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ハーフマラソン 男子　40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11分56秒1 河合　祐介396 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ

1時間12分57秒2 澤原　雄一432 ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

1時間17分02秒3 河崎　裕之444 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間18分57秒4 石井　聡378 ｲｼｲ ｻﾄｼ

1時間19分04秒5 日比　健一373 ﾋﾋﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間19分13秒6 本田　真理369 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ

1時間21分01秒7 千明　貴之395 ﾁｷﾞﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間22分03秒8 柘植　英明436 ﾂｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間22分47秒9 佐藤　健治372 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

1時間23分17秒10 中野　竜太413 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ

1時間23分55秒11 松岡　直人　440 ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾄ

1時間24分16秒12 森　一紘315 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間24分37秒13 土田　康太郎404 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1時間25分22秒14 花本　崇354 ﾊﾅﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間25分33秒15 伊東　陽人375 ｲﾄｳ ｱｷﾄ

1時間25分40秒16 森井　純也391 ﾓﾘｲ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間25分42秒17 毛呂　康夫438 ﾓﾛ ﾔｽｵ

1時間25分42秒18 内藤　久嗣401 ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ

1時間25分44秒19 林　辰郎445 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾛｳ

1時間26分13秒20 高村　真貴303 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｷ

1時間26分19秒21 日比　康博408 ﾋﾋﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間26分24秒22 天瀬　史雄416 ｱﾏｾ ﾌﾐｵ

1時間27分12秒23 森川　洋美431 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾖｼ

1時間28分01秒24 古市　喬377 ﾌﾙｲﾁ ﾀｶｼ

1時間28分16秒25 清水　良真409 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾏｻ

1時間29分23秒26 石橋　直之331 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾕｷ

1時間29分34秒27 戸田　将之397 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間29分39秒28 浅利　直樹448 ｱｻﾘ ﾅｵｷ

1時間29分51秒29 久保　和範387 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間29分57秒30 菊住　貴志421 ｷｸｽﾞﾐ ﾀｶｼ

1時間29分59秒31 奥村　素久382 ｵｸﾑﾗ ﾓﾄﾋｻ

1時間29分59秒32 水田　成則376 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ

1時間31分19秒33 中井　康詞381 ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ

1時間31分25秒34 山崎　直樹330 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ

1時間34分41秒35 岡　富裕407 ｵｶ ﾄﾐﾋﾛ

1時間34分50秒36 川中　和幸366 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ

1時間35分20秒37 新美　壮史403 ﾆｲﾐ ﾀｹｼ

1時間37分00秒38 吉村　和之398 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1時間37分00秒39 岡田　正次324 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ

1時間37分21秒40 中川　達司371 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

1時間38分34秒41 藤田　一成329 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間38分43秒42 尾崎　智洋346 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

1時間38分58秒43 中田　昭385 ﾅｶﾀ ｱｷﾗ

1時間39分58秒44 森永　和宏314 ﾓﾘﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間40分04秒45 遠又　宏輔441 ﾄｵﾏﾀ ｺｳｽｹ

1時間40分05秒46 福谷　教文343 ﾌｸﾀﾆ ﾉﾘﾌﾐ

1時間40分27秒47 森　拓也323 ﾓﾘ ﾀｸﾔ

1時間40分31秒48 前　敏夫464 ﾏｴ ﾄｼｵ

1時間40分43秒49 渡邉　敬太325 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ

1時間40分55秒50 的場　和志336 ﾏﾄﾊﾞ ｶｽﾞｼ
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1時間42分14秒51 山下　直宏429 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾋﾛ

1時間42分25秒52 伊藤　公二434 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間42分29秒53 横山　悠貴352 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ

1時間42分38秒54 内藤　智樹327 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ

1時間42分56秒55 小林　貴昭301 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

1時間43分33秒56 神田　栄二443 ｶﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ

1時間43分40秒57 藤井　利昭337 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ

1時間43分41秒58 大井　哲雄428 ｵｵｲ ﾃﾂｵ

1時間43分42秒59 竹森　資洋345 ﾀｹﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ

1時間44分05秒60 村田　良作392 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｻｸ

1時間44分06秒61 伊藤　太士389 ｲﾄｳ ﾀｲｼ

1時間44分17秒62 北村　尚洋311 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間44分44秒63 宮原　裕行351 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間45分25秒64 鈴木　優335 ｽｽﾞｷ ﾕｳ

1時間45分33秒65 伊東　明則447 ｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ

1時間45分39秒66 加藤　星一郎353 ｶﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ

1時間45分55秒67 高松　和也358 ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞﾔ

1時間45分57秒68 吉方　圭司426 ﾖｼｶﾀ ｹｲｼﾞ

1時間45分59秒69 寺田　裕亮462 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間46分03秒70 前島　剛400 ﾏｴｼﾞﾏ ｺﾞｳ

1時間46分44秒71 安川　浩平411 ﾔｽｶﾜ ｺｳﾍｲ

1時間47分04秒72 浅利　琢磨364 ｱｻﾘ ﾀｸﾏ

1時間47分23秒73 高橋　慎治452 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ

1時間47分44秒74 服部　暁307 ﾊｯﾄﾘ ｻﾄﾙ

1時間47分47秒75 小林　正也427 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ

1時間48分08秒76 内田　充紀312 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ

1時間48分18秒77 平山　健424 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間48分26秒78 伊藤　誠二417 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ

1時間49分26秒79 中田　洋介304 ﾅｶﾀ ﾖｳｽｹ

1時間49分35秒80 山本　誠439 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間50分50秒81 佐藤　剛355 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ

1時間51分22秒82 長谷　一樹367 ﾊｾ ｶｽﾞｷ

1時間51分28秒83 中川　善也357 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾅﾘ

1時間52分13秒84 長島　圭一433 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｲﾁ

1時間52分39秒85 織田　真二463 ｵﾘﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間53分01秒86 大山　政重363 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｼｹﾞ

1時間53分18秒87 平居　聖406 ﾋﾗｲ ｱｷﾗ

1時間53分26秒88 梶原　功338 ｶｼﾞﾊﾗ ｺｳ

1時間53分43秒89 南川　和也412 ﾐﾅﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ

1時間53分45秒90 水野　英昭380 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間53分47秒91 日野　和幸446 ﾋﾉ ｶｽﾞﾕｷ

1時間53分56秒92 中島　浩史360 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ

1時間54分10秒93 大橋　政之374 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ

1時間54分25秒94 上川　高史390 ｶﾐｶﾜ ﾀｶｼ

1時間54分36秒95 北川　芳名399 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾅ

1時間54分53秒96 鈴木　崇之350 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

1時間55分19秒97 川野　正和418 ｶﾜﾉ ﾏｻｶｽﾞ

1時間55分26秒98 長田　任史321 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ

1時間56分07秒99 大井　充379 ｵｵｲ ﾐﾂﾙ

1時間56分48秒100 前山　泰彦361 ﾏｴﾔﾏ ﾔｽﾋｺ
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1時間57分09秒101 八谷　信410 ﾔﾂﾔ ﾏｺﾄ

1時間57分23秒102 稲垣　幸治420 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間57分23秒103 宮田　真樹368 ﾐﾔﾀ ﾅｵｷ

1時間57分33秒104 岸上　智史370 ｷｼｶﾐ ﾄﾓﾌﾐ

1時間57分43秒105 田部　勇志458 ﾀﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間57分50秒106 松森　丈晴349 ﾏﾂﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ

1時間58分00秒107 中村　大輔310 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間58分10秒108 新森　正典460 ｼﾝﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ

2時間00分22秒109 藤森　崇史359 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ

2時間00分55秒110 林　俊夫326 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ

2時間00分55秒111 中尾　了平320 ﾅｶｵ ﾘｮｳﾍｲ

2時間00分57秒112 南川　真毅430 ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾏｻｷ

2時間01分30秒113 流郷　拓治449 ﾘｭｳｺﾞｳ ﾀｸｼﾞ

2時間02分08秒114 藤澤　貴之455 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ

2時間03分03秒115 江口　忠344 ｴｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

2時間04分07秒116 清水　雄亮308 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ

2時間04分57秒117 谷川　正樹302 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｻｷ

2時間06分06秒118 本城　祐貴318 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｷ

2時間06分08秒119 山下　洋史334 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ

2時間06分10秒120 毛呂　清一451 ﾓﾛ ｷﾖｶｽﾞ

2時間06分16秒121 大森　力305 ｵｵﾓﾘ ﾁｶﾗ

2時間07分04秒122 寺家　仙司341 ｼﾞｹ ｾﾝｼﾞ

2時間07分26秒123 脇　勅文339 ﾜｷ ﾀﾀﾞﾌﾐ

2時間07分54秒124 高谷　義則425 ﾀｶﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ

2時間07分55秒125 藤本　憲資459 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ

2時間08分01秒126 平原　崇442 ﾋﾗﾊﾗ ﾀｶｼ

2時間08分02秒127 藤井　和彦386 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ

2時間08分30秒128 柿本　卓二456 ｶｷﾓﾄ ﾀｸｼﾞ

2時間08分31秒129 中島　拓也405 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾔ

2時間08分32秒130 大向　俊博402 ｵｵﾑｶｲ ﾄｼﾋﾛ

2時間08分52秒131 辻　幸則435 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉﾘ

2時間09分01秒132 加藤　正志423 ｶﾄｳ ﾏｻｼ

2時間09分44秒133 辻村　政次郎322 ﾂｼﾞﾑﾗ ｾｲｼﾞﾛｳ

2時間09分50秒134 長峯　昌也306 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾔ

2時間10分06秒135 大石　陽介393 ｵｵｲｼ ﾖｳｽｹ

2時間10分27秒136 山中　宏保317 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾔｽ

2時間11分54秒137 山元　祐二461 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

2時間12分13秒138 三門　誠454 ﾐｶﾄﾞ ﾏｺﾄ

2時間14分15秒139 毛利　元信332 ﾓｳﾘ ｹﾞﾝｼﾝ

2時間15分54秒140 尾崎　永明333 ｵｻﾞｷ ﾅｶﾞｱｷ

2時間16分41秒141 前川　直平328 ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵﾋﾗ

2時間16分54秒142 岡田　尊之319 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間16分58秒143 中林　徹也437 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ

2時間19分14秒144 大黒屋　匠356 ﾀﾞｲｺｸﾔ ﾀｸﾐ

2時間20分54秒145 椋下　智419 ﾑｸｼﾀ ｻﾄﾙ
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