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クォーターマラソン 男子　40代
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/11/27

スタート： 9:50:00

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

35分16秒1 平野　伸幸3260 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ

36分00秒2 竹中　泰知3229 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ

39分02秒3 伊室　栄治3247 ｲﾑﾛ ｴｲｼﾞ

39分14秒4 岩岡　徹3248 ｲﾜｵｶ ﾄｵﾙ

39分41秒5 伊藤　哲也3251 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ

41分57秒6 林　能士3225 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ

42分42秒7 竹内　康人3286 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾄ

43分22秒8 川北　泰弘3267 ｶﾜｷﾀ ﾔｽﾋﾛ

44分15秒9 東久保　秀明3254 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

44分24秒10 松原　孝至3284 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｼ

44分32秒11 桑平　泰介3278 ｸﾜﾋﾗ ﾀｲｽｹ

44分43秒12 中田　光治3227 ﾅｶﾀ ﾐﾂﾊﾙ

46分20秒13 西口　文晃3207 ﾆｼｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ

46分53秒14 石川　英洋3242 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾋﾛ

46分57秒15 平野　倫弘3289 ﾋﾗﾉ ﾐﾁﾋﾛ

48分44秒16 西村　雅哉3281 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾔ

48分51秒17 上田　アレシヤンドレ3288 ｳｴﾀﾞ ｱﾚｼﾔﾝﾄﾞﾚ

50分31秒18 増田　基宏3202 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ

50分43秒19 宮脇　宣昌3250 ﾐﾔﾜｷ ﾉﾌﾞﾏｻ

50分52秒20 中井　勝3249 ﾅｶｲ ﾏｻﾙ

51分35秒21 川上　直哉3237 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾔ

51分36秒22 梶野　恭3270 ｶｼﾞﾉ ﾀｶｼ

51分48秒23 西居　邦浩3259 ﾆｼｲ ｸﾆﾋﾛ

52分21秒24 瀧本　行秀3246 ﾀｷﾓﾄ ﾕｷﾋﾃﾞ

52分21秒25 松並　慎一郎3245 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ

52分21秒26 谷本　樹哉3244 ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾂﾔ

52分26秒27 森山　俊行3272 ﾓﾘﾔﾏ ﾄｼﾕｷ

52分54秒28 長谷川　秀和3271 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

53分20秒29 上坂　太祐3232 ｳｴｻｶ ﾀﾞｲｽｹ

53分42秒30 湯浅　駿平3213 ﾕｱｻ ｼｭﾝﾍﾟｲ

54分25秒31 松岡　正人3233 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ

54分25秒32 満仲　宏文3206 ﾐﾂﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ

55分09秒33 曽根　宏明　3228 ｿﾈ ﾋﾛｱｷ

55分09秒34 阿野　正憲3218 ｱﾉ ﾏｻﾉﾘ

55分47秒35 入江　健太郎3238 ｲﾘｴ ｹﾝﾀﾛｳ

56分05秒36 重根　剛3234 ｼｹﾞﾈ ﾂﾖｼ

56分14秒37 吉岡　克治3217 ﾖｼｵｶ ｶﾂｼﾞ

56分39秒38 斉藤　成生3266 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ

57分00秒39 田中　勝弘8003 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ

57分07秒40 小栗　牧人3256 ｵｸﾞﾘ ﾏｷﾄ

57分28秒41 大西　啓貴3210 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾀｶ

57分45秒42 永井　貴治3305 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾊﾙ

57分48秒43 中下　和之3264 ﾅｶｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ

58分03秒44 本城　覚3282 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ

58分07秒45 東　雄樹3231 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ

58分15秒46 田端　宏紀3241 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ

59分23秒47 森　孝則3214 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ

59分28秒48 中川　直俊3258 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾄｼ

59分31秒49 下元　克哉3243 ｼﾓﾓﾄ ｶﾂﾔ

59分45秒50 津田　智彦3201 ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ
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59分46秒51 土谷　宗弘3265 ﾂﾁﾀﾆ ﾑﾈﾋﾛ

59分52秒52 小藤　考史3239 ｺﾄｳ ﾀｶｼ

1時間00分37秒53 名屋　浩志3253 ﾅﾔ ﾋﾛｼ

1時間01分27秒54 紀平　孝浩3294 ｷﾋﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間01分34秒55 大石　周平3275 ｵｵｲｼ ｼｭｳﾍｲ

1時間01分44秒56 嘉納　秀樹3291 ｶﾉｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間01分58秒57 秋野　昌宏3269 ｱｷﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間02分03秒58 宮坂　元康3224 ﾐﾔｻｶ ﾓﾄﾔｽ

1時間02分36秒59 横地　徹次3287 ﾖｺﾁ ﾃﾂｼﾞ

1時間02分51秒60 吉見　考司3283 ﾖｼﾐ ｺｳｼﾞ

1時間02分51秒61 谷岡　茂洋3205 ﾀﾆｵｶ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間03分09秒62 新垣　知也3285 ｼﾝｶﾞｷ ﾄﾓﾔ

1時間03分25秒63 伴野　洋之3257 ﾊﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間03分25秒64 山田　貴之3304 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間03分30秒65 佐々木　真3297 ｻｻｷ ﾏｺﾄ

1時間04分22秒66 木浪　秀夫3273 ｷﾅﾐ ﾋﾃﾞｵ

1時間04分38秒67 山根　崇宏3255 ﾔﾏﾈ ﾀｶﾋﾛ

1時間04分58秒68 久保　佳之3295 ｸﾎﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間05分24秒69 細川　進一郎3302 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間05分32秒70 坂本　憲太郎3204 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間06分01秒71 小林　康一3298 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ

1時間06分07秒72 黒葛原　兼広3236 ﾂﾂﾞﾗﾊﾞﾗ ｶﾈﾋﾛ

1時間06分29秒73 藤岡　誉3240 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｼ

1時間06分38秒74 水谷　高明3263 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｱｷ

1時間06分47秒75 大知　剛3230 ｵｵﾁ ﾂﾖｼ

1時間06分48秒76 新家　秀之3268 ｼﾝﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間07分32秒77 橋本　直喜3280 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間07分33秒78 二村　元康3279 ﾆﾑﾗ ﾓﾄﾔｽ

1時間08分14秒79 渡邉　和則3300 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間08分38秒80 山口　一樹3276 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

1時間09分32秒81 宮田　雄介3223 ﾐﾔﾀ ﾕｳｽｹ

1時間10分25秒82 久保田　健児3215 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間10分36秒83 木戸　秋比人3306 ｷﾄﾞ ｱｷﾋﾄ

1時間16分47秒84 中野　芳明3221 ﾅｶﾉ ﾖｼｱｷ
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