
- 2022伊賀上野シティマラソン -

クォーターマラソン 男子　高校～29歳
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

34分36秒1 山田　侑矢3065 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

35分10秒2 寺畑　泰弘3021 ﾃﾗﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ

35分11秒3 西形　友翔3023 ﾆｼｶﾞﾀ ﾕｳﾄ

36分46秒4 後藤　大輝3028 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ

37分27秒5 植村　友斗3024 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ

37分59秒6 磯部　裕斗3044 ｲｿﾍﾞ ﾕｳﾄ

39分11秒7 杉本　湊3059 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾄ

40分36秒8 二井　徹3068 ﾆｲ ﾄｵﾙ

41分19秒9 佐藤　龍之介3010 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

41分21秒10 公文　竜之介3043 ｸﾓﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ

41分52秒11 稲葉　直希3062 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵｷ

42分33秒12 斉藤　岳3022 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ

43分56秒13 石橋　廣仁3019 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾋﾄ

44分32秒14 小川　流空3061 ｵｶﾞﾜ ﾘｸ

44分57秒15 芝山　拓実3030 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ

45分08秒16 東本　一希3002 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｲﾂｷ

46分51秒17 高嶋　健二3042 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ

46分58秒18 前川　侑哉3017 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

47分19秒19 中原　研歩3057 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝﾎ

47分24秒20 西川　秀幸3020 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

48分05秒21 中島　雅人3018 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ

48分08秒22 山本　星都3058 ﾔﾏﾓﾄ ﾎｼﾄ

48分27秒23 石川　慶治3027 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾊﾙ

49分45秒24 花井　悠斗3049 ﾊﾅｲ ﾕｳﾄ

49分52秒25 藤森　航平3063 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾍｲ

50分25秒26 松山　創3013 ﾏﾂﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ

50分31秒27 杉本　暖人3011 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ

50分34秒28 松本　健太3040 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ

51分03秒29 大西　陽翔3001 ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ

52分19秒30 工藤　智晟3005 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘｱｷ

53分02秒31 清水　建也3045 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾔ

53分08秒32 西野　遼太郎　3037 ﾆｼﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ

53分41秒33 阿部　志音3012 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ

53分48秒34 阿野　春樹3066 ｱﾉ ﾊﾙｷ

54分32秒35 根岸　修平3031 ﾈｷﾞｼ ｼｭｳﾍｲ

54分45秒36 福島　一輝3029 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ

55分04秒37 渡辺　祐也3070 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

56分06秒38 伊藤　琢真3007 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

56分14秒39 濱　諒汰3072 ﾊﾏ ﾘｮｳﾀ

56分25秒40 勝村　誠一郎3052 ｶﾂﾑﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

56分28秒41 辻本　大希3014 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ

57分04秒42 菊池　勇希3073 ｷｸﾁ ﾕｳｷ

57分33秒43 庭野　達也3035 ﾆﾜﾉ ﾀﾂﾔ

57分42秒44 橋本　誠悟3055 ﾊｼﾓﾄ ｾｲｺﾞ

58分28秒45 島津　遥介3008 ｼﾏﾂﾞ ﾖｳｽｹ

58分42秒46 上山　祐輔　3034 ｳｴﾔﾏﾕｳｽｹ

59分01秒47 津田　和輝3039 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ

59分29秒48 大矢　亮輔3075 ｵｵﾔ ﾘｮｳｽｹ

59分37秒49 川合　陵介3054 ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ

59分37秒50 齋藤　明大3036 ｻｲﾄｳ ﾒｲﾀﾞｲ
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- 2022伊賀上野シティマラソン -

クォーターマラソン 男子　高校～29歳
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

1時間00分54秒51 中井　広樹3046 ﾅｶｲ ﾋﾛｷ

1時間00分54秒52 今井　甚太3047 ｲﾏｲ ｼﾞﾝﾀ

1時間02分47秒53 光岡　伶3051 ﾐﾂｵｶ ﾚｲ

1時間02分54秒54 上野山　征宏3041 ｳｴﾉﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間03分18秒55 稲吉　正樹3056 ｲﾅﾖｼ ﾏｻｷ

1時間03分31秒56 大津　哲平3071 ｵｵﾂ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間03分33秒57 大石　武琉3050 ｵｵｲｼ ﾀｹﾙ

1時間03分36秒58 加藤　悠紀3069 ｶﾄｳ ﾕｳｷ

1時間03分43秒59 山元　愁惺3026 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ

1時間03分47秒60 長谷川　遊3009 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｿﾌﾞ

1時間05分14秒61 長江　律哉3032 ﾅｶﾞｴ ﾘﾂﾔ

1時間06分28秒62 鈴木　翔圭3015 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｹｲ

1時間07分26秒63 小坂　文弥3060 ｺｻｶ ﾌﾐﾔ

1時間08分16秒64 菊田　真誌3004 ｷｸﾀ ﾏｻｼ

1時間09分29秒65 安川　雄晴3003 ﾔｽｶﾜ ﾕｳｾｲ

1時間18分22秒66 森下　恵太3033 ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾀ

1時間18分54秒67 中田　丈太郎3053 ﾅｶﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

1時間19分30秒68 岡部　凌汰3074 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間19分35秒69 高橋　雄大3038 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ
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