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ハーフマラソン 男子　50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16分09秒1 伴　徳浩652 ﾊﾞﾝ ﾄｸﾋﾛ

1時間16分28秒2 山下　智弘605 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ

1時間20分10秒3 森　重治624 ﾓﾘ ｼｹﾞﾊﾙ

1時間20分55秒4 山口　信之518 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間21分36秒5 加藤　一也520 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ

1時間22分35秒6 宮本　定樹519 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ

1時間24分31秒7 家喜　徳司707 ｲｴｷ ﾔｽｼ

1時間24分32秒8 藤次　利之628 ﾌｼﾞﾂｸﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間24分33秒9 松岡　史博　689 ﾏﾂｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間24分53秒10 伊藤　周627 ｲﾄｳ ｼｭｳ

1時間25分09秒11 清水　淳555 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間25分40秒12 見城　維佐久695 ｹﾝｼﾞｮｳ ｲｻｸ

1時間26分04秒13 橋本　健司667 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間26分39秒14 岸　淳裕688 ｷｼ ｱﾂﾋﾛ

1時間26分45秒15 角谷　和宏638 ｶﾄﾞﾔ ﾔｽﾋﾛ

1時間28分17秒16 内田　忠雄592 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ

1時間28分17秒17 冨永　伸一699 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間28分20秒18 井上　直志683 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ

1時間28分29秒19 薮野　孝606 ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間29分01秒20 宮田　英樹611 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞｷ

1時間29分20秒21 藤澤　孝司601 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ

1時間30分02秒22 卯津江　賢598 ｳﾂﾞｴ ｻﾄｼ

1時間30分09秒23 牧野　浩二579 ﾏｷﾉ ｺｳｼﾞ

1時間30分11秒24 伊藤　雅剛664 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間30分33秒25 中村　道夫680 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｵ

1時間30分46秒26 岩崎　利夫694 ｲﾜｻｷ ﾄｼｵ

1時間30分52秒27 小林　健浩690 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ

1時間31分11秒28 末廣　秀行621 ｽｴﾋﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間31分55秒29 森本　隆幸670 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

1時間32分12秒30 谷口　雅男701 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｵ

1時間32分18秒31 黒岡　正巳616 ｸﾛｵｶ ﾏｻﾐ

1時間32分42秒32 坂野　登599 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ

1時間33分08秒33 鹿島　賢次584 ｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間33分57秒34 西脇　孝次623 ﾆｼﾜｷ ｺｳｼﾞ

1時間34分08秒35 梅田　英明604 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間34分44秒36 佐野　敦史700 ｻﾉ ｱﾂｼ

1時間35分05秒37 加藤　義隆702 ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ

1時間35分29秒38 十河　利光504 ｿｺﾞｳ ﾄｼﾐﾂ

1時間35分49秒39 小林　政之502 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ

1時間35分52秒40 小川　健一675 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間36分38秒41 京野　勉516 ｷｮｳﾉ ﾂﾄﾑ

1時間36分44秒42 沢西　芳円554 ｻﾜﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間37分08秒43 薦田　聡545 ｺﾓﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間37分56秒44 川元　守生569 ｶﾜﾓﾄ ﾓﾘｵ

1時間38分03秒45 江川　祐一郎600 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間38分31秒46 山本　越郎630 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂﾛｳ

1時間38分44秒47 矢野　英樹661 ﾔﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間38分47秒48 山田　徳一511 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｸｲﾁ

1時間38分50秒49 田中　広巳647 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ

1時間39分21秒50 黒原　健司573 ｸﾛﾊﾗ ｹﾝｼﾞ
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1時間39分44秒51 猪山　芳樹503 ｲﾉﾔﾏ ﾖｼｷ

1時間40分23秒52 山口　健児619 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間40分41秒53 加藤　裕一郎525 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間41分18秒54 小嶋　正吾640 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ

1時間41分21秒55 西口　博也642 ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ

1時間41分30秒56 谷口　良則646 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

1時間41分38秒57 杉垣　勝昭563 ｽｷﾞｶﾞｷ ﾏｻｱｷ

1時間42分35秒58 神奈川　文雄596 ｶﾅｶﾞﾜ ﾌﾐｵ

1時間42分38秒59 広瀬　寛人591 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾄ

1時間42分40秒60 岡田　真次673 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間42分50秒61 大橋　一智671 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ

1時間42分58秒62 土井　信明572 ﾄﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間43分00秒63 堀内　正弘685 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間43分07秒64 筒井　ネルソン693 ﾂﾂｲ ﾈﾙｿﾝ

1時間43分17秒65 服部　公一562 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ

1時間43分35秒66 中林　寛明594 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ

1時間43分44秒67 澤井　一幸692 ｻﾜｲ ｶｽﾞﾕｷ

1時間43分47秒68 園田　淳682 ｿﾉﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間44分14秒69 倉阪　浩太660 ｸﾗｻｶ ｺｳﾀ

