
- 第３９回余呉湖健康マラソン -

Ｃ）6.5kmエンジョイコース一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/14

スタート： 10:20:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

23分03秒1 伊藤　博昭6087 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

23分28秒2 河地　真吾6313 ｶﾜﾁﾞ ｼﾝｺﾞ

24分51秒3 佃　勇亮6034 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ

25分14秒4 入谷　高広6141 ｲﾘﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

25分41秒5 今井　亮太6307 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ

26分03秒6 鈴木　佑絃6118 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ

26分13秒7 衣川　俊之6028 四日市伊吹ＡＣｷﾇｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

26分33秒8 水野　敏彦6250 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

26分57秒9 中村　健治6002 ランジョグ近畿ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

27分10秒10 北川　義治6039 滋賀県市長会ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ

27分30秒11 田辺　敦也6007 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ

27分33秒12 荒木　厚紀6059 高月中学校ｱﾗｷ ｺｳｷ

27分37秒13 西川　結友6083 余呉小中学校ﾆｼｶﾜ ﾕｳ

27分54秒14 那須　康一6022 JA北びわこﾅｽ ｺｳｲﾁ

28分12秒15 野尻　憲司6280 ﾉｼﾞﾘ ｹﾝｼﾞ

28分33秒16 渡邊　温士6151 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

28分37秒17 上野　健二6027 ㈱中央発條ｳｴﾉ ｹﾝｼﾞ

28分54秒18 堀　亮顕6061 鏡岡学園ﾎﾘ

29分09秒19 吉中　悠真6017 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾏ

29分20秒20 末木　潔6305 ｽｴｷ ｷﾖｼ

29分28秒21 清水　祐夢6228 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾑ

29分34秒22 田中　良知6107 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ

29分40秒23 林　克幸6174 夢ファームﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ

30分12秒24 早川　通6244 ﾊﾔｶﾜ ﾄｵﾙ

30分18秒25 堀江　堆介　6076 余呉小中学校ﾎﾘｴ ﾀｲｽｹ

30分24秒26 中村　匠6052 中学校ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

30分31秒27 奥田　健司6153 愛知県庁卓球部ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

30分40秒28 森地　裕紀6294 ﾓﾘﾁ ﾋﾛｷ

30分49秒29 柴田　亮6284 ｼﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ

30分57秒30 桐畑　勇馬6075 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ﾕｳﾏ

31分15秒31 中川　裕矢6148 Ｎ’ｚﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

31分19秒32 荒田　保6013 ｱﾗﾀ ﾀﾓﾂ

31分36秒33 古川　昇6298 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ

31分50秒34 竹島　通6025 ﾀｹｼﾏ ﾄｵﾙ

31分58秒35 吉中　琉登6018 ﾖｼﾅｶ ﾘｭｳﾄ

32分09秒36 吉中　康裕6016 ﾖｼﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

32分17秒37 北川　裕基6139 南郷里小学校ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

32分23秒38 米田　宏平6299 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳﾍｲ

32分56秒39 永井　陽太6084 余呉小中学校ﾅｶﾞｲ ﾖｳﾀ

32分58秒40 林　克治6168 夢ファームﾊﾔｼ ｶﾂｼﾞ

33分05秒41 近藤　俊哉6089 鈴鹿医療科学大ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ

33分18秒42 佃　洋次6033 ﾂｸﾀﾞ ﾖｳｼﾞ

33分20秒43 今井　敬志6183 ｲﾏｲ ﾀｶｼ

33分22秒44 子林　葉6195 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ

33分34秒45 西川　弓6045 ﾆｼｶﾜ ﾕﾐ

33分35秒46 白川　照男6222 チームかわいやｼﾗｶﾜ ﾃﾙｵ

33分53秒47 土田　隆6257 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

33分54秒48 中之庄　雅典6292 ﾅｶﾉｼｮｳ ﾏｻﾉﾘ

34分02秒49 轟　謙治6124 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｼﾞ

34分13秒50 藤井　優太6071 余呉小中学校ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ
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34分14秒51 池本　大晟6009 ｲｹﾓﾄ ﾀｲｾｲ

