
一般男子ハーフマラソン

大会記録(GR)    1:05:44     中田　剛司(三重・柳河精機) 2011

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 通過ﾀｲﾑ ｺﾒﾝﾄ
1 9002 新田　雄大 ﾆｯﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 三重陸協 1:06:54
2 9004 山地　伸哉 ﾔﾏｼﾞ ｼﾝﾔ 三重 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 1:07:24
3 9011 山田　侑矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 三重 三重県庁AC 1:10:08
4 9006 大久保　利哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ 愛知 県庁ｸﾗﾌﾞ 1:10:15
5 9005 伊藤　駿介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 三重 三重陸協 1:10:50
6 9012 黒川　祥吾 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 三重 三重陸協 1:12:28
7 9031 野口　正人 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 三重 ｽﾎﾟﾙﾄﾏｯｸｽ 1:13:20
8 9003 吉田　慶哉 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 愛知 ぬまちゃんず 1:13:27
9 9007 堀　伸嘉 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ 三重 SUIREN 1:13:43

10 9028 中村　洸文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 京都 京医AC 1:13:44
11 9009 鈴木　聖 ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 三重 SUIREN 1:13:54
12 9008 牧野　将大 ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ 愛知 I.A.R.C 1:14:22
13 9015 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 三重 米鈴AC 1:14:50
14 9034 筒井　勇仁 ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ 三重 三重陸協 1:15:29
15 9020 宮原　浩由 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾖｼ 三重 RAKUDA 1:15:40
16 9037 石井　航平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 三重 三重陸協 1:15:44
17 9029 長谷川　和紀 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三重 名古屋大 1:15:56
18 9026 小島　隼人 ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 三重 鹿族 1:16:00
19 9013 前園　マルシオ ﾏｴｿﾞﾉ ﾏﾙｼｵ 愛知 愛知陸協 1:16:00
20 9019 西澤　悟志 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 長野 山二発條 1:16:51
21 9017 岡田　佳剛 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 三重 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 1:17:19
22 9036 福井　友彦 ﾌｸｲ ﾄﾓﾋｺ 三重 三重陸協 1:17:25
23 9023 飯塚　雅之 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ 岐阜 岐阜陸協 1:17:40
24 9022 松岡　義之 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾕｷ 三重 sjrc 1:17:56
25 9027 木村　崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 三重 Run feet 1:18:05
26 9045 宇野　泰生 ｳﾉ ﾀｲｷ 三重 ﾃﾞﾝｿｰ大安 1:18:46
27 9043 古市　祐也 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳﾔ 三重 三重陸協 1:18:50
28 9030 松浦　広希 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｷ 三重 team F.O.R 1:18:50
29 9042 鈴木　親広 ｽｽﾞｷ ﾁｶﾋﾛ 三重 team F.O.R 1:19:53
30 9021 垣見　知宏 ｶｷﾐ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 庄内RT 1:20:33
31 9032 川邊　英史 ｶﾜﾍﾞ ｴｲｼﾞ 三重 三重陸協 1:20:57
32 9033 木下　有一郎 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知 FROG 1:21:13
33 9039 多儀　庄司 ﾀｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 三重 SUIREN 1:21:25
34 9075 生熊　大空斗 ｲｸﾏ ﾀｸﾄ 和歌山 和歌山陸協 1:21:27
35 9054 吉田　聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 富山 nowstyle 1:22:34
36 9035 谷口　雄真 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 三重 志摩TFC 1:22:39
37 9047 中西　蓮 ﾅｶﾆｼ ﾚﾝ 和歌山 和歌山陸協 1:22:45
38 9040 上野　義教 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知 R2中日本 1:23:16
39 9055 濱野　俊輔 ﾊﾏﾉ ｼｭﾝｽｹ 三重 ｳｲﾗﾝ 1:23:24
40 9041 宮越　誉弘 ﾐﾔｺｼ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ｻｳﾙｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 1:23:33
41 9057 飯田　誓悟 ｲｲﾀﾞ ｾｲｺﾞ 愛知 ﾗﾝｺﾚ 1:23:55
42 9068 長屋　千尋 ﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 岐阜 関体協 1:24:21
43 9044 原田　幸司 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 三重 鹿族 1:24:55
44 9038 仲野　新一郎 ﾅｶﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 三重 鹿族 1:25:37
45 9050 大西　淳志 ｵｵﾆｼ ｱﾂｼ 三重 四日市TFC 1:26:46
46 9056 中川　正道 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 愛知 R2中日本 1:27:31
47 9064 喜多村　修 ｷﾀﾑﾗ ｵｻﾑ 愛知 中馬塾 1:27:33
48 9066 湯本　祐司 ﾕﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞ名 1:27:39

