
- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ｉ）14kmチャレンジコースシニア男子
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00分39秒1 松本 一之4074 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

1時間01分04秒2 松宮　廣義4067 ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾖｼ

1時間01分20秒3 日比野　則幸4054 ﾋﾋﾞﾉ ﾉﾘﾕｷ

1時間02分31秒4 渥美　昇4071 ｱﾂﾐ ﾉﾎﾞﾙ

1時間02分41秒5 田中　英一4041 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ

1時間02分54秒6 古賀 和雄4066 ｺｶﾞ ｶｽﾞｵ

1時間08分29秒7 山田　健一4051 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間08分35秒8 松浦　博幸4048 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間08分36秒9 中嶋 繁4068 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ

1時間09分53秒10 西尾　博隆4043 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾀｶ

1時間10分07秒11 川口　渡4037 ｶﾜｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ

1時間10分11秒12 藤住 長久4083 ﾌｼﾞｽﾐ ﾀｹﾅｶﾞ

1時間10分22秒13 辻 幸也4081 ﾂｼﾞ ﾕｷﾔ

1時間10分52秒14 山口 孝4084 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間11分01秒15 徳井 健一4018 ﾄｸｲ ｹﾝｲﾁ

1時間11分21秒16 石原　勇三4031 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ

1時間14分17秒17 江口　正明4033 ｴｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ

1時間14分17秒18 三木 秀雄4079 ﾐｷ ﾋﾃﾞｵ

1時間14分29秒19 落合　宗夫4034 ｵﾁｱｲ ﾑﾈｵ

1時間14分56秒20 渡辺 寛三4029 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ

1時間15分27秒21 山本 茂4028 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

1時間16分39秒22 岡 義和4006 ｵｶ ﾖｼｶｽﾞ

1時間17分28秒23 岩崎 雅裕4080 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間17分46秒24 門谷　幸男4036 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾕｷｵ

1時間17分54秒25 中野　和明4089 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ

1時間18分16秒26 山口 剛4070 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

1時間18分49秒27 松田 芳樹4077 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｷ

1時間19分29秒28 岡 伸4005 ｵｶ ｼﾝ

1時間19分41秒29 安達 武敏4086 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ

1時間20分51秒30 村井 英裕4024 ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ

1時間21分29秒31 山縣 学4025 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間21分35秒32 細江 辰也4022 ﾎｿｴ ﾀﾂﾔ

1時間21分37秒33 伊藤　孝一4032 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ

1時間22分37秒34 三谷 哲男4078 ﾐﾀﾆ ﾃﾂｵ

1時間22分40秒35 山岸 國雄4026 ﾔﾏｷﾞｼ ｸﾆｵ

1時間22分53秒36 西田　一夫4061 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ

1時間23分05秒37 前田 傳雄4075 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾀｵ

1時間23分46秒38 綾木　要司4069 ｱﾔｷ ﾖｳｼﾞ

1時間24分02秒39 佐野 竹治4012 ｻﾉ ﾀｹﾊﾙ

1時間24分14秒40 内田 仁4004 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ

1時間25分04秒41 石田 哲志4085 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂｼ

1時間25分17秒42 児玉 藤市4010 ｺﾀﾞﾏ ﾄｳｲﾁ

1時間25分41秒43 勝居　源一4035 ｶﾂｲ ｹﾞﾝｲﾁ

1時間25分42秒44 安藤 雅康4001 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔｽ

1時間26分17秒45 竹間 忠義4087 ﾀｹﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間28分14秒46 福井 進4021 ﾌｸｲ ｽｽﾑ

1時間28分54秒47 片芝 石夫4055 ｶﾀｼﾊﾞ ｲｼｵ

1時間29分38秒48 伊藤　敏恭4064 ｲﾄｳ ﾄｼﾔｽ

1時間30分53秒49 増永　一郎4047 ﾏｽﾅｶﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間32分05秒50 高山 幸男4015 ﾀｶﾔﾏ ﾕｷｵ
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1時間32分08秒51 上田　稔4003 ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間33分05秒52 吉川　政春4053 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ

1時間33分58秒53 松尾　昭三4049 ﾏﾂｵ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間34分02秒54 古市 裕似4058 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｼﾞ

1時間34分20秒55 三輪　明司4088 ﾐﾜ ｱｹｼ

1時間34分46秒56 黒川 英雄4073 ｸﾛｶﾜ ﾋﾃﾞｵ

1時間34分59秒57 前川 啓治4076 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ

1時間35分01秒58 東野 外司4020 ﾋｶﾞｼﾉ ｿﾄｼ

1時間35分54秒59 岩根 秀樹4002 ｲﾜﾈ ﾋﾃﾞｷ

1時間37分01秒60 荒木 哲4062 ｱﾗｷ ｻﾄｼ

1時間37分34秒61 湯川　和彦4052 ﾕｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ

1時間37分41秒62 下村 敏和4013 ｼﾓﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ

1時間38分54秒63 宮尾　憲昭4065 ﾐﾔｵ ﾉﾘｱｷ

1時間40分14秒64 山本 彰4027 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間43分25秒65 飯島　義次4030 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾂｸﾞ

1時間48分27秒66 田邊 利久4059 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｻ

1時間49分05秒67 藤井 康弘4063 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋﾛ

1時間49分55秒68 西岡 宏4019 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｼ

1時間51分01秒69 中塚　忠雄4042 ﾅｶﾂｶ ﾀﾀﾞｵ

1時間51分32秒70 辰己 卓夫4016 ﾀﾂﾐ ﾀｸｵ

1時間52分17秒71 佐藤 和広4011 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間52分28秒72 荘村 泰治4014 ｿｳﾑﾗ ﾀｲｼﾞ

1時間54分58秒73 向井　良暢4082 ﾑｶｲ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間55分05秒74 松本 唯詩4023 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

2時間02分07秒75 國松　善次4009 ｸﾆﾏﾂ ﾖｼﾂｸﾞ
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