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Ｃ）７kmエンジョイコース一般男子
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主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

24分05秒1 山崎 祐輝6209 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ

24分41秒2 香川 俊一6020 ｶｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ

24分50秒3 河地 真吾6022 ｶﾜﾁﾞ ｼﾝｺﾞ

25分00秒4 森 義記6110 ﾓﾘ ﾖｼｷ

25分48秒5 川瀬 豊彦6021 ｶﾜｾ ﾄﾖﾋｺ

26分11秒6 入谷 高広6194 ｲﾘﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

27分02秒7 佃　勇亮6183 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ

27分17秒8 今井 亮太6008 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ

27分20秒9 根元　歩夢6136 ﾈﾓﾄ ｱﾕﾑ

27分24秒10 鶴田 雄三6165 ﾂﾙﾀ ﾕｳｿﾞｳ

27分46秒11 岩永 順和6010 ｲﾜﾅｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ

27分49秒12 加藤 剛浩6168 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

27分56秒13 水野 敏彦6096 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

27分57秒14 川村 耕平6023 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ

28分18秒15 岩月 陽介6009 ｲﾜﾂｷ ﾖｳｽｹ

28分49秒16 前田 敏秀6162 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

29分32秒17 井上　豪6121 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

29分36秒18 那須　康一6230 ﾅｽ ｺｳｲﾁ

29分46秒19 西川　結友6247 ﾆｼｶﾜ ﾕｳ

29分53秒20 福嶋　崇喜6141 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾖｼ

29分54秒21 髙橋　洋史6186 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

29分54秒22 末木 潔6181 ｽｴｷ ｷﾖｼ

30分21秒23 高橋 和幸6180 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ

30分29秒24 荒居　学6119 ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ

30分32秒25 上野　健二6161 ｳｴﾉ ｹﾝｼﾞ

30分33秒26 福山 彰6083 ﾌｸﾔﾏ ｱｷﾗ

31分07秒27 中村　健治6172 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

31分31秒28 堀　亮顕10022 ﾎﾘ ﾘｮｳｹﾝ

31分45秒29 林 克幸6236 ﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ

31分57秒30 佐藤 夢起6040 ｻﾄｳ ﾕﾒｷ

33分14秒31 間芝　明6092 ﾏｼﾊﾞ ｱｷﾗ

33分15秒32 山下 竜右6200 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

33分28秒33 桜木　歩夢6125 ｻｸﾗｷﾞ ｱﾕﾑ

33分34秒34 吉岡 兼太郎6116 ﾖｼｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ

33分40秒35 藤井 悠豪6085 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺﾞｳ

33分41秒36 内藤 稔6166 ﾅｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

33分46秒37 村井 豊6101 ﾑﾗｲ ﾕﾀｶ

33分49秒38 野玉 一6072 ﾉﾀﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ

33分50秒39 大岡 学6011 ｵｵｵｶ ﾏﾅﾌﾞ

34分19秒40 吉中　琉登6158 ﾖｼﾅｶ ﾘｭｳﾄ

34分19秒41 柿本 賢6250 ｶｷﾓﾄ ｹﾝ

34分32秒42 北島 悠輝6169 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ

34分33秒43 村田 正幸6107 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾕｷ

34分47秒44 清水　幸太郎6126 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ

34分49秒45 荒田　保6120 ｱﾗﾀ ﾀﾓﾂ

34分53秒46 福岡 碧6175 ﾌｸｵｶ ﾐﾄﾞﾘ

34分54秒47 小島 清隆6030 ｺｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ

35分08秒48 村上 義人6103 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾋﾄ

35分16秒49 田中 良知6058 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ

35分18秒50 子林 葉6033 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ
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35分27秒51 今井 敬志6007 ｲﾏｲ ﾀｶｼ

