
- 第33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

 2019/12/1

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

55分03秒1 石田　 和詳107 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

55分21秒2 山本　 真也139 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ やまもと組

55分55秒3 立岩　 佑介136 ﾀﾃｲﾜ ﾕｳｽｹ やまもと組

57分40秒4 宮永　 祐一137 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ やまもと組

58分00秒5 石原　 俊180 ｲｼﾊﾗ ｼｭﾝ 多木RC

58分08秒6 多田　 悟大138 ﾀﾀﾞ ｺﾞﾀﾞｲ やまもと組

1時間01分47秒7 森　 純平175 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間02分23秒8 吉野　 嘉展178 ﾖｼﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 三菱電機(株)神戸

1時間03分35秒9 高橋　 博之123 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ チーム　インテリジェンス

1時間04分32秒10 岡田　 昌剛174 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間04分45秒11 上崎　 正嗣140 ｼﾞｮｳｻｷ ﾏｻﾂｸﾞ やまもと組

1時間04分54秒12 上山　 晃196 ｳｴﾔﾏ ｱｷﾗ

1時間05分40秒13 藤井　 淳200 ﾌｼﾞｲ ｱﾂｼ 加古川走友会

1時間05分45秒14 山名　 康史203 ﾔﾏﾅ ﾔｽｼ

1時間05分56秒15 井村　 貴雄117 ｲﾑﾗ ﾀｶｵ

1時間06分19秒16 植田　 慎平159 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ チーム　ＨＳＫ

1時間06分40秒17 田中　 大介124 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ チーム　インテリジェンス

1時間09分30秒18 福永　 基晴118 ﾌｸﾅｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 安室ＲＣ

1時間09分56秒19 村井　 智彦186 ﾑﾗｲ ﾄﾓﾋｺ

1時間10分21秒20 加藤　 謙三116 ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 姫路

1時間11分06秒21 小林　 英雄154 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 高砂市スポーツ推進委員会

1時間11分06秒22 古田　 哲朗141 ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾛｳ ＭＰＨＳエンジ高砂Ａ

1時間13分00秒23 山本　 昂児185 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間13分11秒24 蓮池　 浩享198 ﾊｽｲｹ ﾋﾛﾕｷ ボーイズオンザラン

1時間13分18秒25 武田　 薫146 ﾀｹﾀﾞ ｶｵﾙ ＭＨＰＳエンジ高砂Ｂ

1時間13分37秒26 戎原　 智明160 ｴﾋﾞｽﾊﾗ ﾄﾓｱｷ チーム　ＨＳＫ

1時間13分42秒27 小泉　 直貴122 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ チーム　インテリジェンス

1時間14分19秒28 日高　 慎也157 ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾔ 三菱重工　陸上部

1時間14分52秒29 常石　 琢112 ﾂﾈｲｼ ﾀｸ 多木ＲＣ

1時間14分59秒30 竹内　 禎之135 ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞﾕｷ 高砂市役所ＲＣ

1時間15分07秒31 山下　 展央192 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾋｻ 播州走遊会♪

1時間15分19秒32 今西　 信之168 ｲﾏﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間15分50秒33 加世堂　 徹111 ｶｾﾄﾞｳ ﾄｵﾙ

1時間16分00秒34 西川　 耕平134 ﾆｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 高砂市役所ＲＣ

1時間17分02秒35 高田　 大輔179 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間17分50秒36 赤澤　 勲昭133 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 高砂市役所ＲＣ

1時間17分52秒37 川中　 憲明165 ｶﾜﾅｶ ﾉﾘｱｷ

1時間19分03秒38 石田　 尚之121 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ チーム　インテリジェンス

1時間19分04秒39 松井　 祐樹143 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ ＭＨＰＳエンジ高砂Ａ

1時間19分27秒40 植田　 史朗191 ｳｴﾀﾞ ｼﾛｳ 高砂市民病院

1時間19分46秒41 澤田　 基貴166 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ

1時間19分57秒42 田中　 公二155 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 実践カラテ　山田道場

1時間19分59秒43 井神　 靖季201 ｲﾉｶﾐ ﾔｽｷ

1時間20分22秒44 鎌田　 裕一101 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間21分46秒45 松本　 吉正105 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾏｻ カネカ高砂

1時間22分30秒46 角谷　 博章127 ｽﾐﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 法務・会計　梅谷事務所Ａ