34分18秒52 藤井　悠豪6311 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺﾞｳ

34分20秒53 大尾　浩史6064 ﾀﾞｲｵ ﾋﾛｼ

34分28秒54 鈴木　千早6057 ㈱アシックスｽｽﾞｷ ﾁﾊﾔ

34分29秒55 桐畑　剛6113 ＣＦＲびわこｷﾘﾊﾀ ﾀｹｼ

34分32秒56 奥手　亨6175 夢ファームｵｸﾃ ﾄｵﾙ

34分32秒57 伊香　昌重6289 ｲｶ ﾏｻｼｹﾞ

34分35秒58 荘村　拓史6287 ｿｳﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

34分41秒59 那須　雄大10011 ﾅｽ ﾕｳﾀﾞｲ

34分44秒60 横田　源一郎6173 夢ファームﾖｺﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

34分44秒61 藤田　辰男6172 夢ファームﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ

34分45秒62 甘中　隆文6283 ｶﾝﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

35分02秒63 藤田　暁6010 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ

35分10秒64 中戸　太郎6266 ﾅｶﾄ ﾀﾛｳ

35分19秒65 堀江　清弘6040 チームＦＵＫＵＩﾎﾘｴ ｷﾖﾋﾛ

35分24秒66 菅崎　幸也6121 ｽｶﾞｻｷ ﾕｷﾔ

35分44秒67 廣瀬　正和6235 ﾋﾛｾ ﾏｻｶｽﾞ

36分15秒68 森　茂次334 ﾓﾘ ｼｹﾞﾂｸﾞ

36分20秒69 平野　晟来6073 余呉小中学校ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ

36分21秒70 武友　新吾6024 ﾀｹﾄﾓ ｼﾝｺﾞ

36分25秒71 村田　晋也6163 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ

36分41秒72 吉川　一義6026 深田まじりんぐﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ

36分56秒73 髙田　雄翔6055 ここからﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ

37分04秒74 大津　准哉6023 余呉小中学校ｵｵﾂ ｼﾞｭﾝﾔ

37分07秒75 中川　寛之6062 TYC－RCﾅｶｶﾞﾜ

37分11秒76 子林　孝司6196 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

37分17秒77 伊熊　直記6301 ｲｸﾏ ﾅｵｷ

37分22秒78 藤井　隆史6310 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ

37分24秒79 周藤　浩之6242 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

37分29秒80 轟　悠介6123 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ

37分32秒81 林　健男6290 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ

37分34秒82 古角　亮太6021 ｺｶﾄﾞ ﾘｮｳﾀ

37分39秒83 稲井　雅彦6067 ｲﾅｲ ﾏｻﾋｺ

38分08秒84 松井　浩明6043 ﾏﾂｲ ﾋﾛｱｷ

38分10秒85 村田　悠地6164 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾁ

38分31秒86 箕浦　琉斗6029 ＧｏＧｏ Ｍｉｎｏｆａｍﾐﾉｳﾗ ﾘｭｳﾄ

38分36秒87 尾崎　光6129 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ

38分45秒88 福岡　直6205 おはようＲＣﾌｸｵｶ ﾀﾀﾞｼ

38分49秒89 小泉　昇6179 エルナーｺｲｽﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ

38分59秒90 中川　清成6147 Ｎ’ｚﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾅﾘ

39分00秒91 大同　健心6297 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ

39分00秒92 大同　武6296 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾀｹｼ

39分03秒93 米山　浩史6180 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｼﾞ

39分09秒94 木村　友哉6216 夢ファームせんｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

39分17秒95 中嶋　秀樹6229 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ

39分24秒96 桐畑　元太郎6044 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

39分25秒97 若林　和男6042 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

39分33秒98 島元　佑誠6271 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ

39分49秒99 塚本　滝太6054 ここからﾂｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ

39分53秒100 松尾　征太朗6032 鳴尾北小学校ﾏﾂｵ ｾｲﾀﾛｳ
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40分11秒101 堀江　鷲太6082 余呉小中学校ﾎﾘｴ ｼｭｳﾀ

