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10km 男子50歳代

2017/01/03

1 2401 高須 隆一 愛知県 天白川走友会ﾀｶｽ ﾘｭｳｲﾁ

2 2402 堀 靖展 神奈川県ﾎﾘ ﾔｽﾉﾌﾞ

3 2403 小野田 賀津夫 静岡県 浜松ﾎﾄﾆｸｽｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ

4 2404 八木 俊治 愛知県ﾔｷﾞ ﾄｼﾊﾙ

5 2405 松見 一郎 愛知県 庄内RTﾏﾂﾐ ｲﾁﾛｳ

6 2406 菅沼 良行 静岡県 235走志会ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ

7 2407 豊田 博土 愛知県ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ

8 2408 生田 昭夫 愛知県ｲｸﾀ ｱｷｵ

9 2409 加藤 康夫 三重県ｶﾄｳ ﾔｽｵ

10 2410 岡田 慎治 神奈川県ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

11 2411 村松 正巳 愛知県 ﾃﾞﾝｿｰﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾐ

12 2412 久野 文郎 愛知県ｸﾉ ﾌﾐｵ

13 2413 稲垣 竹彦 愛知県 安城快足ACｲﾅｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ

14 2414 近藤 治郎 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾛｳ

15 2415 斎藤 茂樹 愛知県 西尾市ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｷ

16 2416 原 克幸 愛知県 安城北部RCﾊﾗ ｶﾂﾕｷ

17 2417 杉浦 晃 神奈川県ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾗ

18 2418 永井 行雄 愛知県 NRCﾅｶﾞｲ ﾕｷｵ

19 2419 鈴木 雅浩 愛知県ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

20 2420 森 昌二 三重県ﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ

21 2421 藤墳 元保 愛知県ﾌｼﾞﾂｶ ﾓﾄﾔｽ

22 2422 畔柳 伸行 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

23 2423 亀井 智貴 愛知県 百花繚･RUNｶﾒｲ ﾄﾓﾀｶ

24 2424 塩島 匡信 長野県ｼｵｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ

25 2425 浅岡 伸夫 愛知県ｱｻｵｶ ﾉﾌﾞｵ

26 2426 間瀬 守人 愛知県 亀崎ACﾏｾ ﾓﾘﾋﾄ

27 2427 関 雅仁 愛知県 亀崎ACｾｷ ﾏｻﾋﾄ

28 2428 横田 修一 愛知県ﾖｺﾀ ｼｭｳｲﾁ

29 2429 新美 直樹 愛知県 ﾊﾑちゃんずﾆｲﾐ ﾅｵｷ

30 2430 石濱 勝久 愛知県ｲｼﾊﾏ ｶﾂﾋｻ

31 2431 大島 克巳 愛知県ｵｵｼﾏ ｶﾂﾐ

32 2432 太田 努 神奈川県ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ

33 2433 大河内 信之 愛知県 東京Pｵｵｺｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

34 2434 佐藤 公俊 愛知県ｻﾄｳ ｷﾐﾄｼ

35 2435 小嶋 寛也 愛知県ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ

36 2436 幾永 里美 愛知県ｲｸﾅｶﾞ ｻﾄﾐ

37 2437 柘植 隆嗣 愛知県 ｶﾘﾂｰ駅伝部ﾂｹﾞ ﾀｶﾂｸﾞ

38 2438 山本 公俊 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

39 2439 山本 健二 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

40 2440 太田 和男 愛知県ｵｵﾀ ｶｽﾞｵ

41 2441 今泉 茂幸 愛知県ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼｹﾞﾕｷ

42 2442 山本 洋一 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

43 2443 横田 博和 富山県ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ

44 2444 杉浦 秀則 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

45 2445 高橋 稔 愛知県 東海ﾛﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

46 2446 村田 豊 三重県 走悟空ﾑﾗﾀ ﾕﾀｶ

47 2447 崎野 龍二 愛知県ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ

48 2448 宮 一朗 愛知県 ﾋﾟﾉｸﾗﾌﾞﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

49 2449 相磯 孝徳 愛知県 さっさと走乱会ｱｲｿ ﾀｶﾉﾘ

50 2450 鈴木 和彦 愛知県ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ
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51 2451 市川 浩勝 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｶﾂ

52 2452 神谷 卓宏 愛知県ｶﾐﾔ ﾀｸﾋﾛ

53 2453 太田 兼幸 愛知県 太田FP事務所ｵｵﾀ ｶﾈﾕｷ

54 2454 井上 浩則 神奈川県 ﾜｰﾙﾄﾞｿﾌﾄｲﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾘ

55 2455 白濱 智久 愛知県 岡崎ﾗﾝﾅｰｼﾗﾊﾏ ﾄﾓﾋｻ

56 2456 渡会 正義 愛知県ﾜﾀﾗｲ ﾏｻﾖｼ

57 2457 塚田 貢 愛知県ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ

58 2458 浅見 昌克 静岡県ｱｻﾐ ﾏｻｶﾂ

59 2459 西川 賢司 愛知県ﾆｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ

60 2460 神谷 亨 愛知県 RKKｶﾐﾔ ｱｷﾗ

61 2461 荘田 喜治 愛知県ｼｮｳﾀﾞ ﾖｼｼﾞ

62 2462 矢頭 裕二 愛知県ﾔﾄｳ ﾕｳｼﾞ

63 2463 土田 雅人 愛知県ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ

64 2464 三島 勉 愛知県ﾐｼﾏ ﾂﾄﾑ

65 2465 山崎 隆博 愛知県 日本ｸﾘﾆｯｸﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

66 2466 彦坂 明秀 愛知県ﾋｺｻｶ ｱｷﾋﾃﾞ

67 2467 小田 享伸 愛知県ｵﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ

68 2468 小葉 虎昭 愛知県ｵﾊﾞ ﾄﾗｱｷ

69 2469 鈴木 弘幸 愛知県ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

70 2470 山口 勝利 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ

71 2471 石川 雅彦 愛知県ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ

72 2472 藤森 高幸 愛知県ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾕｷ

73 2473 瀬戸 哲也 愛知県ｾﾄ ﾃﾂﾔ

74 2474 大野 高浩 愛知県 FANACAｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ

75 2475 白井 伸幸 静岡県 YERCｼﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

76 2476 高木 正浩 愛知県 ﾘｽﾊﾟｯｸﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ

77 2477 卯田 幸生 愛知県ｳﾀﾞ ｻﾁｵ

78 2478 南雲 考司 愛知県 ｼﾞｪｲﾃｸﾄﾅｸﾞﾓ ｺｳｼﾞ

79 2479 江場 大時 愛知県 BDBｴﾊﾞ ﾀﾞｲｼﾞ

80 2480 永井 弘明 愛知県ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ

81 2481 大美 睦美 愛知県 城南ｵｵﾐ ﾑﾂﾐ

82 2482 瀬尾 直也 愛知県ｾｵ ﾅｵﾔ

83 2483 松尾 祐喜 三重県 東洋ｺﾞﾑ工業株ﾏﾂｵ ﾕｳｷ

84 2484 奥谷 浩 愛知県ｵｸﾀﾆ ﾋﾛｼ

85 2485 石黒 洋二 神奈川県ｲｼｸﾞﾛ ﾖｳｼﾞ

86 2486 松田 雄市 愛知県 ﾀﾞﾝｶﾞﾝずﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

87 2487 杉山 雅洋 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

88 2488 池田 実 愛知県 ｱｲｼﾝ高丘ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ

89 2489 木塚 泰雅 愛知県ｷﾂﾞｶ ﾔｽﾏｻ

90 2490 白石 則義 愛知県 ｵｰｼﾞｰｼﾗｲｼ ﾉﾘﾖｼ

91 2491 神谷 盛司 愛知県ｶﾐﾔ ｾｲｼﾞ

92 2492 鈴木 まさと 愛知県 走行棟ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

93 2493 野村 和弘 愛知県ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

94 2494 岡本 雅彦 愛知県ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

95 2495 須崎 辰彦 愛知県ｽｻﾞｷ ﾀﾂﾋｺ

96 2496 榊原 強 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂﾖｼ

97 2497 尾方 智 愛知県ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ

98 2498 川嶋 亨 東京都ｶﾜｼﾏ ﾄｵﾙ

99 2499 光部 孝行 愛知県ｺｳﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

100 2500 壁谷 清孝 愛知県 AKB村田HTCｶﾍﾞﾔ ｷﾖﾀｶ
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101 2501 山本 嘉昭 静岡県ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ

102 2502 斉藤 一也 愛知県ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

103 2503 結城 浩治 愛知県ﾕｳｷ ｺｳｼﾞ

104 2504 杉浦 嘉宣 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

105 2505 谷澤 元治 愛知県 満ﾀﾝくらぶ(豊田織機)ﾀﾆｻﾞﾜ ﾓﾄﾊﾙ

106 2506 藤森 和孝 長野県 やまびこ走友会ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾀｶ

107 2507 山本 浩士 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

108 2508 吉田 裕之 愛知県 安城快足ACﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

109 2509 神谷 昌史 愛知県ｶﾐﾔ ﾏｻﾁｶ

110 2510 塚本 大輔 愛知県ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

111 2511 Revelli John 愛知県 安城北部RCﾚｳﾞｪﾘｨ ｼﾞｮﾝ

112 2512 森下 康博 兵庫県 (有)森下電機ﾓﾘｼﾀ ﾔｽﾋﾛ

113 2513 加藤 明生 愛知県 40年会ﾗﾝﾅｰｽﾞｶﾄｳ ｱｷｵ

114 2514 松波 功浩 愛知県ﾏﾂﾅﾐ ｶﾂﾋﾛ

115 2515 酒井 辰行 愛知県 ﾃﾚﾋﾞ愛知ｻｶｲ ﾀﾂﾕｷ

116 2516 中西 正明 愛知県ﾅｶﾆｼ ﾏｻｱｷ

117 2517 藤本 哲史 愛知県ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ

118 2518 伊藤 学 愛知県 井敬ﾗﾝﾅｰｽﾞｲﾄｳ ｻﾄﾙ

119 2519 本多 勇一 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

120 2520 寺田 孝 静岡県ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ

121 2521 斉藤 謙二 愛知県 稲沢走友会ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

122 2522 松本 剛典 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ

123 2523 中村 亮介 愛知県 ﾘｯﾌﾟﾙﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

124 2524 村本 匡章 愛知県 矢西たいしんﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｱｷ

125 2525 斉藤 良秋 愛知県 MaxE4RCｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

126 2526 南藤 宏和 奈良県 奈良市民走ろう会ﾅﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ

127 2527 ARASAKI YASUNORI 愛知県ｱﾗｻｷ ﾔｽﾉﾘ

128 2528 稲垣 和也 愛知県 ﾄﾖﾀ衣浦ｱﾛｰｽﾞｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ

129 2630 牧 義浩 愛知県ﾏｷ ﾖｼﾋﾛ
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