
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 16歳～39歳

所属クラブ地区名 年齢
2596 山本　蒼弥01:14:491 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾔ 柏崎信用金庫柏崎市 23

2543 中川　武蔵01:15:142 ﾅｶｶﾞﾜ ﾑｻｼ 丸亀ＴＣ新潟市 24

2503 小森　博之01:17:513 ｺﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ オギハラ工業上越市 37

2501 西方　太地01:19:534 ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ いろは会計長岡市 39

2529 原　悠輔01:22:195 ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長岡市 30

2567 山賀　敏樹01:22:256 ﾔﾏｶﾞ ﾄｼｷ 柏崎市 33

2521 森山　等01:22:337 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 魚沼市 37

2544 田中　雅也01:22:508 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長岡市 39

2545 池田　直巳01:23:029 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 長岡市 37

2574 田中　圭人01:23:0310 ﾀﾅｶ ｹｲﾄ 小千谷市 23

2539 滝本　樹01:23:4311 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾂﾙ 魚沼市 37

2599 岩谷　健裕01:23:5612 ｲﾜﾔ ﾀｹﾋﾛ 新潟大学新潟市 20

2530 梨本　恭平01:24:0813 ﾅｼﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 上越市 31

2589 小林　亮太01:24:4714 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長岡市 24

2552 平澤　善博01:25:0415 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 和泉小学校小千谷市 39

2549 山田　一輝01:25:4516 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ なっちいっち柏崎市 30

2601 横田　祐介01:26:2217 ﾖｺﾀ ﾕｳｽｹ 小千谷市 39

2562 栁田　和毅01:28:1418 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｽﾞｷ 小千谷市 30

2547 佐藤　翼01:28:4519 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 新津走友会新潟市 36

2527 中野　伸也01:28:5620 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 長岡市 30

2537 藤井　高天01:29:0921 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾏ 長岡市 36

2535 渡辺　誠01:30:2922 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 山崎工業柏崎市 37

2509 石口　寛01:30:5623 ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 柏崎市 37

2542 髙橋　貴央01:31:3724 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ Ｔ．ｒｃ長岡市 30

2590 今井　涼介01:31:4525 ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 新潟市 24

2533 浅井　拓大01:32:0626 ｱｻｲ ﾀｸｵ リケン柏崎市 24

2540 増田　貴大01:33:3427 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 上越市 33

2575 野上　大地01:35:1028 ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 十日町市 17

2546 小形　誠悟01:36:0529 ｵｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 長岡市 36

2554 井澤　大亮01:36:1530 ｲｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ グラシオン新潟市 35

2576 佐々木　瞬01:37:1131 ｻｻｷ ｼｭﾝ 妙高市 34

2505 梶山　修司01:38:0632 ｶｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ チームひっで長岡市 38

2520 阿部　将弘01:38:4433 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 南魚沼市 36

2516 古川　裕01:38:5634 ﾌﾙｶﾜ ﾕﾀｶ 長岡市 32

2514 田澤　陽介01:39:3935 ﾀｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 加茂市 39

2568 氏田　暁01:40:0436 ｳｼﾞﾀ ｱｷﾗ スティッチ新潟市 36

2556 龍池　雄人01:41:1037 ﾘｭｳﾁ ﾕｳﾄ 長岡市 29

2511 佐藤　淳01:41:4538 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 柏崎市 36

2553 関野　康司01:41:4739 ｾｷﾉ ｺｳｼﾞ 長岡市 32

2548 小林　将貴01:41:5840 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 柏崎市 34

2579 田中　陽太01:42:3041 ﾀﾅｶ ﾖｳﾀ 長岡市 39

2531 若井　佑介01:42:3242 ﾜｶｲ ﾕｳｽｹ 南魚沼市 39

2502 南雲　亮01:43:0743 ﾅｸﾞﾓ ﾘｮｳ 小千谷市 39

2551 佐藤　和也01:44:4544 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 新潟市 35