1時間44分21秒70 加藤　雅之539 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間44分23秒71 岡田　成史713 ｵｶﾀﾞ ﾅﾘﾁｶ

1時間44分48秒72 松岡　俊伸544 ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾉﾌﾞ

1時間44分53秒73 高本　浩志662 ﾀｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間44分54秒74 藤吉　勉542 ﾌｼﾞﾖｼ ﾂﾄﾑ

1時間45分03秒75 東山　竜也512 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀﾂﾔ

1時間45分07秒76 坂本　耕司634 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間45分12秒77 真野　裕文696 ﾏﾉ ﾌﾛﾌﾐ

1時間45分15秒78 林　健613 ﾊﾔｼ ｹﾝ

1時間45分41秒79 宮田　良章654 ﾐﾔﾀ ﾖｼｱｷ

1時間45分56秒80 大場　弘之697 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分15秒81 中保　毅視568 ﾅｶﾎ ﾀｹｼ

1時間46分17秒82 中井　孝551 ﾅｶｲ ﾀｶｼ

1時間46分19秒83 坂尾　栄治522 ｻｶｵ ｴｲｼﾞ

1時間46分21秒84 柴田　好明533 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ

1時間46分23秒85 鍬口　億雄543 ｸﾜｸﾞﾁ ﾔｽｵ

1時間46分46秒86 鈴木　洋史578 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

1時間47分06秒87 吉田　徹609 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間47分10秒88 岩下　真一650 ｲﾜｼﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間47分16秒89 石川　恭太684 ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾀ

1時間47分18秒90 小林　靖雄593 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｵ

1時間47分26秒91 御園生　泰継635 ﾐｿﾉｳ ﾔｽﾂｸﾞ

1時間47分30秒92 稲本　剛士560 ｲﾅﾓﾄ ﾀｹｼ

1時間47分51秒93 上原　宏樹536 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ

1時間48分10秒94 山本　晃史657 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間48分13秒95 長谷川　満553 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ

1時間48分21秒96 森口　浩司643 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間48分57秒97 戸澤　宗晃669 ﾄｻﾞﾜ ﾑﾈｱｷ

1時間49分13秒98 藤井　延幸620 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間49分17秒99 田中　節716 ﾀﾅｶ ｾﾂ

1時間49分27秒100 紺谷　明利556 ｺﾝﾀﾆ ｱｷﾄｼ
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1時間49分28秒101 広田　倫久541 ﾋﾛﾀ ﾄﾓﾋｻ

1時間49分29秒102 野畑　博志583 ﾉﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間49分43秒103 佐野　孝信548 ｻﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ

1時間51分10秒104 早川　明希雄608 ﾊﾔｶﾜ ｱｷｵ

1時間51分25秒105 磯崎　常好676 ｲｿｻﾞｷ ﾂﾈﾖｼ

1時間51分38秒106 鈴木　哲二665 ｽｽﾞｷ ﾃﾂｼﾞ

1時間51分41秒107 山中　亮二679 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

1時間52分16秒108 藤井　利徳704 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾉﾘ

1時間52分17秒109 乾　孝浩574 ｲﾇｲ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分22秒110 小林　修514 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ

1時間52分41秒111 吉中　康裕589 ﾖｼﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間53分09秒112 橋本　隆志686 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間53分27秒113 橘　義仁633 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾋﾄ

1時間53分52秒114 木下　直也672 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾔ

1時間54分04秒115 篠原　孝之645 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間54分11秒116 加藤　義勝535 ｶﾄｳ ﾖｼｶﾂ

1時間54分50秒117 井元　英次602 ｲﾓﾄ ｴｲｼﾞ

1時間54分59秒118 村木　雄哉532 ﾑﾗｷ ﾀｹﾔ

1時間55分17秒119 田中　浩司632 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間55分24秒120 中井　健博715 ﾅｶｲ ﾀｹﾋﾛ

1時間55分48秒121 橋口　逸朗521 ﾊｼｸﾞﾁ ｲﾂﾛｳ

1時間55分55秒122 鉢窪　芳久658 ﾊﾁｸﾎﾞ ﾖｼﾋｻ

1時間55分57秒123 佐藤　文春655 ｻﾄｳ ﾌﾐﾊﾙ

1時間56分04秒124 水谷　隆一595 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁ

1時間56分52秒125 後藤　禎春629 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾊﾙ

1時間57分47秒126 本間　実710 ﾎﾝﾏ ﾐﾉﾙ

1時間57分56秒127 山辺　直生637 ﾔﾏﾍﾞ ﾅｵｷ

1時間58分16秒128 増岡　秀一576 ﾏｽｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間58分53秒129 宮内　邦夫575 ﾐﾔｳﾁ ｸﾆｵ

