
順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第20回柏崎マラソン 2022/10/30（日）

男子総合ハーフマラソン

所属クラブ地区名 年齢
3 中村　徹01:11:181 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 柏崎市役所柏崎市 33

12 赤倉　和樹01:12:552 ｱｶｸﾗ ｶｽﾞｷ 上越市陸協上越市 33

17 田中　北人01:12:593 ﾀﾅｶ ﾎｸﾄ 小千谷陸協小千谷市 31

4 中村　浩祐01:13:574 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 柏崎市陸協柏崎市 34

15 佐藤　雄太01:14:195 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 阿賀野市陸協阿賀野市 36

2596 山本　蒼弥01:14:496 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾔ 柏崎信用金庫柏崎市 23

2543 中川　武蔵01:15:147 ﾅｶｶﾞﾜ ﾑｻｼ 丸亀ＴＣ新潟市 24

2142 南波　佑輔01:15:198 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｽｹ 柏崎市 40

2104 徳武　学01:16:059 ﾄｸﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ 本気ｄｅ整体上越市 53

2122 小島　輝明01:16:1710 ｺｼﾞﾏ ﾃﾙｱｷ 柏崎市 45

2 中村　伸治01:16:2211 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 新発田市 44

5 橘　慎一01:17:5012 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｲﾁ 猫パンチング見附市 38

2503 小森　博之01:17:5113 ｺﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ オギハラ工業上越市 37

10 増井　哲也01:17:5614 ﾏｽｲ ﾃﾂﾔ ＮＯＳＡＩ新潟新潟市 52

6 高橋　聰01:18:2815 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ ＪＪＪ上越市 49

2164 渡辺　英紀01:18:3716 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 渡辺自転車商会新潟市 44

14 阿部　康人01:18:4317 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾄ 南魚沼市陸協南魚沼市 37

2245 片桐　一洋01:19:0918 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ＢＢ団柏崎市 47

11 冨士田　椋01:19:5019 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ 柏崎市役所柏崎市 29

2501 西方　太地01:19:5320 ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ いろは会計長岡市 39

2310 込山　伸也01:20:4221 ｺﾐﾔﾏ ｼﾝﾔ Ｔ．ｒｃ燕市 42

2363 樋口　佳和01:20:4922 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 柏崎市役所柏崎市 41

13 渡辺　慶人01:20:5523 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 新潟市 36

2129 平澤　孝志01:21:1224 ﾋﾗｻﾜ ﾀｶｼ 柏崎市 44

8 砂塚　篤史01:21:3825 ｽﾅﾂﾞｶ ｱﾂｼ 柏崎陸協柏崎市 46

2200 長谷川　徹01:22:0026 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ ＮＤＮ柏崎市 44

2529 原　悠輔01:22:1927 ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長岡市 30

2374 森田　剛徳01:22:2528 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ 森田倶楽部佐渡市 45

2567 山賀　敏樹01:22:2528 ﾔﾏｶﾞ ﾄｼｷ 柏崎市 33

2521 森山　等01:22:3330 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 魚沼市 37

2544 田中　雅也01:22:5031 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長岡市 39

2545 池田　直巳01:23:0232 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 長岡市 37

2574 田中　圭人01:23:0333 ﾀﾅｶ ｹｲﾄ 小千谷市 23

2172 関本　秀人01:23:0734 ｾｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ ＪＪＪ出雲崎町 42

2235 村田　洋一01:23:4135 ﾑﾗﾀ ﾖｳｲﾁ 小千谷市 59

2539 滝本　樹01:23:4336 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾂﾙ 魚沼市 37

2599 岩谷　健裕01:23:5637 ｲﾜﾔ ﾀｹﾋﾛ 新潟大学新潟市 20

2530 梨本　恭平01:24:0838 ﾅｼﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 上越市 31

2256 林　正成01:24:2139 ﾊﾔｼ ﾏｻｼｹﾞ 新潟市 40

9 中川　大輔01:24:4640 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 柏崎市陸協柏崎市 28

2589 小林　亮太01:24:4741 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長岡市 24

2552 平澤　善博01:25:0442 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 和泉小学校小千谷市 39

2226 石田　薫01:25:1143 ｲｼﾀﾞ ｶｵﾙ 土合ランクラ柏崎市 47

2014 阿部　昭一01:25:1444 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ メーヴェ長岡市 65

2148 広瀬　泰治01:25:1444 ﾋﾛｾ ﾀｲｼﾞ ランＲＵＮ乱上越市 46

2207 古川　文一01:25:1846 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶｽﾞ 妙高市 56

2549 山田　一輝01:25:4547 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ なっちいっち柏崎市 30

2110 豊島　良二01:25:5048 ﾄﾖｼﾏ ﾖｼｼﾞ 柏崎市 55

2601 横田　祐介01:26:2249 ﾖｺﾀ ﾕｳｽｹ 小千谷市 39

2117 長崎　秀康01:26:2750 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾔｽ 紅い絆糸魚川市 47
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2215 池田　陽一01:27:2351 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 上越市 53

