
第25回滑川ほたるいかマラソン
2022/10/9

滑川市スポーツ・健康の森公園 陸上競技場

14 ハーフマラソンの部 男子34歳以下
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 20081 1:08:08 開上 知弘 ｶｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋﾛ 金沢市役所
2 20103 1:08:19 水越 進一 ﾐｽﾞｺｼ ﾉﾌﾞｶｽﾞ エウレクスＡＣ
3 20149 1:09:05 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 富山陸協
4 20120 1:10:21 合場 雅志 ｱｲﾊﾞ ﾏｻｼ -
5 20091 1:10:40 石川 郁裕 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾋﾛ -
6 20018 1:11:55 間野 健太郎 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 富山国際大学
7 20006 1:15:08 山岸 和矢 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ -
8 20070 1:17:07 吉田 貴大 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ -
9 20049 1:17:40 上田 智也 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ -

10 20083 1:18:06 梅原 直人 ｳﾒﾊﾗ ﾅｵﾄ ありそＲＣ
11 20058 1:18:22 髙井 瑶恭 ﾀｶｲ ﾖｳｽｹ ｃｌｕｂＭＳＲ
12 20019 1:18:58 木下 貴成 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾅﾘ トヨタモビリティ富山
13 20121 1:19:35 水落 秋里 ﾐｽﾞｵﾁ ｱｷｻﾄ -
14 20101 1:19:53 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ -
15 20052 1:20:24 山下 孝之 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ ＴｅａｍＴ
16 20112 1:20:24 桜井 柚紀 ｻｸﾗｲ ﾕｽﾞｷ ｔｅａｍ　Ｈａｌｌｙ
17 20097 1:20:27 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ -
18 20048 1:21:04 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ ｎｏｗｓｔｙｌｅ
19 20131 1:22:57 小林 泰啓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ -
20 20134 1:23:43 鈴木 健人 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ -
21 20123 1:24:18 八田 直也 ﾊｯﾀ ﾅｵﾔ -
22 20036 1:24:54 田中 勇 ﾀﾅｶ ﾕｳ -
23 20032 1:25:05 泉 祐史 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ -
24 20017 1:25:58 水野 一輝 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ -
25 20095 1:26:16 笹嶋 正 ｻｻｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ ＫＳＳ
26 20059 1:27:09 堀 拓斗 ﾎﾘ ﾀｸﾄ 小鉄ワンワン倶楽部
27 20039 1:28:44 塚本 伸吾 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ -
28 20130 1:28:51 遠藤 将吾 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ -
29 20034 1:29:05 穴倉 瑛輔 ｱﾅｸﾗ ﾖｳｽｹ -
30 20041 1:29:57 谷口 亮 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ -
31 20148 1:30:16 堀田 陽介 ﾎﾘﾀ ﾖｳｽｹ 富山測量社
32 20014 1:30:53 小竹 賢太 ｺﾀﾞｹ ｹﾝﾀ -
33 20008 1:31:33 野中 文登 ﾉﾅｶ ｱﾔﾄ -
34 20104 1:33:02 平野 和彦 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾋｺ -
35 20062 1:33:09 梅村 雄志 ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｼ -
36 20078 1:33:26 田中 靖人 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾄ -
37 20002 1:33:33 川原 康平 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾍｲ -
38 20119 1:33:53 ＬＯＮＧ ＤＯＮＧ　ＶＡＮﾛﾝ ﾄﾞﾝヴｧﾝ ビルト・プレイズ
39 20135 1:34:10 高田 豊寛 ﾀｶﾀ ﾄﾖﾋﾛ -
40 20116 1:34:29 木村 光平 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ ブルースカイ
41 20064 1:34:35 高島 直之 ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾕｷ -
42 20114 1:34:56 山﨑 飛蕗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛ 木曜練習会
43 20011 1:35:11 山田 大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
44 20128 1:35:44 菊池 圭祐 ｷｸﾁ ｹｲｽｹ -
45 20110 1:35:55 古川 健治 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ ＳＡＬＬＹＳ
46 20113 1:36:08 森 悠政 ﾓﾘ ﾕｳｾｲ -
47 20071 1:36:09 張 鎮裕 ﾁｮｳ ｼﾞﾝﾕｳ -
48 20085 1:36:09 河西 亜門 ｶﾜﾆｼ ｱﾓﾝ -
49 20035 1:36:57 半沢 幸多 ﾊﾝｻﾞﾜ ｺｳﾀ -
50 20028 1:37:51 横山 健也 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾔ -
51 20122 1:37:53 坂下 千代之介 ｻｶｼﾀ ﾁﾖﾉｽｹ -
52 20063 1:38:05 按田 大夢 ｱﾝﾀﾞ ﾋﾛﾑ -



53 20126 1:38:31 浅生 直人 ｱｿｳ ﾅｵﾄ -
54 20013 1:38:47 加藤 友樹 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ あらびき団
55 20065 1:38:52 堀内 敏希 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｷ -
56 20139 1:42:12 紺島 悠生 ｺﾝｼﾞﾏ ﾕｳｷ -
57 20132 1:42:26 石井 伸明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ -
58 20098 1:42:46 石川 貴裕 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ -
59 20141 1:43:06 泉 洋喜 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ -
60 20084 1:43:16 本間 友彦 ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾋｺ -
61 20024 1:43:24 酢谷 岳 ｽﾀﾞﾆ ｶﾞｸ -
62 20142 1:43:34 國島 範行 ｸﾆｼﾏ ﾉﾘﾕｷ -
63 20001 1:43:41 丹沢 忠 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ -
64 20007 1:43:58 松田 和也 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ -
65 20129 1:44:26 竹内 晴貴 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ スピードスタート
66 20027 1:44:55 有原 享佑 ｱﾘﾊﾗ ｷｮｳｽｹ -
67 20046 1:45:33 江間 慧 ｴﾏ ｻﾄﾙ -
68 20047 1:45:58 金 智秀 ｷﾑ ｼﾞｽ ナウスタイル
69 20127 1:46:57 岡崎 元太郎 ｵｶｻﾞｷ ｹﾞﾝﾀﾛｳ -
70 20073 1:46:59 小善 虎之介 ｼｮｳｾﾞﾝ ﾄﾗﾉｽｹ -
71 20115 1:47:01 市井 翔太 ｲﾁｲ ｼｮｳﾀ -
72 20108 1:47:52 川 允彦 ｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ -
73 20067 1:49:17 佐崎 静磨 ｻｻﾞｷ ｼｽﾞﾏ -
74 20050 1:49:24 広瀬 史弥 ﾋﾛｾ ﾌﾐﾔ -
75 20056 1:49:47 西谷 元樹 ﾆｼﾀﾆ ﾓﾄｷ -
76 20074 1:50:00 木村 魁 ｷﾑﾗ ｶｲ -
77 20004 1:50:12 河原 大介 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ なんとＲ
78 20094 1:50:52 藤島 陽平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾖｳﾍｲ -
79 20054 1:52:17 藤井 卓弥 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ -
80 20055 1:52:31 山本 浩平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 魚津市役所ラン同好会
81 20090 1:52:54 前田 直哉 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ もぐらの鳴き声
82 20042 1:53:36 高野 恭輔 ﾀｶﾉ ｷｮｳｽｹ -
83 20125 1:54:16 藤沢 武蔵 ﾌｼﾞｻﾜ ﾑｻｼ -
84 20105 1:55:10 有坂 卓也 ｱﾘｻｶ ﾀｸﾔ -
85 20086 1:55:10 臼沢 吉樹 ｳｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ -
86 20137 1:55:37 岩田 勇磨 ｲﾜﾀ ﾕｳﾏ -
87 20109 1:55:41 大島 卓也 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ ＨＡＣ
88 20076 1:55:59 加藤 開人 ｶﾄｳ ｶｲﾄ -
89 20031 1:56:36 下野 未来雄 ｼﾓﾉ ﾐｷｵ -
90 20005 1:56:43 兀橋 大二郎 ﾊｹﾞﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ あらびき団
91 20096 1:56:46 布一 健志 ﾇﾉｲﾁ ﾀｹｼ ?んべぇ～会
92 20147 1:57:17 彰悟 永川 ｴｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ -
93 20118 1:57:26 清水 悠雅 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ -
94 20010 1:58:56 佐山 健太 ｻﾔﾏ ｹﾝﾀ -
95 20023 2:00:17 今井 祐吾 ｲﾏｲ ﾕｳｺﾞ -
96 20087 2:00:50 山岸 祐平 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾍｲ -
97 20082 2:00:51 笹川 悠馬 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾏ -
98 20015 2:01:00 守屋 翔大 ﾓﾘﾔ ｼｮｳﾀ -
99 20030 2:02:18 太田 雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ -

100 20061 2:02:49 末 孝一郎 ｽｴ ｺｳｲﾁﾛｳ -
101 20106 2:03:03 大西 雄介 ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ -
102 20025 2:03:33 河野 友祐 ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ -
103 20080 2:04:05 田悟 雄介 ﾃﾞﾝｺﾞ ﾕｳｽｹ -
104 20016 2:05:37 川崎 俊輔 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ -
105 20021 2:06:21 酒井 爽 ｻｶｲ ｿｳ -
106 20088 2:06:28 東 直哉 ﾋｶﾞｼ ﾅｵﾔ -
107 20051 2:06:42 芦川 広大 ｱｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ -
108 20038 2:07:12 村椿 健人 ﾑﾗﾂﾊﾞｷ ｹﾝﾄ 五省会マラソン部
109 20092 2:08:47 礒野 文哉 ｲｿﾉ ﾌﾐﾔ -
110 20009 2:09:45 金山 翔 ｶﾅﾔﾏ ｶｹﾙ -
111 20144 2:10:37 澤田 優也 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ -



112 20075 2:11:24 穴田 泰士 ｱﾅﾀﾞ ﾀｲｼ -
113 20138 2:13:29 北 悠亮 ｷﾀ ﾕｳｽｹ -
114 20099 2:14:12 田口 裕允 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ -
115 20020 2:14:24 松井 貴寛 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ -
116 20117 2:14:51 蟻塚 真 ｱﾘﾂﾞｶ ﾏｺﾄ -
117 20040 2:15:32 愛宕 秀晃 ｱﾀｺﾞ ﾋﾃﾞｱｷ -
118 20044 2:16:51 小西 雄大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ -
119 20145 2:19:14 川渕 将樹 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾏｻｷ -
120 20150 2:20:54 川田 真央 ｶﾜﾀﾞ ﾏｵ -
121 20033 2:20:58 水野 昌彦 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾋｺ -
122 20037 2:24:21 佐久間 朋之 ｻｸﾏ ﾄﾓﾕｷ -
123 20003 2:25:15 松本 敦希 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｷ -
124 20133 2:26:19 埜島 勇樹 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳｷ -
125 20124 2:28:23 高田 翔斗 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾄ -
126 20068 2:32:40 浜松 優輝 ﾊﾏﾏﾂ ﾕｳｷ -
127 20102 2:32:50 花村 洋亮 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾛｱｷ もぐらの鳴き声
128 20089 2:34:14 島野 佳介 ｼﾏﾉ ｹｲｽｹ -
129 20140 2:37:44 藤澤 健郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝﾛｳ -
130 20151 2:38:39 吉岡 伸浩 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
131 20143 2:39:38 堀内 大樹 ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｷ -
132 20077 2:46:03 張 高洋 ﾁｮｳ ﾀｶﾋﾛ -
133 20111 2:46:05 北村 幹人 ｷﾀﾑﾗ ﾐｷﾄ -
134 20029 2:46:54 テイエン グインバーﾃｲｴﾝ ｸﾞｲﾝﾊﾞｰ ティエン
135 20053 2:47:28 宮岸 拓矢 ﾐﾔｷﾞｼ ﾀｸﾔ -
136 20107 2:50:29 小山 遼 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ -
137 20043 2:50:41 臼田 知志 ｳｽﾀﾞ ｻﾄｼ -
138 20045 2:54:08 北村 真人 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ -
139 20060 2:54:14 山崎 康平 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ -
140 20136 2:55:43 大和 跳治郎 ﾔﾏﾄ ﾁｮｳｼﾞﾛｳ -

15 ハーフマラソンの部 男子35～49歳以下
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 21063 1:12:38 上田 大輔 ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ てるみんＲＵＮＮＩＮ
2 21428 1:13:28 畑崎 准 ﾊﾀｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ -
3 21264 1:13:41 柴田 太志 ｼﾊﾞﾀ ﾌﾄｼ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
4 21386 1:17:21 上田 周平 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ -
5 21194 1:17:25 芦崎 亮太 ｱｼｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ -
6 21337 1:17:58 宇佐見 祐介 ｳｻﾐ ﾕｳｽｹ -
7 21382 1:18:27 高澤 直樹 ﾀｶｻﾞﾜ ﾅｵｷ 中尾清月堂
8 21009 1:19:06 中川 陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ -
9 21131 1:19:16 宮崎 晃司 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ -

10 21064 1:19:23 森能 雄基 ﾓﾘﾉ ﾕｳｷ -
11 21293 1:19:29 竹田 和博 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ -
12 21246 1:19:31 澤田 尚宏 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ありそＲＣ
13 21004 1:19:41 市田 聡 ｲﾁﾀﾞ ｱｷﾗ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
14 21409 1:19:44 太田 春雄 ｵｵﾀ ﾊﾙｵ -
15 21222 1:19:56 中川 真太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 木曜練習会
16 21389 1:20:54 中村 圭宏 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ -
17 21184 1:21:14 松井 秀一郎 ﾏﾂｲ ｼｭｳｲﾁﾛｳ -
18 21292 1:21:43 高宮 健治 ﾀｶﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 木曜練習会
19 26001 1:22:19 中川 友紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ -
20 21031 1:22:38 高木 博之 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ -
21 21408 1:22:42 正藤 勇介 ﾏｻﾄｳ ﾕｳｽｹ -
22 21204 1:22:52 板谷 和也 ｲﾀﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾔ -
23 21372 1:22:58 春山 昌樹 ﾊﾙﾔﾏ ﾏｻｷ -
24 21404 1:23:31 小畑 博紀 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ -
25 21109 1:23:36 戸口 裕樹 ﾄｸﾞﾁ ﾋﾛｷ -
26 21387 1:23:51 居附 宜之 ｲﾂｷ ﾀｶｼ -
27 21177 1:23:55 中野 伸哉 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ -



