
- 第33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

 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

1時間03分17秒1 髙谷　 修平320 ﾀｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ノーリツ

1時間05分29秒2 佐野　 正義311 ｻﾉ ﾏｻﾖｼ

1時間07分02秒3 髙谷　 良平312 ﾀｶﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ

1時間07分20秒4 京野　 勉366 ｷｮｳﾉ ﾂﾄﾑ 浪速AC

1時間09分03秒5 西山　 英志365 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ グローアップパートナー会計

1時間09分31秒6 林　 竜一336 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ ＭＨＰＳエンジ高砂Ａ

1時間09分41秒7 興梠　 和義371 ｺｳﾛｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間11分51秒8 吉冨　 武志372 ﾖｼﾄﾐ ﾀｹｼ

1時間13分55秒9 森　 保幸348 ﾓﾘ ﾔｽﾕｷ

1時間14分06秒10 岩尾　 茂樹368 ｲﾜｵ ｼｹﾞｷ

1時間14分21秒11 酒井　 禎之373 ｻｶｲ ﾖｼﾕｷ

1時間15分51秒12 押川　 弘典313 ｵｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ

1時間18分31秒13 浦川　 秋則324 ｳﾗｶﾜ ｱｷﾉﾘ タクマＲＣ

1時間18分58秒14 平山　 勝寛358 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ Team NAGAO

1時間19分05秒15 阪口　 倫明374 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ

1時間19分08秒16 岡野　 知明364 ｵｶﾉ ﾄﾓｱｷ ＮＨランナーズ

1時間19分21秒17 角金　 幸治343 ｶﾄﾞｶﾈ ｺｳｼﾞ ARC RUN CLUB

1時間19分41秒18 内　 康弘377 ｳﾁ ﾔｽﾋﾛ

1時間21分36秒19 竹田　 満354 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ

1時間23分50秒20 岡部　 充博318 ｵｶﾍﾞ ﾐﾁﾋﾛ

1時間23分50秒21 石本　 正記342 ｲｼﾓﾄ ﾏｻｷ 三菱重工　陸上部

1時間24分02秒22 松本　 紀一310 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間24分12秒23 藤井　 重雄332 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞｵ

1時間24分50秒24 中谷　 久哉363 ﾅｶﾀﾆ ﾋｻﾔ

1時間25分29秒25 井上　 陽介335 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 高砂市役所ＲＣ

1時間26分27秒26 西本　 穣309 ﾆｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ 加古川走友会

1時間27分12秒27 山中　 健史375 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ

1時間27分24秒28 谷　 篤之306 ﾀﾆ ｱﾂﾕｷ

1時間27分31秒29 瀧石　 弘341 ﾀｷｲｼ ﾋﾛﾑ 紅梅会(松)

1時間27分46秒30 中西　 敏朗359 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾛｳ

1時間28分00秒31 宇治　 巧実319 ｳｼﾞ ﾀｸﾐ

1時間28分00秒32 米谷　 卓378 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

1時間28分11秒33 三木　 秀樹353 ﾐｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間28分19秒34 東　 卓志301 ｱｽﾞﾏ ﾀｸｼﾞ あずま組一家

1時間29分12秒35 笹倉　 啓三316 ｻｻｸﾗ ｹｲｿﾞｳ ままあーず

1時間29分23秒36 山嵜　 清張347 ﾔﾏｻｷ ｷﾖﾊﾘ

1時間29分28秒37 三木　 武一329 ﾐｷ ﾀｹｶｽﾞ 黒崎播磨

1時間29分31秒38 神屋　 武志322 ｶﾐﾔ ﾀｹｼ

1時間29分43秒39 河村　 忠和304 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ ＡＳＡＰ

1時間29分49秒40 渋谷　 深351 ｼﾌﾞﾔ ﾌｶｼ 明石健康クラブ

1時間30分15秒41 平林　 歩321 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

1時間30分58秒42 久城　 敬祐361 ｸｼﾛ ｹｲｽｹ ＴＯＹＯＢＯ

1時間31分04秒43 垣内　 秀樹338 ｶｷｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 高砂市スポーツ推進委員会

1時間31分08秒44 生方　 茂323 ｳﾌﾞｶﾀ ｼｹﾞﾙ

1時間31分17秒45 中野　 博文357 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾐ

1時間31分54秒46 岡　 浩司328 ｵｶ ｺｳｼﾞ

1時間32分20秒47 永井　 健370 ﾅｶﾞｲ ｹﾝ 日新信用金庫ランニングクラ

1時間32分23秒48 山田　 雄二340 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 実践カラテ　山田道場

1時間32分23秒49 江藤　 博文317 ｴﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

1時間32分34秒50 藤原　 秀樹333 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ 日本化薬姫路
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1時間33分01秒51 廣岡　 嘉明325 ﾋﾛｵｶ ﾖｼｱｷ

1時間33分34秒52 岡田　 正廣303 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間34分10秒53 河合　 賢八369 ｶﾜｲ ｹﾝﾊﾁ 鉄人ハリマオ

1時間34分22秒54 上西　 耕二376 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ

1時間35分02秒55 桑原　 信泰360 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ カネカ

1時間35分30秒56 岩朝　 好博367 ｲﾜｻ ﾖｼﾋﾛ

1時間36分43秒57 椿野　 直紀326 ﾂﾊﾞｷﾉ ﾅｵｷ

1時間37分56秒58 中谷　 英策327 ﾅｶﾀﾆ ｴｲｻｸ

1時間38分03秒59 飯田　 勝男349 ｲｲﾀﾞ ｶﾂｵ 太陽コーポ

1時間38分13秒60 里見　 昭315 ｻﾄﾐ ｱｷﾗ

1時間38分18秒61 井上　 正史355 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾌﾐ 三菱電機力電駅伝仲間

1時間38分31秒62 名定　 啓介345 ﾅｻﾀﾞ ｹｲｽｹ ボルカノ

1時間38分37秒63 土居　 宏文307 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ

1時間39分49秒64 松本　 浩史314 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間40分07秒65 田口　 光則331 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾘ

1時間41分23秒66 加茂　 英展337 ｶﾓ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 京谷とゆかいな仲間達

1時間41分45秒67 北條　 勝也305 ﾎｳｼﾞｮｳ ｶﾂﾔ

1時間42分58秒68 植野　 繁敏308 ｳｴﾉ ｼｹﾞﾄｼ 明石大橋ＡＣ

1時間44分21秒69 石井　 克央352 ｲｼｲ ﾖｼﾀｶ ふれパト姫路中央

1時間45分12秒70 塩田　 伸一350 ｼｵﾀ ｼﾝｲﾁ 兵庫みんなで走ろう会

1時間48分26秒71 本堂　 實346 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

1時間49分43秒72 的場　 武362 ﾏﾄﾊﾞ ﾀｹｼ

1時間56分37秒73 杉元　 幸二356 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間58分23秒74 池田　 道弘330 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

2時間00分22秒75 赤松　 隆司344 ｱｶﾏﾂ ﾀｶｼ
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