2194 土田　和広01:27:3252 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ランボルギーニ加茂市 59

2135 岡部　高文01:27:4153 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 新潟楽走会燕市 53

2275 目黒　茂樹01:27:5054 ﾒｸﾞﾛ ｼｹﾞｷ 丈夫ＲＣ長岡市 47

2131 関　泰01:27:5855 ｾｷ ﾔｽｼ 南魚沼市 48

2126 秋野　文宏01:28:1356 ｱｷﾉ ﾌﾐﾋﾛ 新潟市 59

2562 栁田　和毅01:28:1457 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｽﾞｷ 小千谷市 30

2547 佐藤　翼01:28:4558 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 新津走友会新潟市 36

2527 中野　伸也01:28:5659 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 長岡市 30

2537 藤井　高天01:29:0960 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾏ 長岡市 36

2356 横山　和人01:29:3561 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 朝日酒造長岡市 45

2202 五十嵐　丈志01:29:4162 ｲｶﾗｼ ﾀｹｼ チームＴ＆Ｍ新潟市 46

2260 山本　巧01:29:5163 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ Ｍ＠Ｚ．ｒｕｎ妙高市 46

16 風間　紘毅01:29:5464 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ 三条市 42

2211 久我　信義01:30:1765 ｸｶﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 柏崎市 48

2010 鶴巻　勝弘01:30:1966 ﾂﾙﾏｷ ｶﾂﾋﾛ 田上町 60

2535 渡辺　誠01:30:2967 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 山崎工業柏崎市 37

2509 石口　寛01:30:5668 ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 柏崎市 37

2213 村山　英司01:30:5769 ﾑﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 新発田農業高校新発田市 56

1 櫻井　孝明01:31:0570 ｻｸﾗｲ ﾀｶｱｷ 新潟市 43

2542 髙橋　貴央01:31:3771 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ Ｔ．ｒｃ長岡市 30

2303 波多　和也01:31:4172 ﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 五泉市 53

2590 今井　涼介01:31:4573 ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 新潟市 24

2231 小島　雅輝01:31:5774 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 見附市 56

2225 田邊　正文01:31:5975 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 長岡市 49

2533 浅井　拓大01:32:0676 ｱｻｲ ﾀｸｵ リケン柏崎市 24

2025 中越　隆英01:32:2477 ﾅｶｺﾞｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 角上魚類ＯＢ燕市 65

2155 白木　公二郎01:32:2978 ｼﾗｷ ｺｳｼﾞﾛｳ ＳＪＰ新潟市 48

2195 仲倉　敏明01:32:4079 ﾅｶｸﾗ ﾄｼｱｷ 春日４０ｓ上越市 57

2106 神部　忠01:33:0080 ｼﾞﾝﾌﾞ ﾀﾀﾞｼ 柏崎市 44

2540 増田　貴大01:33:3481 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 上越市 33

2271 原　一慶01:33:3882 ﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟市 44

2199 竹下　稔01:34:0183 ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾙ 新潟市 51

2362 池戸　正01:34:0384 ｲｹﾄﾞ ﾀﾀﾞｼ 柏崎市 55

2118 桜井　裕輔01:34:1685 ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 長岡市 53

2101 内山　智01:34:1786 ｳﾁﾔﾏ ｻﾄｼ 長岡市 55

2282 山口　晃01:34:3687 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 新発田市 42

2191 武田　道弘01:34:5688 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 新潟市 51

2316 小林　竜也01:34:5789 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 上越市 46

2337 西脇　祐一01:34:5890 ﾆｼﾜｷ ﾕｳｲﾁ 長岡市 48

2575 野上　大地01:35:1091 ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 十日町市 17

2257 小泉　智01:35:2292 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 阿賀野市 59

2364 内山　隆行01:35:2893 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 高田郵便局上越市 48

2089 丹下　昭治01:35:3794 ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳｼﾞ 佐渡市 70

2349 金子　直樹01:35:5395 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 佐渡市 50

2546 小形　誠悟01:36:0596 ｵｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 長岡市 36

2554 井澤　大亮01:36:1597 ｲｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ グラシオン新潟市 35

2252 猪股　裕介01:36:2398 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｽｹ 糸魚川市 45

2315 松沢　謙也01:36:2398 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾔ ＳＨＩＲＯＳＥ新潟市 48

2132 高辻　徳幸01:36:36100 ﾀｶﾂｼﾞ ﾉﾘﾕｷ チームユウスケ糸魚川市 51
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2322 村田　晃01:36:53101 ﾑﾗﾀ ｱｷﾗ 柏崎市 53

2054 田村　秀明01:36:54102 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ チーム笠島柏崎市 65

2255 木戸　康光01:36:57103 ｷﾄﾞ ﾔｽﾐﾂ 新潟市 47

2576 佐々木　瞬01:37:11104 ｻｻｷ ｼｭﾝ 妙高市 34

2224 神林　裕司01:37:27105 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 日赤走ろう会長岡市 49

2167 高林　秀一01:37:50106 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｲﾁ チームひっで長岡市 57

2158 都倉　隆行01:37:54107 ﾄｸﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟市 48

