
- 第３２回高砂マラソン -

3部　10マイル　50歳～69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

1時間01分40秒1 髙谷　修平321 ﾀｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ﾉｰﾘﾂ

1時間02分14秒2 東　卓志304 ｱｽﾞﾏ ﾀｸｼﾞ あずま組一家

1時間05分41秒3 佐野　正義320 ｻﾉ ﾏｻﾖｼ

1時間08分18秒4 玉垣　卓也344 ﾀﾏｶﾞｷ ﾀｸﾔ

1時間08分53秒5 後藤田　淳364 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝ HDN

1時間11分15秒6 前田　吉敏331 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾄｼ

1時間12分09秒7 中川　俊史358 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ

1時間12分50秒8 西川　雅彦336 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ ﾊﾟﾄﾗﾝ東播磨ﾁｰﾑ①

1時間13分14秒9 嶋岡　淳314 ｼﾏｵｶ ｱﾂｼ ｶﾈｶ高砂 BEYOND

1時間14分23秒10 福本　満弘359 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ まちｸﾗﾌﾞ

1時間14分31秒11 岩尾　茂樹361 ｲﾜｵ ｼｹﾞｷ

1時間15分59秒12 角金　幸治370 ｶﾄﾞｶﾈ ｺｳｼﾞ runArclub

1時間17分44秒13 岡野　知明362 ｵｶﾉ ﾄﾓｱｷ NHﾗﾝﾅｰｽﾞ

1時間19分14秒14 西谷　考生347 ﾆｼﾀﾆ ﾀｶｵ

1時間19分29秒15 島脇　一宏337 ｼﾏﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ ﾊﾟﾄﾗﾝ東播磨ﾁｰﾑ①

1時間20分33秒16 藤井　宗平351 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾍｲ

1時間20分53秒17 森　粛雅305 ﾓﾘ ﾄｼﾏｻ 高砂TRC

1時間22分05秒18 浦川　秋則319 ｳﾗｶﾜ ｱｷﾉﾘ ﾀｸﾏRC

1時間22分55秒19 米谷　卓312 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ ｶﾈｶ高砂 NO-LIMIT

1時間23分19秒20 川合　順一306 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 加古川走友会

1時間23分46秒21 瀧石　弘343 ﾀｷｲｼ ﾋﾛﾑ 紅梅会(松)

1時間24分25秒22 畠中　良平311 ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ ｶﾈｶ高砂 NO-LIMIT

1時間25分09秒23 山本　義博334 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間25分19秒24 中西　敏朗352 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾛｳ

1時間25分22秒25 平林　歩329 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

1時間26分21秒26 源　貢治325 ｹﾞﾝ ｺｳｼﾞ

1時間26分35秒27 西本　穣307 ﾆｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ

1時間26分56秒28 岡部　充博322 ｵｶﾍﾞ ﾐﾁﾋﾛ

1時間27分03秒29 松本　紀一330 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間27分19秒30 山口　明伸350 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ NTT大阪

1時間27分26秒31 河村　忠和301 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ ASAP

1時間27分34秒32 小谷　晋也339 ｵﾀﾞﾆ ｼﾝﾔ TRY or CRY

1時間27分35秒33 東田　隆宏371 ﾄｳﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間27分55秒34 垣内　秀樹318 ｶｷｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

1時間28分05秒35 足立　嘉隆367 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

1時間28分26秒36 習田　一郎345 ｼｭｯﾀ ｲﾁﾛｳ

1時間28分38秒37 畑本　忠行369 ﾊﾀﾓﾄ ﾀﾀﾞﾕｷ

1時間28分45秒38 松野　泰博338 ﾏﾂﾉ ﾔｽﾋﾛ TRY or CRY

1時間28分59秒39 大竹　雅樹354 ｵｵﾀｹ ﾏｻｷ わかば会

1時間30分44秒40 岡　浩司323 ｵｶ ｺｳｼﾞ

1時間30分45秒41 生方　茂346 ｳﾌﾞｶﾀ ｼｹﾞﾙ

1時間31分01秒42 渋谷　深372 ｼﾌﾞﾔ ﾌｶｼ 明石健康ｸﾗﾌﾞ

1時間31分06秒43 中谷　久哉363 ﾅｶﾀﾆ ﾋｻﾔ

1時間31分45秒44 増田　浩之335 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高砂市役所RC

1時間32分09秒45 土居　宏文303 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ

1時間32分24秒46 阪口　浩司313 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ｶﾈｶ高砂 NO-LIMIT

1時間32分47秒47 谷　篤之309 ﾀﾆ ｱﾂﾕｷ

1時間33分19秒48 中谷　英策308 ﾅｶﾀﾆ ｴｲｻｸ てんまRC

1時間33分43秒49 椿野　直紀326 ﾂﾊﾞｷﾉ ﾅｵｷ

1時間33分56秒50 辻原　孝幸353 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ NTT大阪
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主催: 高砂市体育協会・高砂マラソン実行委員会

1時間33分59秒51 岡田　正廣302 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ MHINS ｴﾝｼﾞ

1時間35分54秒52 神屋　武志342 ｶﾐﾔ ﾀｹｼ MHPSｴﾝｼﾞ高砂 Team 

1時間36分35秒53 松本　浩史317 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間36分37秒54 植野　繁敏328 ｳｴﾉ ｼｹﾞﾄｼ ひょうご伴走協会

1時間36分54秒55 高倉　俊郎360 ﾀｶｸﾗ ﾄｼｵ 明治安田生命

1時間37分36秒56 廣岡　嘉明356 ﾋﾛｵｶ ﾖｼｱｷ

1時間37分52秒57 里見　昭324 ｻﾄﾐ ｱｷﾗ

1時間41分25秒58 山口　司郎327 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾛｳ

1時間43分55秒59 池田　道弘333 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

1時間44分33秒60 井上　正史349 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾌﾐ 三菱電機神戸

1時間48分01秒61 椿　知雄355 ﾂﾊﾞｷ ﾄﾓｵ

1時間53分45秒62 赤松　隆司366 ｱｶﾏﾂ ﾀｶｼ

1時間55分27秒63 高原　靖治340 ﾀｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ TRY or CRY

2時間03分20秒64 明神　利作316 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾘｻｸ

2時間13分10秒65 森岡　靖雄365 ﾓﾘｵｶ ﾔｽｵ 一般

2時間19分30秒66 桑原　信泰332 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ
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