
- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ｇ）14kmチャレンジコース一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6

スタート： 10:30:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

46分55秒1 澤田 純99 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

48分09秒2 大久保 利哉340 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ

49分03秒3 清水 良太389 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

49分22秒4 眞鍋 裕生305 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

50分35秒5 岡村 大樹368 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ

52分06秒6 中江 瞬132 ﾅｶｴ ｼｭﾝ

53分01秒7 西 裕隆310 ﾆｼ ﾋﾛﾀｶ

53分52秒8 億田 航大52 ｵｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

54分06秒9 泉 徳男15 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ

54分07秒10 宮治 努206 ﾐﾔｼﾞ ﾂﾄﾑ

54分20秒11 藤城 健318 ﾌｼﾞｼﾛ ｹﾝ

54分59秒12 六車 有貴376 ﾛｸｼｬ ﾕｳｷ

55分07秒13 若山 謙一332 ﾜｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

55分37秒14 稲垣 利光363 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼﾐﾂ

55分55秒15 小林 優樹309 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

56分31秒16 長谷川 崇馬397 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾏ

56分54秒17 成宮　章浩258 ﾅﾙﾐﾔ ｱｷﾋﾛ

57分10秒18 本間　真吾266 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ

57分14秒19 上田　格也234 ｳｴﾀﾞ ｶｸﾔ

57分39秒20 川原田 一敏71 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

57分46秒21 高木 博之398 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ

57分53秒22 前田　喜代次386 ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼﾞ

59分19秒23 梅野 勝35 ｳﾒﾉ ﾏｻﾙ

59分28秒24 田中 秀和393 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

59分32秒25 大石 哲也276 ｵｵｲｼ ﾃﾂﾔ

59分33秒26 梅村 勝志36 ｳﾒﾑﾗ ｶﾂｼ

59分34秒27 伊藤 真18 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

59分55秒28 平井 克典301 ﾋﾗｲ ｶﾂﾉﾘ

1時間00分05秒29 竹内 彰宏390 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾋﾛ

1時間00分08秒30 内山 康輔33 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ

1時間00分08秒31 田中 豊彦277 ﾀﾅｶ ﾄﾖﾋｺ

1時間00分16秒32 吉川 和宏225 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間00分42秒33 角間 和行314 ｶｸﾏ ｶｽﾞﾕｷ

1時間00分54秒34 永田　孝371 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ

1時間00分58秒35 高村 明男319 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ

1時間01分01秒36 小松 巡278 ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾙ

1時間01分06秒37 薮野 孝216 ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間01分27秒38 ぱうりの ぺどろ158 ﾊﾟｳﾘﾉ ﾍﾟﾄﾞﾛ

1時間01分52秒39 巽 繁370 ﾀﾂﾐ ｼｹﾞﾙ

1時間01分53秒40 安部 耕平298 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ

1時間02分42秒41 井上 博行23 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ

1時間02分45秒42 藤井 康幸180 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ

1時間03分01秒43 中嶋 秀樹136 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間03分09秒44 谷口 州平307 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

1時間03分11秒45 松島 孝典196 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾉﾘ

1時間03分20秒46 安田 明弘215 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間03分24秒47 竹内 翼116 ﾀｹｳﾁ ﾂﾊﾞｻ

1時間03分52秒48 上田 浩之31 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間03分59秒49 高木 佑平108 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾍｲ

1時間04分19秒50 前田 寛190 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ
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1時間04分26秒51 吉田 稔228 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間04分26秒52 成宮　大気259 ﾅﾙﾐﾔ ﾀｲｷ

1時間04分35秒53 夕永 順次352 ﾕｳﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間04分41秒54 宮田 達也208 ﾐﾔﾀ ﾀﾂﾔ

1時間04分53秒55 池田 順哉395 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間05分14秒56 村地 昭彦367 ﾑﾗﾁ ｱｷﾋｺ

1時間05分20秒57 堤 遼太385 ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾀ

1時間05分23秒58 中村　之彦257 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋｺ

1時間05分23秒59 伊藤 英紀394 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間05分25秒60 酒井　崇泰245 ｻｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

1時間05分27秒61 河端 義弘70 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ

1時間05分34秒62 深田 賢志174 ﾌｶﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間05分41秒63 森川 暁文285 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ

1時間05分46秒64 川﨑　弘之241 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間05分47秒65 畑中　義和263 ﾊﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ

1時間05分50秒66 渡邉 一功333 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ

1時間05分55秒67 高橋 穂祟112 ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾞｶ

1時間06分17秒68 公文代 孝之87 ｸﾓﾝﾀﾞｲ ﾀｶﾕｷ

1時間06分18秒69 今井 光二郎25 ｲﾏｲ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間06分29秒70 安積 邦彦8 ｱﾂﾞﾐ ｸﾆﾋｺ

1時間06分37秒71 奥村 良典399 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

1時間06分38秒72 白崎 太康324 ｼﾗｻｷ ﾓﾄﾔｽ

1時間06分44秒73 石原 淳史13 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間07分03秒74 村田 敏浩213 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間07分10秒75 榊 剛95 ｻｶｷ ﾂﾖｼ

1時間07分23秒76 鎌田 俊夫364 ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間07分28秒77 井出 研16 ｲﾃﾞ ｹﾝ

1時間07分36秒78 寺田 健作127 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｻｸ

1時間07分46秒79 内藤 智樹129 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ

1時間07分48秒80 橋口 直太336 ﾊｼｸﾞﾁ ﾅｵﾀ

1時間07分48秒81 国定 千代司280 ｸﾆｻﾀﾞ ﾁﾖｼﾞ

1時間07分53秒82 野一色 哲治155 ﾉｲｼｷ ﾃﾂｼﾞ

1時間07分55秒83 中村 ひろき396 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ

1時間07分56秒84 柴田 啓史100 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間08分13秒85 上嶋 宏明30 ｳｴｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間08分19秒86 河村 圭介72 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間09分03秒87 吉田 浩平226 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1時間09分07秒88 中村 忠一142 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

1時間09分08秒89 奥田 健司342 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間09分11秒90 徳村 佑樹128 ﾄｸﾑﾗ ﾕｳｷ

1時間09分13秒91 山口 義寛219 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間09分23秒92 予備3110041 ﾖﾋﾞ３１

1時間09分30秒93 尾﨑 直人56 ｵｻﾞｷ ﾅｵﾄ

1時間09分31秒94 大澤 伊織329 ｵｵｻﾜ ｲｵﾘ

1時間09分35秒95 松田 敏彦197 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

1時間09分35秒96 朝雛 隆正7 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾏｻ

1時間09分55秒97 津田 幸司121 ﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間09分58秒98 三宅 文彦205 ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ

1時間10分00秒99 中原 一隆293 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ

1時間10分03秒100 岸田　吉郎243 ｷｼﾀﾞ ﾖｼｵ
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1時間10分03秒101 川口 明男68 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ

1時間10分27秒102 窪田 高広86 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間10分28秒103 東野 晃伸170 ﾋｶﾞｼﾉ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間10分30秒104 鈴木 健正106 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ

1時間10分32秒105 馬殿 高昭163 ﾊﾞﾃﾝ ﾀｶｱｷ

1時間10分34秒106 奥山 祥生346 ｵｸﾔﾏ ｼｮｳｷ

1時間10分42秒107 奥田 周治404 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間10分44秒108 丹羽 正和308 ﾆﾜ ﾏｻｶｽﾞ

1時間10分45秒109 田中 誠司117 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ

1時間10分55秒110 大森 望44 ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ

1時間11分07秒111 幸田 剛90 ｺｳﾀﾞ ﾂﾖｼ

1時間11分10秒112 宇野 修34 ｳﾉ ｵｻﾑ

1時間11分18秒113 幸野 隆司91 ｺｳﾉ ﾀｶｼ

1時間11分19秒114 石黒　正生232 ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻｵ

1時間11分20秒115 服部 哲也161 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ

1時間11分22秒116 増見 勝史193 ﾏｽﾐ ｶﾂｼ

1時間11分28秒117 西岡 耕治145 ﾆｼｵｶ ｺｳｼﾞ

1時間11分34秒118 森脇　勝久290 ﾓﾘﾜｷ ｶﾂﾋｻ

1時間11分40秒119 奥出 利行53 ｵｸﾃﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間11分45秒120 福谷 憲児403 ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

1時間12分09秒121 伊藤 覚337 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ

1時間12分17秒122 野村 浩平331 ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1時間12分22秒123 吉中　康裕274 ﾖｼﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間12分23秒124 松尾 浩之194 ﾏﾂｵ ﾋﾛﾕｷ