2139 小林　丈明01:37:57108 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 上越市 52

2103 山澤　康秀01:37:59109 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ イオナズン新潟市 56

2176 西方　一彦01:38:02110 ﾆｼｶﾀ ｶｽﾞﾋｺ 新潟市 51

2505 梶山　修司01:38:06111 ｶｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ チームひっで長岡市 38

2284 近藤　孝幸01:38:07112 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 荒浜三五郎長岡市 49

2031 遠藤　正志01:38:09113 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 長岡市 60

2246 鈴木　幸治01:38:24114 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 見附市 40

2206 古保　貴之01:38:33115 ｺﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 山崎工業柏崎市 42

2341 佐藤　宏則01:38:33115 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 長岡市 49

2076 竹之内　秀樹01:38:37117 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 柏崎市 72

2520 阿部　将弘01:38:44118 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 南魚沼市 36

2111 阿部　英敬01:38:56119 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 新潟市 50

2516 古川　裕01:38:56119 ﾌﾙｶﾜ ﾕﾀｶ 長岡市 32

2212 長谷川　将01:39:05121 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾑ 新潟ランナーズ新潟市 44

2333 松井　淳01:39:11122 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝ 柏崎市 40

2290 川瀬　範行01:39:13123 ｶﾜｾ ﾉﾘﾕｷ 上越市 41

2116 渡辺　直志01:39:25124 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｼ チーム７０４糸魚川市 50

2317 近藤　雄也01:39:35125 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ アートビジネス長岡市 50

2128 鈴木　健一01:39:38126 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 柏崎市 55

2514 田澤　陽介01:39:39127 ﾀｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 加茂市 39

2112 和澄　正明01:39:44128 ﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ 新潟市 56

2292 深海　大01:39:50129 ﾌｶｳﾐ ﾋﾛｵ 桜燕ランナーズ燕市 48

2102 内宮　実01:39:51130 ｳﾁﾐﾔ ﾐﾉﾙ 国際情報高校長岡市 56

2568 氏田　暁01:40:04131 ｳｼﾞﾀ ｱｷﾗ スティッチ新潟市 36

2354 樋口　大介01:40:05132 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 十日町市 47

2262 黒崎　純01:40:20133 ｸﾛｻｷ ｼﾞｭﾝ ＢＢ団柏崎市 47

2024 木村　章夫01:40:21134 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 新潟トキらん新潟市 69

2190 池田　裕行01:40:29135 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 長岡市 41

2309 天野　淳平01:40:32136 ｱﾏﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小田島建設糸魚川市 50

2214 板垣　茂01:40:39137 ｲﾀｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ 豊栄郵便局新潟市 57

2305 佐藤　秀治01:40:46138 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 南魚沼市 51

2083 柄澤　稔範01:40:54139 ｶﾗｻﾜ ﾄｼﾉﾘ 長岡市 69

2556 龍池　雄人01:41:10140 ﾘｭｳﾁ ﾕｳﾄ 長岡市 29

2185 笛木　文夫01:41:32141 ﾌｴｷ ﾌﾐｵ 南魚沼市 51

2251 布施　昌彦01:41:33142 ﾌｾ ﾏｻﾋｺ 楽走会バナナ十日町市 50

2511 佐藤　淳01:41:45143 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 柏崎市 36

2553 関野　康司01:41:47144 ｾｷﾉ ｺｳｼﾞ 長岡市 32

2075 廣田　浩01:41:48145 ﾋﾛﾀ ﾋﾛｼ チーム新宅十日町市 74

2548 小林　将貴01:41:58146 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 柏崎市 34

2318 吉原　弘樹01:42:00147 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 妙高市 49

2286 若山　貢01:42:05148 ﾜｶﾔﾏ ﾐﾂｷﾞ 柏崎市 53

2175 新井　和人01:42:15149 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾄ 上越市 51

2579 田中　陽太01:42:30150 ﾀﾅｶ ﾖｳﾀ 長岡市 39
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2531 若井　佑介01:42:32151 ﾜｶｲ ﾕｳｽｹ 南魚沼市 39

2254 齋藤　和幸01:42:36152 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 見附市 57

2334 池田　伸一01:42:42153 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 柏崎市 44

2179 内藤　義隆01:42:56154 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ あんまにあ新潟市 53

2227 赤澤　一夫01:42:56154 ｱｶｻﾜ ｶｽﾞｵ 見附市 53

2285 吉原　竜也01:42:57156 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ 三条市 46

2336 山本　伸介01:43:01157 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｽｹ 万有設計十日町市 48

2502 南雲　亮01:43:07158 ﾅｸﾞﾓ ﾘｮｳ 小千谷市 39

2173 池田　和浩01:43:17159 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 聖籠町 48

2367 小田　康頼01:43:17159 ｵﾀﾞ ﾔｽﾖﾘ 新潟市 46

2272 林田　匡之01:43:20161 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 燕市 47

2220 小林　智01:43:23162 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 新潟市立小新中新潟市 53