40分29秒102 三俣　冬輝也6167 ﾐﾂﾏﾀ ﾄｷﾔ

40分30秒103 川邉　康生6037 けんしんクラブｶﾜﾍﾞ ｺｳｾｲ

40分44秒104 光藤　徳昭6130 ﾐﾂﾌｼﾞ ﾉﾘｱｷ

40分55秒105 中原　成悟6035 ﾅｶﾊﾗ ｾｲｺﾞ

40分57秒106 辻　吉明6001 ﾂｼﾞ ﾖｼｱｷ

41分06秒107 島元　成6272 ｼﾏﾓﾄ ｵｻﾑ

41分11秒108 伊東　千尋6068 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

41分12秒109 橋爪　康生6277 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳｾｲ

41分18秒110 美濃部　敦6291 ﾐﾉﾍﾞ ｱﾂｼ

41分43秒111 渡辺　修久6275 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

42分05秒112 竹村　安弘6293 ﾀｹﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

42分21秒113 泉　優6233 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾙ

42分29秒114 松宮　克久6137 ﾏﾂﾐﾔ ｶﾂﾋｻ

42分40秒115 西田　順司6014 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

42分40秒116 村木　俊文6050 甲南ノ風ﾑﾗｷ ﾄｼﾌﾐ

42分41秒117 高橋　正樹6030 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ

42分44秒118 速水　啓徳6008 ﾊﾔﾐ ﾋﾛﾉﾘ

43分02秒119 藤田　築男6169 夢ファームﾌｼﾞﾀ ﾁｸｵ

43分09秒120 高田　輝6309 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ

43分19秒121 宮澤　健士6109 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ

43分22秒122 柴田　清行6056 柴田印刷商事㈱ｼﾊﾞﾀ ｷﾖﾕｷ

43分26秒123 角　卓也6006 ｶﾄﾞ ﾀｸﾔ

43分26秒124 丸山　陽平6285 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

43分43秒125 竹内　光一郎6302 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ

43分47秒126 近藤　裕彦6282 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾋｺ

43分54秒127 松尾　政道6065 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾂ

43分55秒128 大城　博幸6066 ｵｵｼﾛ ﾋﾛﾕｷ

43分57秒129 小林　茂昌6108 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾏｻ

44分34秒130 川邉　丈支6036 けんしんクラブｶﾜﾍﾞ ﾀｹｼ

44分40秒131 小坂　洋一郎6060 ｺｻｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ

44分40秒132 山中　鹿次6270 ﾔﾏﾅｶ ｼｶﾂｸﾞ

45分44秒133 田中　裕司6047 大阪走友会ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

45分46秒134 米田　大志6020 大阪走友会ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲｼ

45分51秒135 小川　秀行6276 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

46分02秒136 樋口　忠彦6230 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋｺ

46分09秒137 高田　泰希6048 ﾀｶﾀ ﾀｲｷ

46分30秒138 真野　純一6306 ﾏﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

46分31秒139 川邉　大起6038 けんしんクラブｶﾜﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

46分33秒140 岡本　直樹6312 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ

46分49秒141 上野　英夫6304 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｵ

46分57秒142 中村　康大6303 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

48分27秒143 前川　芳孝6134 ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ

48分50秒144 橋爪　翔太6155 ＦＩＲＳＴﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾀ

49分02秒145 伊藤　航貴6273 ｲﾄｳ ｺｳｷ

49分11秒146 福田　靖彦6315 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

49分25秒147 大橋　ユキヒロ6152 ｵｵﾊｼ ﾕｷﾋﾛ

49分27秒148 小谷　悠貴6085 余呉小中学校ｵﾀﾞﾆ ﾕｳｷ

49分29秒149 堂下　海斗6077 余呉小中学校ﾄﾞｳｼﾀ ｶｲﾄ

50分24秒150 山岸　雄介6138 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ
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50分37秒151 庄司　俊秋6101 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｱｷ

52分31秒152 国友　大翔6079 余呉小中学校ｸﾆﾄﾓ ﾋﾛﾄ

52分31秒153 畑野　祥太6081 余呉小中学校ﾊﾀﾉ ｼｮｳﾀ

53分00秒154 林　茂樹6171 夢ファームﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ

53分24秒155 上田　治夫6288 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｵ

54分00秒156 桐畑　大樹6078 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ﾀﾞｲｷ

55分59秒157 宮崎　優6096 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ

56分03秒158 先山　浩司6097 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛｼ

56分27秒159 中谷　康太6011 小谷小学校ﾅｶﾀﾆ ｺｳﾀ

56分35秒160 山村　嘉貴6239 ＮＣクラブﾔﾏﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

56分45秒161 川嶋　篤6295 ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ

59分01秒162 松原　正明6049 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻｱｷ

1時間00分42秒163 乕若　正之6031 チームめだかﾄﾗﾜｶ ﾏｻﾕｷ

1時間01分17秒164 亘　泰夫6227 ﾜﾀﾙ ﾔｽｵ

1時間03分39秒165 向井　了6015 大阪走友会ﾑｶｲ ｻﾄﾙ

1時間05分56秒166 髙橋　拓也6046 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ
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