1時間22分56秒47 磯川　 伸一156 ｲｿｶﾜ ｼﾝｲﾁ 三菱重工　陸上部

1時間23分11秒48 藤尾　 章太197 ﾌｼﾞｵ ｼｮｳﾀ

1時間23分32秒49 浅野　 明大204 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ

1時間24分10秒50 加藤　 隆志171 ｶﾄｳ ﾀｶｼ サンアメニティ大阪
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1時間24分13秒51 有城　 大介132 ｱﾘｼﾛ ﾀﾞｲｽｹ 高砂市役所ＲＣ

1時間24分23秒52 清水　 昌明152 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｱｷ 耕司とゆかいな仲間達

1時間24分41秒53 栗田　 健次102 ｸﾘﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間25分20秒54 加茂　 宏文158 ｶﾓ ﾋﾛﾌﾐ チーム　ＨＳＫ

1時間25分38秒55 下瀬　 亮161 ｼﾓｾ ﾘｮｳ チーム　ＨＳＫ

1時間26分21秒56 髙橋　 直裕130 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ 法務・会計　梅谷事務所Ｂ

1時間26分29秒57 南　 研吾209 ﾐﾅﾐ ｹﾝｺﾞ

1時間26分45秒58 壱岐　 聡志113 ｲｷ ｿｳｼ

1時間27分11秒59 岩永　 北斗131 ｲﾜﾅｶﾞ ﾎｸﾄ 法務・会計　梅谷事務所Ｂ

1時間27分34秒60 平井　 孝行193 ﾋﾗｲ ﾀｶﾕｷ

1時間27分45秒61 堀口　 真吾208 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ

1時間27分48秒62 藤原　 直人181 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ

1時間27分50秒63 井上　 豊和115 ｲﾉｳｴ ﾄﾖｶｽﾞ 黒崎播磨

1時間29分36秒64 縄　 大輔189 ﾅﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間30分02秒65 岩城　 和寿106 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾄｼ

1時間32分08秒66 森永　 寛145 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋﾛｼ ＭＨＰＳエンジ高砂Ｂ

1時間32分29秒67 黒田　 祐202 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳ

1時間34分36秒68 古門　 卓己110 ｺｶﾄﾞ ﾀｸﾐ

1時間34分53秒69 松原　 大雄129 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｵ 法務・会計　梅谷事務所Ｂ

1時間35分16秒70 近藤　 翔太126 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 法務・会計　梅谷事務所Ａ

1時間35分42秒71 加藤　 雅也205 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ

1時間36分08秒72 水瀬　 清重148 ﾐｽﾞｾ ｷﾖｼｹﾞ 京谷とゆかいな仲間達

1時間36分25秒73 神戸　 規志128 ｶﾝﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 法務・会計　梅谷事務所Ａ

1時間36分48秒74 井上　 智之177 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾕｷ TOY♪BOX

1時間39分05秒75 谷口　 昌弘184 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間39分31秒76 佐藤　 治153 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 耕司とゆかいな仲間達

1時間39分43秒77 上田　 周一183 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

1時間40分12秒78 長谷川　 一翁167 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾁｵ 一般

1時間40分27秒79 余黒　 慶大164 ﾖｸﾞﾛ ｹｲﾀ

1時間40分36秒80 牛尾　 純平163 ｳｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間40分56秒81 松山　 皓樹182 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ

1時間42分00秒82 竹野　 亨103 ﾀｹﾉ ﾄｵﾙ

1時間43分04秒83 三井　 圭108 ﾐﾂｲ ｹｲ

1時間43分52秒84 前田　 英和104 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間47分46秒85 安井　 潤199 ﾔｽｲ ｼﾞｭﾝ

1時間49分55秒86 松本　 武彦173 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾋｺ

1時間51分51秒87 原　 崇之194 ﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間57分16秒88 立花　 篤162 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾂｼ フリー

1時間59分47秒89 田中　 洋平125 ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 法務・会計　梅谷事務所Ａ

2時間02分40秒90 荒木　 秀行149 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 京谷とゆかいな仲間達

2時間11分50秒91 浜崎　 卓也147 ﾊﾏｻｷ ﾀｸﾔ 京谷とゆかいな仲間達

2時間11分50秒92 西川　 英樹151 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 耕司とゆかいな仲間達

2時間11分51秒93 田伏　 耕司150 ﾀﾌﾞｾ ｺｳｼﾞ 耕司とゆかいな仲間達
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