2152 大矢　信一01:43:29163 ｵｵﾔ ｼﾝｲﾁ ＭＳランニング柏崎市 45

2048 中澤　秀一01:43:32164 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ ファミーユ中角南魚沼市 64

2121 村井　丈寛01:43:38165 ﾑﾗｲ ﾀｹﾋﾛ 村井整形外新潟市 54

2020 米山　直仁01:43:57166 ﾖﾈﾔﾏ ﾅｵﾋﾄ 燕市 70

2026 八木　重衛01:44:07167 ﾔｷﾞ ｼｹﾞｴｲ 新潟市 70

2015 加藤　隆01:44:31168 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 新潟市 68

2057 田巻　茂01:44:33169 ﾀﾏｷ ｼｹﾞﾙ 新津走友会新潟市 72

2198 鶴巻　護01:44:36170 ﾂﾙﾏｷ ﾏﾓﾙ チームなめくじ新潟市 44

2090 高橋　正01:44:41171 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 三条市 77

2551 佐藤　和也01:44:45172 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 新潟市 35

2587 赤塚　諒01:45:01173 ｱｶﾂｶ ﾘｮｳ 柏崎市 29

2006 吉野　隆01:45:21174 ﾖｼﾉ ﾀｶｼ 長岡市 61

2113 川本　学01:45:24175 ｶﾜﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 柏崎市 52

2302 後藤　明01:45:26176 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ 新潟市 56

2045 戸松　康雄01:45:28177 ﾄﾏﾂ ﾔｽｵ 朝日新聞社柏崎市 60

2268 池田　章浩01:45:36178 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 柏崎市 54

2088 川上　正一01:45:52179 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 三和陸協上越市 64

2019 関　俊行01:46:00180 ｾｷ ﾄｼﾕｷ 柏崎市 61

2339 冨岡　昭01:46:03181 ﾄﾐｵｶ ｱｷﾗ チームジョグポ新潟市 53

2061 内山　孝夫01:46:07182 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｵ 魚沼市 70

2243 品田　学01:46:12183 ｼﾅﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 柏崎情報パーク柏崎市 53

2174 本間　久雄01:46:20184 ﾎﾝﾏ ﾋｻｵ 新潟市 44

2289 吉田　貴一01:46:32185 ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 長岡市 54

2270 野澤　幹晴01:46:43186 ﾉｻﾞﾜ ﾐｷﾊﾙ 山崎工業柏崎市 52

2264 石川　勝01:46:45187 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾙ 柏崎市 47

2107 飯田　明彦01:46:49188 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｺ 新潟市 59

2023 松浦　直人01:47:03189 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾄ 新潟市 62

2154 宮内　尚幸01:47:14190 ﾐﾔｳﾁ ﾅｵﾕｷ らんラン乱上越市 51

2060 竹井　三雄01:47:22191 ﾀｹｲ ﾐﾂｵ 天下の八百半燕市 63

2301 下田　憲太郎01:47:26192 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 見附市 46

2578 植木　良浩01:47:33193 ｳｴｷ ﾖｼﾋﾛ 柏崎市 35

2311 鶉谷　弘二01:47:34194 ｳｽﾞﾗﾀﾆ ｺｳｼﾞ 長岡市 45

2347 高張　誠01:47:35195 ﾀｶﾊﾘ ﾏｺﾄ 柏崎市 45

2330 大石　良平01:47:39196 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 長岡市 41

2595 大野　朝陽01:47:40197 ｵｵﾉ ｱｻﾋ 上越市 25

2352 栗原　伸哉01:47:45198 ｸﾘﾊﾗ ｼﾝﾔ 長岡市 46

2300 小越　伸夫01:47:46199 ｵｺﾞｼ ﾉﾌﾞｵ 長岡市 48

2329 石田　英一01:48:00200 ｲｼﾀﾞ ｴｲｲﾁ チームジョグポ新潟市 56

Print : 2022/10/31 11:44:13 4 / 18 ページ Official Timer & Result By Finesystem



順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第20回柏崎マラソン 2022/10/30（日）

男子総合ハーフマラソン

所属クラブ地区名 年齢
2506 中村　宗太01:48:03201 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 柏崎ファンラン柏崎市 39

2069 仲野間　哲也01:48:27202 ﾅｶﾉﾏ ﾃﾂﾔ 佐渡市 60

2120 小林　寿之01:48:44203 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 新潟トキらん新潟市 42

2312 工藤　紀行01:49:08204 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘﾕｷ 新潟市 49

2288 坂井　晃拓01:49:10205 ｻｶｲ ｱｷﾋﾛ 上越市 41

2056 佐藤　うるとら01:49:18206 ｻﾄｳ ｳﾙﾄﾗ 新潟市 64

2510 稲葉　絢也01:49:23207 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ブルボンＲＣ柏崎市 30

2273 上村　友二01:49:30208 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 見附市 54

2241 淀川　修01:49:32209 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｵｻﾑ 新潟市 50

2507 米持　俊輔01:49:36210 ﾖﾈﾓﾁ ｼｭﾝｽｹ 長岡市 36

2005 阿部　和博01:50:13211 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ アベファミリー新潟市 62

