐々木 利弘 ｻｻｷ ﾄｼﾋﾛ 2時間10分41秒 石川県

98 1128 柳田 毅 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾂﾖｼ 2時間11分00秒 富山市 チームつよぽん

99 1105 細田　保成 ﾎｿﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ 2時間11分29秒 入善町

100 1009 飯田　博文 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 2時間11分45秒 入善町

101 1025 岡 仁志 ｵｶ ﾋﾄｼ 2時間12分24秒 黒部市

102 1012 池松 裕一 ｲｹﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 2時間13分06秒 射水市 チューリップ

103 1010 五十里　哲 ｲｶﾘ ｻﾄﾙ 2時間13分15秒 入善町

104 1083 中野 裕司 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ 2時間13分18秒 富山市

105 1089 埜辺 勝 ﾉﾍﾞ ﾏｻﾙ 2時間13分57秒 奈良県 奈良陸上競技協会

106 1117 水谷 千万夫 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁﾏｵ 2時間14分40秒 富山市 ミラたん

107 1018 上原 哲 ｳｴﾊﾗ ﾃﾂ 2時間15分06秒 富山市

108 1088 野越　栄吉 ﾉｺﾞｼ ｴｲｷﾁ 2時間15分17秒 舟橋村

109 1135 吉崎 健 ﾖｼｻｷ ﾀｹｼ 2時間16分46秒 魚津市

110 1026 岡田　有由 ｵｶﾀﾞ ｱﾘﾖｼ 2時間17分40秒 射水市

111 1021 大橋 健志 ｵｵﾊｼ ｹﾝｼﾞ 2時間19分00秒 静岡県 アイシーケイ

112 1133 山本 英樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 2時間19分17秒 石川県

113 1109 前田　治朗 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 2時間19分55秒 高岡市

114 1112 松井 正和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ 2時間21分12秒 富山市

115 1136 吉澤 浩二 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 2時間21分39秒 富山市

116 1079 中井 茂之 ﾅｶｲ ｼｹﾞﾕｷ 2時間22分05秒 高岡市

117 1015 伊藤 裕三 ｲﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ 2時間22分07秒 高岡市

118 1087 野口 孝一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 2時間22分47秒 新潟県 高田走ろう会

119 1034 河上 岳史 ｶﾜｶﾐ ﾀｹｼ 2時間26分29秒 富山市 粋健会

120 1031 鍛治 孝宏 ｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 2時間30分11秒 高岡市

121 1118 水谷　昇 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾎﾞﾙ 2時間32分14秒 黒部市

122 1134 山森 豊 ﾔﾏﾓﾘ ﾕﾀｶ 2時間32分51秒 富山市

123 1106 堀川 清海 ﾎﾘｶﾜ ｷﾖﾐ 2時間36分40秒 新潟県


