
11 10km 一般男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 1057 0:33:52 石橋 滉達 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾀﾂ 三重県伊賀市
2 1011 0:38:04 玉居 拓也 ﾀﾏｲ ﾀｸﾔ 三重県名張市
3 1019 0:38:07 堀 賢司 ﾎﾘ ｹﾝｼﾞ 三重県伊賀市
4 1010 0:38:08 酒井 亮太郎 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 三重県名張市
5 1067 0:38:14 古山 裕二 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知県名古屋市
6 1050 0:39:14 倉田 芳信 ｸﾗﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 三重県亀山市
7 1009 0:39:20 家藤 康 ｲｴﾌｼﾞ ﾔｽｼ 三重県名張市
8 1005 0:39:24 山宮 裕之 ﾔﾏﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 三重県名張市
9 1047 0:39:51 木村 孝則 ｷﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 三重県名張市

10 1013 0:40:08 北村 尚洋 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 三重県名張市
11 1014 0:40:09 田代 雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 三重県名張市
12 1056 0:40:35 北池 洋 ｷﾀｲｹ ﾋﾛｼ 大阪府大阪市
13 1049 0:40:49 福谷 教文 ﾌｸﾀﾆ ﾉﾘﾌﾐ 三重県伊賀市
14 1002 0:40:56 板垣 伸明 ｲﾀｶﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ 三重県名張市
15 1044 0:41:01 久保 和範 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 三重県伊賀市
16 1063 0:41:06 村上 大輔 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 三重県名張市
17 1046 0:41:24 黒岡 正巳 ｸﾛｵｶ ﾏｻﾐ 三重県伊賀市
18 1012 0:42:08 廣岡 秀樹 ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞｷ 三重県伊賀市
19 1061 0:42:53 金山 純也 ｶﾅﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 三重県松阪市
20 1055 0:43:05 中田 淳 ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝ 三重県伊賀市
21 1048 0:43:47 水谷 諒 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳ 長野県松本市
22 1038 0:43:58 椙岡 淳一 ｽｷﾞｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府大東市
23 1041 0:44:05 初貝 洋平 ﾊﾂｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 三重県名張市
24 1058 0:44:22 丸井 一輝 ﾏﾙｲ ｶﾂﾞｷ 三重県津市
25 1015 0:45:54 井上 典明 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｱｷ 三重県名張市
26 1025 0:46:18 藤田 尚吾 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 大阪府大阪市
27 1001 0:47:03 白石 吉億 ｼﾗｲｼ ﾖｼﾑﾈ 三重県名張市
28 1023 0:47:23 松本 悠介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 三重県名張市
29 1052 0:47:31 中村 卓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 三重県名張市
30 1008 0:47:51 杉本 健二 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 三重県名張市
31 1062 0:48:45 松田 孝央 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｵ 奈良県橿原市
32 1040 0:48:48 前田 茂樹 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞｷ 三重県名張市
33 1071 0:48:49 枡田 優希 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 三重県津市
34 1020 0:49:11 坂西 将 ｻｶﾆｼ ﾏｻﾙ 三重県名張市
35 1039 0:49:51 長江 幸一郎 ﾅｶﾞｴ ｺｳｲﾁﾛｳ 大阪府寝屋川市
36 1024 0:49:52 森 充宏 ﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ 三重県名張市
37 1017 0:50:47 安部 聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 三重県名張市
38 1060 0:51:05 大山 政重 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｼｹﾞ 三重県名張市
39 1028 0:51:22 宮本 勝利 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 三重県伊賀市
40 1042 0:51:32 福森 修司 ﾌｸﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 三重県名張市
41 1016 0:51:50 小山 和也 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 三重県名張市
42 1021 0:52:12 中川 純 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝ 三重県名張市
43 1059 0:53:49 大久保 卓哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 三重県亀山市
44 1053 0:53:51 橋本 了 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 三重県亀山市
45 1006 0:54:11 1006 1006 三重県名張市
46 1007 0:54:27 吉村 和弘 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 三重県名張市
47 1032 0:54:40 松本 浩幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 三重県名張市
48 1026 0:55:59 髙野 諒 ﾀｶﾉ ﾘｮｳ 三重県名張市
49 1035 0:56:54 落岩 健 ｵﾁｲﾜ ﾀｹｼ 三重県名張市
50 1043 0:56:54 渡辺 尚也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 三重県亀山市
51 1045 0:56:57 岡本 豊 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 奈良県御所市
52 1066 0:57:00 西川 大也 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾔ 三重県亀山市
53 1033 0:57:01 冨田 一孝 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 三重県名張市
54 1051 0:57:10 木田 洋幸 ｷﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 三重県名張市
55 1037 0:57:37 LEGALIG MARIO CABELTESﾘｶﾞﾘｸﾞ ﾏﾘｵ ｶﾍﾞﾙﾃｽ 三重県名張市
56 1004 0:58:37 河野 司 ｶﾜﾉ ﾂｶｻ 三重県名張市



57 1003 0:59:20 石川 雄 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 三重県名張市
58 1022 1:01:28 松本 浩誉 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ 三重県名張市
59 1064 1:04:47 廣瀬 真由 ﾋﾛｾ ﾏｻﾖｼ 三重県名張市
60 1030 1:05:57 倉谷 雄太 ｸﾗﾀﾆ ﾕｳﾀ 三重県名張市
61 1070 1:07:20 関森 崇文 ｾｷﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ 三重県伊賀市
62 1031 1:08:54 関和 大輔 ｾｷﾜ ﾀﾞｲｽｹ 三重県名張市
63 1029 1:09:58 塚田 航 ﾂｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 三重県名張市
64 1036 1:11:47 清田 大介 ｷﾖﾀ ﾀﾞｲｽｹ 三重県名張市
65 1018 1:11:51 井手 勉 ｲﾃﾞ ﾂﾄﾑ 三重県名張市
66 1034 1:12:52 木村 優斗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 三重県名張市
67 1027 1:13:31 西村 勇人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 三重県伊賀市