1時間12分27秒125 籠井 雅人59 ｶｺﾞｲ ﾏｻﾄ

1時間12分28秒126 宮野 晃寿209 ﾐﾔﾉ ｱｷﾋｻ

1時間12分31秒127 藤田 正樹182 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間12分32秒128 三木 章次339 ﾐｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間12分35秒129 淺井 瞬5 ｱｻｲ ｼｭﾝ

1時間12分35秒130 藤原 俊輔185 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ

1時間12分39秒131 大山 隆太郎330 ｵｵﾔﾏ ﾘｭﾀﾛｳ

1時間12分41秒132 西村　清一261 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ

1時間12分50秒133 井手 晋也17 ｲﾃﾞ ｼﾝﾔ

1時間12分53秒134 早川 泰正284 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽﾏｻ

1時間12分58秒135 石井　光弘231 ｲｼｲ ﾐﾂﾋﾛ

1時間12分59秒136 門川　博也239 ｶﾄﾞｶﾜ ﾋﾛﾔ

1時間13分00秒137 藤本 雄太184 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ

1時間13分02秒138 井上 幸一21 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ

1時間13分08秒139 長瀬 尚弘137 ﾅｶﾞｾ ﾅｵﾋﾛ

1時間13分27秒140 松本 真俊200 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

1時間13分47秒141 角柿 好啓107 ｽﾐｶﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

1時間14分01秒142 小谷 正貴57 ｵﾀﾞﾆ ﾏｻｷ

1時間14分07秒143 茂森　直樹248 ｼｹﾞﾓﾘ ﾅｵｷ

1時間14分25秒144 藤岡 邦雄311 ﾌｼﾞｵｶ ｸﾆｵ

1時間14分36秒145 中川 卓也134 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

1時間14分50秒146 井上 教真392 ｲﾉｳｴ ｷｮｳｼﾝ

1時間14分55秒147 茨木 清隆24 ｲﾊﾞﾗｷ ｷﾖﾀｶ

1時間15分01秒148 竹山　勝則252 ﾀｹﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ

1時間15分05秒149 森中 高史214 ﾓﾘﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

1時間15分07秒150 猪飼 邦圭9 ｲｶﾞｲ ｸﾆﾖｼ
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1時間15分10秒151 井島 幸輔328 ｲｼﾞﾏ ｺｳｽｹ

1時間15分12秒152 岡川 昭伸45 ｵｶｶﾞﾜ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間15分13秒153 朝倉　基広365 ｱｻｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ

1時間15分18秒154 石島 勇治377 ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間15分19秒155 松村 和孝289 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

1時間15分20秒156 西岡 正則146 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾉﾘ

1時間15分20秒157 西田 義之151 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間15分31秒158 生駒 一男12 ｲｺﾏ ｶｽﾞｵ

1時間15分41秒159 奥城　紀彦51 ｵｸｼﾛ ﾉﾘﾋｺ

1時間15分44秒160 布川 雄二郎154 ﾇﾉｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1時間15分44秒161 秦 俊浩361 ﾊﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間15分48秒162 鈴木　孝弘281 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間16分04秒163 中尾 裕二133 ﾅｶｵ ﾕｳｼﾞ

1時間16分05秒164 速水　一生283 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｷ

1時間16分07秒165 勝間 俊章62 ｶﾂﾏ ﾄｼｱｷ

1時間16分08秒166 西川　誠一260 ﾆｼｶﾜ ｾｲｲﾁ

1時間16分17秒167 上田　正典235 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間16分17秒168 沼尾　冨造400 ﾇﾏｵ ﾄﾐｿﾞｳ

1時間16分17秒169 井上 重利22 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾄｼ

1時間16分20秒170 西田　朋弘405 ﾆｼﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ

1時間16分39秒171 青柳 茂晴279 ｱｵﾔｷﾞ ｼｹﾞﾊﾙ

1時間16分44秒172 溝畑 治樹201 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ

1時間16分50秒173 山岸 雄218 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳ

1時間16分52秒174 興津 正明50 ｵｷﾂ ﾏｻｱｷ

1時間16分58秒175 眞野　光徳268 ﾏﾉ ﾐﾂﾉﾘ

1時間17分19秒176 関根　真登344 ｾｷﾈ ﾏｻﾄ

1時間17分23秒177 桐山 憲一351 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間17分24秒178 岡田 真一46 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間17分41秒179 原田 和貴168 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間17分42秒180 国松 功360 ｸﾆﾏﾂ ｲｻｵ