28 21159 1:24:03 山田 恭平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ -
29 21071 1:24:04 村本 健一 ﾑﾗﾓﾄ ｹﾝｲﾁ -
30 21037 1:24:06 松島 拓也 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾔ -
31 21086 1:24:21 稲垣 智久 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ -
32 21272 1:24:38 丹羽 和也 ﾆﾜ ｶｽﾞﾔ -
33 21003 1:24:58 遠藤 佳輔 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ -
34 21312 1:25:16 種田 和也 ﾀﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ -
35 21261 1:25:30 高島 昌平 ﾀｶｼﾏ ｼｮｳﾍｲ -
36 21139 1:25:31 岡 哲也 ｵｶ ﾃﾂﾔ 石川ランナーズ
37 21232 1:25:36 大代 知広 ﾀﾞｲﾀﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ -
38 21067 1:25:42 高田 佳宏 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 石川ランナーズ
39 21397 1:25:59 林 和幸 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ -
40 21402 1:26:32 赤地 真太朗 ｱｶﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 澁谷工業陸上部
41 21322 1:26:34 丸田 城弘 ﾏﾙﾀ ｸﾆﾋﾛ まる
42 21366 1:26:51 清水 淳也 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾔ -
43 21334 1:27:06 庄司 真 ｼｮｳｼﾞ ﾏｺﾄ -
44 21319 1:27:12 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ ＮＯＷＳＴＹＬＥ
45 21364 1:27:17 徳永 浩昭 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ -
46 21136 1:27:18 西野 洋介 ﾆｼﾉ ﾖｳｽｹ 木曜練習会
47 21141 1:27:21 島 祐一 ｼﾏ ﾕｳｲﾁ -
48 21016 1:27:24 田中 光弘 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ -
49 21147 1:27:31 富川 剛 ﾄﾐｶﾜ ﾂﾖｼ -
50 21368 1:28:02 斉田 稔 ｻｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ -
51 21274 1:28:08 谷津 成輝 ﾔﾂ ﾏｻｷ 金沢市役所
52 21018 1:28:13 石黒 健一 ｲｼｸﾛ ｹﾝｲﾁ 富山法走会
53 21218 1:28:16 米谷 賢太 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 新新薬品工業
54 21122 1:28:17 井口 正博 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ -
55 21308 1:28:18 中島 克裕 ﾅｶｼﾏ ｶﾂﾋﾛ しみずまち敬寿苑
56 21125 1:28:39 金川 誠 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏｺﾄ -
57 21231 1:28:41 横田 正治 ﾖｺﾀ ﾏｻﾊﾙ ありそＲＣ
58 21442 1:29:00 島田 良一 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ -
59 21369 1:29:19 信永 州洋 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ｸﾆﾋﾛ ＭＳＲ
60 21096 1:29:19 一原 和彦 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ ＡＣとなみ野
61 21032 1:29:26 沙魚川 智之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ -
62 26003 1:29:43 能登 陽介 ﾉﾄ ﾖｳｽｹ ハナビシ
63 21234 1:29:57 坂東 恒次 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
64 21065 1:30:06 斎藤 一也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 木曜練習会
65 21307 1:30:28 池本 雅樹 ｲｹﾓﾄ ﾏｻｷ クラブＲ２中日本
66 21417 1:30:57 長井 祥 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ -
67 21257 1:31:05 大峽 貴道 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ -
68 21297 1:31:10 池野 一成 ｲｹﾉ ｶｽﾞﾅﾘ -
69 21046 1:31:32 横川 高志 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀｶｼ -
70 21044 1:31:33 信濃 啓雄 ｼﾅﾉ ﾖｼｵ -
71 21365 1:31:43 松本 裕一郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
72 21150 1:32:03 佐々木 歩 ｻｻｷ ｱﾕﾐ -
73 21251 1:32:16 池田 政一 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 新友陸上
74 21301 1:32:17 千田 徹 ﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ -
75 21282 1:32:21 大澤 永佳 ｵｵｻﾜ ﾅｶﾞﾖｼ -
76 21007 1:32:32 中島 光輝 ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾃﾙ 口会
77 21187 1:32:42 宮野 公伸 ﾐﾔﾉ ｷﾐﾉﾌﾞ -
78 21208 1:32:48 田谷 潤 ﾀﾔ ｼﾞｭﾝ 脚攣りマシーン
79 21419 1:33:07 石黒 達教 ｲｼｸﾛ ﾀﾂﾉﾘ -
80 21100 1:33:12 荒川 恭昌 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾏｻ -
81 21085 1:33:19 藤城 博明 ﾌｼﾞｷ ﾋﾛｱｷ -
82 21078 1:33:21 出口 貴紀 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ ちーむふぁい
83 21340 1:33:25 守山 卓也 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾔ ミノタウロスＲＣ
84 21068 1:33:27 高沢 和章 ﾀｶｻﾜ ｶｽﾞｱｷ -
85 21014 1:33:29 南部 修作 ﾅﾝﾌﾞ ｼｭｳｻｸ -
86 21283 1:33:32 大島 晃一 ｵｵｼﾏ ｺｳｲﾁ 富山ＲＣ



87 21041 1:33:34 岩田 外徳 ｲﾜﾀ ｿﾄﾉﾘ -
88 21108 1:33:41 川口 洸樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ -
89 21253 1:33:46 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ -
90 21341 1:33:48 坂森 健一 ｻｶﾓﾘ ｹﾝｲﾁ ＳＡＬＬＹＳ
91 21008 1:33:50 宮腰 慎一 ﾐﾔｺｼ ｼﾝｲﾁ -
92 21441 1:34:13 谷山 哲生 ﾀﾆﾔﾏ ﾃﾂﾔ -
93 21112 1:34:16 佐野 義治 ｻﾉ ﾖｼﾊﾙ チームポンコツ
94 21343 1:34:25 宮本 久訓 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｻﾉﾘ -
95 21163 1:34:30 金谷 昌法 ｶﾅﾔ ﾏｻﾉﾘ セコム北陸
96 21134 1:34:36 渡波 信行 ﾜﾀﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ -
97 21180 1:34:49 室 伸一郎 ﾑﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ トヨタモビリティ富山
98 21321 1:35:24 西田 洋 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 富士化学工業
99 21380 1:35:41 冨岡 健 ﾄﾐｵｶ ﾂﾖｼ あさひ野ランナーズ

100 21138 1:35:45 奥本 翔 ｵｸﾓﾄ ｼｮｳ ちーむふぁい
101 21281 1:36:16 魚津 正浩 ｳｵﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ -
102 21113 1:36:49 金代 実 ｷﾝﾀﾞｲ ﾐﾉﾙ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ
103 21079 1:37:01 古澤 宣之 ﾌﾙｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ トヨタモビ富山
104 21202 1:37:15 島 知史 ｼﾏ ﾄﾓﾌﾐ -
105 21029 1:37:46 高崎 有司 ﾀｶｻｷ ﾕｳｼﾞ -
106 21209 1:37:55 中島 宏記 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ チーム火曜日
107 21097 1:38:01 櫻枝 晋次 ｻｸﾗｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ -
108 21019 1:38:02 金谷 光典 ｶﾅﾀﾆ ﾐﾂﾉﾘ ＭＢ富山
109 21006 1:38:04 馬場 道雄 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾁｵ ＴＭＣ．ＡＣ
110 21001 1:38:04 柴田 忍 ｼﾊﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ 射水市役所
111 21305 1:38:09 吉倉 進一 ﾖｼｸﾗ ｼﾝｲﾁ -
112 21181 1:38:11 大井 孝弘 ｵｵｲ ﾀｶﾋﾛ -
113 21010 1:38:48 住田 亮 ｽﾐﾀ ﾘｮｳ -
114 21336 1:38:51 島津 崇 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶｼ -
115 21021 1:39:08 小林 健吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ -
116 21288 1:39:14 永田 誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ -
117 21318 1:39:23 小松 剛 ｺﾏﾂ ｺﾞｳ -
118 21091 1:39:25 野尻 孝 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 北真工業
119 21040 1:39:41 村上 勝治 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾊﾙ -
120 21298 1:40:09 田畑 博之 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ -
121 21093 1:40:13 川原 和之 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ -
122 21022 1:40:13 乾 大輔 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｽｹ ＺＫＭ富山
123 21092 1:40:19 平野 文博 ﾋﾗﾉ ﾌﾐﾋﾛ -
124 21140 1:40:29 中田 直人 ﾅｶﾀﾞ ﾅｵﾄ -
125 21324 1:40:33 膳亀 正樹 ｾﾞﾝｶﾞﾒ ﾏｻｷ -
126 21082 1:40:52 北川 敏也 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾔ -
127 21189 1:40:57 平野 利彦 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋｺ 音川校下体育協会
128 21080 1:41:08 中川 誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ -
129 21196 1:41:08 野田 安宏 ﾉﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
130 21168 1:41:14 谷ヶ崎 晋弥 ﾀﾆｶﾞｻｷ ｼﾝﾔ -
131 21359 1:41:15 春田 洋平 ﾊﾙﾀ ﾖｳﾍｲ -
132 21229 1:41:30 平野 正樹 ﾋﾗﾉ ﾏｻｷ -
133 21160 1:41:32 橋本 晶 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ -
134 21429 1:41:47 長幡 正広 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ -
135 21385 1:41:48 岩野 将士 ｲﾜﾉ ﾏｻｼ -
136 21076 1:41:50 笹川 創 ｻｻｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 北陸銀行
137 21077 1:41:53 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ -
138 21216 1:42:01 堀 信行 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ -
139 21367 1:42:08 金津 和利 ｶﾅﾂﾞ ｶｽﾞﾄｼ 上越だすけ
140 21066 1:42:17 山口 康志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ -
141 21291 1:42:24 平井 達也 ﾋﾗｲ ﾀﾂﾔ -
142 21027 1:42:36 谷川 守弘 ﾀﾆｶﾜ ﾓﾘﾋﾛ -
143 21145 1:42:39 上田 浩之 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ -
144 21192 1:42:46 森脇 俊二 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝｼﾞ 氷見市社協
145 21170 1:42:50 江淵 正樹 ｴﾌﾞﾁ ﾏｻｷ -



146 21423 1:42:51 細川 憲司 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｼﾞ -
147 21303 1:43:11 中川 浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ -
148 21287 1:43:20 齋藤 崇 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ -
149 21191 1:43:23 吉田 哲朗 ﾖｼﾀ ﾃﾂﾛｳ 石川ランナーズ
150 21346 1:43:24 高田 遼 ﾀｶﾀ ﾘｮｳ -
151 21178 1:43:28 中沖 雅史 ﾅｶｵｷ ﾏｻﾌﾐ 貫光ＲＣ
152 21188 1:43:32 早水 友幸 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ -
153 21099 1:43:53 松下 光次 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ -
154 21431 1:43:54 辰巳 昇平 ﾀﾂﾐ ｼｮｳﾍｲ 澁谷工業陸上部
155 21278 1:43:56 島倉 秀明 ｼﾏｸﾗ ﾋﾃﾞｱｷ -
156 21390 1:43:59 守田 健二 ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾞ -
157 21002 1:43:59 柳瀬 昌宏 ﾔﾅｾ ﾏｻﾋﾛ レースフリーク
158 21074 1:44:01 大野 俊宏 ｵｵﾉ ﾄｼﾋﾛ -
159 21005 1:44:03 堀川 心 ﾎﾘｶﾜ ｼﾝ ちーむふぁい
160 21425 1:44:22 宝田 まさゆき ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ アイシン新和
161 21210 1:44:43 高木 政行 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ -
162 21342 1:44:46 瀧脇 康貴 ﾀｷﾜｷ ﾔｽﾀｶ ふくみつＳＣ
163 21017 1:44:58 山下 忠慶 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾀﾞﾖｼ -
164 21152 1:44:59 鈴木 章円 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ -
165 21330 1:45:04 黒田 慎吾 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｺﾞ -
166 21098 1:45:26 平野 智宏 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋﾛ メタルランナー
167 21153 1:45:31 山田 貴弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ -
168 21445 1:45:31 本田 義和 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ -
169 21081 1:45:34 角田 尚彦 ｶｸﾀﾞ ﾅｵﾋｺ -
170 21448 1:45:54 浜谷 樹 ﾊﾏﾀﾆ ﾀﾂｷ -
171 21317 1:46:03 本嶋 達也 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 巨人
172 21049 1:46:05 村井 博行 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ -
173 21015 1:46:21 金川 善洋 ｶﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ -
174 21349 1:46:27 奥岡 一也 ｵｸｵｶ ｶｽﾞﾔ -
175 21195 1:46:30 慶野 雅則 ｹｲﾉ ﾏｻﾉﾘ -
176 21400 1:46:39 磯部 剛志 ｲｿﾍﾞ ﾀｹｼ -
177 21439 1:47:05 内山 宏二 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｼﾞ -
178 21224 1:47:17 杉山 忠義 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ -
179 21414 1:47:18 盛田 順平 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ -
180 21057 1:47:21 上野 貴司 ｳｴﾉ ﾀｶｼ -
181 21186 1:47:53 土田 晃敬 ﾂﾁﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ＬＩＸＩＬ
182 21155 1:47:55 北岡 隆 ｷﾀｵｶ ﾀｶｼ -
183 21233 1:48:03 田嶋 良裕 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ -
184 21256 1:48:05 中村 俊彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｺ チームぜんざい
185 21258 1:48:16 百武 宗洋 ﾋｬｸﾀｹ ﾑﾈﾋﾛ 日本ゼオン
186 21339 1:48:34 江本 功一 ｴﾓﾄ ｺｳｲﾁ -
187 21171 1:48:38 海見 雄一 ｶｲﾐ ﾕｳｲﾁ タカギＲＣ
188 21277 1:48:41 中田 裕 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｼ -
189 21424 1:48:45 井上 徹 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ -
190 21205 1:48:48 市田 圭 ｲﾁﾀﾞ ｹｲ チームワタル
191 21240 1:48:51 木下 健太郎 ｷﾉｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ -
192 21130 1:48:56 黒川 智生 ｸﾛｶﾜ ﾄﾓｵ -
193 21284 1:49:21 新村 朝人 ｼﾝﾑﾗ ｱｻﾄ -
194 21199 1:49:27 隅 敬和 ｽﾐ ｹｲﾜ ＳＤＣ富山工場
195 21410 1:49:31 栗山 トシヒロ ｸﾘﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ ＭＦＡ
196 21070 1:49:34 本田 繁雄 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞｵ なんちゃＲＣ
197 21235 1:49:36 江畑 大史 ｴﾊﾞﾀ ﾏｻｼ -
198 21028 1:49:50 竹正 二朗 ﾀｹﾏｻ ｼﾞﾛｳ -
199 21135 1:49:57 谷井 彰 ﾀﾆｲ ｱｷﾗ -
200 21201 1:49:59 石川 博樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ -
201 21179 1:50:12 勢田 貴司 ｾﾀ ﾀｶｼ -
202 21276 1:50:12 富山 芳幸 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾕｷ -
203 21422 1:50:14 柴田 真人 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ -
204 21211 1:50:18 飯田 勝祥 ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾖｼ -



205 21353 1:50:18 吉森 豊 ﾖｼﾓﾘ ﾕﾀｶ -
206 21103 1:50:20 押川 和宏 ｵｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ファイネス
207 21447 1:50:26 永田 義嗣 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾂｸﾞ -
208 21225 1:50:37 江口 真太郎 ｴｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ -
209 21248 1:50:43 上田 広志 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ -
210 21315 1:50:46 飛弾 昌宏 ﾋﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ -
211 21316 1:50:47 中井 宏和 ﾅｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ -
212 21433 1:50:54 小林 佑基 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ -
213 21310 1:51:05 越野 浩希 ｺｼﾉ ﾋﾛｷ -
214 21267 1:51:06 作道 光介 ﾂｸﾘﾐﾁ ｺｳｽｹ -
215 21345 1:51:31 今市 博之 ｲﾏｲﾁ ﾋﾛﾕｷ -
216 21449 1:51:36 谷山 光夫 ﾀﾆﾔﾏ ﾐﾂｵ -
217 21217 1:51:56 入江 慎也 ｲﾘｴ ｼﾝﾔ -
218 21383 1:52:01 藤田 巧司 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ ＴＥＡＭ　ＭＡＲＯ
219 21239 1:52:03 藤井 健景 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾋﾛ -
220 21236 1:52:09 宮西 智司 ﾐﾔﾆｼ ｻﾄｼ ミノタウロス
221 21084 1:52:10 栗原 和人 ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ -
222 21280 1:52:28 水巻 好司 ﾐｽﾞﾏｷ ｺｳｼﾞ -
223 21123 1:52:30 島 武彦 ｼﾏ ﾀｹﾋｺ トヨタモビリティ富山
224 21435 1:52:48 笠原 健治 ｶｻﾊﾗ ｹﾝｼﾞ -
225 21132 1:52:59 本間 力光 ﾎﾝﾏ ﾘｷﾐﾂ -
226 21350 1:53:00 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ ＣＯＳＥＬ　ＲＣ
227 21378 1:53:20 吉本 光男 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾂｵ -
228 21327 1:53:27 竹田 孝俊 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾄｼ -
229 21271 1:53:30 浅野 正樹 ｱｻﾉ ﾏｻｷ -
230 21059 1:53:51 島本 竜太 ｼﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ -
231 21214 1:53:53 圷 俊裕 ｱｸﾂ ﾄｼﾋﾛ トレラン課
232 21244 1:54:05 西村 紹史 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ -
233 21039 1:54:06 山藤 圭悟 ﾔﾏﾌｼﾞ ｹｲｺﾞ -
234 21127 1:54:10 松原 智志 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｼ -
235 21323 1:54:14 北川 知彦 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ ジュピター
236 21185 1:54:16 斉藤 淳一郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ -
237 21309 1:54:19 大森 真吾 ｵｵﾓﾘ ｼﾝｺﾞ ＫＲＣ
238 21242 1:54:21 銀納 実 ｷﾞﾝﾉｳ ﾐﾉﾙ -
239 21128 1:54:41 荒井 富海夫 ｱﾗｲ ﾌﾐｵ アズサーズ
240 21290 1:54:45 石原 次郎 ｲｼﾊﾗ ｼﾞﾛｳ -
241 21354 1:54:46 青見 信平 ｱｵﾐ ｼﾝﾍﾟｲ あおぞら会
242 21363 1:54:48 近藤 大志 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ -
243 21326 1:54:50 小森 洋司 ｺﾓﾘ ﾋﾛｼ トヨタモビリティ富山
244 21377 1:55:06 木下 一紀 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ -
245 21176 1:55:32 宮本 信洋 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 呉東郵走会
246 21411 1:55:34 辻 朋季 ﾂｼﾞ ﾄﾓｷ -
247 21260 1:55:39 松田 一志 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｼ -
248 21412 1:55:40 佐々木 篤史 ｻｻｷ ｱﾂｼ -
249 21362 1:55:43 岡田 正人 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ -
250 21415 1:55:48 安田 稔 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ -
251 21356 1:56:16 谷口 将彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ -
252 21174 1:56:22 勝山 佳則 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ -
253 21426 1:56:40 森本 裕輝 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ -
254 21020 1:57:16 川岸 隆之 ｶﾜｷﾞｼ ﾀｶﾕｷ -
255 21198 1:57:27 寺井 大輔 ﾃﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ -
256 21371 1:57:29 千代 博文 ｾﾝﾀﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ ＮＡＣＨＩ
257 21420 1:57:38 上田 浩明 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ホタルイカファイタズ
258 21054 1:57:52 江口 孝憲 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ -
259 21238 1:58:06 島谷 剛 ｼﾏﾀﾆ ﾂﾖｼ -
260 21026 1:58:07 山本 真和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ -
261 21245 1:58:13 荒家 博希 ｱﾗｲｴ ﾋﾛｷ ピース＆ピース
262 21094 1:58:19 徳田 直人 ﾄｸﾀﾞ ﾅｵﾄ -
263 21338 1:58:20 久和 俊介 ｷｭｳﾜ ｼｭﾝｽｹ -



264 21072 1:58:21 稲浪 充宏 ｲﾅﾅﾐ ﾐﾂﾋﾛ チーム向こう側
265 21060 1:58:27 佐野 博一 ｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ -
266 21053 1:58:29 津田 貴洋 ﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ -
267 21325 1:58:41 高松 健一 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｲﾁ -
268 21223 1:58:48 谷川 雄亮 ﾀﾆｶﾜ ﾕｳｽｹ 毒キノコ連合
269 21285 1:58:54 浅野 淳也 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ -
270 21407 1:58:57 横江 貴雄 ﾖｺｴ ﾀｶｵ バロン
271 21052 1:59:04 星 登喜男 ﾎｼ ﾄｷｵ -
272 21156 1:59:11 大島 邦雄 ｵｵｼﾏ ｸﾆｵ -
273 21035 1:59:17 渋谷 章弘 ｼﾌﾞﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 高岡市消防団定塚分団
274 21266 1:59:23 澤城 祐介 ｻﾜｷ ﾕｳｽｹ -
275 21024 1:59:25 酒井 直之 ｻｶｲ ﾅｵﾕｷ -
276 21347 1:59:27 前田 康弘 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
277 21117 1:59:29 谷越 輝彰 ﾀﾆｺｼ ﾃﾙｱｷ -
278 21294 1:59:30 楠 健司 ｸｽﾉｷ ｹﾝｼﾞ 日本ゼオン
279 21090 1:59:44 酒井 隆良 ｻｶｲ ﾀｶﾖｼ ＫＲＣ
280 21089 1:59:44 松井 友治 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾊﾙ -
281 21213 1:59:47 髙田 昌和 ﾀｶﾀ ﾏｻｶｽﾞ -
282 21289 1:59:53 向出 貴幸 ﾑｶｲﾃﾞ ﾀｶﾕｷ -
283 21370 1:59:56 塚本 治 ﾂｶﾓﾄ ｵｻﾑ -
284 21121 2:00:09 高柳 義範 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 高岡農林振興センター
285 21200 2:00:13 宮島 大輔 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ -
286 21328 2:00:18 虎井 貴 ﾄﾗｲ ﾀｶｼ -
287 21215 2:00:53 古川 薫 ﾌﾙｶﾜ ｶｵﾙ -
288 21427 2:00:58 山田 司朗 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾛｳ 日新火災
289 21263 2:01:48 馬庭 宏光 ﾏﾆﾜ ﾋﾛﾐﾂ -
290 21299 2:02:08 角島 大輔 ｶﾄﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ ＢＥＡＴＭＡＳＴＥＲ
291 21391 2:02:21 架間 祐太 ﾊｻﾞﾏ ﾕｳﾀ -
292 21243 2:02:59 四ツ橋 学 ﾖﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ -
293 21250 2:03:44 高田 孝一 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ -
294 21405 2:03:59 坂口 邦彦 ｻｶｸﾞﾁ ｸﾆﾋｺ -
295 21167 2:04:35 石倉 公成 ｲｼｸﾗ ｷﾐﾅﾘ -
296 21254 2:04:42 田村 賢正 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ ＴＥＩＫＡＲｓ
297 21172 2:04:43 安藤 雅 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ -
298 21129 2:04:51 後藤 秀隆 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ -
299 21332 2:05:02 森下 智久 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓﾋｻ 岐阜県
300 21087 2:05:02 長部 敏治 ｵｻﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ -
301 21169 2:05:24 山口 善敬 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ アクトツール富山店
302 21421 2:05:32 五十嵐 秀樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞｷ -
303 21437 2:05:35 横田 悟 ﾖｺﾀ ｻﾄﾙ アスリート
304 21302 2:05:41 村口 聡 ﾑﾗｸﾞﾁ ｻﾄｼ -
305 21331 2:05:45 山田 正樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ -
306 21069 2:05:51 太田 球道 ｵｵﾀ ｷｭｳﾄﾞｳ -
307 21381 2:06:05 古澤 貴仁 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾄ ＹＧＲＣ
308 21013 2:06:26 荒引 啓太 ｱﾗﾋﾞｷ ｹｲﾀ -
309 21249 2:06:31 岡崎 進 ｵｶｻﾞｷ ｽｽﾑ -
310 21142 2:06:35 堺 修二 ｻｶｲ ｼｭｳｼﾞ -
311 21399 2:06:36 沖田 亮 ｵｷﾀ ﾘｮｳ -
312 21149 2:06:40 太田 洋右 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ -
313 21228 2:06:50 川田 了 ｶﾜﾀ ｻﾄﾙ -
314 21045 2:06:54 西川 裕介 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｽｹ -
315 21157 2:07:26 黒田 正臣 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵﾐ -
316 21351 2:07:27 高林 大輔 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ -
317 21173 2:07:34 笹倉 壮臣 ｻｻｸﾗ ﾀｹﾐ 牧野工業（株）
318 21227 2:07:39 岩崎 栄太郎 ｲﾜｻｷ ｴｲﾀﾛｳ -
319 21446 2:07:56 斉藤 友仁 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾄ ５０５１ＲＣ
320 21376 2:08:07 櫻井 雄一 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁ -
321 21061 2:08:31 島 和也 ｼﾏ ｶｽﾞﾔ 株式会社シマキュウ
322 21219 2:08:51 元井 健太郎 ﾓﾄｲ ｹﾝﾀﾛｳ 北陸フジクリーン



323 21075 2:09:17 田辺 光生 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ -
324 21042 2:09:49 柳井 洋一郎 ﾔﾅｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ -
325 21394 2:10:01 東野 拓也 ﾋｶﾞｼﾉ ﾀｸﾔ -
326 21036 2:10:14 石倉 新 ｲｼｸﾗ ｼﾝ -
327 21392 2:10:20 旭 昭彦 ｱｻﾋ ｱｷﾋｺ -
328 21126 2:10:48 玉井 大樹 ﾀﾏｲ ﾋﾛｷ -
329 21144 2:10:59 小林 輝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾕｷ -
330 21051 2:11:07 飯野 大樹 ｲｲﾉ ﾀﾞｲｷ -
331 21221 2:11:10 棚橋 直幸 ﾀﾅﾊｼ ﾅｵﾕｷ -
332 21114 2:11:18 小森 正博 ｺﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ -
333 21175 2:11:21 岡田 健治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
334 21110 2:11:27 鳥内 健二 ﾄﾘｳﾁ ｹﾝｼﾞ 丸和ホーム
335 21379 2:11:29 岩井 敦 ｲﾜｲ ｱﾂｼ -
336 21335 2:11:30 林 尚英 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾃﾞ -
337 21358 2:11:46 秋田 孝之 ｱｷﾀ ﾀｶﾕｷ -
338 21398 2:11:57 田所 隆 ﾀｼｮ ﾀｶｼ -
339 21434 2:12:01 宮田 芳一 ﾐﾔﾀ ﾖｼｶｽﾞ -
340 21116 2:12:50 林 寛 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ -
341 21413 2:12:55 疋田 知行 ﾋｷﾀ ﾄﾓﾕｷ ウイングラン・飛
342 21203 2:13:13 吉井 哲広 ﾖｼｲ ﾃﾂﾋﾛ -
343 21148 2:13:35 宮本 拓也 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾔ -
344 21033 2:14:31 西野 貴之 ﾆｼﾉ ﾀｶﾕｷ -
345 21025 2:14:35 荒井 英樹 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｷ -
346 21314 2:14:40 坂本 真哉 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ -
347 21088 2:14:50 村山 康之 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 呉東郵走会
348 21373 2:15:33 谷口 健一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ -
349 21279 2:15:39 堀辺 幸希 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｷ ５０５１ＲＣ
350 21164 2:15:55 中松 優太 ﾅｶﾏﾂ ﾕｳﾀ -
351 21300 2:16:15 吉田 武司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 富山ランニングクラブ
352 21107 2:16:55 濱本 将宏 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ -
353 21151 2:17:05 近江 幸雄 ｵｳﾐ ﾕｷｵ -
354 21058 2:17:29 平野 晋吾 ﾋﾗﾉ ｼﾝｺﾞ -
355 21043 2:17:45 宮本 勝一 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ -
356 21237 2:18:29 中島 渉臣 ﾅｶｼﾏ ﾀﾀﾞｵﾐ -
357 21119 2:19:00 小松 俊晃 ｺﾏﾂ ﾄｼｱｷ -
358 21220 2:19:14 伊東 稔之 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ -
359 21247 2:19:15 稲川 貴史 ｲﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ -
360 21273 2:20:00 上子 健司 ｶﾐｺ ｹﾝｼﾞ -
361 21269 2:20:16 谷川 龍佑 ﾀﾆｶﾜ ﾘｮｳｽｹ -
362 21396 2:20:45 岩井 武雄 ｲﾜｲ ﾀｹｵ あおぞら会
363 21055 2:20:53 宮本 正憲 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ -
364 21190 2:21:21 眞野 純一 ﾏﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
365 21329 2:21:26 冨田 克実 ﾄﾐﾀ ｶﾂﾐ -
366 21344 2:21:30 筏井 道仁 ｲｶﾀﾞｲ ﾐﾁﾋﾄ -
367 21056 2:21:46 西条 浩平 ﾆｼｼﾞｮｳ ｺｳﾍｲ -
368 21158 2:21:49 松本 弘司 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ かたーれランニング部
369 21304 2:21:57 青山 智之 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ -
370 21120 2:22:40 古山 尚哉 ﾌﾙﾔﾏ ﾅｵﾔ -
371 21374 2:23:21 藤牧 博明 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾛｱｷ -
372 21313 2:23:34 斉藤 雅一 ｻｲﾄｳ ﾏｻｲﾁ -
373 21384 2:24:00 野村 剛志 ﾉﾑﾗ ﾂﾖｼ -
374 21432 2:24:28 佐伯 憲仁 ｻｴｷ ﾉﾘﾋﾄ -
375 21275 2:25:29 木下 孝博 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ -
376 21393 2:26:08 塚本 泰央 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽｵ -
377 21146 2:26:22 鶴山 達人 ﾂﾙﾔﾏ ﾀﾂﾄ -
378 21106 2:26:42 谷畑 英和 ﾀﾆﾊﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
379 21182 2:26:42 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 富山楽走会?楽部
380 21030 2:26:54 大平 友治 ｵｵﾋﾗ ﾄﾓﾊﾙ -
381 21438 2:28:55 稲澤 聖諭 ｲﾅｻﾜ ｾｲﾕ -



