
- 2022伊賀上野シティマラソン -

ハーフマラソン 男子　60歳以上
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31分08秒1 北村　欣照904 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ

1時間31分45秒2 中川　典夫857 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘｵ

1時間31分56秒3 大窪　武869 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｹｼ

1時間32分21秒4 嘉流　昭夫834 ｶﾘｭｳ ｱｷｵ

1時間32分31秒5 井筒　敦司897 ｲﾂﾞﾂ ｱﾂｼ

1時間35分11秒6 北　利昭866 ｷﾀ ﾄｼｱｷ

1時間37分58秒7 高椋　準司872 ﾀｶﾑｸ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間39分20秒8 根岸　政人848 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾄ

1時間39分33秒9 本田　敦久887 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋｻ

1時間39分52秒10 小高　知之885 ｺﾀｶ ﾄﾓﾕｷ

1時間41分15秒11 村上　宜也888 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞﾔ

1時間41分54秒12 脇　昭博805 ﾜｷ ｱｷﾋﾛ

1時間42分36秒13 角谷　浩紀815 ｶﾄﾞﾔ ﾋﾛｷ

1時間43分07秒14 市来　幸二855 ｲﾁｷ ｺｳｼﾞ

1時間43分24秒15 南谷　鉄二870 ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾃﾂｼﾞ

1時間43分49秒16 中沢　武彦883 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ

1時間44分29秒17 野沢　孝一835 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ

1時間44分55秒18 前田　稔843 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間45分29秒19 平山　雄一814 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

1時間46分47秒20 辰巳　慶三808 ﾀﾂﾐ ｹｲｿﾞｳ

1時間46分54秒21 青井　光大900 ｱｵｲ ﾐﾂﾋﾛ

1時間46分55秒22 松本　淳一878 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間47分42秒23 山崎　英樹832 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間47分46秒24 林　敬藏907 ﾊﾔｼ ｹｲｿﾞｳ

1時間48分04秒25 海江元　義一823 ｶｲｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

1時間49分03秒26 蛯原　和弘895 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間49分17秒27 藤江　巧842 ﾌｼﾞｴ ﾀｸﾐ

1時間49分33秒28 片岡　利文898 ｶﾀｵｶ ﾄｼﾌﾐ

1時間49分42秒29 大谷　一弘886 ｵｵﾀﾆ ｶﾂﾋﾛ

1時間49分52秒30 小林　登847 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ

1時間49分58秒31 鈴木　恒治826 ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾊﾙ

1時間50分23秒32 笠井　嘉人889 ｶｻｲ ﾖｼﾄ

1時間50分56秒33 渡邊　秀樹902 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間52分15秒34 市川　謙一802 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間53分12秒35 儀間　安彦833 ｷﾞﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間53分32秒36 平井　哲典896 ﾋﾗｲ ﾃﾂﾉﾘ

1時間53分47秒37 川田　正幸903 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間54分08秒38 松岡　敏之876 ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾕｷ

1時間54分12秒39 杉野　勝巳813 ｽｷﾞﾉ ｶﾂﾐ

1時間54分16秒40 三橋　正幸893 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾕｷ

1時間55分00秒41 吉岡　巌873 ﾖｼｵｶ ｲﾜｵ

1時間55分04秒42 西川　学862 ﾆｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

1時間55分05秒43 谷口　康浩854 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

1時間55分09秒44 林　不二郎801 ﾊﾔｼ ﾌｼﾞｵ

1時間55分20秒45 古谷　治茂868 ﾌﾙﾀﾆ ﾊﾙｼｹﾞ

1時間55分30秒46 山本　雅之881 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間56分59秒47 木下　雅彦901 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ

1時間57分01秒48 藤田　謙治856 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間57分10秒49 岩瀬　明夫891 ｲﾜｾ ｱｷｵ

1時間57分22秒50 山口　正春806 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ
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ハーフマラソン 男子　60歳以上
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58分29秒51 嶋　紀晶884 ｼﾏ ﾄｼｱｷ

1時間58分37秒52 宮崎　優877 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾙ

1時間59分08秒53 小林　一仁863 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ

1時間59分42秒54 峯田　晃821 ﾐﾈﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間01分11秒55 今岡　保夫865 ｲﾏｵｶ ﾔｽｵ

2時間01分39秒56 中原　政人861 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾄ

2時間01分48秒57 飯田　正信838 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

2時間03分57秒58 村山　敏明908 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｱｷ

2時間04分02秒59 正木　良幸837 ﾏｻｷ ﾖｼﾕｷ

2時間04分30秒60 古橋　孝敏890 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶﾄｼ

2時間04分44秒61 高野　義信845 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間04分59秒62 岡本　一807 ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

2時間05分43秒63 寺南　典久844 ﾃﾗﾐﾅﾐ ﾉﾘﾋｻ

2時間06分04秒64 安田　亨824 ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ

2時間06分32秒65 浅野　保864 ｱｻﾉ ﾀﾓﾂ

2時間07分38秒66 伊藤　祐二892 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ

2時間07分49秒67 大北　裕一909 ｵｵｷﾀ ﾕｳｲﾁ

2時間07分52秒68 平岡　幹生871 ﾋﾗｵｶ ﾐｷｵ

2時間07分53秒69 松村　忠弘818 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間08分08秒70 南　庸善839 ﾐﾅﾐ ﾂﾈﾖｼ

2時間08分57秒71 谷口　司882 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｶｻ

2時間09分09秒72 川瀬　亘880 ｶﾜｾ ﾜﾀﾙ

2時間11分56秒73 後藤　貴文809 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾌﾐ

2時間12分26秒74 櫻井　良男879 ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ

2時間12分44秒75 栗木　敏行894 ｸﾘｷ ﾄｼﾕｷ

2時間14分32秒76 高梨　芳生858 ﾀｶﾅｼ ﾖｼｷ

2時間15分37秒77 笹山　浩804 ｻｻﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間15分52秒78 久野　文郎825 ｸﾉ ﾌﾐｵ

2時間18分37秒79 高本　敏明859 ﾀｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ

2時間18分59秒80 杉本　慎一867 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

2時間18分59秒81 竹村　太一846 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ

2時間21分43秒82 中畑　真一836 ﾅｶﾊﾀ ｼﾝｲﾁ

2時間21分54秒83 伴　吉晴906 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾊﾙ

2時間22分11秒84 藤沢　恒彦816 ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾈﾋｺ

2時間22分17秒85 坂口　敏昭830 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ

2時間22分27秒86 北村　雅則912 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間24分18秒87 中西　崇雄811 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｵ

2時間24分32秒88 米森　寛840 ﾖﾈﾓﾘ ﾋﾛｼ

2時間26分14秒89 田中　俊夫851 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ

2時間27分04秒90 最首　一男831 ｻｲｼｭ ｶｽﾞｵ

2時間28分07秒91 松本　隆810 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間30分21秒92 辻之上　仁911 ﾂｼﾞﾉｳｴ ﾋﾄｼ

2時間31分17秒93 荒牧　和幸817 ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾕｷ

2時間35分12秒94 寺井　陽一827 ﾃﾗｲ ﾖｳｲﾁ
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