2370 細貝　大祐01:50:14212 ﾎｿｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 長岡市 46

2512 秋山　龍也01:50:21213 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上越市 36

2323 平野　大輔01:50:26214 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 赤塚塾新潟市 41

2074 小川　洋一01:50:34215 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 土地家屋調査士柏崎市 66

2261 小川　和宏01:50:39216 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟市 55

2368 鹿間　宏海01:50:39216 ｼｶﾏ ﾋﾛﾐ 新潟市 45

2366 駒形　良二01:50:45218 ｺﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 南魚沼市 52

2269 鳥島　健01:50:51219 ﾄﾘｼﾏ ﾀｹｼ 山崎工業（株）長岡市 42

2258 武江　則孝01:51:02220 ﾀｹｴ ﾉﾘﾀｶ 上越市 49

2274 大沼　里志01:51:05221 ｵｵﾇﾏ ｻﾄｼ 柏崎市 42

2073 阿部　政彦01:51:06222 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 新潟市 60

2186 市村　勝己01:51:09223 ｲﾁﾑﾗ ｶﾂﾐ 長岡高専長岡市 56

2259 滝沢　重雄01:51:12224 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 滝沢印刷十日町市 58

2586 相田　真也01:51:15225 ｱｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 柏崎市 35

2081 宮腰　謙一01:51:19226 ﾐﾔｺｼ ｹﾝｲﾁ 上越市役所上越市 62

2522 関谷　恵介01:51:24227 ｾｷﾔ ｹｲｽｹ 上越市 33

2109 諸橋　雄一01:51:31228 ﾓﾛﾊｼ ﾕｳｲﾁ チームまめまめ南魚沼市 52

2253 佐藤　武志01:51:31228 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 上越市 43

2210 川崎　誠01:51:33230 ｶﾜｻｷ ﾏｺﾄ 新潟市 53

2281 小泉　等01:51:51231 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 十日町市 55

2087 押見　正人01:52:01232 ｵｼﾐ ﾏｻﾄ 柏崎市 65

2358 岡　豊一01:52:04233 ｵｶ ﾄﾖｲﾁ 柏崎地域振興局三条市 59

2027 内山　武夫01:52:09234 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｵ 村上市 69

2201 白木　孝一郎01:52:29235 ｼﾗｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 柏崎市 40

2524 山崎　直01:52:29235 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾀｲ 新潟市 30

2519 坂本　伸悟01:52:31237 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 柏崎市 39

2203 山﨑　雅人01:52:36238 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 柏崎市 45

2343 小川　友幸01:52:41239 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 見附市 48

2580 遠藤　優典01:52:41239 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 長岡市 39

2159 岸　正浩01:52:48241 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ 長岡市 52

2153 荒川　芳信01:52:56242 ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 上越市 51

2166 横山　剛佳01:52:59243 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 新潟市 42

2298 関口　忍01:53:05244 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 長岡市 56

2216 宮本　猛司01:53:10245 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ みやもっち～む新潟市 47

2228 渡辺　健也01:53:18246 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾔ 光商会柏崎市 48

2560 渡部　高至01:53:19247 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｹｼ 新潟市 35

2168 竹前　剛01:53:22248 ﾀｹﾏｴ ﾂﾖｼ 柏崎市 45

2276 若狭　健太郎01:53:27249 ﾜｶｻ ｹﾝﾀﾛｳ 燕市 52

2294 橋爪　勝01:53:30250 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾙ 柏崎市 56
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2062 吉田　宣一01:53:39251 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 妙高市 60

2293 星　雅博01:53:41252 ﾎｼ ﾏｻﾋﾛ 長岡市 45

2134 松井　哲也01:53:55253 ﾏﾂｲ ﾃﾂﾔ 柏崎市 52

2125 愛宕　智昭01:53:59254 ｱﾀｺﾞ ﾄﾓｱｷ 柏崎市 58

2279 野澤　将志01:54:05255 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻｼ 南魚沼市 40

2137 神田　達也01:54:15256 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 新発田市 56

2040 神林　均01:54:43257 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ みどり会柏崎市 64

2171 木本　崇01:54:45258 ｷﾓﾄ ﾀｶｼ 鯖石走ろう会柏崎市 45

2229 和田　浩01:54:45258 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 魚沼市 40

2280 五十嵐　忠01:54:47260 ｲｶﾗｼ ﾀﾀﾞｼ 三条市 51

2277 山岸　達也01:54:55261 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾂﾔ 上越市 42

2218 新沢　弘樹01:55:07262 ｼﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 柏崎市 48

2238 中島　功01:55:09263 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｻｵ 新潟市 44

2204 内山　丈明01:55:11264 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｱｷ ゼロイチ新潟市 52

2360 金子　智廣01:55:11264 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 柏崎市 46

2032 大和　靖01:55:18266 ﾔﾏﾄ ﾔｽｼ 新潟市 68

2577 池田　祐規01:55:27267 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 長岡市 32