382 21143 2:29:05 大浦 辰博 ｵｵｳﾗ ﾀﾂﾋﾛ -
383 21111 2:30:42 杉森 将宣 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ -
384 21430 2:31:47 土肥 道明 ﾄﾞｲ ﾐﾁｱｷ -
385 21183 2:33:10 西 陽平 ﾆｼ ﾖｳﾍｲ -
386 21320 2:33:53 岡本 和宏 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ -
387 21268 2:34:06 野上 勝司 ﾉｶﾞﾐ ｶﾂｼ -
388 21270 2:34:07 山田 卓哉 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ -
389 21102 2:35:14 ドグラスファビアーノ ダシルバﾄﾞｸﾞﾗｽﾌｧﾋﾞｱｰﾉ ﾀﾞｼﾙﾊﾞ-
390 21262 2:38:44 澤田 昌人 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ -
391 21162 2:39:41 斉藤 勝広 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ -
392 21403 2:40:14 加藤 善規 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ リュクス
393 21259 2:41:51 井本 優二 ｲﾓﾄ ﾕｳｼﾞ -
394 21197 2:43:08 窪田 幸一 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｲﾁ バーニングＲＣ
395 21193 2:45:18 杉本 崇重 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼｹﾞ -
396 21436 2:45:51 合田 裕貴 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕｳｷ -
397 21252 2:47:05 堀 仁志 ﾎﾘ ﾋﾄｼ 堀川体育協会
398 21212 2:49:19 川東 勝英 ｶﾜﾄｳ ｶﾂﾋﾃﾞ -
399 21348 2:49:44 土井 康正 ﾄﾞｲ ﾔｽﾏｻ -
400 21207 2:54:08 宮田 一輝 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ -
401 21388 2:57:51 伊藤 肇 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ -
402 21133 2:58:20 山田 昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ -
403 21230 2:58:22 小西 裕 ｺﾆｼ ﾕｳ -
404 21137 2:58:29 高木 幸司 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾞ -

16 ハーフマラソンの部 男子50～59歳以下
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 22002 1:14:55 徳武 学 ﾄｸﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ 本気ｄｅ整体＿小岩店
2 22250 1:15:53 竹田 未距 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾘ -
3 22007 1:20:48 宮下 幸延 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 木曜練習会
4 22378 1:20:53 上口 周作 ｶﾐｸﾞﾁ ｼｭｳｻｸ ＮＯＷＳＴＹＬＥ
5 22218 1:21:18 大橋 務 ｵｵﾊｼ ﾂﾄﾑ 木曜練習会２ｎｄ
6 22058 1:21:29 山口 宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ -
7 22076 1:21:32 谷川 博之 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ＣｌｕｂＭＳＲ
8 22080 1:22:28 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 片町走ろう会
9 22280 1:23:17 南山 新治 ﾐﾅﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 大沢野陸上クラブ

10 22380 1:23:40 蔵谷 昇 ｸﾗﾀﾆ ﾉﾎﾞﾙ -
11 22345 1:25:10 澤谷 親彦 ｻﾜﾀﾆ ﾁｶﾋｺ -
12 22312 1:25:46 上倉 修 ｶﾐｸﾗ ｵｻﾑ 足柄男塾
13 22335 1:26:09 小森 正樹 ｺﾓﾘ ﾏｻｷ 南砺福野高校
14 22005 1:26:27 米屋 祐治 ｺﾒﾔ ﾕｳｼﾞ ＨＯＫＵＳＡＹ
15 22001 1:26:35 大上 幸峰 ｵｵｶﾐ ﾕｷﾐﾈ くろべ川Ａ．Ｃ
16 22060 1:26:41 鍛治 忠和 ｶｼﾞ ﾀﾀﾞｶｽﾞ ｔｔｒ
17 22128 1:27:12 坂本 俊一 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ -
18 22232 1:27:23 室田 克明 ﾑﾛﾀ ｶﾂｱｷ -
19 22301 1:27:48 有生 学 ｱﾘｾ ﾏﾅﾌﾞ -
20 22362 1:28:05 上田 裕史 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ ジュピターＲＣ
21 22370 1:28:11 高嶋 悟 ﾀｶｼﾏ ｻﾄﾙ -
22 22174 1:28:29 定廣 忍 ｼﾞｮｳﾋﾛ ｼﾉﾌﾞ -
23 22355 1:29:09 山崎 徹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ -
24 22189 1:29:15 堀内 研雄 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾕｳ ＭＲＣ２
25 22078 1:31:02 坂下 健二 ｻｶｼﾀ ｹﾝｼﾞ 朝日印刷
26 22113 1:31:06 東海 永吉 ﾄｳｶｲ ﾅｶﾞﾖｼ -
27 22170 1:31:21 寺西 徹 ﾃﾗﾆｼ ﾄｵﾙ -
28 22049 1:31:27 兒玉 武 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
29 22240 1:32:08 浅岡 秀幸 ｱｻｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 風神ＷＲＴ
30 22063 1:32:31 中町 俊彦 ﾅｶﾏﾁ ﾄｼﾋｺ スズランナーズ
31 22035 1:32:46 竹島 哲 ﾀｹｼﾏ ｻﾄﾙ -
32 22281 1:32:55 石川 純也 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡走ろう会
33 22014 1:33:03 若瀬 智雄 ﾜｶｾ ﾄﾓｵ -



34 22175 1:33:07 杉林 嘉一 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾖｼｲﾁ -
35 22251 1:33:28 酒井 悦郎 ｻｶｲ ｴﾂﾛｳ 三協立山
36 22168 1:33:28 柳瀬 満 ﾔﾅｾ ﾐﾂﾙ アミノｉｎ富山
37 22236 1:34:49 経澤 浩一 ﾂﾈｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ -
38 22323 1:34:55 小屋 芳宏 ｺﾔ ﾖｼﾋﾛ -
39 22111 1:35:05 西村 洋志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ -
40 22094 1:35:07 柴田 創 ｼﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ -
41 22059 1:35:09 源常 義一 ｹﾞﾝｼﾞｮｳ ﾖｼｶｽﾞ チーム向こう側
42 22216 1:35:52 杉谷 宏史 ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛﾌﾐ -
43 22237 1:36:05 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ -
44 22255 1:36:10 湊屋 淳 ﾐﾅﾄﾔ ｼﾞｭﾝ 黒部ＧＲ
45 22021 1:36:14 塩崎 圭司 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｼ オーギャ
46 22260 1:36:25 有山 明彦 ｱﾘﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＧＲＡ
47 22129 1:36:34 水上 真介 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾝｽｹ -
48 22267 1:36:58 高橋 宏一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ -
49 22264 1:37:30 多田 昌弘 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ -
50 22302 1:37:52 牧田 洋一郎 ﾏｷﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ -
51 22241 1:37:56 瀬戸 陽一 ｾﾄ ﾖｳｲﾁ 富山県水産研究所
52 22321 1:37:58 金武 潤治 ｶﾅﾀｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ ファンラン
53 22265 1:38:24 加門 孝之 ｶﾓﾝ ﾀｶﾕｷ 海王らんらん
54 22310 1:38:24 藤井 誠一 ﾌｼﾞｲ ｾｲｲﾁ ＴＲＣ
55 22288 1:38:42 浅田 正明 ｱｻﾀﾞ ﾏｻｱｷ 浅田登記測量事務所
56 22169 1:39:10 常田 清司 ﾂﾈﾀﾞ ｷﾖｼ -
57 22095 1:39:17 石崎 浩一 ｲｼｻｷ ｺｳｲﾁ -
58 22224 1:39:24 片山 尚之 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾕｷ -
59 22140 1:39:29 藤沢 裕之 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ごっぴー倶楽部
60 22157 1:39:38 六田 清二 ﾛｸﾀ ｾｲｼﾞ サリーズ
61 22118 1:39:41 小坂 昭夫 ｺｻｶ ｱｷｵ -
62 22206 1:39:46 竹内 昭八 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾊﾁ -
63 22028 1:39:51 北村 悟 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ つくしんぼ
64 22330 1:40:07 講神 繁 ｺｳｼﾞﾝ ｼｹﾞﾙ -
65 22190 1:40:10 芝原 一繁 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ -
66 22383 1:40:25 中口 真一 ﾅｶｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ -
67 22106 1:40:39 野口 智康 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ -
68 22030 1:40:44 水野 秀治 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ -
69 22296 1:40:47 佐藤 和晴 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊﾙ -
70 22318 1:41:06 林 正夫 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ あおぞら会
71 22198 1:41:08 河野 宏 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ -
72 22051 1:41:19 櫻井 啓年 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄｼ -
73 22272 1:41:34 清水 智則 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾉﾘ 貫光ＲＣ
74 22300 1:41:38 田中 延哉 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾔ ウッドリンク（株）
75 22289 1:41:41 清水 光 ｼﾐｽﾞ ｺｳ ナンコメクラブ
76 22384 1:42:18 増山 弘志 ﾏｽﾔﾏ ﾋﾛｼ -
77 26002 1:42:24 宮本 武志 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ -
78 22360 1:42:26 寺前 英美 ﾃﾗﾏｴ ﾋﾃﾞﾐ -
79 22133 1:42:40 池内 裕一郎 ｲｹｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
80 22331 1:42:45 中林 隆至 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ -
81 22079 1:42:47 馬渕 隆行 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾕｷ -
82 22151 1:42:51 吉田 康弘 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ よっさん
83 22210 1:42:54 中出 秀良 ﾅｶﾃﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ -
84 22178 1:42:59 川上 健太郎 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ -
85 22193 1:43:10 小森 亮 ｺﾓﾘ ﾏｺﾄ ＹＲＣ
86 22176 1:43:20 野村 裕治 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ -
87 22082 1:43:29 岩瀬 新吾 ｲﾜｾ ｼﾝｺﾞ 富山県酒造組合
88 22352 1:43:58 船屋 和宏 ﾌﾅﾔ ｶｽﾞﾋﾛ -
89 22234 1:44:06 青山 哲也 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾔ 富山市役所
90 22137 1:44:08 竹内 雅一 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ チーム向こう側
91 22284 1:44:12 黒川 拓治 ｸﾛｶﾜ ﾀｸｼﾞ -
92 22074 1:44:16 澤田 勝義 ｻﾜﾀﾞ ｶﾂﾖｼ -



93 22356 1:44:22 守友 常雄 ﾓﾘﾄﾓ ﾂﾈｵ -
94 22316 1:44:24 宝田 剛 ﾎｳﾀﾞ ﾂﾖｼ -
95 22309 1:44:26 谷口 勇 ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｻﾑ -
96 22188 1:44:35 中野 裕司 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ -
97 22367 1:44:43 城川 俊成 ｼﾛｶﾜ ﾄｼﾅﾘ -
98 22341 1:44:55 花森 英輔 ﾊﾅﾓﾘ ｴｲｽｹ -
99 22294 1:44:58 細川 公一 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ -

100 22282 1:46:05 四十住 敬史 ｱｲｽﾞﾐ ﾀｶﾌﾐ -
101 22009 1:46:10 吉田 淳 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ ＮｉｋｏＡ＇ｓ
102 22006 1:46:15 高瀬 直樹 ﾀｶｾ ﾅｵｷ -
103 22075 1:46:22 米澤 智之 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ -
104 22313 1:46:32 中田 耕司 ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ なお税理士法人
105 22117 1:46:33 清水 幹州 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄｸﾆ -
106 22208 1:46:34 串田 祥一 ｸｼﾀ ｼｮｳｲﾁ -
107 22038 1:47:07 南 勝芳 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾖｼ -
108 22305 1:47:18 平野 宏一 ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ -
109 22203 1:47:32 小泉 竜也 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ -
110 22238 1:47:43 関戸 周治 ｾｷﾄﾞ ｼｭｳｼﾞ ＵＷＦインター
111 22143 1:47:45 溝口 敦哉 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾂﾔ ＮＭＦＮ６９
112 22214 1:47:53 渋谷 貴之 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 渋谷ＲＣ
113 22202 1:47:55 林 康弘 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ -
114 22376 1:47:58 山名田 毅 ﾔﾏﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ -
115 22057 1:48:18 坂本 靖彦 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾋｺ -
116 22292 1:48:21 木下 武 ｷｼﾀ ﾀｹｼ -
117 22103 1:48:30 寺﨑 健一 ﾃﾗｻｷ ｹﾝｲﾁ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ
118 22083 1:48:32 立花 嘉久 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾋｻ チーム金港堂
119 22382 1:48:38 斉田 茂 ｻｲﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
120 22145 1:48:55 藤永 洋 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 富山県立中央病院
121 22244 1:48:56 武田 信樹 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ -
122 22314 1:49:03 長谷川 寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ありそあ～るし～
123 22037 1:49:06 北崎 孝一 ｷﾀｻｷ ｺｳｲﾁ 三日市分団走ろう会
124 22102 1:49:32 福田 和明 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ -
125 22158 1:49:37 柏原 茂 ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ コマツ
126 22032 1:49:38 市村 正幸 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 福光スポーツクラブ
127 22040 1:49:45 作道 雅彦 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｻﾋｺ -
128 22211 1:49:46 川端 徹 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ -
129 22366 1:50:02 橋本 吉史 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ -
130 22091 1:50:06 西尾 健一 ﾆｼｵ ｹﾝｲﾁ ＴＥＩＫＡＲｓ
131 22257 1:50:21 西原 秀幸 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ -
132 22029 1:50:23 島崎 政徳 ｼﾏｻｷ ﾏｻﾉﾘ -
133 22077 1:50:25 長岡 慎一 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝｲﾁ チームＥＩＺＯ
134 22017 1:50:30 米原 克紀 ﾖﾈﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ 入中力ＲＣ
135 22135 1:50:35 池嶋 貴志 ｲｹｼﾞﾏ ﾀｶｼ -
136 22015 1:50:43 荒川 志朗 ｱﾗｶﾜ ｼﾛｳ ＤＲＣ
137 22126 1:51:05 滝川 恵照 ﾀｷｶﾜ ｹｲｼｮｳ 名鉄観光富山支店
138 22315 1:51:18 越智 亮 ｵﾁ ﾘｮｳ -
139 22328 1:52:22 小谷 雅洋 ｺﾀﾞﾆ ﾏｻﾋﾛ -
140 22042 1:52:27 池田 忍 ｲｹﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ -
141 22365 1:52:29 村瀬 孝一 ﾑﾗｾ ｺｳｲﾁ 藤堂工業（株）
142 22351 1:52:35 松村 健司 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ アズサーズ
143 22089 1:52:38 川嶋 雄司 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｼﾞ ファームズふくみつ
144 22056 1:52:41 菊池 龍也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ -
145 22252 1:53:05 眞井 克洋 ﾏｲ ｶﾂﾋﾛ 軌道南富山
146 22375 1:53:09 岩城 光馬 ｲﾜｷ ﾐﾂﾏ -
147 22194 1:53:10 森川 智 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾙ -
148 22386 1:53:12 川原 秀隆 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ -
149 22012 1:53:23 島崎 公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ キジマ
150 22141 1:53:44 長谷川 誠治 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 金沢中央走ろう会
151 22261 1:53:58 森岡 義行 ﾓﾘｵｶ ﾖｼﾕｷ -



