
7 5km 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 5232 0:17:04 本田 真理 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 三重県伊賀市
2 5240 0:17:28 林 辰郎 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 三重県名張市
3 5244 0:17:47 森内 泰洋 ﾓﾘｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 三重県四日市市
4 5219 0:18:03 中川 昌彦 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 三重県名張市
5 5245 0:18:08 嘉流 弘祥 ｶﾘｭｳ ﾋﾛｱｷ 三重県名張市
6 5236 0:18:15 松山 秀一 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三重県名張市
7 5231 0:18:24 満尾 哲 ﾐﾂｵ ﾃﾂ 愛知県日進市
8 5242 0:18:29 土田 康太郎 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 三重県名張市
9 5233 0:18:42 中川 裕紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 三重県伊勢市

10 5218 0:19:15 丸瀬 利行 ﾏﾙｾ ﾄｼﾕｷ 三重県名張市
11 5215 0:19:34 中西 駿介 ﾅｶﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 三重県名張市
12 5205 0:20:27 桑平 泰介 ｸﾜﾋﾗ ﾀｲｽｹ 三重県名張市
13 5234 0:21:02 山中 圭太 ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀ 三重県多気郡
14 5237 0:21:17 前川 智 ﾏｴｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 三重県津市
15 5238 0:22:27 伊藤 伸二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 三重県三重郡
16 5206 0:23:18 上畠 宣弘 ｳｴﾊﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 三重県名張市
17 5225 0:23:25 小川 琢司 ｵｶﾞﾜ ﾀｸｼﾞ 三重県津市
18 5220 0:24:00 木村 量貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 三重県名張市
19 5214 0:24:22 建部 真也 ﾀﾃﾍﾞ ｼﾝﾔ 三重県名張市
20 5202 0:24:33 橋口 広文 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 三重県名張市
21 5210 0:24:51 中川 駿 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝ 三重県名張市
22 5207 0:25:07 田中 智彦 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 三重県名張市
23 5203 0:25:19 久保 隆 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 奈良県桜井市
24 5209 0:26:04 増井 洋文 ﾏｽｲ ﾋﾛﾌﾐ 三重県名張市
25 5208 0:26:44 ミヤジマ マテウス ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾃｳｽ 三重県名張市
26 5222 0:26:52 ｶｻｽ ﾋﾞﾎﾞｯﾄ ﾓﾆｽｲｯﾄ ｶｻｽ ﾋﾞﾎﾞｯﾄ ﾓﾆｽｲｯﾄ 三重県名張市
27 5217 0:26:59 藤本 聡 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 三重県名張市
28 5216 0:26:59 丸田 優貴 ﾏﾙﾀ ﾕｳｷ 兵庫県神戸市
29 5212 0:27:07 柴原 雅美 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ 三重県名張市
30 5211 0:27:14 延山 弘一 ﾉﾍﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 三重県名張市
31 5201 0:27:26 松村 孝範 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 三重県名張市
32 5221 0:28:12 富永 浩太 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾀ 三重県名張市
33 5213 0:29:44 寺尾 達也 ﾃﾗｵ ﾀﾂﾔ 三重県名張市
34 5224 0:34:29 岸川 隆 ｷｼｶﾜ ﾀｶｼ 三重県名張市
35 5228 0:35:05 阿部 清功 ｱﾍﾞ ｷﾖﾉﾘ 大阪府大阪市
36 5239 0:35:36 森 秀夫 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ 滋賀県東近江市
37 5223 0:36:43 神田 隆利 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 三重県名張市


