
- 第３６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 フリガナ 所属

 2022/12/4

スタート： 10:15:00

会場: 県立加古川河川敷マラソンコース

主催: 高砂マラソン実行委員会

54分57秒1 大槻　昇平161 ｵｵﾂｷ ｼｮｳﾍｲ

55分14秒2 石原　俊147 多木RCｲｼﾊﾗ ｼｭﾝ

56分43秒3 遠藤 修史169 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ

58分12秒4 高田　悟朗139 ﾀｶﾀﾞ ｺﾞﾛｳ

59分15秒5 森　純平145 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

59分25秒6 平野　敦122 三菱重工陸上部ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ

1時間01分06秒7 松本 直記105 カネカ高砂陸上部ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間01分07秒8 古田　哲朗132 MHIパワーエンジニアリングAﾌﾙﾀ ﾃﾂﾛｳ

1時間01分13秒9 植田　慎平119 ひょうしん走友会ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間03分05秒10 田淵　清輝136 MHIパワーエンジニアリングBﾀﾌﾞﾁ ｷﾖﾃﾙ

1時間03分13秒11 北迫　賢吾123 三菱重工陸上部ｷﾀｻｺ ｹﾝｺﾞ

1時間05分21秒12 岡田　昌剛148 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間07分24秒13 山名　康史158 ﾔﾏﾅ ﾔｽｼ

1時間08分09秒14 小野　大輔154 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ

1時間08分45秒15 宮崎　清志109 高計電ランナーズﾐﾔｻﾞｷ ｷﾖｼ

1時間08分52秒16 村井 智彦171 ﾑﾗｲ ﾄﾓﾋｺ

1時間10分54秒17 松井 祐樹131 MHIパワーエンジニアリングAﾏﾂｲ ﾕｳｷ

1時間11分12秒18 西村　圭悟117 高砂市役所RC②ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ

1時間11分17秒19 蓮池　浩享146 ボーイズオンザランﾊｽｲｹ ﾋﾛﾕｷ

1時間12分17秒20 西川　耕平111 高砂市役所RC①ﾆｼｶﾜ ｺｳﾍｲ

1時間12分40秒21 坂本　明太134 MHIパワーエンジニアリングAｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

1時間12分53秒22 田中　真司152 こさみアスリートﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ

1時間13分03秒23 福永　哲久110 高計電ランナーズﾌｸﾅｶﾞ ﾃﾂﾋｻ

1時間13分13秒24 森　康人143 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾄ

1時間14分20秒25 本郷　功150 ﾎﾝｺﾞｳ ｲｻｵ

1時間14分46秒26 鎌田 裕一103 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間14分46秒27 戎原　智明120 ひょうしん走友会ｴﾋﾞｽﾊﾗ ﾄﾓｱｷ

1時間14分47秒28 福冨　卓也157 ﾌｸﾄﾐ ﾀｸﾔ

1時間15分05秒29 竹内　禎之112 高砂市役所RC①ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞﾕｷ

1時間15分09秒30 加治　徹135 MHIパワーエンジニアリングBｶｼﾞ ﾄｵﾙ

1時間15分41秒31 浅野 明大102 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ

1時間16分24秒32 常石　琢163 ﾂﾈｲｼ ﾀｸ

1時間16分42秒33 山口　隆史128 どぼちょんズﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間16分45秒34 平岡　信義151 ﾋﾗｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ

1時間16分47秒35 南　研吾144 ﾐﾅﾐ ｹﾝｺﾞ

1時間18分34秒36 北　勝大133 MHIパワーエンジニアリングAｷﾀ ｶﾂﾀﾞｲ

1時間18分50秒37 赤澤　勲昭115 高砂市役所RC②ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

1時間18分59秒38 濱田　昌輝129 どぼちょんズﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ

1時間19分09秒39 石原　大輔142 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間21分10秒40 勘田 幸佑165 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ

1時間22分34秒41 小岩　俊宏162 ｺｲﾜ ﾄｼﾋﾛ

1時間22分51秒42 堤 邦光166 ﾂﾂﾐ ｸﾆﾐﾂ

1時間24分47秒43 澤田 基貴168 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ

1時間24分51秒44 北郷　一真121 三菱重工陸上部ﾎﾝｺﾞｳ ｶｽﾞﾏ

1時間25分29秒45 碓井　渉155 ｳｽｲ ﾜﾀﾙ

1時間25分59秒46 石原　孟104 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間26分16秒47 石井 俊一172 ｲｼｲ ｼｭﾝｲﾁ

1時間26分21秒48 縄　大輔140 ﾅﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間27分40秒49 市成 昇寛170 ｲﾁﾅﾘ ﾉﾘﾋﾛ

1時間28分03秒50 林原　鉄治137 MHIパワーエンジニアリングBﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾃﾂｼﾞ
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1時間28分13秒51 砂川　義昭108 ｼﾅｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ

1時間28分25秒52 壱岐　聡志159 ｲｷ ｿｳｼ

1時間29分50秒53 岩城　和寿156 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾄｼ

1時間30分40秒54 有城　大介113 高砂市役所RC①ｱﾘｼﾛ ﾀﾞｲｽｹ

1時間32分16秒55 岸本　悟107 ｷｼﾓﾄ ｻﾄﾙ

1時間32分35秒56 谷口　昌弘141 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間34分46秒57 門野　文哉130 チームミラわんｶﾄﾞﾉ ﾌﾐﾔ

1時間36分27秒58 勝部　秀雄118 高砂市役所RC②ｶﾂﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間36分27秒59 藤原 宏樹173 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ

1時間40分58秒60 中谷　悟史114 高砂市役所RC①ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ

1時間44分06秒61 井口　昌彦127 法務・会計　梅谷事務所ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ

1時間48分30秒62 前田 英和101 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間49分32秒63 松原　大雄124 法務・会計　梅谷事務所ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｵ

1時間50分45秒64 山田　哲153 チーム湯けむりﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間52分01秒65 安井 潤167 ﾔｽｲ ｼﾞｭﾝ

1時間55分12秒66 大杉　俊介164 ｵｵｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ

2時間00分16秒67 鈴木　将149 パンダｽｽﾞｷ ﾏｻｼ

2時間13分54秒68 田中　洋平125 法務・会計　梅谷事務所ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ

Athlete-Tag by CHOPPER


