
Date:2022/12/11

StartTime:9:34

順位 ナンバー 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 チーム タイム

1 11043 飯田 将博 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ みよし市 堤クラブ 9分29秒

2 11023 鈴木 健祐 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 豊橋市 豊橋市 9分46秒

3 11040 久保田 光博 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 静岡県 見次クラブ 10分25秒

4 11041 判治 高志 ﾊﾝｼﾞ ﾀｶｼ 西尾市 西尾市吉良町 10分43秒

5 11001 宮内 隆宏 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 安城市 安城市 11分05秒

6 11044 高岸 琉生 ﾀｶｷﾞｼ ﾙｲ 安城市 名城大学付属高校 11分12秒

7 11026 田口 陽介 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 知立市 かりがねスポーツ 11分24秒

8 11022 山口 泰知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 知立市 知立市 11分31秒

9 11007 倉橋 拓巳 ｸﾗﾊｼ ﾀｸﾐ 岡崎市 岡崎市 11分32秒

10 11019 稲垣 大輔 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 安城市 安城市 12分10秒

11 11003 大平 憲進 ｵｵﾋﾗ ｹﾝｼﾝ 安城市 安城市 12分15秒

12 11028 三上 明文 ﾐｶﾐ ｱｷﾌﾐ 岡崎市 愛知学泉大学 12分42秒

13 11006 伊藤 悠太 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 岡崎市 岡崎市 13分04秒

14 11029 伊藤 裕貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡崎市 愛知学泉大学 13分15秒

15 11035 岩井 貴宣 ｲﾜｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 安城市 安城市役所 14分31秒

16 11021 田中 常幸 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾕｷ 静岡県 静岡県 14分44秒

17 11033 菊川 泰典 ｷｸｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 豊田市 安城市役所 15分04秒

18 11032 永野 祐規 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｷ 豊田市 安城市役所 15分08秒

19 11038 杉山 隆彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾋｺ 安城市 安城市役所 15分20秒

20 11018 山上 章治 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 安城市 安城市 15分33秒

21 11011 大参 吉恭 ｵｵﾐ ﾖｼﾔｽ 安城市 安城市 15分38秒

22 11031 今泉 祐介 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 岡崎市 安城市役所 15分43秒

23 11005 鈴木 篤哉 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 静岡県 静岡県 15分52秒

24 11030 秦 真人 ﾊﾀ ﾏﾋﾄ 岡崎市 愛知学泉短期大学 15分53秒

25 11013 清水 正彦 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｺ 安城市 安城市 16分16秒

26 11027 岡本 雅彦 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 安城市 サルビー見守り隊 17分14秒

27 11034 西川 寛也 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾔ 安城市 安城市役所 17分35秒

28 11036 二村 勇汰 ﾌﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 安城市 安城市役所 17分44秒

29 11042 加藤 一起 ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 岡崎市 中央精機株式会社 18分08秒

30 11004 宇都木 靖弘 ｳﾂｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 岡崎市 岡崎市 18分30秒

31 11025 尾藤 幸誠 ﾋﾞﾄｳ ﾕｷﾏｻ 名古屋市 エスエヌテー 18分39秒

32 11012 牧野 徳之 ﾏｷﾉ ﾉﾘﾕｷ 岡崎市 岡崎市 18分55秒

33 11010 岡本 達人 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾄ 安城市 安城市 19分11秒

34 11016 田中 智徳 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 静岡県 静岡県 21分31秒

35 11037 奥村 大 ｵｸﾑﾗ ﾀﾞｲ 安城市 安城市役所 22分50秒

36 11017 高波 幸雄 ﾀｶﾅﾐ ﾕｷｵ 安城市 安城市 23分43秒

37 11008 笠原 正義 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 安城市 安城市 24分01秒

38 20004 神谷 幹治 ｶﾐﾔ ﾐｷﾊﾙ みよし市 みよし市 29分48秒
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11部 3km一般男子（15歳以上）


