
- 第３９回余呉湖健康マラソン -

Ｅ）6.5kmエンジョイコースシニア男子
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

27分22秒1 山本　秀男8018 Ａged-Mﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ

27分28秒2 高橋　進8003 ﾀｶﾊｼ

27分49秒3 足立　正登8070 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ

27分55秒4 馬込　和明8072 ﾏｺﾞﾒ ｶｽﾞｱｷ

27分58秒5 林　環8074 ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ

28分04秒6 日比野　則幸8065 ﾋﾋﾞﾉ ﾉﾘﾕｷ

28分13秒7 西脇　正美8079 ﾆｼﾜｷ ﾏｻﾐ

28分48秒8 山田　健一8025 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

28分55秒9 堀江　清正8041 ﾎﾘｴ ｷﾖﾏｻ

29分39秒10 田中　清8062 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ

31分09秒11 清水　和弘8006 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

34分35秒12 田川　重雄8051 ﾀｶﾞﾜ ｼｹﾞｵ

35分06秒13 川崎　晴康8048 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾔｽ

35分08秒14 前田　正和8031 ﾏｴﾀﾞ

35分28秒15 川瀬　英二8008 のんびり関ヶ原ｶﾜｾ ｴｲｼﾞ

35分34秒16 大西　仁8034 ぐるっと生瀬ｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

36分04秒17 瀬川　繁信8019 ｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾌﾞ

36分58秒18 竹尾　通8027 ラン仲間ﾀｹｵ ﾄｵﾙ

37分23秒19 中原　敬次8066 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｼﾞ

38分31秒20 森野　裕昌8043 ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾏｻ

39分01秒21 小寺　康晴8068 ｺﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾊﾙ

39分02秒22 谷口　正三8077 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｿﾞｳ

39分26秒23 細川　磯己8004 ﾎｿｶﾜ ｲｿﾐ

39分52秒24 赤松　資幸8069 ｱｶﾏﾂ ﾓﾄﾕｷ

40分54秒25 谷川　周市8032 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ

41分48秒26 東　祥司8053 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ

42分44秒27 福田　義則8076 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

42分45秒28 藤田　修8030 ﾌｼﾞﾀ ｵｻﾑ

42分45秒29 武村　新三8080 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝｿﾞｳ

42分57秒30 山本　茂夫8042 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｵ

43分06秒31 河森　貞夫8050 名駅前走友会ｶﾜﾓﾘ ｻﾀﾞｵ

43分24秒32 中嶋　治男8064 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｵ

43分33秒33 野島　清孝8067 ﾉｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ

43分36秒34 金輪　明8011 ゴールドキングｶﾅﾜ ｱｷﾗ

44分16秒35 平河内　好治8010 ﾋﾗｶﾜｳﾁ ﾖｼﾊﾙ

45分22秒36 保井　順喜8014 ﾔｽｲ ｼﾞｭﾝｷ

45分45秒37 北川　輝男8056 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾙｵ

46分24秒38 国友　芳春8073 ｸﾆﾄﾓ ﾖｼﾊﾙ

46分25秒39 矢野　光8054 ﾔﾉ ﾋｶﾙ

46分41秒40 石津　良昭8028 RCYｲｽﾂﾞ ﾖｼｱｷ

46分43秒41 林　嘉三8016 ＲＩＮＫＯＧＥＩﾊﾔｼ ﾖｼﾐ

47分23秒42 根元　久美8023 ﾈﾓﾄ ﾋｻﾐ

48分12秒43 武内　貞夫8017 倉敷ＲＣﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞｵ

48分21秒44 林　好和8046 ﾊﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ

48分48秒45 川畑　勝也8038 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾔ

48分50秒46 高尾　雅之8035 ＺＫＭ京都ﾀｶｵ ﾏｻﾕｷ

49分09秒47 長谷川　清弘8001 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖﾋﾛ

49分48秒48 伊藤　栄一8022 長良川走ろう会ｲﾄｳ ｴｲｲﾁ

49分52秒49 奥村　勝俊8075 ｵｸﾑﾗ ｶﾂﾄｼ

50分51秒50 澤井　靜8078 ｻﾜｲ ｼｽﾞｶ
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50分57秒51 杉本　宗明8039 一本杉ｽｷﾞﾓﾄ ﾑﾈｱｷ

51分19秒52 山岸　國雄8052 ﾔﾏｷﾞｼ ｸﾆｵ

51分28秒53 橋本　和夫8002 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ

52分25秒54 野々山　寛8026 ﾉﾉﾔﾏ ﾋﾛｼ

53分10秒55 中川　繁男8071 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｵ

53分14秒56 三川　和夫8059 ﾐｶﾜ ｶｽﾞｵ

54分07秒57 滝浦　慎一8029 ﾀｷｳﾗ ｼﾝｲﾁ

54分12秒58 小島　竹男8005 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｵ

55分38秒59 小川　準二8007 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ

56分15秒60 平野　武8013 ランナー春日井ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ

57分00秒61 平川　和正8044 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ

57分22秒62 大谷　茂久8012 ｵｵﾀﾆ ｼｹﾞﾋｻ

58分56秒63 藤堂　進8024 ﾄｳﾄﾞｳ ｽｽﾑ

1時間00分07秒64 村上　宣雄8037 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｵ

1時間01分25秒65 鵜飼　一郎8045 ｳｶｲ ｲﾁﾛｳ

1時間09分08秒66 牧野　茂信8015 ﾏｷﾉ ｼｹﾞﾉﾌﾞ
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