2570 平田　貴洋01:55:31268 ﾋﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 新潟病院柏崎市 30

2183 星野　健01:55:35269 ﾎｼﾉ ﾂﾖｼ 上越市 40

2327 遠藤　学01:55:55270 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 刈羽村 42

2004 鈴木　一郎01:55:57271 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 潮風ランナーズ新潟市 66

2555 望月　良範01:55:59272 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾉﾘ ブルボン柏崎市 39

2518 高本　晴太01:56:08273 ﾀｶﾓﾄ ｾｲﾀ 上越市 33

2043 田中　和徳01:56:24274 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 南魚コシヒカリ南魚沼市 60

2320 平田　公01:56:46275 ﾋﾗﾀ ｲｻｵ あんまにあ柏崎市 55

2375 小田　良和01:56:49276 ｵﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 県職労村上市 51

2197 浅利　和矢01:56:50277 ｱｻﾘ ｶｽﾞﾔ チームＴ＆Ｍ新潟市 46

2237 渡邉　政志01:56:52278 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ チーム　Ｔ＆Ｍ新潟市 46

2003 相場　豊隆01:57:00279 ｱｲﾊﾞ ﾄﾖﾀｶ 青山８４会新潟市 64

2581 廣川　恵也01:57:05280 ﾋﾛｶﾜ ｹｲﾔ 刈羽村 27

2324 長橋　一欽01:57:12281 ﾅｶﾞﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ 山崎工業柏崎市 43

2147 渡辺　豊01:57:15282 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 長岡市 59

2332 田邉　靖典01:57:15282 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 柏崎市役所柏崎市 46

2133 吉岡　直01:57:19284 ﾖｼｵｶ ﾀﾀﾞｼ 新潟市役所新潟市 42

2598 羽下　隆之01:57:19284 ﾊｶﾞ ﾀｶﾕｷ 長岡市 39

2050 三宮　一行01:57:40286 ｻﾝｸﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 柏崎市 61

2084 小林　司01:57:57287 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 土合ランナーズ柏崎市 65

2036 日下部　淳01:57:58288 ｸｻｶﾍﾞ ｱﾂｼ 新潟市 61

2002 池田　真人01:58:01289 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 柏崎市 64

2559 椛澤　義祥01:58:05290 ｶﾊﾞｻﾜ ｷﾞｼｮｳ 山崎工業長岡市 30

2561 五十嵐　淳01:58:13291 ｲｶﾗｼ ｼﾞｭﾝ 長岡市 33

2250 坂詰　洋人01:58:23292 ｻｶﾂﾞﾒ ﾋﾛﾄ 長岡市 54

2283 大橋　雅之01:58:25293 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 柏崎市 53

2071 南雲　充01:58:28294 ﾅｸﾞﾓ ﾐﾂﾙ 湯沢町湯沢町 65

2591 多田　真也01:58:46295 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾔ 柏崎市 39

2304 村田　英文01:58:48296 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞﾌﾐ 柏崎市 59

2067 庭山　昭夫01:58:49297 ﾆﾜﾔﾏ ｱｷｵ 柏崎市 63

2138 村山　慎一郎01:58:49297 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＫＭＣ見附市 47

2063 堀井　重人01:58:55299 ﾎﾘｲ ｼｹﾞﾋﾄ 柏崎市 62

2350 内山　良太郎01:58:57300 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 柏崎市 46
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2361 新田　亮01:59:19301 ﾆｯﾀ ﾘｮｳ 柏崎市 43

2525 本間　浩文01:59:38302 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾌﾐ 柏崎市 39

2021 淡路　浩二01:59:39303 ｱﾜｼﾞ ｺｳｼﾞ 新潟市 62

2326 小川　泰洋01:59:41304 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 柏崎市 44

2123 山本　茂久01:59:54305 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾋｻ ちーむ山男新潟市 54

2208 青柳　健太郎01:59:55306 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟市 45

2328 坂詰　卓史02:00:08307 ｻｶﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 長岡市 51

2053 猪俣　英人02:00:50308 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 柏崎市 61

2086 吉田　時朗02:00:51309 ﾖｼﾀﾞ ﾄｷｵ 新潟市 63

2105 宍道　玲02:01:26310 ｼﾝｼﾞ ﾚｲ 柏崎市 53

2240 坂井　達志02:01:29311 ｻｶｲ ﾀﾂｼ 新潟市 57

2592 青木　貴宏02:01:33312 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 柏崎市 36

2585 飛鳥井　一貴02:01:52313 ｱｽｶｲ ｶｽﾞｷ 柏崎市 32

2325 長島　一也02:02:00314 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｽﾞﾔ 長岡市 47

2515 相澤　賢太郎02:02:20315 ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ほしのＲＣ新潟市 34

2247 上山　亨弘02:02:32316 ｳｴﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ 弥彦村 54

2523 加藤　健02:02:32316 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 新潟市 35

2335 秋元　貴充02:02:42318 ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 魚沼市 51

2182 早川　一仁02:03:04319 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 早川電設長岡市 56

2541 風間　裕晃02:03:24320 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 長岡市 31

