
結果一覧

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏  名

５ｋｍレース　男子６０歳以上の部　

順位 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録所属

6571 浅川　晴俊1 ｱｻｶﾜ ﾊﾙﾄｼ 19分36秒甲斐市陸協

6600 加藤　昭宏2 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 20分25秒天竜あたごらん

6561 佐久間　隆3 ｻｸﾏ ﾀｶｼ 20分34秒ＤＡＣ

6568 新井　達夫4 ｱﾗｲ ﾀﾂｵ 21分40秒天神走湯会

6588 橘田　重男5 ｷｯﾀ ｼｹﾞｵｼｹﾞｵ 22分12秒中京学院大教員ク

6595 金森　幸弘6 ｶﾅﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ 22分33秒櫛形山ＲＣ

6560 深澤　安丸7 ﾌｶｻﾜ ﾔｽﾏﾙ 23分16秒

6583 三村　茂8 ﾐﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 23分50秒

6549 櫻林　重雄9 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ 24分00秒千塚体協

6577 藤井　健司10 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 24分22秒

6606 村松　暢11 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｵﾙ 24分24秒ベスト労務管理

6573 岡本　和之12 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 24分42秒おっりょー

6594 秋山　壽弘13 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 25分33秒桜友会

6569 山口　宣孝14 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 25分55秒

6603 門川　祐士15 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｼ 26分08秒マルチ認識カメラ

6584 植松　明雄16 ｳｴﾏﾂ ｱｷｵ 26分19秒チームエース

6596 中込　文夫17 ﾅｶｺﾞﾐ ﾌﾐｵ 27分22秒

6526 西村　敏18 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ 27分56秒

6599 井上　正司19 ｲﾉｳｴ ﾏｻｼ 28分02秒

6534 倉鹿野　治義20 ｸﾗｶﾉ ﾊﾙﾖｼ 28分49秒

6544 齋藤　俊一21 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 28分54秒

6604 清水　一美22 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐ 28分54秒アスモ

6589 中込　仁23 ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾄｼ 28分57秒ムリしちょし

6564 山本　修24 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 29分41秒

6602 仲田　弘一25 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 29分57秒

6553 徳田　和仁26 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 30分07秒

6536 市丸　善雄27 ｲﾁﾏﾙ ﾖｼｵ 30分08秒

6601 望月　美津雄28 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｵ 30分18秒

6591 笠原　洋29 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 30分21秒

6586 輿石　厚志30 ｺｼｲｼ ｱﾂｼ 30分26秒キトー走友会

6597 池谷　隆夫31 ｲｹﾔ ﾀｶｵ 30分42秒

6555 作間　敏明32 ｻｸﾏ ﾄｼｱｷ 30分43秒

6567 輿水　通33 ｺｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ 31分05秒Ｔｅａｍ５，１０

6557 波切　雄二34 ﾊｷﾘ ﾕｳｼﾞ 31分18秒

6579 信濃　秀博35 ｼﾅﾉ ﾋﾃﾞﾋﾛ 31分18秒

6565 井上　芳太郎36 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀﾛｳ 31分20秒

6556 櫻井　敦37 ｻｸﾗｲ ｱﾂｼ 31分36秒

6538 石井　久夫38 ｲｼｲ ﾋｻｵ 31分58秒

6529 川上　博通39 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ 32分00秒

6598 山野　俊也40 ﾔﾏﾉ ﾄｼﾔ 32分10秒

6502 中村　力41 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶﾗ 32分24秒ふ～ふはしろう会

