
- 第３１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

 2017/12/3

スタート： 11:10:00

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08秒1 髙谷　修平337 ﾀｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ トット５２

1時間01分17秒2 東　卓志306 ｱｽﾞﾏ ﾀｸｼﾞ あずま組一家

1時間03分36秒3 佐野　正義365 ｻﾉ ﾏｻﾖｼ 栄商事ＲＣ

1時間05分34秒4 髙谷　良平336 ﾀｶﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ トット５２

1時間06分21秒5 田中　泰裕351 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ TEAMエース

1時間07分49秒6 東大森　義春358 ﾋｶﾞｼｵｵﾓﾘ ﾖｼﾊﾙ

1時間08分03秒7 坂田　正人350 ｻｶﾀ ﾏｻﾄ

1時間09分03秒8 茨木　久徳376 ｲﾊﾞﾗｷ ﾋｻﾉﾘ

1時間09分19秒9 大林　聖寛363 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間09分46秒10 林　武弘355 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 吹田カメの子会

1時間10分51秒11 谷垣　忠寛321 ﾀﾆｶﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ KSK・アベベ

1時間12分36秒12 大形　康晴338 ｵｵｶﾞﾀ ﾔｽﾊﾙ トット５２

1時間12分54秒13 嶋岡　淳342 ｼﾏｵｶ ｱﾂｼ

1時間14分31秒14 宮野　友孝301 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ 大阪市立淀川スポーツセンタ

1時間14分52秒15 森　保幸327 ﾓﾘ ﾔｽﾕｷ

1時間15分06秒16 石本　正記330 ｲｼﾓﾄ ﾏｻｷ NUSEC

1時間15分27秒17 吉岡　一夫343 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｵ 高砂市役所ＲＣ①

1時間16分04秒18 松本　健伸326 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾌﾞ 松本会館

1時間16分14秒19 藤原　健372 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ Ｔ’Ｓ　Ｔ

1時間19分43秒20 松本　紀一334 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間19分49秒21 藤田　正314 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ BDC

1時間20分51秒22 熊田　一徳331 ｸﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ NUSEC

1時間21分00秒23 川合　順一307 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 加古川走友会

1時間21分10秒24 平　満也382 ﾀｲﾗ ﾐﾁﾔ

1時間21分53秒25 阪口　浩司340 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

1時間22分01秒26 河村　忠和313 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ ASAP

1時間22分50秒27 井上　陽介344 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 高砂市役所ＲＣ①

1時間22分51秒28 中西　敏朗377 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾛｳ

1時間23分49秒29 望月　浩生341 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｵ

1時間24分05秒30 平林　歩335 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

1時間24分38秒31 小谷　晋也346 ｵﾀﾞﾆ ｼﾝﾔ ＴＲＹ　ｏｒ　ＣＲＹ

1時間25分10秒32 竹田　義弘381 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間27分48秒33 西本　穣312 ﾆｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ

1時間28分09秒34 源　貢治319 ｹﾞﾝ ｺｳｼﾞ

1時間28分31秒35 三木　武一324 ﾐｷ ﾀｹｶｽﾞ 黒崎播磨

1時間28分55秒36 生方　茂322 ｳﾌﾞｶﾀ ｼｹﾞﾙ

1時間28分57秒37 山嵜　清張361 ﾔﾏｻｷ ｷﾖﾊﾘ TEAM　SAKI

1時間29分56秒38 増田　浩之345 ﾏｽﾀ ﾋﾛﾕｷ 高砂市役所ＲＣ②

1時間30分29秒39 中野　仁志356 ﾅｶﾉ ﾋﾄｼ ランプロＲＣ

1時間30分55秒40 垣内　秀樹353 ｶｷｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

1時間31分00秒41 谷　篤之308 ﾀﾆ ｱﾂﾕｷ

1時間31分09秒42 山口　司郎303 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾛｳ

1時間31分34秒43 中谷　英策315 ﾅｶﾀﾆ ｴｲｻｸ

1時間31分38秒44 岡部　充博325 ｵｶﾍﾞ ﾐﾁﾋﾛ

1時間31分40秒45 大竹　雅樹371 ｵｵﾀｹ ﾏｻｷ わかば会

1時間31分52秒46 岡　浩司305 ｵｶ ｺｳｼﾞ

1時間32分42秒47 岡　俊幸352 ｵｶ ﾄｼﾕｷ

1時間33分39秒48 岡田　正廣311 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ MHINSエンジ

1時間34分24秒49 足立　嘉隆339 ｱﾀﾞﾁ トット５２

1時間34分43秒50 南部　浩一369 ﾅﾝﾌﾞ ｺｳｲﾁ
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1時間34分49秒51 古田　寛明333 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 三木市陸協

1時間35分21秒52 椿野　直紀316 ﾂﾊﾞｷﾉ ﾅｵｷ

1時間35分44秒53 土居　宏文332 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ

1時間35分54秒54 宮長　貞行379 ﾐﾔﾅｶﾞ ｻﾀﾞﾕｷ

1時間35分58秒55 神屋　武志349 ｶﾐﾔ ﾀｹｼ

1時間36分01秒56 片石　泰正362 ｶﾀｲｼ ﾔｽﾏｻ

1時間36分36秒57 信原　俊彦367 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 亀の遠足ＲＣ

1時間36分38秒58 里見　昭310 ｻﾄﾐ ｱｷﾗ

1時間36分40秒59 尾田　裕360 ｵﾀﾞ ﾕﾀｶ ナダコウツウ

1時間38分07秒60 江藤　博文302 ｴﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

1時間41分18秒61 砂川　啓介378 ｽﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

1時間41分37秒62 松本　浩史309 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間41分53秒63 山本　信一380 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

1時間42分43秒64 河野　裕行374 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分47秒65 北條　勝也320 ﾎｳｼﾞｮｳ ｶﾂﾔ

1時間45分02秒66 乾　勝能375 ｲﾇｲ ｶﾂﾖｼ

1時間46分30秒67 井上　正史366 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾌﾐ 三菱電機神戸

1時間47分37秒68 谷口　光二373 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｼﾞ

1時間48分55秒69 大西　裕司354 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ ワールド陸上部

1時間49分36秒70 大賀　康弘318 ｵｵｶﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間51分01秒71 福留　裕之317 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分48秒72 難波　正彦347 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾋｺ ＴＲＹ　ｏｒ　ＣＲＹ

1時間52分59秒73 北村　順328 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間53分14秒74 赤松　隆司359 ｱｶﾏﾂ ﾀｶｼ

1時間53分22秒75 桑原　信泰329 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ

1時間53分42秒76 明神　利作323 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾘｻｸ

1時間54分50秒77 高原　靖治348 ﾀｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ ＴＲＹ　ｏｒ　ＣＲＹ

1時間58分20秒78 欅田　文雄304 ｸﾆｷﾞﾀ ﾌﾐｵ チームくにくろ
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