1時間17分49秒181 久保 久志85 ｸﾎﾞ ﾋｻｼ

1時間17分51秒182 松川 光見195 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾂｱｷ

1時間17分53秒183 小川 顕彰335 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ

1時間17分53秒184 野坂 光弘288 ﾉｻｶ ﾐﾂﾋﾛ

1時間18分00秒185 宮元　義保271 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾔｽ

1時間18分16秒186 中村 成輝297 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｷ

1時間18分22秒187 浅井 博正6 ｱｻｲ ﾋﾛﾏｻ

1時間18分27秒188 澤田　和征247 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間18分34秒189 小松 利彰94 ｺﾏﾂ ﾄｼｱｷ

1時間18分37秒190 土田 民雄123 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾐｵ

1時間18分44秒191 緒方　博男238 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｵ

1時間18分57秒192 中 昭博347 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ

1時間18分59秒193 坪田 実124 ﾂﾎﾞﾀ ﾐﾉﾙ

1時間19分07秒194 京谷 昌彦81 ｷｮｳﾀﾆ ﾏｻﾋｺ

1時間19分10秒195 中野 勝140 ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ

1時間19分18秒196 西村 良孝153 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

1時間19分36秒197 松尾　敏克267 ﾏﾂｵ ﾄｼｶﾂ

1時間19分42秒198 葛山 智之63 ｶﾂﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

1時間19分43秒199 永田 常二139 ﾅｶﾞﾀ ﾂﾈｼﾞ

1時間19分44秒200 木本 琢也80 ｷﾓﾄ ﾀｸﾔ
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Ｇ）14kmチャレンジコース一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6

スタート： 10:30:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

1時間19分47秒201 西田 雄祐150 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間19分56秒202 甘中 隆文74 ｶﾝﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

1時間20分01秒203 小谷 智行92 ｺﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

1時間20分07秒204 宮川　直樹269 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵｷ

1時間20分14秒205 福田 敦志176 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間20分18秒206 吉田 聖典300 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ

1時間20分34秒207 繰谷　将磨381 ｸﾘﾀﾆ ｼｮｳﾏ

1時間20分39秒208 服部 好伸162 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間20分51秒209 坂本　真史246 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

1時間20分52秒210 中村 康一141 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間21分30秒211 大橋　典文237 ｵｵﾊｼ ﾉﾘﾌﾐ

1時間21分40秒212 大島 毅40 ｵｵｼﾏ ﾀｹｼ

1時間21分45秒213 松久　真282 ﾏﾂﾋｻ ﾏｺﾄ

1時間21分46秒214 内田 信32 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝ

1時間21分51秒215 奥村 康明55 ｵｸﾑﾗ ﾔｽｱｷ

1時間21分55秒216 葛山 佑介64 ｶﾂﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1時間21分59秒217 丹尾 淳史317 ﾆｵ ｱﾂｼ

1時間22分05秒218 高寺 博和110 ﾀｶﾃﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間22分14秒219 松村 秀文199 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間22分19秒220 原口 睦央291 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾑﾂｵ

1時間22分22秒221 宮下　浩孝270 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾀｶ

1時間22分30秒222 林 雅章165 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ

1時間22分35秒223 船水 一成186 ﾌﾅﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間22分46秒224 出来　大典254 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間22分52秒225 四ツ橋 学230 ﾖﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間22分55秒226 川村　悠316 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾀｶ

1時間22分58秒227 松田 知之198 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

1時間23分01秒228 正木 良幸192 ﾏｻｷ ﾖｼﾕｷ

1時間23分08秒229 村田 和浩211 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間23分10秒230 川邉 丈支306 ｶﾜﾍﾞ ﾀｹｼ

1時間23分13秒231 村上 享嗣210 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ

1時間23分24秒232 川邑 哲史73 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間23分42秒233 大塚 浩一41 ｵｵﾂｶ ｺｳｲﾁ