6512 安田　輝雄42 ﾔｽﾀﾞ ﾃﾙｵ 32分34秒

6548 伊藤　達也43 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 32分47秒

6528 山崎　仁44 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 33分15秒

6592 松戸　広幸45 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 33分21秒

6546 深澤　秀樹46 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 33分47秒

6566 山本　幸生47 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ 33分51秒こはるクラブ

6527 植村　潤48 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 34分09秒

6539 福谷　恭博49 ﾌｸﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 34分15秒

6542 小澤　健一50 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 34分26秒

6520 堂元　雄二51 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 34分27秒長井藤商店

6503 河野　寿彦52 ｺｳﾉ ﾄｼﾋｺ 34分39秒走ってる甲斐

6575 桜井　博53 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 34分40秒

6522 中山　惠一54 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｲﾁ 34分50秒
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6547 樋川　仁55 ﾋｶﾜ ﾋﾄｼ 35分17秒

6533 青嶋　正隆56 ｱｵｼﾏ ﾏｻﾀｶ 35分37秒（有）青嶋自工

6504 長谷川　正行57 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 35分37秒ＦＦＴ

6605 中村　芳一58 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 35分38秒

6505 守屋　精太59 ﾓﾘﾔ ｱｷｵ 36分03秒ＦＦＴ

6590 櫻田　一仁60 ｻｸﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 36分34秒【超弦ＴＸＡ】

6552 高澤　康夫61 ﾀｶｻﾞﾜ ﾔｽｵ 36分48秒

6578 小林　健一62 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 37分10秒

6525 萩原　敏雄63 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾄｼｵ 37分11秒

6608 伊藤　正文64 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 37分24秒

6509 寺嶋　昭夫65 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾃﾙｵ 37分35秒神奈川マスターズ

6524 徳田　純一66 ﾄｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 37分44秒

6570 佐橋　文也67 ｻﾊｼ ﾌﾐﾔ 38分16秒

6545 伊藤　武68 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 38分16秒

6554 駒野谷　亮69 ｺﾏﾉﾔ ﾏｺﾄ 38分18秒

6541 三沢　文明70 ﾐｻﾜ ﾌﾐｱｷ 38分52秒

6516 深澤　榮造71 ﾌｶｻﾞﾜ ｴｲｿﾞｳ 39分49秒

6532 平野　敏夫72 ﾋﾗﾉ ﾄｼｵ 39分59秒敷島梅の里ＫＧ

6535 中根　領73 ﾅｶﾈ ﾘｮｳ 40分18秒ロッキー歯科

6511 石川　禮一郎74 ｲｼｶﾜ ﾚｲｲﾁﾛｳ 40分18秒

6543 青柳　正秀75 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 40分42秒

6515 阿部　孝夫76 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 40分54秒福島荒井完走会

6501 梅垣　卓77 ｳﾒｶﾞｷ ﾀｶｼ 40分58秒富士電機

6517 秦野　光雄78 ﾊﾀﾉ ﾐﾂｵ 41分14秒

6513 坂本　義隆79 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 41分21秒

6607 入倉　利也80 ｲﾘｸﾗ ﾄｼﾔ 42分25秒

6582 石川　真81 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 42分26秒白根徳洲会病院

6514 飯田　勲82 ｲｲﾀﾞ ｲｻｵ 42分36秒

6537 山田　賢一83 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 42分52秒

6508 池田　政治84 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 43分07秒府中多摩川楽走会

6530 山口　與市85 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｲﾁ 44分11秒

6593 小杉　文夫86 ｺｽｷﾞ ﾌﾐｵ 45分18秒フェラーリ

6587 春澤　克志87 ﾊﾙｻﾜ ｶﾂｼ 45分22秒

6551 登ヶ谷　政幸88 ﾄｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 46分10秒

6506 栗山　光夫89 ｸﾘﾔﾏ ﾐﾂｵ 46分22秒深志Ｒｕｎクラブ

6510 内田　幸生90 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷｵ 47分12秒

6518 渡辺　侑造　91 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 48分00秒

6507 藤嶋　太海人92 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀﾐﾄ 48分09秒

6574 橋本　和宏93 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 50分52秒

6550 森山　憲司94 ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 52分29秒川手フルーツ農園

6580 望月　三津夫95 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｵ 54分32秒静岡走ろう会