2587 赤塚　諒01:45:0145 ｱｶﾂｶ ﾘｮｳ 柏崎市 29

2578 植木　良浩01:47:3346 ｳｴｷ ﾖｼﾋﾛ 柏崎市 35

2595 大野　朝陽01:47:4047 ｵｵﾉ ｱｻﾋ 上越市 25

2506 中村　宗太01:48:0348 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 柏崎ファンラン柏崎市 39

2510 稲葉　絢也01:49:2349 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ブルボンＲＣ柏崎市 30

2507 米持　俊輔01:49:3650 ﾖﾈﾓﾁ ｼｭﾝｽｹ 長岡市 36
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2512 秋山　龍也01:50:2151 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上越市 36

2586 相田　真也01:51:1552 ｱｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 柏崎市 35

2522 関谷　恵介01:51:2453 ｾｷﾔ ｹｲｽｹ 上越市 33

2524 山崎　直01:52:2954 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾀｲ 新潟市 30

2519 坂本　伸悟01:52:3155 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 柏崎市 39

2580 遠藤　優典01:52:4156 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 長岡市 39

2560 渡部　高至01:53:1957 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｹｼ 新潟市 35

2577 池田　祐規01:55:2758 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 長岡市 32

2570 平田　貴洋01:55:3159 ﾋﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 新潟病院柏崎市 30

2555 望月　良範01:55:5960 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾉﾘ ブルボン柏崎市 39

2518 高本　晴太01:56:0861 ﾀｶﾓﾄ ｾｲﾀ 上越市 33

2581 廣川　恵也01:57:0562 ﾋﾛｶﾜ ｹｲﾔ 刈羽村 27

2598 羽下　隆之01:57:1963 ﾊｶﾞ ﾀｶﾕｷ 長岡市 39

2559 椛澤　義祥01:58:0564 ｶﾊﾞｻﾜ ｷﾞｼｮｳ 山崎工業長岡市 30

2561 五十嵐　淳01:58:1365 ｲｶﾗｼ ｼﾞｭﾝ 長岡市 33

2591 多田　真也01:58:4666 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾔ 柏崎市 39

2525 本間　浩文01:59:3867 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾌﾐ 柏崎市 39

2592 青木　貴宏02:01:3368 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 柏崎市 36

2585 飛鳥井　一貴02:01:5269 ｱｽｶｲ ｶｽﾞｷ 柏崎市 32

2515 相澤　賢太郎02:02:2070 ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ほしのＲＣ新潟市 34

2523 加藤　健02:02:3271 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 新潟市 35

2541 風間　裕晃02:03:2472 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 長岡市 31

2565 高野　晃弘02:03:4173 ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ 山崎工業柏崎市 39

2557 太田　直宏02:04:3774 ｵｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 上越市 37

2558 今井　一徳02:04:3774 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾘ 上越市 37

2566 石塚　充朗02:06:3876 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｱｷ 長岡市 28

2532 蓑輪　誠02:07:5377 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 上越市 36

2583 樋口　拓磨02:09:0978 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 柏崎市 37

2563 武田　絢汰02:14:2279 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 新潟市 31

2526 柴田　雅司02:14:4380 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 柏崎市 35

2538 稲田　優大02:16:1381 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 柏崎信金柏崎市 30

2572 齋藤　周也02:17:1882 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 上越市 34

2593 井部　恵都02:18:0383 ｲﾍﾞ ｹｲﾄ 関根学園上越市 18

2594 宮腰　大輝02:20:4584 ﾐﾔｺｼ ﾀﾞｲｷ 長岡市 27

2597 渡邉　真杜02:31:2085 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 燕市 23

2602 樋口　隼己02:32:2586 ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｷ 長岡市 26

2600 うえむら　かひろ02:39:2987 ｳｴﾑﾗ ｶﾋﾛ 上越市 24

2534 石澤　能成02:39:3488 ｲｼｻﾞﾜ ﾖｼｼｹﾞ 柏崎市 36

2569 三田　雄一02:40:5889 ﾐﾀ ﾕｳｲﾁ 柏崎市 37

2588 鈴木　章太02:44:3090 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 上越市 25

2536 馬場　和之02:51:1591 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ 新潟市 35
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