
- 第３２回高砂マラソン -

2部　10マイル　30歳～49歳（男子）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/2

スタート： 10:15:00

会場: 県立加古川河川敷ﾏﾗｿﾝｺｰｽ（高砂ｽﾀｰﾄｺｰｽ）

主催: 高砂市体育協会・高砂マラソン実行委員会

52分53秒1 西山　和範133 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 新日鐵住金広畑

54分30秒2 福永　基晴129 ﾌｸﾅｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ AMURO-RC

54分33秒3 石田　和詳121 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ K.ARATA

56分41秒4 宮永　祐一134 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 新日鐵住金広畑

58分50秒5 石原　俊114 ｲｼﾊﾗ ｼｭﾝ 多木化学研究所

1時間00分53秒6 玉谷　哲郎178 ﾀﾏﾀﾆ ﾃﾂﾛｳ

1時間01分38秒7 北迫　賢吾143 ｷﾀｻｺﾞ ｹﾝｺﾞ 三菱重工高砂A

1時間01分48秒8 松本　直記107 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ ｶﾈｶ高砂 BEYOND

1時間02分42秒9 丸井　俊英109 ﾏﾙｲ ﾄｼﾋﾃﾞ ｶﾈｶ高砂 BEYOND

1時間03分23秒10 井村　貴雄163 ｲﾑﾗ ﾀｶｵ 消防本部 高砂分署

1時間03分38秒11 谷　英樹198 ﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ かのなおRC

1時間03分56秒12 紺原　祐樹136 ｺﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 新日鐵住金広畑

1時間04分43秒13 稲岡　宏隆204 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾀｶ ITC

1時間05分16秒14 廣野　龍介103 ﾋﾛﾉ ﾘｭｳｽｹ

1時間06分19秒15 元原　嘉孝120 ﾓﾄﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 阿弥陀小学校

1時間06分28秒16 島谷　忠幸116 ｼﾏﾀﾆ ﾀﾀﾞﾕｷ しまたろう

1時間09分03秒17 中林　孝文195 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾌﾐ

1時間09分13秒18 折井　良輔201 ｵﾘｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間09分25秒19 村上　徹達181 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｼｹﾞ

1時間09分28秒20 林　竜一157 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ どぼちょんｽﾞ

1時間09分42秒21 西川　耕平132 ﾆｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 高砂市役所RC

1時間10分58秒22 髙野　広志124 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ

1時間12分04秒23 松本　晃138 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾊﾟﾄﾗﾝ東播磨ﾁｰﾑ①

1時間12分25秒24 橋本　裕史200 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ

1時間12分39秒25 田路　清嗣185 ﾀｼﾞ ｾｲｼﾞ

1時間14分13秒26 蓮池　浩享113 ﾊｽｲｹ ﾋﾛﾕｷ

1時間14分35秒27 境　豊貴171 ｻｶｲ ﾄﾖｷ

1時間15分39秒28 加治　徹152 ｶｼﾞ ﾄｵﾙ MHPSｴﾝｼﾞ高砂 Team 

1時間16分48秒29 濱田　昌輝155 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ どぼちょんｽﾞ

1時間16分59秒30 前田　健吾150 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ MHPSｴﾝｼﾞ高砂 Team 

1時間17分11秒31 栗田　健次102 ｸﾘﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間17分18秒32 澤田　基貴202 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ

1時間17分34秒33 加世堂　徹119 ｶｾﾄﾞｳ ﾄｵﾙ

1時間18分51秒34 米田　敏男175 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間18分55秒35 松本　吉正105 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾏｻ ｶﾈｶ高砂

1時間19分24秒36 山口　隆史154 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ どぼちょんｽﾞ

1時間19分43秒37 松井　祐樹153 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ MHPSｴﾝｼﾞ高砂 Team 

1時間20分15秒38 鎌田　裕一111 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間20分37秒39 礒川　伸一142 ｲｿｶﾜ ｼﾝｲﾁ 三菱重工高砂A

1時間20分41秒40 川中　憲明194 ｶﾜﾅｶ ﾉﾘｱｷ 自衛隊

1時間20分53秒41 黒田　知宏106 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1時間21分02秒42 山中　健史205 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ ITC

