
13 10km 50歳以上男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 1329 0:38:53 天野 長志 ｱﾏﾉ ﾀｹｼ 三重県津市
2 1323 0:39:11 卯津江 賢 ｳﾂﾞｴ ｻﾄｼ 三重県名張市
3 1341 0:39:23 杉澤 康之 ｽｷﾞｻﾜ ﾔｽﾕｷ 三重県伊賀市
4 1313 0:40:22 牧野 浩二 ﾏｷﾉ ｺｳｼﾞ 三重県名張市
5 1314 0:41:18 野口 洋二 ﾉｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 三重県名張市
6 1337 0:42:18 程原 伸介 ﾎﾄﾞﾊﾗ ｼﾝｽｹ 三重県名張市
7 1327 0:42:37 竹田 和正 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 三重県松阪市
8 1319 0:43:35 前田 和浩 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 三重県名張市
9 1315 0:45:16 三好 正之 ﾐﾖｼ ﾏｻﾕｷ 三重県伊賀市

10 1335 0:45:21 小南 昌紀 ｺﾐﾅﾐ ﾏｻﾉﾘ 三重県名張市
11 1330 0:45:54 竹島 賢仁 ﾀｹｼﾏ ｹﾝｼﾞ 三重県伊賀市
12 1321 0:46:29 川口 貴史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 奈良県橿原市
13 1306 0:48:16 儀間 安彦 ｷﾞﾏ ﾔｽﾋｺ 三重県名張市
14 1332 0:49:35 中尾 浩 ﾅｶｵ ﾋﾛｼ 三重県鈴鹿市
15 1349 0:49:55 山口 裕嗣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 三重県名張市
16 1320 0:50:06 西脇 秀樹 ﾆｼﾜｷ ﾋﾃﾞｷ 三重県名張市
17 1318 0:50:07 八木 賢三 ﾔｷﾞ ｹﾝｿﾞｳ 大阪府豊中市
18 1322 0:50:10 大谷 光明 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂｱｷ 三重県名張市
19 1312 0:50:17 桃井 智 ﾓﾓｲ ｻﾄｼ 奈良県磯城郡
20 1302 0:51:16 宮崎 優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾙ 三重県名張市
21 1340 0:51:40 井上 重利 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾄｼ 三重県亀山市
22 1307 0:52:01 羽口 和彦 ﾊｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 三重県名張市
23 1317 0:52:56 山崎 満雄 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂｵ 大阪府堺市
24 1348 0:53:31 井阪 征司 ｲｻｶ ｾｲｼ 奈良県奈良市
25 1346 0:54:29 大塚 晃生 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｷ 三重県名張市
26 1316 0:54:38 山口 育隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾀｶ 三重県名張市
27 1328 0:54:57 畠野 剛 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 愛知県小牧市
28 1347 0:55:01 宮本 文也 ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾞﾝﾔ 三重県名張市
29 1336 0:55:29 大井 政彦 ｵｵｲ ﾏｻﾋｺ 三重県伊賀市
30 1334 0:55:46 田中 徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 兵庫県西宮市
31 1338 0:55:47 中山 禎之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 三重県名張市
32 1344 0:56:36 中條 和宏 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾋﾛ 三重県伊勢市
33 1305 0:57:37 牛澤 和夫 ｳｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 三重県名張市
34 1331 0:58:15 田島 隆史 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 三重県名張市
35 1339 0:58:17 村井 敏樹 ﾑﾗｲ ﾄｼｷ 奈良県大和高田市
36 1301 0:58:24 上村 実佐郎 ｳｴﾑﾗ ﾐｻｵ 大阪府枚方市
37 1345 0:59:33 木元 修一 ｷﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 三重県名張市
38 1303 1:00:12 小山 秀樹 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 奈良県橿原市
39 1343 1:01:22 中渡瀬 隆 ﾅｶﾜﾀｾ ﾀｶｼ 奈良県奈良市
40 1326 1:02:26 小川 和之 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 三重県四日市市
41 1342 1:04:35 瀬戸 文夫 ｾﾄ ﾌﾐｵ 三重県名張市
42 1308 1:07:20 佐伯 典彦 ｻｴｷ ﾉﾘﾋｺ 三重県名張市
43 1309 1:09:23 近石 省三 ﾁｶｲｼ ｼｮｳｿﾞｳ 三重県名張市
44 1333 1:11:37 杉浦 嘉宣 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県西尾市
45 1310 1:16:23 伊藤 靖久 ｲﾄｳ ﾔｽﾋｻ 奈良県大和郡山市
46 1311 1:19:22 今井 登 ｲﾏｲ ﾉﾎﾞﾙ 三重県名張市