35分35秒52 西川　弓6135 ﾆｼｶﾜ ﾕﾐ

35分48秒53 後藤 伸司6185 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ

35分51秒54 藤田　暁6146 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ

35分53秒55 中之庄 雅典6234 ﾅｶﾉｼｮｳ ﾏｻﾉﾘ

35分58秒56 川邉 康生6178 ｶﾜﾍﾞ ﾀｹｼ

36分02秒57 田中 真6057 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

36分06秒58 野村 英太郎6073 ﾉﾑﾗ ｴｲﾀﾛｳ

36分15秒59 竹島　通6130 ﾀｹｼﾏ ﾄｵﾙ

36分17秒60 西田 康士6193 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽｼ

36分20秒61 小林　秀行10021 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ

36分23秒62 辻 智弥6206 ﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ

36分26秒63 宮元 保徳6100 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

36分33秒64 谷田 雅史6059 ﾀﾆﾀﾞ ﾏｻｼ

36分37秒65 中村　匠6217 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

36分40秒66 近藤 英介6035 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｽｹ

36分44秒67 藤井　隆太郎10025 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ

37分03秒68 横田 源一郎6242 ﾖｺﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

37分06秒69 伊藤 強太6006 ｲﾄｳ ｷｮｳﾀ

37分16秒70 塚本 滝太6060 ﾂｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ

37分24秒71 林 克治6235 ﾊﾔｼ ｶﾂｼﾞ

37分25秒72 美濃部 敦6241 ﾐﾉﾍﾞ ｱﾂｼ

37分29秒73 田中　正博6132 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

37分31秒74 奥手 亨6231 ｵｸﾃ ﾄｵﾙ

37分34秒75 高原 健太郎6053 ﾀｶﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

37分35秒76 畑中 陽一郎6075 ﾊﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ

37分37秒77 河野 俊哉6029 ｺｳﾉ ﾄｼﾔ

37分44秒78 菅崎 幸也6051 ｽｶﾞｻｷ ﾕｷﾔ

37分53秒79 平野 誠6081 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ

37分56秒80 佃　洋次6184 ﾂｸﾀﾞ ﾖｳｼﾞ

37分57秒81 伊香 昌重6002 ｲｶ ﾏｻｼｹﾞ

38分02秒82 村田 悠地6106 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾁ

38分04秒83 大屋 正則6211 ｵｵﾔ ﾏｻﾉﾘ

38分08秒84 橋爪 隆之6226 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾕｷ

38分12秒85 中西 亮平6066 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ

38分25秒86 飯野 修6001 ｲｲﾉ ｵｻﾑ

38分26秒87 藤田 辰男6239 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ

38分31秒88 子林 塁6034 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ

38分33秒89 大野 比登志6014 ｵｵﾉ ﾋﾄｼ

38分45秒90 堀江　清弘6148 ﾎﾘｴ ｷﾖﾋﾛ

38分46秒91 井手 桜士朗6005 ｲﾃﾞ ｵｳｼﾛｳ

38分55秒92 堀江　堆介　6248 ﾎﾘｴ ﾀｲｽｹ

38分55秒93 藤井　健太郎10023 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ

39分02秒94 喜多 博6025 ｷﾀ ﾋﾛｼ

39分10秒95 武友　新吾6131 ﾀｹﾄﾓ ｼﾝｺﾞ

39分10秒96 後藤 弘俊6228 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄｼ

39分13秒97 水口 諦6098 ﾐﾅｸﾁ ﾀｲﾗ

39分15秒98 友田 尚輝6249 ﾄﾓﾀﾞ ﾋｻｷ

39分18秒99 森 茂次6199 ﾓﾘ ｼｹﾞﾂｸﾞ

39分23秒100 森本　和也6111 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ
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39分29秒101 志賀 敏弘6043 ｼｶﾞ ﾄｼﾋﾛ

