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ハーフマラソン 男子　30代
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/11/27

スタート： 9:30:00

会場: ハイトピア伊賀周辺

主催: 伊賀上野シティマラソン実行委員会

1時間07分36秒1 山地　伸哉118 ﾔﾏｼﾞ ｼﾝﾔ

1時間11分32秒2 松原　英紀202 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲｷ

1時間12分47秒3 浜田　浩佑149 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

1時間15分29秒4 東　翼158 ｱｽﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

1時間23分15秒5 安福　正太郎111 ﾔｽﾌｸ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間24分16秒6 山中　圭太175 ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀ

1時間24分24秒7 畑中　聡188 ﾊﾀﾅｶ ｻﾄｼ

1時間25分27秒8 中川　清隆178 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾀｶ

1時間25分39秒9 藤根　和也198 ﾌｼﾞﾈ ｶｽﾞﾔ

1時間26分18秒10 福森　直樹194 ﾌｸﾓﾘ ﾅｵｷ

1時間27分45秒11 横山　達也204 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ

1時間28分12秒12 浦口　翔伍176 ｳﾗｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

1時間28分42秒13 板垣　伸明141 ｲﾀｶﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間28分44秒14 土手川　裕作123 ﾄﾞﾃｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ

1時間29分47秒15 平原　有輝110 ﾋﾗﾊﾗ ﾕｳｷ

1時間30分09秒16 松浦　慶太193 ﾏﾂｳﾗ ｹｲﾀ

1時間30分43秒17 花森　俊哉179 ﾊﾅﾓﾘ ﾄｼﾔ

1時間31分14秒18 上村　たいし207 ｳｴﾑﾗ ﾀｲｼ

1時間31分20秒19 福岡　広弥148 ﾌｸｵｶ ﾋﾛﾔ

1時間32分44秒20 廣岡　秀樹140 ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞｷ

1時間32分49秒21 岩佐　彰156 ｲﾜｻ ｱｷﾗ

1時間33分16秒22 河村　忠晴168 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞﾊﾙ

1時間35分29秒23 草川　彰宏103 ｸｻｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

1時間36分21秒24 木村　暢秀112 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

1時間36分27秒25 竹内　大介135 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ

1時間36分46秒26 細川　大介125 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間37分01秒27 岩田　寛紀192 ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ

1時間37分13秒28 矢寺　建示163 ﾔﾃﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間37分47秒29 中川　武瑠119 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾙ

1時間37分51秒30 酒井　亮太郎189 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間37分52秒31 含本　恭孝108 ﾌｸﾓﾄ ｷﾖﾀｶ

1時間39分29秒32 池田　昌聡196 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄｼ

1時間40分59秒33 竹岡　大輔201 ﾀｹｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

1時間41分27秒34 藤島　憲8022 ﾌｼﾞｼﾏ ｹﾝ

1時間42分16秒35 池戸　和昭142 ｲｹﾄﾞ ｶｽﾞｱｷ

1時間42分25秒36 河合　俊樹167 ｶﾜｲ ﾄｼｷ

1時間42分32秒37 本間　実180 ﾎﾝﾏ ﾏｺﾄ

1時間42分59秒38 初貝　洋平197 ﾊﾂｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ

1時間42分59秒39 中野　雅章130 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ

1時間43分04秒40 宍戸　拓樹131 ｼｼﾄﾞ ﾀｸｷ

1時間43分30秒41 西崎　隼人155 ﾆｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

1時間43分31秒42 西田　峻106 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝ

1時間43分32秒43 永田　翔一174 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｲﾁ

1時間43分52秒44 大平　尚賢126 ｵｵﾋﾗ ﾅｵｶﾀ

1時間45分08秒45 平嶋　修治208 ﾋﾗｼﾏ ｼｭｳｼﾞ

1時間46分09秒46 山口　博102 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間46分10秒47 木下　大輔161 ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間46分12秒48 遠藤　大114 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間47分36秒49 玉居　拓也212 ﾀﾏｲ ﾀｸﾔ

1時間48分37秒50 山村　孝浩128 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ
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1時間48分56秒51 吉川　健太132 ｷｯｶﾜ ｹﾝﾀ

1時間49分08秒52 小林　雄一朗190 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間50分05秒53 山田　牧彦144 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷﾋｺ

1時間50分21秒54 天野　順介107 ｱﾏﾉ ｼﾞｭﾝｽｹ

1時間50分24秒55 勝島　孝成101 ｶﾂｼﾏ ﾀｶﾅﾘ

1時間52分31秒56 山田　康裕150 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間52分42秒57 鈴木　陽介121 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ

1時間52分42秒58 立道　健太117 ﾀﾃﾐﾁ ｹﾝﾀ

1時間52分43秒59 西野　晃太152 ﾆｼﾉ ｺｳﾀ

1時間52分56秒60 川村　健太137 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ

1時間53分29秒61 奥田　修一210 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

1時間53分38秒62 大東　顕太郎159 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間54分11秒63 玉岡　裕治143 ﾀﾏｵｶ ﾕｳｼﾞ

1時間56分14秒64 静永　善照113 ｼｽﾞﾅｶﾞ ﾖｼﾃﾙ

1時間56分36秒65 川並　準151 ｶﾜﾅﾐ ｼﾞｭﾝ

1時間57分58秒66 岩田　健聖136 ｲﾜﾀ ｹﾝｾｲ

1時間58分37秒67 高橋　拓也153 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

1時間58分40秒68 岡本　健太195 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ

1時間59分32秒69 佐藤　寿宏187 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ

1時間59分50秒70 森　充宏105 ﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ

1時間59分56秒71 堀ノ内　賢人169 ﾎﾘﾉｳﾁ ｹﾝﾄ

2時間00分18秒72 早川　唯臣115 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾀﾞｵﾐ

2時間00分25秒73 東本　秀人109 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ

2時間01分19秒74 高月　康行211 ﾀｶﾂｷ ﾔｽﾕｷ

2時間02分14秒75 前田　周太177 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾀ

2時間03分22秒76 斎藤　真一郎104 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間03分31秒77 西山　晃平164 ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾍｲ

2時間04分16秒78 小杉　昌彦134 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間04分17秒79 渡邉　芳久165 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｻ

2時間04分44秒80 伊藤　俊尚203 ｲﾄｳ ﾄｼﾅｵ

2時間05分12秒81 河内　健太186 ｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

2時間05分32秒82 八尋　正憲200 ﾔﾋﾛ ﾏｻﾉﾘ

2時間05分40秒83 徐　昇辰133 ｿ ｽﾝｼﾞﾝ

2時間06分30秒84 蘇　國強209 ｿ ｺｸｷｮｳ

2時間06分45秒85 前田　光貴157 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ

2時間07分13秒86 植田　真弘139 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間07分41秒87 山本　敏正120 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾏｻ

2時間09分02秒88 天野　貴文205 ｱﾏﾉ ﾀｶﾌﾐ

2時間09分19秒89 カルバ　ベンソン124 ｶﾙﾊﾞ ﾍﾞﾝｿﾝ

2時間09分37秒90 高橋　功191 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ

2時間11分10秒91 西川　慶146 ﾆｼｶﾜ ｹｲ

2時間14分12秒92 河上　勝145 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾙ

2時間18分32秒93 前田　欣浩129 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間19分06秒94 小田　隆138 ｵﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間21分54秒95 篠原　斎127 ｼﾉﾊﾗ ｲﾂｷ

2時間23分06秒96 松本　拓弥173 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ

2時間26分46秒97 後藤　紳吾206 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｺﾞ
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