
順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第20回柏崎マラソン 2022/10/30（日）

男子ハーフマラソン 60歳以上

所属クラブ地区名 年齢
2014 阿部　昭一01:25:141 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ メーヴェ長岡市 65★
2010 鶴巻　勝弘01:30:192 ﾂﾙﾏｷ ｶﾂﾋﾛ 田上町 60

2025 中越　隆英01:32:243 ﾅｶｺﾞｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 角上魚類ＯＢ燕市 65

2089 丹下　昭治01:35:374 ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳｼﾞ 佐渡市 70

2054 田村　秀明01:36:545 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ チーム笠島柏崎市 65

2031 遠藤　正志01:38:096 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 長岡市 60

2076 竹之内　秀樹01:38:377 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 柏崎市 72

2024 木村　章夫01:40:218 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 新潟トキらん新潟市 69

2083 柄澤　稔範01:40:549 ｶﾗｻﾜ ﾄｼﾉﾘ 長岡市 69

2075 廣田　浩01:41:4810 ﾋﾛﾀ ﾋﾛｼ チーム新宅十日町市 74

2048 中澤　秀一01:43:3211 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ ファミーユ中角南魚沼市 64

2020 米山　直仁01:43:5712 ﾖﾈﾔﾏ ﾅｵﾋﾄ 燕市 70

2026 八木　重衛01:44:0713 ﾔｷﾞ ｼｹﾞｴｲ 新潟市 70

2015 加藤　隆01:44:3114 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 新潟市 68

2057 田巻　茂01:44:3315 ﾀﾏｷ ｼｹﾞﾙ 新津走友会新潟市 72

2090 高橋　正01:44:4116 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 三条市 77

2006 吉野　隆01:45:2117 ﾖｼﾉ ﾀｶｼ 長岡市 61

2045 戸松　康雄01:45:2818 ﾄﾏﾂ ﾔｽｵ 朝日新聞社柏崎市 60

2088 川上　正一01:45:5219 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 三和陸協上越市 64

2019 関　俊行01:46:0020 ｾｷ ﾄｼﾕｷ 柏崎市 61

2061 内山　孝夫01:46:0721 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｵ 魚沼市 70

2023 松浦　直人01:47:0322 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾄ 新潟市 62

2060 竹井　三雄01:47:2223 ﾀｹｲ ﾐﾂｵ 天下の八百半燕市 63

2069 仲野間　哲也01:48:2724 ﾅｶﾉﾏ ﾃﾂﾔ 佐渡市 60

2056 佐藤　うるとら01:49:1825 ｻﾄｳ ｳﾙﾄﾗ 新潟市 64

2005 阿部　和博01:50:1326 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ アベファミリー新潟市 62

2074 小川　洋一01:50:3427 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 土地家屋調査士柏崎市 66

2073 阿部　政彦01:51:0628 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 新潟市 60

2081 宮腰　謙一01:51:1929 ﾐﾔｺｼ ｹﾝｲﾁ 上越市役所上越市 62

2087 押見　正人01:52:0130 ｵｼﾐ ﾏｻﾄ 柏崎市 65

2027 内山　武夫01:52:0931 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｵ 村上市 69

2062 吉田　宣一01:53:3932 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 妙高市 60

2040 神林　均01:54:4333 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ みどり会柏崎市 64

2032 大和　靖01:55:1834 ﾔﾏﾄ ﾔｽｼ 新潟市 68

2004 鈴木　一郎01:55:5735 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 潮風ランナーズ新潟市 66

2043 田中　和徳01:56:2436 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 南魚コシヒカリ南魚沼市 60

2003 相場　豊隆01:57:0037 ｱｲﾊﾞ ﾄﾖﾀｶ 青山８４会新潟市 64

2050 三宮　一行01:57:4038 ｻﾝｸﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 柏崎市 61

2084 小林　司01:57:5739 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 土合ランナーズ柏崎市 65

2036 日下部　淳01:57:5840 ｸｻｶﾍﾞ ｱﾂｼ 新潟市 61

2002 池田　真人01:58:0141 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 柏崎市 64

2071 南雲　充01:58:2842 ﾅｸﾞﾓ ﾐﾂﾙ 湯沢町湯沢町 65

2067 庭山　昭夫01:58:4943 ﾆﾜﾔﾏ ｱｷｵ 柏崎市 63

2063 堀井　重人01:58:5544 ﾎﾘｲ ｼｹﾞﾋﾄ 柏崎市 62

2021 淡路　浩二01:59:3945 ｱﾜｼﾞ ｺｳｼﾞ 新潟市 62

2053 猪俣　英人02:00:5046 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 柏崎市 61

2086 吉田　時朗02:00:5147 ﾖｼﾀﾞ ﾄｷｵ 新潟市 63

2008 永井　博美02:04:4748 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ 長岡要町歯科Ｒ長岡市 63

2038 石塚　諭02:05:2449 ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄｼ 新風ｒｃ三条市 73

2034 腰越　秀夫02:06:1250 ｺｼｺﾞｴ ﾋﾃﾞｵ 南魚沼市 65
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2018 藤縄　一広02:06:2151 ﾌｼﾞﾅﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 秀和建設長岡市 66

2078 細野　敏行02:07:1352 ﾎｿﾉ ﾄｼﾕｷ 上越市 66

2058 土屋　克巳02:07:5653 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 新発田ガス新潟市 64

2079 竹内　一郎02:08:0254 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ 上越市 65

2007 笹川　義晴02:08:1555 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02:08:2456 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 駅伝やまさく見附市 63

2001 笠原　昭雄02:08:5957 ｶｻﾊﾗ ｱｷｵ 柏崎市 66

2013 山田　隆02:10:5458 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ※ＭＡＴＹ※新潟市 62

2044 田辺　兼02:10:5559 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 長岡市 61

2030 腮尾　理02:11:4460 ｱｷﾞｵ ｵｻﾑ 長岡市 62

2065 鹿住　定男02:12:4861 ｶｽﾞﾐ ｻﾀﾞｵ 上越市 63

2064 今成　一男02:14:3862 ｲﾏﾅﾘ ｶｽﾞｵ 見附市 70

2035 柳原　和明02:16:1463 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 見附市 74

2082 福田　均02:17:4264 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄｼ 新潟市 73

2085 西　辰弥02:21:4565 ﾆｼ ﾀﾂﾔ 栃尾魚菜市場長岡市 66

2066 笠原　優02:21:5566 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾙ 上越市 71

2039 持田　繁義02:22:0867 ﾓﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ 柏崎市 68

2052 三井田　隆02:23:3468 ﾐｲﾀﾞ ﾀｶｼ 柏崎市 72

2077 渡辺　明02:24:1769 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 長岡市 73

2049 小出　修資02:24:3670 ｺｲﾃﾞ ｼｭｳｽｹ 新潟ＳＲＣ新潟市 68

2033 田原　正一02:28:1871 ﾀﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 上越市 63

2022 青柳　久雄02:30:1572 ｱｵﾔｷﾞ ﾋｻｵ おぐに走ろう会長岡市 72

2047 中田　良一02:32:1173 ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 上越市 69

2037 長橋　政信02:45:4874 ﾅｶﾞﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 三条市 64

2070 髙橋　庄司02:46:3175 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 新潟市 68

2029 河合　孝夫02:51:4676 ｶﾜｲ ﾀｶｵ 南魚沼市 69
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