
- 2022伊賀上野シティマラソン -

クォーターマラソン 男子　30代
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/11/27

スタート： 9:50:00

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

33分58秒1 Ｍａｒｔｉｎ　Ｗａｗｅｒｕ3159 ﾏｰﾃｨﾝ ﾜｳｴﾙ

35分20秒2 嘉流　弘祥3162 ｶﾘｭｳ ﾋﾛｱｷ

35分38秒3 日下部　吉彦3168 ｸｻｶﾍﾞ ﾖｼﾋｺ

35分49秒4 牧野　将大3176 ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ

38分57秒5 大矢　恭太郎3147 ｵｵﾔ ｷｮｳﾀﾛｳ

40分58秒6 橋本　大歩3156 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ

41分17秒7 吉村　昌朗3183 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｱｷ

41分34秒8 山本　雄太3120 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ

42分20秒9 中森　真次3161 ﾅｶﾓﾘ ｼﾝｼﾞ

42分36秒10 山田　幸正3107 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾏｻ

43分06秒11 石住　啓太3151 ｲｼｽﾞﾐ ｹｲﾀ

44分10秒12 東　昭広3149 ｱｽﾞﾏ ｱｷﾋﾛ

44分37秒13 会田　卓也3145 ｱｲﾀ ﾀｸﾔ

44分59秒14 井戸上　和矢3177 ｲﾄﾞｳｴ ｶｽﾞﾔ

45分02秒15 窪崎　翼3154 ｸﾎﾞｻｷ ﾂﾊﾞｻ

45分23秒16 金沢　裕幸3188 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

45分29秒17 竹内　亮介3180 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

46分15秒18 佐藤　佑紀3174 ｻﾄｳ ﾕｳｷ

46分43秒19 五百田　尊道3126 ｲｵﾀ ｺｳﾐﾁ

46分57秒20 名尾　勇哉3112 ﾅｵ ﾕｳﾔ

47分39秒21 奥谷　慎也3150 ｵｸﾀﾆ ｼﾝﾔ

47分51秒22 柘植　勇輝3137 ﾂｹﾞ ﾕｳｷ

48分10秒23 藤森　太基3163 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｷ

48分25秒24 松井　祐貴3105 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ

49分48秒25 西口　和博3142 ﾆｼｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

49分55秒26 山本　高央3115 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｵ

49分59秒27 久野　友彰3124 ｸﾉ ﾄﾓｱｷ

50分39秒28 前田　恭兵3109 ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

51分15秒29 川崎　敬太3129 ｶｻﾜｷ ｹｲﾀ

51分19秒30 小野寺　陽3181 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳ

51分38秒31 小原　雄也3110 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾔ

51分42秒32 松山　治人3191 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ

51分55秒33 平野　伸明3148 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞｱｷ

52分33秒34 堀川　玄3143 ﾎﾘｶﾜ ｹﾞﾝ

52分41秒35 前川　祐輝3121 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ

53分24秒36 岡野　弘明3179 ｵｶﾉ ﾋﾛｱｷ

53分29秒37 山崎　直樹3130 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ

53分39秒38 日置　友哉3106 ﾋｵｷ ﾄﾓﾔ

53分45秒39 益川　健吾3160 ﾏｽｶﾜ ｹﾝｺﾞ

53分56秒40 米村　元気3158 ﾖﾈﾑﾗ ｹﾞﾝｷ

53分56秒41 飯野　晋司3165 ｲｲﾉ ｼﾝｼﾞ

54分15秒42 松井　克仁3131 ﾏﾂｲ ｶﾂﾋﾄ

54分39秒43 三浦　創3173 ﾐｳﾗ ﾊｼﾞﾒ

54分52秒44 立石　知基3167 ﾀﾃｲｼ ﾄﾓｷ

55分14秒45 平田　力也3136 ﾋﾗﾀ ﾘｷﾔ

55分28秒46 山地　佑哉3117 ﾔﾏﾁﾞ ﾕｳﾔ

55分35秒47 古川　直紀3155 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵｷ

55分43秒48 奥田　修司3166 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

55分54秒49 河口　亮3170 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ

55分55秒50 渡邉　基人3103 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾋﾄ
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56分11秒51 和田　崇裕3171 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

56分31秒52 下原　達也3111 ｼﾓﾊﾗ ﾀﾂﾔ

57分35秒53 上田　了輔3134 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

57分48秒54 儀賀　公一3153 ｷﾞｶﾞ ｺｳｲﾁ

58分04秒55 角田　洋介3132 ｽﾐﾀﾞ ﾖｳｽｹ

58分10秒56 杉浦　宏幸3152 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

58分16秒57 國永　直幹3119 ｸﾆﾅｶﾞ ﾅｵｷ

58分19秒58 狐坂　彰一3135 ｺｻｶ ｼｮｳｲﾁ

58分46秒59 安部　邦彦3125 ｱﾍﾞ ｸﾆﾋｺ

59分05秒60 餅井　崇3101 ﾓﾁｲ ﾀｶｼ

59分31秒61 竹内　秀和3114 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間01分43秒62 西口　裕介3164 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

1時間01分48秒63 余野　悟志3187 ﾖﾉ ｻﾄｼ

1時間02分53秒64 内田　啓太3172 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ

1時間03分01秒65 藤森　知宏3184 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

1時間03分27秒66 中島　規彰3140 ﾅｶｼﾏ ﾉﾘｱｷ

1時間04分42秒67 亀山　直哉3118 ｶﾒﾔﾏ ﾅｵﾔ

1時間04分50秒68 村井　号3133 ﾑﾗｲ ｺﾞｳ

1時間05分19秒69 尾崎　昭仁3116 ｵｻﾞｷ ｱｷﾋﾄ

1時間06分06秒70 依藤　伸治3102 ﾖﾘﾌｼﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ

1時間07分00秒71 芝　信一郎3127 ｼﾊﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間07分32秒72 西田　泰介3113 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｽｹ

1時間08分02秒73 長谷川　友紀3146 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｷ

1時間08分13秒74 堀田　泰道3169 ﾎｯﾀ ﾀｲﾄﾞｳ

1時間08分16秒75 菊田　祐太郎3189 ｷｸﾀ ﾕｳﾀﾛｳ

1時間09分30秒76 松山　敏明3157 ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｱｷ

1時間10分24秒77 奥　秀樹8002 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ

1時間11分12秒78 関森　崇文3186 ｾｷﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ
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