
- 第13回　やぶらぶマラソン大会 -

1部　ハーフ　高校生～39歳　男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/10/14

スタート： 9:30:00

会場: 養父市立全天候運動場

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

1時間15分41秒1 甲斐 将樹1018 ｶｲ ﾏｻｷ

1時間16分12秒2 竹村 修平1060 ﾀｹﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

1時間17分59秒3 高山 雄介1022 ｺｳﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1時間18分07秒4 門田 章央1076 ｶﾄﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間18分54秒5 渡邊 直樹1062 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

1時間21分01秒6 出原 祥磨1032 ｲｽﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ

1時間22分58秒7 高濱 慶太1024 ﾀｶﾊﾏ ｹｲﾀ

1時間23分06秒8 柏原 秀太郎1067 ｶｼﾊﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ

1時間24分00秒9 門平 裕也1077 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾕｳﾔ

1時間25分09秒10 阪本 啓1025 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

1時間27分12秒11 千代 勝博1051 ﾁｼﾛ ｶﾂﾋﾛ

1時間28分09秒12 森本 孝紀1044 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

1時間28分46秒13 多田 尚平1055 ﾀﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間29分23秒14 原口 貴志1015 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間33分35秒15 上元 欽也1039 ｳｴﾓﾄ ｷﾝﾔ

1時間34分44秒16 出口 光1033 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

1時間37分43秒17 西村 聡朗1048 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｱｷ

1時間39分56秒18 衣川 天來1002 ｷﾇｶﾞﾜ ﾃﾝﾗｲ

1時間41分21秒19 西本　拓1050 ﾆｼﾓﾄ ﾀｸ

1時間41分40秒20 甲斐 優貴1019 ｶｲ ﾕｳｷ

1時間42分46秒21 早田 圭吾1053 ｿｳﾀﾞ ｹｲｺﾞ

1時間43分38秒22 丸山　竜太1007 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾀ

1時間44分37秒23 玉島 渡1014 ﾀﾏｼﾏ ﾜﾀﾙ

1時間45分19秒24 川上 和之1052 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ

1時間48分26秒25 林田 誠史1081 ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1時間50分21秒26 岩本 年博1008 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

1時間50分37秒27 阿部 輝1001 ｱﾍﾞ ｱｷﾗ

1時間50分44秒28 高見 友佑1021 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ

1時間53分17秒29 菊次 隆1009 ｷｸﾂｷﾞ ﾀｶｼ

1時間53分52秒30 松本 康彦1038 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋｺ

1時間54分04秒31 小畑 孝次1035 ｵﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間54分20秒32 山口 太亮1026 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

1時間54分57秒33 尾田 治樹1070 ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ

1時間56分39秒34 日下 亮史1066 ｸｻｶ ﾘｮｳｼﾞ

1時間56分41秒35 小林 洋輝1037 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間58分13秒36 大泉 一也1056 ｵｵｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ

1時間58分28秒37 米田　直哉1073 ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵﾔ

1時間58分28秒38 藤本　元太1064 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ

2時間00分50秒39 吉岡 純1010 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ

2時間01分51秒40 西垣 利政1046 ﾆｼｶﾞｷ ﾄｼﾏｻ

2時間03分14秒41 柴田 大成1027 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ

2時間03分46秒42 高田　幸征1023 ﾀｶﾀ ｺｳｾｲ

2時間05分37秒43 仁木　健太1045 ﾆｷ ｹﾝﾀ

2時間06分00秒44 下村　翔吾1005 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

2時間06分11秒45 滝本 大樹1058 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

2時間07分56秒46 小川 昌哲1034 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

2時間10分32秒47 廣島 天晴1082 ﾋﾛｼﾏ ﾃﾝｾｲ

2時間10分32秒48 野中 敬太1078 ﾉﾅｶ ｹｲﾀ

2時間12分09秒49 酒井 祐一1029 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁ

2時間14分42秒50 谷下 智哉1059 ﾀﾆｼﾀ ﾄﾓﾔ
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2時間16分09秒51 藤井 康光1063 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾐﾂ

2時間16分22秒52 雲田　尚吾1003 ｸﾓﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

2時間17分11秒53 西川 元気1047 ﾆｼｶﾜ ｹﾞﾝｷ

2時間18分53秒54 京本 直樹1012 ｷｮｳﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間19分02秒55 牧野 敬太1075 ﾏｷﾉ ｹｲﾀ

2時間19分23秒56 小林 健1036 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ

2時間20分31秒57 八木 貴裕1068 ﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間21分53秒58 藤本 泰弘1065 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間22分46秒59 宮地 真生1011 ﾐﾔﾁ ﾏｻｵ

2時間23分33秒60 植木 快也1041 ｳｴｷ ﾖｼﾔ

2時間25分34秒61 玉田 哲義1013 ﾀﾏﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ

2時間31分32秒62 村上 拓1054 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸ

2時間36分19秒63 有吉 偉雄1079 ｱﾘﾖｼ ｲｵ

2時間40分48秒64 栄 玲央名1004 ｻｶｴ ﾚｵﾅ

2時間41分54秒65 尾花 源太1069 ｵﾊﾞﾅ ｹﾞﾝﾀ

2時間46分43秒66 福井 敬明1072 ﾌｸｲ ﾀｶｱｷ

2時間50分45秒67 秋庭 雅明1030 ｱｷﾊﾞ ﾏｻｱｷ
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