152 22332 1:54:00 石原 正典 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ -
153 22134 1:54:04 原 章洋 ﾊﾗ ｱｷﾋﾛ ＮｓＤ
154 22112 1:54:07 砂子 勲 ｽﾅｺﾞ ｲｻｵ -
155 22039 1:54:11 谷口 善則 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ -
156 22171 1:54:19 松本 英淳 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼﾞｭﾝ -
157 22369 1:54:26 北川 謙次郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 澁谷陸上部
158 22219 1:54:32 土田 克利 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾂﾄｼ -
159 22287 1:54:36 清水 純一 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＴＯＳＳ
160 22226 1:54:52 水野 貴之 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ -
161 22243 1:55:00 酒井 勝也 ｻｶｲ ｶﾂﾔ -
162 22200 1:55:04 油本 隆宏 ｱﾌﾞﾗﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ チーム火曜日
163 22125 1:55:14 林 拓郎 ﾊﾔｼ ﾀｸﾛｳ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ
164 22270 1:55:19 奥田 周治 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 澁谷工業陸上部
165 22062 1:55:22 片岡 紀彦 ｶﾀｵｶ ﾉﾘﾋｺ -
166 22273 1:55:24 南 勝治 ﾐﾅﾐ ｶﾂｼﾞ -
167 22192 1:55:29 中川 弘 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 品川Ｇ本社
168 22152 1:55:36 山口 恭弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 品川グループ
169 22291 1:55:39 木場 一 ｷﾊﾞ ﾊｼﾞﾒ -
170 22357 1:55:43 五島 賢 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ -
171 22290 1:55:44 朝野 誠一朗 ｱｻﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 北日本物産
172 22099 1:55:51 浦田 俊治 ｳﾗﾀ ﾄｼﾊﾙ -
173 22268 1:56:20 高村 誠 ﾀｶﾑﾗ ﾏｺﾄ -
174 22025 1:56:24 甲谷 秀一 ｶﾌﾞﾀﾆ ｼｭｳｲﾁ 富岡ＲＣ
175 22277 1:56:29 田中 恭雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 旭ダイヤ
176 22053 1:56:33 中嶋 淳 ﾅｶｼﾏ ｱﾂｼ 呉東郵走会
177 22116 1:56:41 浅野 哲 ｱｻﾉ ｻﾄｼ -
178 22317 1:56:45 中澤 智宏 ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ -
179 22087 1:56:49 北村 正敏 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾄｼ -
180 22120 1:56:51 島田 詠 ｼﾏﾀﾞ ﾅｶﾞﾑ ＲＣ英雄と悪漢
181 22110 1:56:53 大橋 雄一 ｵｵﾊｼ ﾕｳｲﾁ ワンハート
182 22308 1:56:55 川添 真一 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｲﾁ -
183 22069 1:57:03 中島 豊浩 ﾅｶｼﾏ ﾄﾖﾋﾛ -
184 22109 1:57:18 宮丸 重雄 ﾐﾔﾏﾙ ｼｹﾞｵ -
185 22364 1:57:23 大西 道春 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾊﾙ -
186 22159 1:57:38 山口 宜久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘﾋｻ -
187 22018 1:57:54 森田 征之 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾕｷ スキャン
188 22036 1:57:55 藤白 康生 ﾌｼﾞｼﾛ ﾔｽｵ -
189 22222 1:57:59 梅沢 和弥 ｳﾒｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 丸文通商
190 22319 1:58:12 中村 清人 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾄ -
191 22064 1:58:22 竹田 喜之 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ -
192 22008 1:58:47 花房 誠剛 ﾊﾅﾌｻ ｾｲｺﾞｳ -
193 22131 1:59:11 三日市 寛 ﾐｯｶｲﾁ ﾕﾀｶ 理研クラブ
194 22327 1:59:13 高堂 保治 ﾀｶﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ タックス労務
195 22048 1:59:19 月間 洋 ﾂｷﾏ ﾋﾛｼ -
196 22387 1:59:28 田渕 幸一 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｲﾁ -
197 22081 1:59:35 花井 広明 ﾊﾅｲ ﾋﾛｱｷ 北陸銀行
198 22173 1:59:38 谷口 昭浩 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ -
199 22253 1:59:43 竹中 邦夫 ﾀｹﾅｶ ｸﾆｵ -
200 22377 1:59:52 向井 光一 ﾑｶｲ ｺｳｲﾁ 同走快
201 22182 1:59:54 元平 幸成 ﾓﾄﾋﾗ ﾕｷﾅﾘ -
202 22096 1:59:55 二塚 一款 ﾌﾀﾂﾞｶ ｶｽﾞﾖｼ -
203 22359 2:00:05 野坂 和伸 ﾉｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ ８２６ａｓｋａ
204 22122 2:00:25 石田 康久 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋｻ -
205 22233 2:00:38 倉坪 孝行 ｸﾗﾂﾎﾞ ﾀｶﾕｷ -
206 22046 2:00:45 布井 英晴 ﾇﾉｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ -
207 22195 2:00:51 田中 常善 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾖｼ ９２健脚倶楽部
208 22155 2:01:19 大島 一行 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ -
209 22183 2:01:30 佐々木 智幸 ｻｻｷ ﾄﾓﾕｷ -
210 22372 2:01:32 寺島 滋 ﾃﾗｼﾏ ｼｹﾞﾙ ウォー太郎ＳＣ



211 22263 2:01:36 栂 幸二 ﾄｶﾞ ｺｳｼﾞ 品川Ｇ本社
212 22086 2:01:38 青山 昌志 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ 鵜坂走友会
213 22107 2:01:39 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ ユニゾーン
214 22228 2:01:49 西川 宏志 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｼ 富岡ランニング
215 22361 2:01:53 中保 尚 ﾅｶﾔｽ ﾀｶｼ -
216 22239 2:01:56 今泉 和弘 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ -
217 22153 2:01:58 関井 隆 ｾｷｲ ﾀｶｼ -
218 22054 2:02:03 洲崎 実宏 ｽｻﾞｷ ｼﾞﾂﾋﾛ -
219 22164 2:02:21 加藤 士乃武 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ -
220 22358 2:02:23 田口 英明 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ -
221 22041 2:02:33 浜住 誠 ﾊﾏｽﾞﾐ ﾏｺﾄ カラ元気ＦＣ
222 22092 2:02:36 宮垣 英幸 ﾐﾔｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ -
223 22271 2:02:47 高見 克久 ﾀｶﾐ ｶﾂﾋｻ 東洋電制製作所
224 22258 2:02:55 沖 富士夫 ｵｷ ﾌｼﾞｵ -
225 22373 2:03:10 田中 昭典 ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾘ -
226 22066 2:03:12 堀内 和宏 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 呉東郵走会
227 22324 2:03:13 高見 学 ﾀｶﾐ ﾏﾅﾌﾞ -
228 22285 2:03:51 杉森 尚之 ｽｷﾞﾓﾘ ﾅｵﾕｷ -
229 22146 2:04:10 山口 利継 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾂｸﾞ ゆるラン
230 22026 2:04:15 鳥山 三伸 ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ ミラたん
231 22225 2:04:21 竹井 博文 ﾀｹｲ ﾋﾛﾌﾐ -
232 22181 2:04:23 笹岡 和博 ｻｻｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ -
233 22336 2:04:51 朴木 茂 ﾎｳﾉｷ ｼｹﾞﾙ -
234 22185 2:05:25 狩野 雅人 ｶﾉ ﾏｻﾄ -
235 22223 2:05:40 水口 信幸 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ -
236 22114 2:05:54 佐古 久 ｻｺ ﾋｻｼ ウイングラン・飛
237 22184 2:07:11 打越 学 ｳﾁｺｼ ﾏﾅﾌﾞ 富山市民病院
238 22073 2:07:20 磯野 広宣 ｲｿﾉ ﾋﾛﾉﾘ 二上走友会
239 22344 2:07:26 江川 佳孝 ｴｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 江川佳孝
240 22166 2:07:45 中村 晋一郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ フィッシング宇気
241 22235 2:08:04 小幡 克 ｵﾊﾞﾀ ｼﾉｸﾞ -
242 22097 2:08:29 木村 正之 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ -
243 22348 2:08:52 夏住 之泰 ﾅﾂｽﾞﾐ ﾕｷﾔｽ -
244 22003 2:08:57 高松 秀行 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ ＢＭＩ２７
245 22262 2:09:05 豊本 正成 ﾄﾖﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ まつむらん
246 22201 2:09:10 永島 昭夫 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷｵ にこあーずランニング
247 22254 2:09:26 小島 大祐 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ -
248 22161 2:09:43 鍋嶋 浩史 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾋﾛｼ アズサーズ
249 22043 2:09:46 根岸 智明 ﾈｷﾞｼ ﾄﾓｱｷ -
250 22149 2:09:59 有田 要治 ｱﾘﾀ ﾖｳｼﾞ ビリーヴ
251 22215 2:10:08 登川 一郎 ﾐﾈｶﾜ ｲﾁﾛｳ ＴＰＳＣｏ
252 22027 2:10:12 山本 英順 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾖﾘ ＨＯＫＵＳＡＹ
253 22333 2:10:35 中島 勝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾙ -
254 22108 2:10:58 今井 利 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ -
255 22147 2:10:59 松林 史朗 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｼﾛｳ -
256 22033 2:11:30 九曜 勝弘 ｸﾖｳ ｶﾂﾋﾛ ＴＲＣ
257 22098 2:11:35 若島 真人 ﾜｶｼﾏ ﾏｻﾄ -
258 22326 2:12:11 上田 正宏 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ -
259 22368 2:12:19 池田 武 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ 瓢走
260 22031 2:12:30 井口 哲朗 ｲｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ -
261 22101 2:12:49 野口 真路 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ のぐＯＲＣ
262 22274 2:12:52 松野 陽 ﾏﾂﾉ ｷﾖｼ ＧＯＬＤＷＩＮ
263 22343 2:12:54 磯林 豊樹 ｲｿﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ -
264 22229 2:13:04 斎藤 治義 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾖｼ -
265 22197 2:13:13 長谷川 稔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ -
266 22207 2:13:18 津本 良明 ﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ -
267 22047 2:13:43 坂井 宗樹 ｻｶｲ ﾑﾈﾀﾂ -
268 22084 2:13:58 山口 拓志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 口会
269 22119 2:13:59 沢辺 泰秀 ｻﾜﾍﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ -



270 22217 2:14:05 稲場 邦彦 ｲﾅﾊﾞ ｸﾆﾋｺ -
271 22020 2:14:16 荒木 誠次 ｱﾗｷ ｾｲｼﾞ ＡＲＡＫＩＳ
272 22298 2:14:18 飯田 拓治 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｼﾞ -
273 22303 2:14:34 長谷川 靖之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ -
274 22283 2:14:42 犀川 利明 ｻｲｶﾜ ﾄｼｱｷ -
275 22150 2:14:45 水谷 千万夫 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁﾏｵ みらたん
276 22061 2:14:53 若林 仁志 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 呉東郵走会
277 22204 2:14:58 横澤 嘉広 ﾖｺｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 富山ファイナンス
278 22019 2:14:59 宮田 義人 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾋﾄ ＮＮランナーズ
279 22221 2:15:11 一丸 健介 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝｽｹ -
280 22371 2:15:14 荒谷 紀行 ｱﾗﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ -
281 22186 2:15:21 梅澤 博 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｼ バーニングＲＣ
282 22138 2:15:27 渋谷 博史 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ -
283 22136 2:15:28 細呂木 幹夫 ﾎｿﾛｷﾞ ﾐｷｵ -
284 22286 2:15:44 北田 哲也 ｷﾀﾀﾞ ﾃﾂﾔ -
285 22072 2:15:46 坂井 優治 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 郵走会
286 22311 2:15:49 遠山 正実 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻﾐ -
287 22093 2:16:18 天池 則一 ｱﾏｲｹ ﾉﾘｶｽﾞ 福光ＳＣ
288 22245 2:16:56 木村 孝 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ ５５会
289 22071 2:17:21 藤田 栄三 ﾌｼﾞﾀ ｴｲｿﾞｳ -
290 22165 2:19:07 山本 哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ -
291 22177 2:19:19 岩越 辰雄 ｲﾜｺﾞｼ ﾀﾂｵ -
292 22266 2:19:22 長尾 行章 ﾅｶﾞｵ ﾕｷｱｷ -
293 22124 2:19:24 江尻 裕徳 ｴｼﾞﾘ ﾔｽﾉﾘ -
294 22105 2:19:48 高島 勉 ﾀｶｼﾏ ﾂﾄﾑ -
295 22070 2:19:49 岡 仁志 ｵｶ ﾋﾄｼ -
296 22212 2:20:41 仲俣 彰典 ﾅｶﾏﾀ ｱｷﾉﾘ -
297 22259 2:20:52 西田 謙治 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 富山市役所
298 22052 2:20:57 前川 博之 ﾏｴｶﾜ ﾋﾛﾕｷ -
299 22350 2:21:02 本田 勝人 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ -
300 22167 2:21:33 稲田 一彦 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ -
301 22044 2:22:07 佐渡 広幸 ｻﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ -
302 22249 2:22:15 酒井 勝 ｻｶｲ ﾏｻﾙ -
303 22338 2:22:36 寺井 直人 ﾃﾗｲ ﾅｵﾄ -
304 22322 2:22:45 高松 明夫 ﾀｶﾏﾂ ｱｷｵ -
305 22104 2:22:52 尾島 祐哉 ｵｼﾞﾏ ﾕｳﾔ -
306 22085 2:22:55 大津賀 聡 ｵｵﾂｶﾞ ｻﾄｼ -
307 22337 2:22:56 鎌谷 哲也 ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ -
308 22231 2:23:50 岩村 茂 ｲﾜﾑﾗ ｼｹﾞﾙ -
309 22065 2:24:05 澤川 功 ｻﾜｶﾜ ｲｻｵ -
310 22353 2:24:28 寺崎 正志 ﾃﾗｻｷ ﾏｻｼ -
311 22088 2:24:59 釣谷 雅志 ﾂﾘﾀﾆ ﾏｻｼ タカギセイコー
312 22347 2:25:06 平浪 弘之 ﾋﾗﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ -
313 22130 2:25:45 喜多 豊 ｷﾀ ﾕﾀｶ ホクタテ
314 22379 2:26:21 長田 幸裕 ｵｻﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ -
315 22024 2:26:35 林 孝博 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ -
316 22381 2:26:38 久保 裕司 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ -
317 22156 2:26:51 佐藤 賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ＴＭＣ．ＡＣ
318 22269 2:27:33 大石 護 ｵｵｲｼ ﾏﾓﾙ ＬＢスキークラブ
319 22199 2:28:15 栗本 鉄也 ｸﾘﾓﾄ ﾃﾂﾔ -
320 22329 2:28:27 梨本 晋治 ﾅｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ＤＥＮＤＥＮ
321 22055 2:28:58 山岸 一正 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏｻ 美善小牧店
322 22139 2:30:31 石原 元 ｲｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 西能みなみ
323 22148 2:30:36 阿部 芳孝 ｱﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 攻走会
324 22163 2:30:46 常木 久嗣 ﾂﾈｷ ﾋｻﾂｸﾞ -
325 22299 2:30:58 竹内 秀夫 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ -
326 22276 2:31:42 山田 隆久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ -
327 22179 2:31:49 前辻 清隆 ﾏｴﾂｼﾞ ｷﾖﾀｶ 同走快
328 22209 2:32:28 野田 勝 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾙ -



329 22297 2:32:57 舟木 幸人 ﾌﾅｷ ﾕｷﾋﾄ -
330 22090 2:32:57 本江 孝 ﾎﾝｺﾞ ﾀｶｼ 富岡ランニング倶楽部
331 22034 2:33:23 前田 浩志 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 住友生命
332 22354 2:37:35 木村 友保 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ ＴＭＣ．ＡＣ
333 22142 2:38:37 金山 健司 ｶﾅﾔﾏ ｹﾝｼﾞ -
334 22160 2:39:17 清水 浩志 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 虎と兎の走る会
335 22307 2:39:53 泊 晃平 ﾄﾏﾘ ｺｳﾍｲ -
336 22144 2:40:56 高橋 浩 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ Ｋｅｎショックス
337 22227 2:41:48 根塚 正裕 ﾈﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾛ ９２健脚?楽部
338 22121 2:41:52 中島 謙 ﾅｶｼﾏ ｹﾝ -
339 22213 2:42:21 小池 秀典 ｺｲｹ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
340 22205 2:42:43 中村 隆司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ -
341 22306 2:43:52 山崎 伸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ -
342 22191 2:44:12 村上 幸雄 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｵ -
343 22275 2:44:15 牧口 亨 ﾏｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ -
344 22374 2:44:26 竹沢 良治 ﾀｹｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ -
345 22123 2:44:31 松井 正和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ -
346 22342 2:46:11 遊道 光浩 ﾕｳﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ -
347 22256 2:48:22 中田 義幸 ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ -
348 22172 2:54:40 笠島 永昌 ｶｻｼﾏ ﾄｼﾏｻ 北銀ソフト
349 22230 2:54:41 袋井 博 ﾌｸﾛｲ ﾋﾛｼ ５５会
350 22115 2:56:28 博明 松井 ﾏﾂｲ ﾋﾛｱｷ -
351 22242 2:56:48 嶋 康彦 ｼﾏ ﾔｽﾋｺ -
352 22346 2:58:30 中野 公司 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 極真会館

17 ハーフマラソンの部 男子60歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 23094 1:24:52 木下 孝浩 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ ＡＣ－ＴＯＹＡＭＡ
2 23173 1:31:39 盛下 久和 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｶｽﾞ 石川陸橋
3 23028 1:34:01 水野 敏博 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ みずの眼科ＲＣ
4 23108 1:34:04 飯田 明夫 ｲｲﾀﾞ ｱｷｵ -
5 23057 1:35:25 中川 勝治 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾊﾙ -
6 23074 1:38:54 出 博之 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ -
7 23167 1:39:13 北 哲雄 ｷﾀ ﾃﾂｵ 幾久倶楽部
8 23106 1:40:37 亀山 幸太郎 ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ジェイ・バス
9 23145 1:42:43 藤川 巧士 ﾌｼﾞｶﾜ ｺｳｼﾞ 立山登ろう会

10 23008 1:43:51 高村 正志 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 臼井学園
11 23089 1:44:58 髙瀨 良吉 ﾀｶｾ ﾘｮｳｷﾁ -
12 23052 1:45:15 吉田 浩昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ＦＲＣ
13 23103 1:46:04 川岸 修 ｶﾜｷﾞｼ ｵｻﾑ -
14 23154 1:46:31 玉森 清 ﾀﾏﾓﾘ ｷﾖｼ ありそｒｃ
15 23061 1:46:46 六谷 譲 ﾛｸﾀﾆ ﾕｽﾞﾙ -
16 23082 1:47:22 高道 広巳 ﾀｶﾄﾞｳ ﾋﾛｼ -
17 23037 1:47:35 和田 稔 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ -
18 23062 1:47:38 浜住 喜由 ﾊﾏｽﾞﾐ ｷﾖｼ チームそうた
19 23177 1:47:49 野上 昭 ﾉｶﾞﾐ ｱｷﾗ アズサーズ
20 23066 1:49:54 小椋 斉 ｵｸﾞﾗ ﾋﾄｼ -
21 23163 1:50:04 安土 俊之 ｱﾝﾄﾞ ﾄｼﾕｷ -
22 23056 1:50:08 左近 宗義 ｻｺﾝ ﾑﾈﾖｼ -
23 23125 1:50:16 一二三 誓祐 ﾋﾌﾐ ｾｲﾕｳ -
24 23079 1:51:34 平井 誠市 ﾋﾗｲ ｾｲｲﾁ ５５会
25 23010 1:51:35 奥村 保夫 ｵｸﾑﾗ ﾔｽｵ 富山走ろう会
26 23006 1:52:07 水野 由季夫 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｵ -
27 23040 1:53:46 東 久彦 ﾋｶﾞｼ ﾋｻﾋｺ -
28 23017 1:54:08 清水 秀峰 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾎｳ 富山南組
29 23043 1:54:10 松井 義徳 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾘ -
30 23149 1:55:13 水島 秀樹 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾃﾞｷ -
31 23019 1:55:30 金本 誠 ｶﾅﾓﾄ ﾏｺﾄ 日立ハイテク
32 23155 1:55:33 高柳 八朗 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾊﾁﾛｳ -



33 23046 1:55:57 黒澤 亨 ｸﾛｻﾜ ﾄｵﾙ 毒キノコ連合
34 23038 1:56:15 谷井 浩和 ﾀﾆｲ ﾋﾛｶｽﾞ ホクタテ
35 23024 1:56:45 斉藤 忠志 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ -
36 23176 1:57:13 三輪 一博 ﾐﾜ ｶｽﾞﾋﾛ -
37 23158 1:57:18 島 正典 ｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 協和ファーマ
38 23007 1:57:26 上野 智徳 ｳｴﾉ ﾄﾓﾉﾘ -
39 23175 1:57:49 川原田 博志 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ -
40 23126 1:57:57 吉川 聡 ﾖｼｶﾜ ｻﾄｼ -
41 23122 1:58:05 小林 敏恒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾂﾈ べーちゃん
42 23137 1:58:29 松本 政彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋｺ -
43 23077 1:58:47 島野 栄一 ｼﾏﾉ ｴｲｲﾁ トヨタモビリティ富山
44 23080 1:59:00 水本 郁夫 ﾐｽﾞﾓﾄ ｲｸｵ 走ＲｕｎＭｙ家
45 23023 1:59:02 石橋 隆則 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾉﾘ -
46 23116 1:59:34 藤井 敏 ﾌｼﾞｲ ｻﾄｼ 福島走友会
47 23016 1:59:58 目沢 茂樹 ﾒｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 名水
48 23005 2:01:05 西田 敏雄 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼｵ ランナーズ富山
49 23012 2:01:22 上田 与文 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ -
50 23153 2:01:53 森 洋一 ﾓﾘ ﾖｳｲﾁ ランピース
51 23169 2:03:12 中村 卓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ -
52 23071 2:03:37 高広 光彦 ﾀｶﾋﾛ ﾐﾂﾋｺ -
53 23136 2:03:57 池田 豊 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ -
54 23107 2:04:09 永田 篤生 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂｵ -
55 23151 2:04:21 南後 修 ﾅﾝｺﾞ ｵｻﾑ -
56 23165 2:04:30 高岡 実 ﾀｶｵｶ ﾐﾉﾙ みのっちゃん
57 23143 2:04:34 長田 潤一 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 第一生命
58 23118 2:04:43 長崎 安晃 ﾅｶﾞｻｷ ﾔｽｱｷ 北信運輸
59 23041 2:04:44 清水 啓光 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐﾂ -
60 23044 2:04:54 祢津 修一 ﾈﾂﾞ ｼｭｳｲﾁ ランナーズ富山
61 23021 2:05:12 西島 健史 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｹｼ -
62 23059 2:05:23 原田 進 ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾑ -
63 23048 2:06:08 林 清年 ﾊﾔｼ ｷﾖﾄｼ 福光スポーツ
64 23051 2:06:27 森 忠義 ﾓﾘ ﾀﾀﾞﾖｼ 常願寺川公園ＲＣ
65 23119 2:06:30 大丸 久仁 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋｻﾋﾄ -
66 23142 2:06:30 松井 寿克 ﾏﾂｲ ﾄｼｶﾂ -
67 23124 2:06:33 藤井 伸吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ ランナーズ富山
68 23042 2:06:35 大西 良晴 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾊﾙ -
69 23097 2:07:39 石倉 隆 ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ -
70 23058 2:07:54 酢谷 峰一 ｽﾀﾞﾆ ﾐﾈｲﾁ -
71 23070 2:08:05 藤田 孝 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ -
72 23039 2:08:35 関 秀作 ｾｷ ｼｭｳｻｸ スキャン
73 23150 2:09:03 梶野 幸雄 ｶｼﾞﾉ ﾕｷｵ -
74 23049 2:09:39 根田 幸雄 ｺﾝﾀﾞ ﾕｷｵ -
75 23014 2:10:20 砺波 良樹 ﾄﾅﾐ ﾖｼｷ -
76 23159 2:10:24 湊谷 裕夫 ﾐﾅﾄﾔ ﾔｽｵ -
77 23129 2:10:26 藤谷 寿美夫 ﾌｼﾞﾀﾆ ｽﾐｵ おはようテニス
78 23174 2:10:43 中村 守 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ -
79 23120 2:11:06 堀田 浩二 ﾎﾘﾀ ｺｳｼﾞ -
80 23114 2:11:11 山口 良明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ カテキンズ
81 23002 2:11:23 西山 仁哉 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞﾝｻｲ いたち川ＲＣ
82 23076 2:11:28 能村 修 ﾉﾑﾗ ｵｻﾑ うなづき薬局
83 23144 2:11:38 清水 雅昭 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｱｷ -
84 23131 2:11:40 杉森 融 ｽｷﾞﾓﾘ ﾄｵﾙ -
85 23134 2:11:43 青山 明義 ｱｵﾔﾏ ｱｷﾖｼ チームアジア富山
86 23032 2:11:53 高井 実 ﾀｶｲ ﾐﾉﾙ -
87 23130 2:12:21 春山 孝二 ﾊﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ -
88 23172 2:12:38 荒地 正人 ｱﾗﾁ ﾏｻﾄ ＴＯＹＯＸ
89 23160 2:13:29 清水 正俊 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ ＨＣＳ
90 23075 2:14:45 新田 悦男 ﾆｯﾀ ｴﾂｵ 梅組桜組
91 23030 2:14:51 青木 一紀 ｱｵｷ ｶｽﾞﾉﾘ -



92 23069 2:15:45 水上 豊 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕﾀｶ -
93 23179 2:16:09 松本 眞明 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｱｷ 不二越ＲＣ
94 23141 2:16:16 水井 満 ﾐｽﾞｲ ﾐﾂﾙ -
95 23092 2:16:16 橋川 将裕 ﾊｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ -
96 23050 2:16:29 南 禎一 ﾐﾅﾐ ﾖｼｶｽﾞ -
97 23098 2:16:51 山本 智久 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ -
98 23009 2:16:54 番匠 春夫 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾊﾙｵ Ｈａｒｕ
99 23170 2:16:58 榊 厚志 ｻｶｷ ｱﾂｼ -