1時間24分03秒234 小竹 勲302 ｺﾀｹ ｲｻｵ

1時間24分06秒235 彦田 聖士171 ﾋｺﾀ ｾｲｼ

1時間24分17秒236 高橋 将文113 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ

1時間24分22秒237 小林 義和93 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ

1時間24分26秒238 川端　勉242 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾂﾄﾑ

1時間24分26秒239 吉野　努384 ﾖｼﾉ ﾂﾄﾑ

1時間24分28秒240 中村　昌二256 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ

1時間24分30秒241 黒嶋 賛二88 ｸﾛｼﾏ ｻﾝｼﾞ

1時間24分31秒242 福田 敏男177 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間24分44秒243 池田 節11 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間24分45秒244 山口 昌之387 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

1時間25分00秒245 野田 文隆156 ﾉﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ

1時間25分31秒246 山中 和夫327 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｵ

1時間25分44秒247 荘村　拓史10042 ｿｳﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

1時間25分46秒248 木村 達也79 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ

1時間25分48秒249 福本 創太179 ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ

1時間25分50秒250 樋口　賢二313 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ
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Ｇ）14kmチャレンジコース一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域
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スタート： 10:30:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

1時間25分52秒251 野々村　敦287 ﾉﾉﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間25分58秒252 高岸　浩治250 ﾀｶｷﾞｼ ｺｳｼﾞ

1時間26分06秒253 秋庭 伸正3 ｱｷﾊﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間26分20秒254 中井 利守294 ﾅｶｲ ﾄｼﾓﾘ

1時間26分27秒255 緒方 翼47 ｵｶﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ

1時間27分00秒256 斎藤 真左樹402 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ

1時間27分04秒257 宮川 伸夫203 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ

1時間27分14秒258 清水 孝広102 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間27分23秒259 髙崎 雅人109 ﾀｶｻｷ ﾏｻﾄ

1時間27分25秒260 田中 耕四郎388 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾛｳ

1時間28分03秒261 田濃 直樹378 ﾀﾉｳ ﾅｵｷ

1時間28分22秒262 加藤 秀俊66 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間28分33秒263 矢野 明334 ﾔﾉ ｱｷﾗ

1時間28分58秒264 稲葉 正法20 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間28分59秒265 畑中　義章262 ﾊﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

1時間29分03秒266 高橋 通111 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ

1時間29分08秒267 山本　和男272 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間29分18秒268 小林　孝司244 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

1時間29分31秒269 並河　雄都357 ﾅﾐｶﾜ ﾕｳﾄ

1時間29分50秒270 菊池 隆広75 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間30分01秒271 桑原 基次89 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓﾄｼﾞ

1時間30分02秒272 磯田　勝233 ｲｿﾀﾞ ﾏｻﾙ

1時間30分14秒273 植本　宏志355 ｳｴﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間30分15秒274 相川 健良1 ｱｲｶﾜ ｹﾝﾘｮｳ

1時間30分17秒275 吉岡 功次224 ﾖｼｵｶ ｺｳｼﾞ

1時間30分17秒276 石本 浩司14 ｲｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間30分19秒277 田中　宏253 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

1時間30分21秒278 前沢 直賞189 ﾏｴｻﾞﾜ ﾅｵﾀｶ

1時間30分22秒279 吉田 雅孝227 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間30分26秒280 寺内 省吾125 ﾃﾗｳﾁ ｼﾖｳｺﾞ

1時間30分36秒281 橋本 稔323 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ

1時間30分39秒282 草山 将一83 ｸｻﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ

1時間30分41秒283 清水 直浩275 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾋﾛ

1時間31分01秒284 見塚 忠利202 ﾐﾂﾞｶ ﾀﾀﾞﾄｼ

1時間31分04秒285 藤田 衡181 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ

1時間31分05秒286 堀 直博188 ﾎﾘ ﾅｵﾋﾛ

1時間31分11秒287 松村 彰則326 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾉﾘ

1時間31分35秒288 西川 青志147 ﾆｼｶﾜ ｾｲｼ

1時間31分36秒289 棚橋 敏春369 ﾀﾅﾊｼ ﾄｼﾊﾙ

1時間31分38秒290 佐伯　和行354 ｻｴｷ ｶｽﾞﾕｷ

1時間31分43秒291 片山 栄二312 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾞ

1時間32分00秒292 西田 勇149 ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ

1時間32分13秒293 奥野 直350 ｵｸﾉ ｽﾅｵ

1時間32分24秒294 櫛田 宏和84 ｸｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間32分29秒295 岡田 悠48 ｵｶﾀﾞ ﾕｳ