凡例  DNS:欠場



一般男子ハーフマラソン

大会記録(GR)    1:05:44     中田　剛司(三重・柳河精機) 2011

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 通過ﾀｲﾑ ｺﾒﾝﾄ
49 9001 安保　堅翔 ｱﾎﾞ ｹﾝｼｮｳ 三重 YｳｪﾙﾈｽC 1:28:43
50 9063 伊藤　正和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 三重 鹿族 1:28:58
51 9053 中野　毅 ﾅｶﾉ ﾂﾖｼ 愛知 愛知陸協 1:29:16
52 9070 森　和孝 ﾓﾘ ｶｽﾞﾀｶ 三重 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 1:29:26
53 9059 坂口　隆志 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ 三重 ｳｲﾗﾝ 1:29:27
54 9074 原　勝彦 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 神奈川 ｻﾑｽﾞｱｯﾌﾟ 1:29:29
55 9084 佐藤　則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 三重 三重陸協 1:29:32
56 9058 伊藤　智仁 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾄ 三重 T.G.K 1:29:38
57 9067 上地　正人 ｶﾐｼﾞ ﾏｻﾄ 大阪 1:29:46
58 9061 末廣　秀行 ｽｴﾋﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知 1:30:03
59 9086 蘆野　二郎 ｱｼﾉ ｼﾞﾛｳ 大阪 1:30:04
60 9073 刀根　克之 ﾄﾈ ｶﾂﾕｷ 三重 1:32:00
61 9052 柏原　敏郎 ｶｼﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 三重 1:32:02
62 9060 纐纈　充保 ｺｳｹﾂ ﾐﾂﾔｽ 愛知 1:32:21
63 9048 吉野　広哲 ﾖｼﾉ ﾋﾛｱｷ 神奈川 1:33:17
64 9081 丸田　和彦 ﾏﾙﾀ ｶｽﾞﾋｺ 三重 1:33:50
65 9071 立岡　哲也 ﾀﾃｵｶ ﾃﾂﾔ 愛知 1:34:00
66 9024 浦西　佑輔 ｳﾗﾆｼ ﾕｳｽｹ 三重 1:34:07
67 9078 志村　達人 ｼﾑﾗ ﾀﾂﾋﾄ 愛知 1:34:13
68 9082 杉浦　洋 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 愛知 1:34:42
69 9069 田中　博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 愛知 1:35:44
70 9076 佐野　智春 ｻﾉ ﾄﾓﾊﾙ 愛知 1:35:47
71 9083 山本　憲一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 三重 1:38:26
72 9087 城山　儀之 ｼﾛﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 愛知 1:40:53
73 9088 稲本　剛士 ｲﾅﾓﾄ ﾀｹｼ 三重 1:45:37
74 9091 佐藤　伸 ｻﾄｳ ｼﾝ 大阪 1:46:55
75 9079 有川　達郎 ｱﾘｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 三重 1:47:46
76 9080 村田　秀雄 ﾑﾗﾀ ﾋﾞﾃﾞｵ 愛知 1:49:28
77 9097 森　智基 ﾓﾘ ﾄﾓｷ 静岡 1:50:07
78 9089 早川　直哉 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵﾔ 三重 1:50:38
79 9085 島田　孝司 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 三重 1:51:13
80 9094 青木　貴 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京 1:58:20
81 9096 手嶋　通晴 ﾃｼﾏ ﾐﾁﾊﾙ 東京 2:07:42
82 9093 隆宝　政見 ﾘｭｳﾎｳ ﾏｻﾐ 三重 2:09:48
83 9095 高沖　秀宣 ﾀｶｵｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 三重 2:15:13