1時間58分58秒130 前田　健708 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間59分24秒131 福岡　孝和625 ﾌｸｵｶ ﾀｶｶｽﾞ

1時間59分40秒132 伊藤　浩617 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間00分20秒133 衛藤　豊603 ｴﾄｳ ﾕﾀｶ

2時間00分37秒134 小牧　裕明614 ｺﾏｷ ﾋﾛｱｷ

2時間00分53秒135 甲斐　祐貴8023 ｶｲ ﾕｳｷ

2時間01分13秒136 嶋　伸夫709 ｼﾏ ﾉﾌﾞｵ

2時間01分16秒137 西野　秀昭687 ﾆｼﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間01分40秒138 宮森　晃一570 ﾐﾔﾓﾘ ｺｳｲﾁ

2時間03分13秒139 奥田　泰史585 ｵｸﾀﾞ ﾔｽｼ

2時間03分23秒140 池田　幸平717 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ

2時間03分35秒141 久世　昇678 ｸｾﾞ ﾉﾎﾞﾙ

2時間03分49秒142 大地　功557 ﾀﾞｲﾁ ｲｻｵ

2時間04分15秒143 田中　敏也505 ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ

2時間04分18秒144 岡村　憲樹636 ｵｶﾑﾗ ﾉﾘｷ

2時間04分55秒145 中曽称　幸弘561 ﾅｶｿﾈ ﾕｷﾋﾛ

2時間04分57秒146 西出　和正663 ﾆｼﾃﾞ ｶｽﾞﾏｻ

2時間05分18秒147 佐々木　勝幸705 ｻｻｷ ｶﾂﾕｷ

2時間05分23秒148 大羽　健志590 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼ

2時間05分38秒149 大藤　晃508 ﾀﾞｲﾄｳ ｱｷﾗ

2時間05分52秒150 岡本　崇703 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ
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2時間06分17秒151 平木　聖三501 ﾋﾗｷﾞ ｾｲｿﾞｳ

2時間06分19秒152 松平　勝517 ﾏﾂﾋﾗ ﾏｻﾙ

2時間06分20秒153 高井　悦夫649 ﾀｶｲ ｴﾂｵ

2時間06分23秒154 森岡　昭広597 ﾓﾘｵｶ ｱｷﾋﾛ

2時間07分30秒155 戸田　力也552 ﾄﾀﾞ ﾘｷﾔ

2時間08分02秒156 松村　晃秀513 ﾏﾂﾑﾗ ﾃﾙﾋﾃﾞ

2時間08分03秒157 藤本　誠一714 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲｲﾁ

2時間09分27秒158 高井　康吏510 ﾀｶｲ ﾔｽｼ

2時間09分40秒159 斎藤　晃論549 ｻｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ

2時間10分10秒160 伊藤　靖司622 ｲﾄｳ ﾔｽｼ

2時間10分19秒161 ブレイ　ケビン8021 ﾌﾞﾚｲ ｹﾋﾞﾝ

2時間10分24秒162 金谷　英樹718 ｶﾅﾔ ﾋﾃﾞｷ

2時間10分45秒163 大平　昌幸547 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾕｷ

2時間11分19秒164 中田　政男639 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ

2時間11分34秒165 吉川　貴士581 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｼ

2時間11分42秒166 脇山　照仁644 ﾜｷﾔﾏ ﾃﾙｼﾞ

2時間11分46秒167 山下　雅生507 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｵ

2時間12分07秒168 岩部　一宏698 ｲﾜﾌﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間12分34秒169 山田　達也538 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ

2時間13分32秒170 倉垣　賢治540 ｸﾗｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間14分26秒171 西岡　理528 ﾆｼｵｶ ｵｻﾑ

2時間15分04秒172 桜井　英明531 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間15分11秒173 村田　雅司558 ﾑﾗﾀ ﾏｻｼﾞ

2時間16分15秒174 南　秀樹587 ﾐﾅﾐ ﾋﾃﾞｷ

2時間16分23秒175 長田　繁昭550 ｵｻﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ

2時間16分33秒176 小嶋　宏昭711 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

2時間16分33秒177 秋田　孝史588 ｱｷﾀ ﾀｶｼ

2時間18分55秒178 諸岡　敬534 ﾓﾛｵｶ ﾀｶｼ

2時間23分05秒179 川上　賢司677 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｼﾞ

2時間23分17秒180 上畠　宣弘653 ｳｴﾊﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間24分46秒181 内山　隆司666 ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

2時間28分17秒182 川島　由久559 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾋｻ

2時間28分59秒183 鍋矢　善史656 ﾅﾍﾞﾔ ﾖｼﾌﾐ
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