1時間21分05秒43 田中　公二146 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ ﾌｧﾝﾀｲｴﾛｰ

1時間21分30秒44 山本　和幸125 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

1時間22分30秒45 有城　大介131 ｱﾘｼﾛ ﾀﾞｲｽｹ 高砂市役所RC

1時間22分45秒46 永松　大地190 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ

1時間22分50秒47 中本　尚基166 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間23分06秒48 芝沼　慶人192 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾖｼﾄ

1時間23分29秒49 Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｂａｉｌｅｙ123 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾍﾞｲﾘｰ Traralgon Harriers

1時間24分39秒50 岡村　省吾118 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ
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1時間26分36秒51 千﨑　浩二130 ｾﾝｻﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間26分49秒52 久城　敬祐177 ｸｼﾛ ｹｲｽｹ TOYOBO

1時間27分00秒53 金川　明裕197 ｶﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

1時間27分17秒54 中村　祐介156 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ どぼちょんｽﾞ

1時間28分11秒55 谷口　昌弘189 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間28分30秒56 山中　英信126 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

1時間28分48秒57 木下　和郎162 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ 大手前病院

1時間28分49秒58 野津　光臣172 ﾉﾂﾞ ﾐﾂｵﾐ ひまわり会

1時間29分10秒59 壱岐　聡志128 ｲｷ ｿｳｼ

1時間29分21秒60 佐野　雅彰206 ｻﾉ ﾏｻｱｷ

1時間30分37秒61 橋本　秀一173 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽ

1時間31分03秒62 森永　寛151 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋﾛｼ MHPSｴﾝｼﾞ高砂 Team 

1時間31分23秒63 松本　大輔164 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間31分29秒64 長谷部　健彦170 ﾊｾﾍﾞ ﾀｹﾋｺ

1時間31分40秒65 伊藤　慶176 ｲﾄｳ ｹｲ

1時間31分58秒66 竹野　亨112 ﾀｹﾉ ﾄｵﾙ

1時間32分55秒67 牛尾　純平149 ｳｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ runArclub

1時間33分10秒68 藤原　宏樹115 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ

1時間34分02秒69 中島　雅夫122 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ

1時間34分38秒70 齋藤　壮宏159 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ どぼちょんｽﾞ

1時間35分50秒71 加藤　雅也186 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ

1時間37分51秒72 吉原　邦彦158 ﾖｼﾊﾗ ｸﾆﾋｺ どぼちょんｽﾞ

1時間38分58秒73 福井　大介160 ﾌｸｲ ﾀﾞｲｽｹ 紅梅会(松)

1時間39分34秒74 余黒　慶大203 ﾖｸﾞﾛ ｹｲﾀ

1時間42分44秒75 棟田　武169 ﾑﾈﾀ ﾀｹｼ

1時間43分21秒76 萩原　健二127 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間43分54秒77 岡田　大輔144 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ TRY or CRY

1時間44分55秒78 中林　稔184 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

1時間45分38秒79 安井　潤101 ﾔｽｲ ｼﾞｭﾝ

1時間46分29秒80 浦山　賢志199 ｳﾗﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間48分14秒81 岩見　拓馬117 ｲﾜﾐ ﾀｸﾏ

1時間48分24秒82 田井　志正167 ﾀｲ ﾕｷﾏｻ

1時間51分44秒83 塚原　智之139 ﾂｶﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ ﾊﾟﾄﾗﾝ東播磨ﾁｰﾑ②

1時間51分45秒84 榊原　靖104 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽｼ

1時間51分59秒85 中村　亮太140 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾊﾟﾄﾗﾝ東播磨ﾁｰﾑ②

1時間54分54秒86 松原　大雄141 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｵ 日笠ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ ﾏﾗｿﾝ部

1時間59分40秒87 甲斐　伸二168 ｶｲ ｼﾝｼﾞ

2時間00分57秒88 原口　智之187 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ

2時間09分49秒89 奥澤　文康110 ｵｸｻﾞﾜ ﾌﾐﾔｽ

2時間12分13秒90 松下　佳史193 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾌﾐ
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