9010 伊藤　充生 ｲﾄｳ ｱﾂｷ 東京 DNS
9014 澤原　雄一 ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 愛知 DNS
9016 清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 和歌山 DNS
9018 平野　伸幸 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 三重 DNS
9025 橋本　龍太朗 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 北海道 DNS
9046 漁野　貴洋 ﾘｮｳﾉ ﾀｶﾋﾛ 和歌山 DNS
9049 宮本　高志 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 愛知 DNS
9051 川瀬　聖 ｶﾜｾ ｾｲ 三重 DNS
9062 佐藤　直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知 DNS
9065 竹林　利昭 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 東京 DNS
9072 井上　直志 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ 愛知 DNS
9090 稲田　仁 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾄｼ 神奈川 DNS
9092 堀井　兼 ﾎﾘｲ ｶﾈﾙ 愛知
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凡例  DNS:欠場



一般女子ハーフマラソン

大会記録(GR)    1:15:11     坂本　喜子(三重・YウエルネスC) 2016

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 通過ﾀｲﾑ ｺﾒﾝﾄ
1 9204 伊藤　千文 ｲﾄｳ ﾁﾌﾐ 三重 鹿族 1:17:29
2 9202 河村　英理香 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ 愛知 Pasco 1:19:05
3 9205 渥美　莉紗子 ｱﾂﾐ ﾘｻｺ 愛知 庄内RT 1:21:44
4 9207 佐橋　京子 ｻﾊｼ ｷｮｳｺ 愛知 庄内RT 1:22:16
5 9206 加藤　真奈美 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 愛知 愛知ｱｽﾘｰﾄ 1:22:42
6 9215 上野　智賀 ｳｴﾉ ﾁｶ 三重 team F.O.R 1:23:33
7 9213 佐野　亜弓 ｻﾉ ｱﾕﾐ 三重 Run feet 1:23:59
8 9208 東　紀子 ﾋｶﾞｼ ﾉﾘｺ 三重 鹿族 1:25:37
9 9210 倉本　知美 ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾐ 三重 三重陸協 1:25:50

10 9217 井口　奈津美 ｲｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 三重 SUIREN 1:28:09
11 9218 伊藤　明日香 ｲﾄｳ ｱｽｶ 三重 鹿族 1:28:37
12 9220 内山　恵理子 ｳﾁﾔﾏ ｴﾘｺ 三重 ｲﾑﾗAA 1:31:56
13 9214 加世堂　さおり ｶｾﾄﾞｳ ｻｵﾘ 三重 Run feet 1:33:42
14 9212 近藤　咲希 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 愛知 TTﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:35:14
15 9223 齋木　亜紀子 ｻｲｷ ｱｷｺ 三重 Run feet 1:35:14
16 9211 南川　絵理 ﾐﾅﾐｶﾜ ｴﾘ 愛知 庄内RT 1:35:44
17 9226 横尾　勝江 ﾖｺｵ ｶﾂｴ 東京 ONE TOKYO RC 1:39:01
18 9201 西谷　綾子 ﾆｼﾀﾆ ｱﾔｺ 東京 東京陸協 1:40:57
19 9221 鈴木　友香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 三重 SUIREN 1:41:26
20 9222 加藤　千早百 ｶﾄｳ ﾁｻﾄ 愛知 庄内RT 1:41:45
21 9225 辻　朱美 ﾂｼﾞ ｱｹﾐ 三重 Run feet 1:44:01
22 9230 高木　実穂 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 岐阜 岐阜教員ｸ岐阜 1:53:30
23 9227 加藤　暁子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 愛知 庄内RT 1:58:32
24 9228 相松　恭子 ｱｲﾏﾂ ｷｮｳｺ 三重 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 1:59:41
25 9231 池田　直美 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 岡山 岡山陸協 2:08:20
26 9232 玉置　敏子 ﾀﾏｷ ﾄｼｺ 岡山 吉備ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 2:08:38

9203 近江　衿香 ｵｳﾐ ｴﾘｶ 愛知 TTﾗﾝﾅｰｽﾞ DNS
9209 山口　亮子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ 愛知 TPC DNS
9216 山田　しおり ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 愛知 庄内RT DNS
9219 森井　まりな ﾓﾘｲ ﾏﾘﾅ 三重 鹿族 DNS
9224 原田　晴美 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 千葉 ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ DNS
9229 高橋　桃子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 東京 eA東京 DNS
9233 澤原　由佳里 ｻﾜﾊﾗ ﾕｶﾘ 愛知 庄内RT DNS

凡例  DNS:欠場