1時間32分30秒296 仲宗根 剛138 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ

1時間32分40秒297 滝口 和司295 ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ

1時間32分51秒298 入谷 僚一28 ｲﾘﾔ ﾘｮｳｲﾁ

1時間33分12秒299 中村 雄治144 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間33分13秒300 木村 健志296 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
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1時間33分16秒301 延川 真一157 ﾉﾍﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間33分40秒302 高橋 稔114 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

1時間33分42秒303 堀江　克美265 ﾎﾘｴ ｶﾂﾐ

1時間34分00秒304 加藤 文浩315 ｶﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ

1時間34分07秒305 青木 孝2 ｱｵｷ ﾀｶｼ

1時間34分22秒306 雪吹 由広223 ﾕﾌﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

1時間34分28秒307 笹原 博97 ｻｻﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間34分38秒308 平野 大介172 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ

1時間34分43秒309 佐々木 慎介96 ｻｻｷ ｼﾝｽｹ

1時間34分44秒310 岡野 誠348 ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

1時間34分47秒311 假谷 正敏362 ｶﾘﾔ ﾏｻﾄｼ

1時間34分52秒312 大泉 徹39 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ

1時間35分04秒313 津田 一夫120 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵ

1時間35分04秒314 津田 正美122 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間35分19秒315 酒井　啓輔356 ｻｶｲ ｹｲｽｹ

1時間35分21秒316 深井 大樹383 ﾌｶｲ ﾀﾞｲｷ

1時間35分59秒317 中川 博幸135 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間36分17秒318 岡本 吉伸49 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間36分23秒319 鈴木 君幸338 ｽｽﾞｷ ｷﾐﾕｷ

1時間36分54秒320 梅本 弥宏37 ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間37分37秒321 今宿 新也26 ｲﾏｼｭｸ ｼﾝﾔ

1時間37分54秒322 鈴木 之仁366 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾋﾄ

1時間38分10秒323 嶋田 信高382 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間38分15秒324 辻川 哲朗118 ﾂｼﾞｶﾜ ﾃﾂｵ

1時間38分18秒325 三宮 浩司299 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾋﾛｼ

1時間38分22秒326 藤井　健雄292 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｵ

1時間38分56秒327 加藤 幸治304 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間39分10秒328 東 孝三391 ｱｽﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

1時間39分17秒329 竹端　支朗251 ﾀｹﾊﾞﾀ ｼﾛｳ

1時間39分23秒330 片岡 拓哉60 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾔ

1時間39分33秒331 山地 良樹222 ﾔﾏﾁﾞ ﾖｼｷ

1時間39分41秒332 伴 久光169 ﾊﾞﾝ ﾋｻﾐﾂ

1時間40分01秒333 原口 昌敏166 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ

1時間41分06秒334 野川　隆晴286 ﾉｶﾞﾜ ﾀｶﾊﾙ

1時間42分06秒335 岩出 忠輝29 ｲﾜﾃﾞ ﾀﾀﾞﾃﾙ

1時間42分52秒336 田村　諭359 ﾀﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間43分40秒337 武内 勇人373 ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ

1時間44分05秒338 木原 元気78 ｷﾊﾗ ｹﾞﾝｷ

1時間44分06秒339 大槻　尚之353 ｵｵﾂｷ ﾅｵﾕｷ

1時間44分35秒340 清藤　祐一249 ｾｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

1時間45分17秒341 堀　正樹264 ﾎﾘ ﾏｻｷ

1時間46分00秒342 澤井 康治98 ｻﾜｲ ｺｳｼﾞ

1時間48分27秒343 山田 健司220 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間49分23秒344 川合　敏和240 ｶﾜｲ ﾄｼｶｽﾞ

1時間49分28秒345 諏佐 顕司105 ｽｻ ｹﾝｼﾞ

1時間50分00秒346 村田 隆212 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

1時間50分28秒347 京谷 陽次82 ｷｮｳﾀﾆ ﾖｳｼﾞ

1時間51分08秒348 辻　雅弘379 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間57分33秒349 山田 昌彦221 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間59分25秒350 吉田　直人320 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ
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2時間03分37秒351 松岡　剛司372 ﾏﾂｵｶ ﾀｹｼ

2時間07分13秒352 市口　篤史380 ｲﾁｸﾞﾁ ｱﾂｼ
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