2319 小林　啓一02:03:33321 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 柏崎市 54

2193 澁谷　兼司02:03:37322 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 新潟市 51

2565 高野　晃弘02:03:41323 ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ 山崎工業柏崎市 39

2180 若林　尚之02:04:00324 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ 山崎工業柏崎市 58

2115 北原　泰02:04:12325 ｷﾀﾊﾗ ﾔｽｼ あんまにあ新潟市 55

2151 大島　賢一02:04:33326 ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ 糸魚川市 42

2263 阿部　亮02:04:36327 ｱﾍﾞ ﾘｮｳ 柏崎市 47

2557 太田　直宏02:04:37328 ｵｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 上越市 37

2558 今井　一徳02:04:37328 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾘ 上越市 37

2008 永井　博美02:04:47330 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ 長岡要町歯科Ｒ長岡市 63

2038 石塚　諭02:05:24331 ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄｼ 新風ｒｃ三条市 73

2355 法島　未来02:05:30332 ﾉﾘｼﾏ ｱｽﾉ 長岡市 44

2365 川島　直志02:05:35333 ｶﾜｼﾏ ﾅｵｼ もえＲＵＮ新潟市 47

2299 渡貫　民雄02:05:54334 ﾜﾀﾇｷ ﾀﾐｵ チーム新宅十日町市 48

2321 駒形　哲也02:05:58335 ｺﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ 長岡市 43

2119 中俣　和広02:06:02336 ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 南魚沼ＪＲＣ南魚沼市 51

2196 長崎　真理02:06:11337 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｺﾄ 新潟市 47

2034 腰越　秀夫02:06:12338 ｺｼｺﾞｴ ﾋﾃﾞｵ 南魚沼市 65

2018 藤縄　一広02:06:21339 ﾌｼﾞﾅﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 秀和建設長岡市 66

2150 塚田　一樹02:06:23340 ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 上越市 40

2566 石塚　充朗02:06:38341 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｱｷ 長岡市 28

2188 荒井　貴裕02:06:51342 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 鯖石走ろう会柏崎市 52

2217 高橋　二三男02:06:56343 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｵ ＡＲＣ上越市 53

2078 細野　敏行02:07:13344 ﾎｿﾉ ﾄｼﾕｷ 上越市 66

2351 天野　則和02:07:21345 ｱﾏﾉ ﾉﾘｶｽﾞ 柏崎市 45

2532 蓑輪　誠02:07:53346 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 上越市 36

2058 土屋　克巳02:07:56347 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 新発田ガス新潟市 64

2079 竹内　一郎02:08:02348 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ 上越市 65

2007 笹川　義晴02:08:15349 ｻｻｶﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 妙高ランニング上越市 66

2016 渡辺　正幸02:08:24350 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 駅伝やまさく見附市 63
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2291 西條　英樹02:08:44351 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ 上越市 59

2001 笠原　昭雄02:08:59352 ｶｻﾊﾗ ｱｷｵ 柏崎市 66

2583 樋口　拓磨02:09:09353 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 柏崎市 37

2163 内山　公明02:10:23354 ｳﾁﾔﾏ ｷﾐｱｷ 柏崎市 57

2013 山田　隆02:10:54355 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ※ＭＡＴＹ※新潟市 62

2044 田辺　兼02:10:55356 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 長岡市 61

2232 中島　健夫02:11:28357 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｵ 長岡市 51

2030 腮尾　理02:11:44358 ｱｷﾞｵ ｵｻﾑ 長岡市 62

2242 星　浩二02:12:07359 ﾎｼ ｺｳｼﾞ 長岡市 48

2222 金子　正和02:12:17360 ｶﾈｺ ﾏｻｶｽﾞ なかのん長岡市 51

2307 佐藤　彰02:12:22361 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 胎内市 57

2160 金澤　淳一02:12:44362 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 白新商会新潟市 59

2065 鹿住　定男02:12:48363 ｶｽﾞﾐ ｻﾀﾞｵ 上越市 63

2359 佐々木　保02:13:57364 ｻｻｷ ﾀﾓﾂ 新潟市 53

2165 菊池　一02:14:19365 ｷｸﾁ ﾊｼﾞﾒ グラシオン新潟市 51

2563 武田　絢汰02:14:22366 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 新潟市 31

2064 今成　一男02:14:38367 ｲﾏﾅﾘ ｶｽﾞｵ 見附市 70

2526 柴田　雅司02:14:43368 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 柏崎市 35

2295 江口　勝彦02:15:26369 ｴｸﾞﾁ ｶﾂﾋｺ チーム朝日山長岡市 58

2306 屋嶋　一貴02:15:32370 ﾔｼﾏ ｶｽﾞﾀｶ 柏崎市 46

2162 寒河江　隆昭02:15:33371 ｻｶﾞｴ ﾀｶｱｷ 新発田市 57

2205 森山　学02:15:40372 ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ ＵＲＣ長岡市 43

2233 石口　紀満02:16:08373 ｲｼｸﾞﾁ ﾉﾘﾐﾂ 柏崎市 50

2538 稲田　優大02:16:13374 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 柏崎信金柏崎市 30