39分30秒102 北牧 正之6208 ｷﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ

39分43秒103 林 健男6238 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ

39分45秒104 伊熊 直記6170 ｲｸﾏ ﾅｵｷ

39分49秒105 吉村　匠6159 ﾖｼﾑﾀ ﾀｸｼ

39分52秒106 長谷川　爵6138 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾜｵ

39分55秒107 三﨑　真也6151 ﾐｻｷ ｼﾝﾔ

39分58秒108 轟 謙治6063 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｼﾞ

39分58秒109 対馬 丈二6062 ﾂｼﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ

40分00秒110 水上　博之6203 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛﾕｷ

40分09秒111 山田　健太6154 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ

40分11秒112 前川 直嗣6179 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

40分11秒113 子林 孝司6032 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

40分36秒114 若林　和男6160 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

40分39秒115 高橋　正樹6128 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ

40分42秒116 藤井　秀太郎10024 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾀﾛｳ

40分45秒117 廣瀬 正和6082 ﾋﾛｾ ﾏｻｶｽﾞ

40分51秒118 佐野 治之6041 ｻﾉ ﾊﾙﾕｷ

40分53秒119 辻　大輔6187 ﾂｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ

40分55秒120 木村 悟6026 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ

41分01秒121 太田 明6013 ｵｵﾀ ｱｷﾗ

41分03秒122 小菅 徳人6244 ｺｽｶﾞ ﾉﾘﾋﾄ

41分05秒123 早川 柊6077 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳ

41分06秒124 村田 晋也6105 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ

41分07秒125 橋爪 康生6224 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳｾｲ

41分09秒126 高田　真一6190 ﾀｶﾀ ｼﾝｲﾁ

41分11秒127 市川　明彦6173 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋｺ

41分12秒128 神藤 忠夫6229 ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｵ

41分17秒129 木村 友哉6233 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

41分23秒130 甲斐 俊清6167 ｶｲ ﾄｼｷﾖ

41分27秒131 速水 翔平6218 ﾊﾔﾐ ｼｮｳﾍｲ

41分27秒132 中野　満6188 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾙ

41分50秒133 佐藤 憲亮6038 ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ

42分01秒134 尾崎 光6017 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ

42分05秒135 板谷 隆史6079 ﾊﾝｶﾞｲ ﾀｶｼ

42分23秒136 中村 航貴6067 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

42分38秒137 永田　昌弘6134 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

42分41秒138 竹村 之雄6223 ﾀｹﾑﾗ ﾕｷｵ

42分41秒139 今井 敬三6207 ｲﾏｲ ｹｲｿﾞｳ

42分42秒140 三俣 冬輝也6222 ﾐﾂﾏﾀ ﾄｷﾔ

42分55秒141 大同 武6198 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾀｹｼ

42分55秒142 大同 健心6052 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ

43分03秒143 木村 喜久治6232 ｷﾑﾗ ｷｸｼﾞ

43分03秒144 落合 紳吾6018 ｵﾁｱｲ ｼﾝｺﾞ

43分18秒145 大林 栄治6196 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ

43分32秒146 島元 佑誠6048 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ

43分36秒147 水口 信也6097 ﾐﾅｸﾁ ｼﾝﾔ

43分40秒148 野村　佳弘6137 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

43分40秒149 森 覚6108 ﾓﾘ ｻﾄｼ

43分41秒150 辻川 季薫実6061 ﾂｼﾞｶﾜ ｷｸﾐ
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43分42秒151 石橋 道也6003 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾁﾅﾘ

44分19秒152 新納 悠佑6069 ﾆｲﾉｳ ﾕｳｽｹ

44分31秒153 藤方　基6145 ﾌｼﾞｶﾀ ﾓﾄｲ

44分42秒154 桑原 正明6028 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻｱｷ

44分45秒155 山田　正人6155 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ

44分49秒156 佐藤 隆士6039 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

44分53秒157 近藤 茂雄6210 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ

45分04秒158 近藤 裕彦6164 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾋｺ

45分31秒159 福岡 直6174 ﾌｸｵｶ ﾀﾀﾞｼ

45分34秒160 吉田　透6157 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ

45分55秒161 松本　隆和6245 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｶｽﾞ

46分21秒162 伊藤　将希6216 ｲﾄｳ ﾏｻｷ

46分21秒163 伊東　千尋6215 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

46分37秒164 渡辺 修久6192 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

46分38秒165 竹村 安弘6243 ﾀｹﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

46分41秒166 西田 寿郎6071 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼｵ

46分57秒167 米田　大志6214 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲｼ

46分57秒168 山崎　拓哉6153 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ

46分59秒169 辻　吉明6133 ﾂｼﾞ ﾖｼｱｷ

47分24秒170 金輪　明6123 ｶﾅﾜ ｱｷﾗ

47分28秒171 大島 裕矢6012 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾔ

47分40秒172 田中 淳一6055 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

47分42秒173 前川 芳孝6091 ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ

47分57秒174 竹内 光一郎6182 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ

48分02秒175 安友 修平6112 ﾔｽﾄﾓ ｼｭｳﾍｲ

48分03秒176 藤田 築男6240 ﾌｼﾞﾀ ﾁｸｵ

48分09秒177 松本 俊彦6094 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾋｺ

48分23秒178 島元 成6047 ｼﾏﾓﾄ ｵｻﾑ

48分24秒179 久保田 賢6027 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾙ

48分26秒180 泉 優6004 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾙ

48分34秒181 川邉 大起6177 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

48分36秒182 小川 秀行6016 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

48分39秒183 小林 茂昌6031 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾏｻ

48分43秒184 浅井　悠太6246 ｱｻﾞｲ ﾕｳﾀ

49分03秒185 森下 康博6205 ﾓﾘｼﾀ ﾔｽﾋﾛ

49分08秒186 柴田 拓郎6046 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾛｳ

49分08秒187 柴田 春6044 ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝ

49分14秒188 角　卓也6122 ｶﾄﾞ ﾀｸﾔ

49分39秒189 村上 保弘6102 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾋﾛ

50分06秒190 小坂　洋一郎6124 ｺｻｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ

50分26秒191 三木 真司6202 ﾐｷ ｼﾝｼﾞ

50分34秒192 高田　泰希6127 ﾀｶﾀ ﾀｲｷ

50分35秒193 宮澤 健士6197 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ

50分36秒194 塩尻 泰介6042 ｼｵｼﾞﾘ ﾀｲｽｹ

50分59秒195 恩田 雅一6019 ｵﾝﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

51分07秒196 中井 幹浩6064 ﾅｶｲ ﾐｷﾋﾛ

51分08秒197 左﨑 雅彦6037 ｻｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

51分12秒198 柴田 誠一6045 ｼﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁ

51分23秒199 船橋 景一朗6088 ﾌﾅﾊｼ ｹｲｲﾁﾛｳ

51分35秒200 服部 寿美夫6204 ﾊｯﾄﾘ ｽﾐｵ
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- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ｃ）７kmエンジョイコース一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6

スタート： 10:20:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

51分36秒201 大橋 ユキヒロ6015 ｵｵﾊｼ ﾕｷﾋﾛ

51分38秒202 樋口　忠彦6140 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋｺ

51分50秒203 神田　弘6024 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾑ

52分19秒204 橋爪 翔太6225 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾀ

52分35秒205 村田　正和6152 ﾑﾗﾀ ﾏｻｶｽﾞ

52分43秒206 竹内　仁6129 ﾀｹｳﾁ ﾋﾄｼ

52分54秒207 三浦 亜彦6095 ﾐｳﾗ ﾂｸﾞﾋｺ

53分02秒208 山岸 海斗6113 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｲﾄ

53分17秒209 田中　裕司6212 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

53分27秒210 真野　純一6150 ﾏﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

53分34秒211 山岸 雄介6114 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ

53分44秒212 田中 秀樹6056 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

54分05秒213 平　勝利6191 ﾀｲﾗ ｶﾂﾄｼ

55分43秒214 林 茂樹6237 ﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ

55分45秒215 青山 嘉秀6195 ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ

56分07秒216 宮崎 優6099 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ

56分35秒217 播磨　光一6139 ﾊﾘﾏ ｺｳｲﾁ

56分58秒218 羽者家 賢一6074 ﾊｼﾞｬｹ ｹﾝｲﾁ

57分03秒219 庄司 俊秋6050 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｱｷ

58分07秒220 船田　邦典6147 ﾌﾅﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ

59分04秒221 松尾　正道6149 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾂ

1時間00分37秒222 森 秀夫6109 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ

1時間06分14秒223 亘 泰夫6118 ﾜﾀﾙ ﾔｽｵ

1時間06分43秒224 向井　了6213 ﾑｶｲ ｻﾄﾙ

1時間08分58秒225 辻 秀樹6189 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間13分35秒226 先山 浩司6036 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛｼ

1時間16分32秒227 吉川　孝二6156 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ
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