
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

ハーフ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 1512 木下 孝浩 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 1時間25分33秒 富山市 ＡＣ－ＴＯＹＡＭＡ

2 1503 石倉 勝 ｲｼｸﾗ ﾏｻﾙ 1時間29分17秒 滑川市 ＣＬＵＢ　ＭＳＲ

3 1551 中越 隆英 ﾅｶｺﾞｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 1時間32分32秒 新潟県 角上魚類ＯＢ

4 1563 林 清唯 ﾊﾔｼ ｷﾖﾀﾀﾞ 1時間40分43秒 朝日町

5 1523 佐伯 秀彦 ｻｴｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 1時間41分06秒 富山市 いたち川ＲＣ

6 1537 滝澤 尚志 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｶｼ 1時間42分19秒 長野県 陸龍会

7 1533 高岸　義蔵 ﾀｶｷﾞｼ ﾖｼｿﾞｳ 1時間43分53秒 魚津市 炉ばた山海

8 1580 吉田 忠司 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 1時間45分54秒 富山市 やわらんず

9 1527 柴山　直人 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅｵﾄ 1時間46分19秒 富山市

10 1519 小林　勝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 1時間47分22秒 黒部市

11 1581 吉田 浩昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 1時間47分25秒 富山市 ＦＲＣ

12 1510 亀井 哲也 ｶﾒｲ ﾃﾂﾔ 1時間47分50秒 富山市 クラブＭＳＲ

13 1578 山田 恵三 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 1時間47分58秒 東京都

14 1511 川原田　博志 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 1時間48分25秒 魚津市

15 1513 木原 幸雄 ｷﾊﾗ ﾕｷｵ 1時間48分41秒 新潟県 高田走ろう会

16 1536 高山 浩幸 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 1時間49分20秒 高岡市

17 1549 中川　典孝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾀｶ 1時間49分23秒 富山市

18 1548 飛田 功二 ﾄﾋﾞﾀ ｺｳｼﾞ 1時間50分11秒 神奈川県

19 1502 家城 恭彦 ｲｴｷ ﾔｽﾋｺ 1時間50分29秒 黒部市 入善楽走会

20 1553 中田　篤志 ﾅｶﾀﾞ ｱﾂｼ 1時間53分13秒 入善町

21 1521 米谷 弘 ｺﾒﾀﾆ ﾋﾛｼ 1時間53分19秒 富山市

22 1524 佐々木 龍也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 1時間55分04秒 福井県

23 1528 島尻　英之 ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ 1時間56分13秒 入善町

24 1570 水本 郁夫 ﾐｽﾞﾓﾄ ｲｸｵ 1時間56分39秒 富山市 走ＲｕｎＭｙ家

25 1574 森山 均 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 1時間58分31秒 黒部市 ＫＲＳＲＣ

26 1571 宮田 誠四郎 ﾐﾔﾀ ｾｲｼﾛｳ 1時間58分55秒 富山市

27 1558 南後 修 ﾅﾝｺﾞ ｵｻﾑ 1時間59分37秒 福井県

28 1505 上野　克憲 ｳｴﾉ ｶﾂﾉﾘ 1時間59分43秒 入善町 チームリキ丸

29 1577 山口 良明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 1時間59分52秒 富山市 カテキンズ

30 1501 相場 豊隆 ｱｲﾊﾞ ﾄﾖﾀｶ 2時間00分17秒 新潟県

31 1557 七澤 一男 ﾅﾅｻﾜ ｶｽﾞｵ 2時間01分35秒 富山市

32 1525 笹島　裕 ｻｻｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 2時間01分49秒 入善町 サロマニアン

33 1506 内山 卓也 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ 2時間02分17秒 岐阜県

34 1529 砂子 勲 ｽﾅｺﾞ ｲｻｵ 2時間02分49秒 富山市

35 1538 瀧本 一幸 ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 2時間03分12秒 新潟県

36 1539 滝本 民夫 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾐｵ 2時間03分17秒 入善町

37 1535 髙見　雅人 ﾀｶﾐ ﾏｻﾄ 2時間03分28秒 入善町

38 1573 目沢　茂樹 ﾒｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 2時間05分12秒 黒部市

39 1522 斎藤 康吉 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾖｼ 2時間05分41秒 黒部市 ＨＯＫＵＳＡＹ

40 1566 細谷 敏明 ﾎｿﾔ ﾄｼｱｷ 2時間06分06秒 新潟県 マイペースオヤジ

41 1517 小林　喜一 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｲﾁ 2時間06分44秒 魚津市

42 1542 田村 進 ﾀﾑﾗ ｽｽﾑ 2時間07分02秒 富山市 シャトル

43 1569 水井 満 ﾐｽﾞｲ ﾐﾂﾙ 2時間07分42秒 富山市

44 1532 高井 実 ﾀｶｲ ﾐﾉﾙ 2時間13分17秒 富山市

45 1552 中島 康博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 2時間14分11秒 富山市 介護労働安定センター
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46 1547 土肥 和広 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ 2時間14分24秒 滑川市 ＡＣユニオン

47 1561 橋場　健次 ﾊｼﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 2時間15分57秒 入善町

48 1567 松田　崇 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 2時間17分19秒 入善町

49 1504 石黒 良蔵 ｲｼｸﾞﾛ ﾘｮｳｿﾞｳ 2時間17分41秒 上市町 上市町

50 1526 澤口 茂樹 ｻﾜｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ 2時間17分57秒 高岡市

51 1544 土屋 克巳 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 2時間18分03秒 新潟県 新発田ガス

52 1579 芳川 保八 ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾊﾁ 2時間18分58秒 長野県 信州中野楽走会

53 1556 中山 孝則 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 2時間19分06秒 富山市

54 1541 谷口　由弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 2時間22分27秒 富山市

55 1555 中村　康弘 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 2時間24分13秒 入善町

56 1554 中田 良一 ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 2時間24分43秒 新潟県

57 1514 甲田 英明 ｺｳﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 2時間28分23秒 富山市

58 1583 渡辺 明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 2時間28分45秒 新潟県

59 1518 小林 重雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ 2時間28分51秒 長野県

60 1543 辻 研一 ﾂｼﾞ ｹﾝｲﾁ 2時間29分03秒 黒部市 鈴木工業

61 1568 松本 眞明 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｱｷ 2時間30分07秒 富山市 不二越ＲＣ

62 1531 善田 裕 ｾﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 2時間30分21秒 朝日町

63 1515 伍嶋 二美男 ｺﾞｼﾏ ﾌﾐｵ 2時間33分09秒 上市町

64 1540 竹田 隆浩 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 2時間37分27秒 入善町 あいさい広場

65 1516 後藤 公夫 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｵ 2時間39分57秒 新潟県

66 1562 浜名 隆志 ﾊﾏﾅ ﾀｶｼ 2時間40分00秒 富山市

67 1576 山岸 武志 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ 2時間40分02秒 石川県

68 1564 氷見　良健 ﾋﾐ ﾖｼﾀｹ 2時間41分29秒 黒部市

69 1582 吉田 泰明 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｱｷ 2時間41分45秒 富山市 ＴＦＣ

70 1520 小室　昌道 ｺﾑﾛ ﾏｻﾐﾁ 2時間52分20秒 黒部市