100 23053 2:17:26 浅田 明晴 ｱｻﾀﾞ ｱｷﾊﾙ -
101 23099 2:17:45 伊藤 伸一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ -
102 23100 2:17:50 草嶋 靖博 ｸｻｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ -
103 23135 2:17:56 土肥 和広 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ ＡＣユニオン
104 23087 2:17:59 山田 基司 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｼ -
105 23081 2:18:03 山口 功 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｻｵ -
106 23085 2:18:22 七澤 義弘 ﾅﾅｻﾜ ﾖｼﾋﾛ -
107 23148 2:18:46 中島 康博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 介護労働センター
108 23140 2:18:56 丸田 清勝 ﾏﾙﾀ ｷﾖｶﾂ -
109 23178 2:19:02 杉脇 伸也 ｽｷﾞﾜｷ ｼﾝﾔ 明祥（株）高岡支店
110 23112 2:20:06 澤田 勉 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾄﾑ -
111 23073 2:20:16 金盛 昌義 ｶﾅﾓﾘ ﾏｻﾖｼ -
112 23033 2:21:17 金森 勝 ｶﾅﾓﾘ ﾏｻﾙ 万葉健友会
113 23115 2:21:27 正満 英喜 ｼｮｳﾏﾝ ﾋﾃﾞｷ -
114 23121 2:22:02 生田 義則 ｲｸﾀ ﾖｼﾉﾘ そらまめ
115 23027 2:22:43 高松 正明 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻｱｷ -
116 23001 2:24:32 辻 研一 ﾂｼﾞ ｹﾝｲﾁ 鈴木工業
117 23162 2:25:15 大島 精三 ｵｵｼﾏ ｾｲｿﾞｳ -
118 23111 2:25:32 西田 充生 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｵ -
119 23139 2:25:36 絹川 実 ｷﾇｶﾜ ﾐﾉﾙ -
120 23029 2:25:38 天野 元治 ｱﾏﾉ ﾓﾄﾊﾙ ＧＲＡ
121 23093 2:25:49 海下 昇嗣 ｶｲｹﾞ ｼｮｳｼﾞ 氷見スキャン
122 23064 2:26:03 神初 穂嘉 ｼﾞﾝﾊﾟﾁ ｼｹﾞﾖｼ -
123 23168 2:26:10 針山 隆 ﾊﾘﾔﾏ ﾀｶｼ -
124 23060 2:27:31 田原 周一 ﾀﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ -
125 23036 2:27:59 澤武 俊一 ｻﾜﾌﾞ ｼｭﾝｲﾁ -
126 23157 2:28:25 明地 剛 ｱｹﾁ ﾂﾖｼ -
127 23095 2:28:31 助川 伸弘 ｽｹｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ サザンウインド
128 23031 2:28:50 田悟 厚 ﾃﾞﾝｺﾞ ｱﾂｼ -
129 23096 2:29:03 塚田 庄秋 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｼｭｳ -
130 23156 2:29:08 中村 光延 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ ムヒＲＣ
131 23105 2:29:09 刀祢 靖嗣 ﾄﾈ ﾔｽｼﾞ -
132 23063 2:31:23 高橋 敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ -
133 23072 2:31:27 常川 勝彦 ﾂﾈｶﾜ ｶﾂﾋｺ -
134 26004 2:31:58 大村 淳治 ｵｵﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 富山走ろう会
135 23166 2:32:37 廣田 一也 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ -
136 23104 2:32:38 牧野 正男 ﾏｷﾉ ﾏｻｵ -
137 23127 2:32:39 濱辺 伸吾 ﾊﾏﾍﾞ ｼﾝｺﾞ オンザロード１０
138 23004 2:33:01 佐竹 誠 ｻﾀｹ ﾏｺﾄ チーム穂高
139 23084 2:33:33 東 久治 ｱｽﾞﾏ ｷｭｳｼﾞ -
140 23133 2:33:46 森 和博 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ -
141 23101 2:34:00 松波 暢之 ﾏﾂﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ ＮＯＭＯさん
142 23109 2:36:00 城石 将幸 ｼﾛｲｼ ﾏｻﾕｷ -
143 23146 2:36:14 善田 裕 ｾﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ -
144 23113 2:37:14 甲田 英明 ｺｳﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ -
145 23067 2:37:27 伊藤 仁 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ -
146 23102 2:38:02 高川 清 ﾀｶｶﾞﾜ ｷﾖｼ -
147 23078 2:39:39 福崎 秀保 ﾌｸｻｷ ﾋﾃﾞﾔｽ ＦＵＫＵＬＬ
148 23132 2:44:23 奥村 徳治 ｵｸﾑﾗ ﾄｸﾊﾙ -
149 23025 2:44:44 加藤 久善 ｶﾄｳ ﾋｻﾖｼ -
150 23086 2:51:32 浜名 隆志 ﾊﾏﾅ ﾀｶｼ -



151 23003 2:52:36 福沢 秀雄 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ -
152 23083 2:52:58 佐伯 直義 ｻｴｷ ﾅｵﾖｼ 立山登ろう会
153 23055 2:53:16 小泉 弘之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 同走快
154 23164 3:01:59 岩松 茂 ｲﾜﾏﾂ ｼｹﾞﾙ -
155 23065 3:04:31 下野 彰 ｼﾓﾉ ｱｷﾗ -
156 23128 3:04:56 川淵 禎治 ｶﾜﾌﾁ ﾖｼﾊﾙ 同走快

18 ハーフマラソンの部 女子34歳以下
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 24022 1:31:48 中山 舞 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ ありそＲＣ
2 24009 1:32:32 端 楓香 ﾊﾅ ﾌｳｶ ＮＯＷ　ＳＴＹＬＥ
3 24014 1:50:24 木村 香澄 ｷﾑﾗ ｶｽﾐ -
4 24003 1:50:57 立花 摩依 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｲ -
5 24004 1:57:20 谷口 弥優 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ＧＲＡ
6 24005 1:57:43 倉沢 唯 ｸﾗｻﾜ ﾕｲ -
7 24017 2:00:00 宮田 伊毬 ﾐﾔﾀﾞ ｲﾏﾘ -
8 24001 2:05:33 吉井 美佳 ﾖｼｲ ﾐｶ -
9 24012 2:06:23 横山 春奈 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾅ -

10 24025 2:09:20 藤井 琴子 ﾌｼﾞｲ ｺﾄｺ -
11 24002 2:09:45 北岡 はるな ｷﾀｵｶ ﾊﾙﾅ -
12 24011 2:14:22 森 わかな ﾓﾘ ﾜｶﾅ -
13 24028 2:16:06 松田 美智子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾁｺ -
14 24006 2:17:10 向井 佑果子 ﾑｶｲ ﾕｶｺ -
15 24015 2:19:00 青松 真子 ｱｵﾏﾂ ﾏｺ -
16 24020 2:20:31 酢谷 佐和 ｽﾀﾞﾆ ｻﾜ -
17 24019 2:23:03 毛呂 祥子 ﾓﾛ ｼｮｳｺ -
18 24010 2:23:10 坪井 友理香 ﾂﾎﾞｲ ﾕﾘｶ にこあーずランニング
19 24023 2:26:07 中塚 詩緒里 ﾅｶﾂｶ ｼｵﾘ -
20 24027 2:26:19 川村 凪咲 ｶﾜﾑﾗ ﾅｷﾞｻ -
21 24008 2:33:38 原田 真優香 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕｶ -
22 24026 2:34:16 桶谷 奈都巳 ｵｹﾀﾆ ﾅﾂﾐ -
23 24013 2:44:57 白潟 愛 ｼﾗｶﾀ ｱｲ -
24 24024 2:55:44 水野 美樹 ﾐｽﾞﾉ ﾐｷ -
25 24021 3:02:43 川渕 映美 ｶﾜﾌﾞﾁ ｴﾐ -

19 ハーフマラソンの部 女子35歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 25166 1:23:19 大峽 英里 ｵｵﾊﾞ ｴﾘ -
2 25108 1:27:18 坂上 由美子 ｻｶｶﾞﾐ ﾕﾐｺ 高山陸上クラブ
3 25034 1:28:09 兒玉 里恵 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄｴ ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
4 25037 1:29:11 本田 さおり ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ ＣＬＵＢ　ＭＳＲ
5 25209 1:33:28 船木 ちぐさ ﾌﾅｷ ﾁｸﾞｻ -
6 25258 1:34:06 高橋 円 ﾀｶﾊｼ ﾏﾄﾞｶ ＮｏｗＳｔｙｌｅ
7 25140 1:37:58 百島 由希子 ﾋｬｸｼﾏ ﾕｷｺ -
8 25219 1:40:01 槙尾 三也子 ﾏｷｵ ﾐﾔｺ 足柄男塾
9 25111 1:40:25 上田 未樹 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ -

10 25186 1:41:21 古澤 京子 ﾌﾙｻﾜ ｷｮｳｺ ＳＳランナー
11 25046 1:41:33 細川 優子 ﾎｿｶﾜ ﾕｳｺ -
12 25062 1:41:44 大久保 美智子 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾁｺ -
13 25055 1:41:45 荒井 友里絵 ｱﾗｲ ﾕﾘｴ -
14 25248 1:42:51 西野 直美 ﾆｼﾉ ﾅｵﾐ クラブ福光
15 25026 1:43:57 高橋 幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ -
16 25063 1:44:36 南嶋 瑛子 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｴｲｺ -
17 25101 1:44:59 村山 絵美 ﾑﾗﾔﾏ ｴﾐ -
18 25120 1:45:09 武村 智恵美 ﾀｹﾑﾗ ﾁｴﾐ -
19 25031 1:46:44 高橋 えりか ﾀｶﾊｼ ｴﾘｶ -
20 25005 1:46:59 石葉 洋子 ｲｼﾊﾞ ﾖｳｺ -
21 25105 1:48:15 稲葉 郁世 ｲﾅﾊﾞ ﾌﾐﾖ -
22 25225 1:48:39 関 遥 ｾｷ ﾊﾙｶ -



23 25113 1:49:00 利波 千絵 ﾄﾅﾐ ﾁｴ -
24 25121 1:49:05 高林 順子 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ -
25 25228 1:49:15 赤江 美紀 ｱｶｴ ﾐｷ -
26 25001 1:50:02 荒井 理歩 ｱﾗｲ ﾘﾎ -
27 25064 1:50:08 柳 由美 ﾔﾅｷﾞ ﾕﾐ -
28 25250 1:50:13 松平 さくら ﾏﾂﾋﾗ ｻｸﾗ Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ
29 25104 1:50:33 中谷 友美 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾐ 富山ランニングクラブ
30 25017 1:50:43 谷川 瞳 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾄﾐ かがやきＲＵＮ?３
31 25068 1:50:47 窪田 麻衣 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ -
32 25221 1:51:00 宮川 博子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛｺ -
33 25252 1:51:29 水口 昌子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｺ -
34 25040 1:52:06 飯島 美穂 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾎ -
35 25060 1:52:10 渡辺 清美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾐ 大沢野陸上クラブ
36 25002 1:52:45 佐伯 輝美 ｻｴｷ ﾃﾙﾐ -
37 25049 1:53:32 石田 未枝子 ｲｼﾀﾞ ﾐｴｺ -
38 25226 1:54:20 矢地 敬子 ﾔﾁ ｹｲｺ -
39 25229 1:54:37 勝木 美由紀 ｶﾂｷ ﾐﾕｷ -
40 25041 1:54:43 冨尾 清美 ﾄﾐｵ ｷﾖﾐ -
41 25045 1:55:48 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ アピアＧＲＡ
42 25251 1:55:55 佐々木 明香 ｻｻｷ ｱｽｶ -
43 25004 1:56:04 若瀬 ほづえ ﾜｶｾ ﾎﾂﾞｴ -
44 25137 1:56:06 酒井 智美 ｻｶｲ ﾄﾓﾐ -
45 25051 1:56:26 関根 菜々恵 ｾｷﾈ ﾅﾅｴ -
46 25213 1:56:38 松井 詩寿子 ﾏﾂｲ ｼｽﾞｺ -
47 25232 1:56:40 冨田 幸恵 ﾄﾐﾀ ﾕｷｴ -
48 25091 1:56:44 浜住 光子 ﾊﾏｽﾞﾐ ﾐﾂｺ チームそうた
49 25141 1:56:57 澤田 有紀 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｷ -
50 25257 1:57:30 三井 めぐみ ﾐﾂｲ ﾒｸﾞﾐ -
51 25217 1:58:12 中村 保子 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｺ -
52 25216 1:58:20 高崎 郁代 ﾀｶｻｷ ｲｸﾖ -
53 25239 1:58:40 小林 久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ -
54 25159 1:58:47 本田 淳子 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ -
55 25115 1:58:52 永田 恵 ﾅｶﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ -
56 25254 1:58:53 高野 裕美 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ -
57 25070 1:59:13 三田 友里恵 ﾐﾂﾀ ﾕﾘｴ -
58 25185 1:59:39 武元 綾野 ﾀｹﾓﾄ ｱﾔﾉ -
59 25230 1:59:43 石井 舞 ｲｼｲ ﾏｲ -
60 25073 2:00:24 桑島 三佳 ｸﾜｼﾏ ﾐｶ -
61 25190 2:00:29 鈴木 友紀子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ -
62 25088 2:00:36 斉藤 由紀子 ｻｲﾄｳ ﾕｷｺ -
63 25087 2:00:48 倉沢 薫 ｸﾗｻﾜ ｶｵﾙ のぐＯＲＣ
64 25242 2:00:53 霜上 恵 ｼﾓｳｴ ﾒｸﾞﾐ -
65 25246 2:01:07 泉 佐知子 ｲｽﾞﾐ ｻﾁｺ -
66 25043 2:01:08 石原 夫砂子 ｲｼﾊﾗ ﾌｻｺ -
67 25077 2:01:16 今井 英加 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｶ -
68 25112 2:01:20 柳瀬 美智代 ﾔﾅｾ ﾐﾁﾖ アミノ富山
69 25123 2:01:22 岩城 貴代 ｲﾜｷ ﾀｶﾖ とりスポ
70 25022 2:01:35 福島 貴子 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｺ -
71 25240 2:01:41 斉藤 美幸 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ -
72 25094 2:01:59 谷口 清美 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷﾖﾐ -
73 25234 2:02:13 川口 香織 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｵﾘ -
74 25028 2:02:20 志賀 由美子 ｼｶﾞ ﾕﾐｺ チームピッカ
75 25097 2:02:21 太田 香奈子 ｵｵﾀ ｶﾅｺ -
76 25076 2:02:32 上田 紀代美 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾐ -
77 25207 2:02:41 大田 陽子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ -
78 25255 2:02:41 伊東 知美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ -
79 25178 2:02:44 藤井 清香 ﾌｼﾞｲ ｻﾔｶ -
80 25116 2:03:18 高田 ちはる ﾀｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ -
81 25124 2:03:20 五艘 絹恵 ｺﾞｿｳ ｷﾇｴ ごっぴー倶楽部