2035 柳原　和明02:16:14375 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 見附市 74

2124 岡村　勝02:16:54376 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 柏崎市 49

2149 南　祐介02:16:58377 ﾐﾅﾐ ﾕｳｽｹ 長岡市 43

2572 齋藤　周也02:17:18378 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 上越市 34

2308 濱田　龍次02:17:24379 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ チーム和聖籠町 50

2082 福田　均02:17:42380 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄｼ 新潟市 73

2371 河内　明久02:17:47381 ｶﾜﾁ ｱｷﾋｻ 柏崎市 52

2192 河合　常明02:17:55382 ｶﾜｲ ﾂﾈｱｷ 長岡市 44

2344 笠原　隆02:18:01383 ｶｻﾊﾗ ﾀｶｼ 新潟市 56

2593 井部　恵都02:18:03384 ｲﾍﾞ ｹｲﾄ 関根学園上越市 18

2278 品田　康秀02:18:22385 ｼﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 刈羽村 56

2331 下條　靖02:19:19386 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽｼ 見附市 59

2187 須田　尚孝02:20:29387 ｽﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 柏崎市 42

2594 宮腰　大輝02:20:45388 ﾐﾔｺｼ ﾀﾞｲｷ 長岡市 27

2170 佐藤　大02:20:55389 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 長岡市 44

2085 西　辰弥02:21:45390 ﾆｼ ﾀﾂﾔ 栃尾魚菜市場長岡市 66

2066 笠原　優02:21:55391 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾙ 上越市 71

2039 持田　繁義02:22:08392 ﾓﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ 柏崎市 68

2052 三井田　隆02:23:34393 ﾐｲﾀﾞ ﾀｶｼ 柏崎市 72

2077 渡辺　明02:24:17394 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 長岡市 73

2049 小出　修資02:24:36395 ｺｲﾃﾞ ｼｭｳｽｹ 新潟ＳＲＣ新潟市 68

2297 荒井　浩司02:24:41396 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 新潟市 55

2345 山田　武志02:26:39397 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 幸町ＲＣ柏崎市 52

2340 内田　知貴02:26:59398 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｷ 上越市役所上越市 43

2342 阪田　和也02:27:23399 ｻｶﾀ ｶｽﾞﾔ 柏崎信用金庫柏崎市 52

2189 関根　研一02:27:54400 ｾｷﾈ ｹﾝｲﾁ 新潟市 54

Print : 2022/10/31 11:44:14 8 / 18 ページ Official Timer & Result By Finesystem



順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第20回柏崎マラソン 2022/10/30（日）

男子総合ハーフマラソン

所属クラブ地区名 年齢
2033 田原　正一02:28:18401 ﾀﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 上越市 63

2266 樋口　友夫02:28:56402 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｵ 見附市 54

2296 飯塚　靖浩02:29:05403 ｲｲﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 長岡市 48

2357 海沼　勝利02:30:01404 ｶｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ 新潟市 53

2022 青柳　久雄02:30:15405 ｱｵﾔｷﾞ ﾋｻｵ おぐに走ろう会長岡市 72

2376 河内　敏02:30:20406 ｶﾜｳﾁ ｻﾄｼ 長岡市 43

2597 渡邉　真杜02:31:20407 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 燕市 23

2047 中田　良一02:32:11408 ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 上越市 69

2602 樋口　隼己02:32:25409 ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｷ 長岡市 26

2287 中司　芳雄02:34:34410 ﾅｶﾂｶ ﾖｼｵ 燕市 51

2267 重泉　武敏02:35:53411 ｼｹﾞｲｽﾞﾐ ﾀｹﾄｼ 新潟市 44

2600 うえむら　かひろ02:39:29412 ｳｴﾑﾗ ｶﾋﾛ 上越市 24

2534 石澤　能成02:39:34413 ｲｼｻﾞﾜ ﾖｼｼｹﾞ 柏崎市 36

2230 田村　直栄02:39:38414 ﾀﾑﾗ ﾅｵｴｲ 新潟市 52

2181 松田　芳彦02:40:02415 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 長岡市 54

2569 三田　雄一02:40:58416 ﾐﾀ ﾕｳｲﾁ 柏崎市 37

2244 増井　和志02:41:19417 ﾏｽｲ ｶｽﾞｼ 三条市 56

2588 鈴木　章太02:44:30418 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 上越市 25

2037 長橋　政信02:45:48419 ﾅｶﾞﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 三条市 64

2070 髙橋　庄司02:46:31420 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 新潟市 68

2248 田才　淳一02:47:11421 ﾀｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 柏崎市 45

2169 高橋　康02:47:43422 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 柏﨑ファンラン柏崎市 53

2536 馬場　和之02:51:15423 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ 新潟市 35

2029 河合　孝夫02:51:46424 ｶﾜｲ ﾀｶｵ 南魚沼市 69

2265 山地　毅彦03:05:31425 ﾔﾏﾁﾞ ﾀｹﾋｺ 柏崎市 41
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