82 25044 2:03:25 吉川 志穂 ﾖｼｶﾜ ｼﾎ のむのむＲＣ
83 25107 2:03:32 明 さおり ﾐｮｳ ｻｵﾘ -
84 25167 2:03:42 坂田 有梨 ｻｶﾀ ﾕﾘ -
85 25029 2:03:52 森 孝子 ﾓﾘ ﾀｶｺ -
86 25072 2:04:06 山本 和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ -
87 25083 2:04:08 平木 留里子 ﾋﾗｷ ﾙﾘｺ エクセレント
88 25089 2:04:14 林原 りか ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｶ アミノバリュー富山
89 25127 2:04:24 荒井 歩 ｱﾗｲ ｱﾕﾐ アズサーズ
90 25099 2:04:31 溝口 知美 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ ＮＭＦＮ６９
91 25134 2:05:24 平野 優子 ﾋﾗﾉ ﾕｳｺ -
92 25182 2:05:47 市川 恵 ｲﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ -
93 25198 2:06:22 岡田 美幸 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕｷ -
94 25174 2:06:31 東城 真佐子 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｺ -
95 25139 2:06:31 井上 香 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ -
96 25080 2:07:26 山口 香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ ごっぴー?楽部
97 25136 2:07:27 正保 香織 ｼｮｳﾎﾞ ｶｵﾘ -
98 25103 2:07:32 水口 千代美 ﾐｽﾞｸﾁ ﾁﾖﾐ -
99 25018 2:07:34 庄司 朋子 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｺ -

100 25071 2:07:51 佐野 瑞枝 ｻﾉ ﾐｽﾞｴ チームポンコツ
101 25016 2:08:23 荒井 里美 ｱﾗｲ ｻﾄﾐ -
102 25152 2:08:35 永田 幸恵 ﾅｶﾞﾀ ｻﾁｴ -
103 25084 2:08:43 小池 絹代 ｺｲｹ ｷﾇﾖ -
104 25150 2:08:50 尾上 幸子 ｵｶﾞﾐ ｻﾁｺ -
105 25238 2:09:01 黒田 洋子 ｸﾛﾀﾞ ﾖｳｺ -
106 25092 2:09:13 林 弘美 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ -
107 25154 2:09:15 宮林 悦子 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｴﾂｺ 同走快
108 25067 2:09:19 間方 美由紀 ﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｷ アミノ　富山
109 25143 2:09:31 寺崎 昭子 ﾃﾗｻｷ ｱｷｺ -
110 25214 2:09:35 相山 春恵 ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｴ -
111 25162 2:09:43 深山 美子 ﾌｶﾔﾏ ﾖｼｺ -
112 25180 2:10:29 伊藤 幸代 ｲﾄｳ ｻﾁﾖ -
113 25196 2:10:30 矢野 真澄 ﾔﾉ ﾏｽﾐ -
114 25095 2:10:35 中野 みやこ ﾅｶﾉ ﾐﾔｺ -
115 25147 2:10:46 林 佳子 ﾊﾔｼ ﾖｼｺ 貫光ＲＣ
116 25262 2:11:08 谷口 明子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｺ -
117 25200 2:11:10 分校 葉子 ﾌﾞﾝｺｳ ﾖｳｺ -
118 25149 2:11:10 棚橋 美紀 ﾀﾅﾊｼ ﾐｷ -
119 25039 2:11:20 宮田 由美 ﾐﾔﾀ ﾕﾐ チーム火曜日
120 25201 2:11:30 中村 貴美 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾐ -
121 25148 2:11:38 塚原 ゆかり ﾂｶﾊﾗ ﾕｶﾘ 福野狂走組
122 25011 2:11:53 酒井 順子 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ -
123 25156 2:11:54 竹内 陽子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ -
124 25047 2:12:58 井藤 栄江 ｲﾄｳ ｻｶｴ -
125 25237 2:13:01 本田 純子 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ -
126 25223 2:13:07 古川 正恵 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｴ のぐＯＲＣ
127 25197 2:13:11 渋田 和子 ｼﾌﾞﾀ ｶｽﾞｺ -
128 25096 2:13:35 野村 真未 ﾉﾑﾗ ﾏﾐ -
129 25211 2:13:35 西 昌代 ﾆｼ ﾏｻﾖ -
130 25033 2:13:43 源常 明子 ｹﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｷｺ -
131 25145 2:13:43 釣 智恵美 ﾂﾘ ﾁｴﾐ -
132 25222 2:13:46 江守 憲子 ｴﾓﾘ ﾉﾘｺ ＴＲＣ
133 25102 2:14:01 村椿 美也子 ﾑﾗﾂﾊﾞｷ ﾐﾔｺ -
134 25117 2:14:12 原田 恵 ﾊﾗﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ -
135 25010 2:14:32 川原 知佳 ｶﾜﾊﾗ ﾁｶ -
136 25019 2:15:16 本居 てるみ ﾓﾄｲ ﾃﾙﾐ ふくみつＳＣ
137 25231 2:15:16 村吉 哉子 ﾑﾗﾖｼ ｶﾅｺ -
138 25235 2:15:29 本波 世吏子 ﾎﾝﾅﾐ ﾖﾘｺ -
139 25036 2:15:40 永川 詩周子 ｴｲｶﾜ ｼｽﾞｺ アピアＧＲＡ
140 25048 2:15:41 須貝 弥佳 ｽｶﾞｲ ﾔﾖｲ -



141 25079 2:15:47 湊 千賀子 ﾐﾅﾄ ﾁｶｺ -
142 25035 2:15:52 山本 恭子 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ -
143 25173 2:16:01 横井 佳恵子 ﾖｺｲ ｶｴｺ -
144 25161 2:16:30 野崎 春奈 ﾉｻﾞｷ ﾊﾙﾅ -
145 25013 2:16:41 大江 明子 ｵｵｴ ｱｷｺ -
146 25199 2:16:49 酒井 絵里香 ｻｶｲ ｴﾘｶ -
147 25243 2:16:58 増山 亜希子 ﾏｽﾔﾏ ｱｷｺ -
148 25058 2:17:16 岩本 智恵子 ｲﾜﾓﾄ ﾁｴｺ アミノバリュー
149 25191 2:17:51 岩田 由起子 ｲﾜﾀ ﾕｷｺ -
150 25244 2:18:30 山田 可奈子 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｺ -
151 25245 2:18:30 寺崎 恵 ﾃﾗｻｷ ﾒｸﾞﾐ -
152 25118 2:18:57 村野 恵子 ﾑﾗﾉ ｹｲｺ -
153 25119 2:18:57 山口 さおり ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｵﾘ -
154 25205 2:19:00 小林 恵美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ -
155 25030 2:19:20 上田 ひとみ ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ チーターズ
156 25078 2:19:48 高島 香理 ﾀｶｼﾏ ｶｵﾘ -
157 25169 2:20:19 村松 奈美 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾐ -
158 25015 2:21:02 二木 ゆかり ﾌﾀｷ ﾕｶﾘ -
159 25189 2:21:13 舟本 加奈 ﾌﾅﾓﾄ ｶﾅ ＫＲＣ
160 25194 2:21:15 下村 良子 ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳｺ -
161 25056 2:21:16 大野 美希 ｵｵﾉ ﾐｷ -
162 25057 2:21:41 宮井 しょう子 ﾐﾔｲ ｼｮｳｺ ランナーズ富山
163 25020 2:21:48 多谷 いづみ ﾀﾔ ｲﾂﾞﾐ -
164 25032 2:22:01 早田 杏子 ﾊﾔﾀ ｷｮｳｺ -
165 25249 2:22:27 加藤 陽子 ｶﾄｳ ﾖｳｺ リュクス
166 25081 2:22:59 松原 香奈恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾅｴ -
167 25138 2:23:10 永島 恵 ﾅｶﾞｼﾏ ﾒｸﾞﾐ ＮＩＫＯＡ’Ｓ
168 25021 2:23:13 三嶋 初枝 ﾐｼﾏ ﾊﾂｴ ふくみつＳＣ
169 25236 2:23:18 加藤 富有子 ｶﾄｳ ﾌﾕｺ -
170 25023 2:23:25 笹倉 佳子 ｻｻｸﾗ ﾖｼｺ -
171 25085 2:23:32 横井 由紀子 ﾖｺｲ ﾕｷｺ -
172 25158 2:24:00 城石 恭子 ｼﾛｲｼ ｷｮｳｺ -
173 25014 2:24:16 滝下 美幸 ﾀｷｼﾀ ﾐﾕｷ スキャン
174 25193 2:24:26 石井 隆子 ｲｼｲ ﾀｶｺ -
175 25054 2:24:44 金井 和枝 ｶﾅｲ ｶｽﾞｴ -
176 25053 2:24:47 浅野 利江子 ｱｻﾉ ﾘｴｺ -
177 25066 2:24:59 釣谷 雅代 ﾂﾘﾀﾆ ﾏｻﾖ -
178 25090 2:25:08 石村 光子 ｲｼﾑﾗ ﾐﾂｺ -
179 25110 2:25:12 放生 亜紀子 ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｷｺ -
180 25007 2:25:29 住田 真佐美 ｽﾐﾀ ﾏｻﾐ -
181 25165 2:25:41 浅田 千栄 ｱｻﾀﾞ ﾁﾊﾙ -
182 25142 2:25:52 酢谷 睦美 ｽﾀﾞﾆ ﾑﾂﾐ ロッバゴエ
183 25175 2:26:24 神保 江梨香 ｼﾞﾝﾎﾞ ｴﾘｶ -
184 25195 2:26:27 岩田 秋晴 ｲﾜﾀ ｱｹﾐ -
185 25059 2:26:32 圷 千春 ｱｸﾂ ﾁﾊﾙ -
186 25192 2:26:58 柳橋 禎子 ﾔﾅﾊｼ ﾃｲｺ -
187 25052 2:27:13 澤武 智恵美 ｻﾜﾌﾞ ﾁｴﾐ -
188 25153 2:27:18 日髙 有美 ﾋﾀﾞｶ ﾕﾐ -
189 25157 2:27:28 大坪 てるみ ｵｵﾂﾎ ﾃﾙﾐ -
190 25204 2:27:57 大西 泰子 ｵｵﾆｼ ﾔｽｺ -
191 25218 2:28:25 明地 和子 ｱｹﾁ ｶｽﾞｺ -
192 25168 2:28:36 増田 美也子 ﾏｽﾀ ﾐﾔｺ -
193 25027 2:28:46 伊藤 雅子 ｲﾄｳ ﾏｻｺ -
194 25163 2:28:57 萩中 恵 ﾊｷﾞﾅｶ ﾒｸﾞﾐ -
195 25069 2:28:59 池崎 陽子 ｲｹｻﾞｷ ﾖｳｺ -
196 25208 2:29:00 武道 智江 ﾌﾞﾄﾞｳ ﾄﾓｴ -
197 25144 2:29:26 山川 絵里 ﾔﾏｶﾜ ｴﾘ -
198 25202 2:29:49 西尾 杏留美 ﾆｼｵ ｱﾙﾐ -
199 25129 2:30:05 吉崎 由貴子 ﾖｼｻｷ ﾕｷｺ -



200 25100 2:30:30 後藤 政恵 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｴ -
201 25065 2:31:59 長岡 昌代 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾖ -
202 25233 2:33:18 南日 敏美 ﾅﾝﾆﾁ ﾄｼﾐ 共栄火災
203 25006 2:33:20 酒井 文代 ｻｶｲ ﾌﾐﾖ -
204 25183 2:34:32 川崎 昭代 ｶﾜｻｷ ｱｷﾖ ＧＯＬＤＷＩＮ
205 25188 2:34:42 春山 悦子 ﾊﾙﾔﾏ ｴﾂｺ -
206 25125 2:34:43 式部 茜 ｼｷﾌﾞ ｱｶﾈ -
207 25176 2:34:55 木下 麻子 ｷﾉｼﾀ ｱｻｺ -
208 25114 2:35:50 弥忠田 真美 ﾔﾁｭｳﾀﾞ ﾏﾐ レッツ
209 25220 2:36:00 高野 真優里 ﾀｶﾉ ﾏﾕﾘ -
210 25086 2:36:38 蔭浦 美幸 ｶｹﾞｳﾗ ﾐﾕｷ -
211 25253 2:37:09 水口 絵里奈 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｴﾘﾅ アピア
212 25215 2:37:11 古沢 広美 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾐ -
213 25210 2:37:36 平野 桂子 ﾋﾗﾉ ｹｲｺ -
214 25074 2:37:48 安土 知美 ｱﾂﾞﾁ ﾄﾓﾐ -
215 25003 2:38:17 飯野 珠美 ｲｲﾉ ﾀﾏﾐ -
216 25038 2:38:22 田悟 恵 ﾃﾞﾝｺﾞ ﾒｸﾞﾐ -
217 25131 2:39:14 白川 孝子 ｼﾗｶﾜ ﾀｶｺ 立山登ろう会
218 25247 2:39:59 守友 理香 ﾓﾘﾄﾓ ﾘｶ -
219 25259 2:40:07 鍋谷 恵子 ﾅﾍﾞﾀﾆ ｹｲｺ -
220 25261 2:40:28 谷川 美奈 ﾀﾆｶﾜ ﾐﾅ アズサーズ
221 25122 2:41:13 北川 桂子 ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｺ -
222 25109 2:42:21 鷹田 ゆき ﾀｶﾀ ﾕｷ 福光ＳＣ
223 25025 2:42:32 千沢 美佳 ｾﾝｻﾞﾜ ﾐｶ -
224 25260 2:44:03 村井 薫 ﾑﾗｲ ｶｵﾙ -
225 25098 2:44:08 下野 好恵 ｼﾓﾉ ﾖｼｴ -
226 25106 2:44:11 平野 明子 ﾋﾗﾉ ｱｷｺ -
227 25187 2:44:15 牧口 みゆき ﾏｷｸﾞﾁ ﾐﾕｷ なし
228 25184 2:44:21 二谷 恵美子 ﾌﾀﾂﾔ ｴﾐｺ ＧＯＬＤＷＩＮ
229 25130 2:44:58 福井 裕美 ﾌｸｲ ﾋﾛﾐ -
230 25082 2:45:18 山田 みどり ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ -
231 25241 2:46:26 島倉 小奈 ｼﾏｸﾗ ｻｻﾅ -
232 25126 2:47:49 前山 典子 ﾏｴﾔﾏ ﾉﾘｺ -
233 25133 2:48:25 高柳 知子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｺ -
234 25008 2:49:52 小林 美穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ -
235 25151 2:51:03 木村 文美 ｷﾑﾗ ｱﾔﾐ -
236 25177 2:51:42 能登 雅子 ﾉﾄ ﾏｻｺ -
237 25012 2:53:35 池田 朋代 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾖ のむのむＲＣ
238 25155 2:55:05 三賀 愛 ｻﾝｶﾞ ｱｲ -
239 25206 2:55:17 森林 邦代 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾖ -
240 25128 2:55:56 神谷 晴津子 ｶﾐﾔ ｾﾂｺ アズサーズ
241 25227 3:00:41 大島 真理子 ｵｵｼﾏ ﾏﾘｺ -
242 25146 3:08:28 宮田 智子 ﾐﾔﾀ ﾄﾓｺ -


