
- 夢高原かっとび伊吹2022 -

男子総合

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/8/28

スタート： 9:00:00

会場: 伊吹薬草の里文化センター～伊吹山～伊吹小

主催: 夢高原かっとび伊吹実行委員会

57分59秒1 大辻 夏樹322 てるみんＲＣｵｵﾂｼﾞ ﾅﾂｷ

59分08秒2 坂本 陽平129 てるみんＲＣｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

1時間01分07秒3 竹村 修平76 走思走愛ﾀｹﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

1時間01分19秒4 東 翼218 ＮＡＲＡＤＥＮｱｽﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

1時間01分54秒5 松宮 賢人234 パナソニックホームズﾏﾂﾐﾔ ｹﾝﾄ

1時間02分05秒6 安澤 嘉崇250 岐阜陸協ﾔｽｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ

1時間02分19秒7 吉田　健児450 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間03分07秒8 今西 智信23 マソ練ｲﾏﾆｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ

1時間03分18秒9 岸本 泰彦57 トヨタＳＣｷｼﾓﾄ ﾔｽﾋｺ

1時間03分24秒10 中久保 遥星394 ﾅｶｸﾎﾞ ﾖｳｾｲ

1時間04分24秒11 大江 康之291 ｵｵｴ ﾔｽﾕｷ

1時間05分00秒12 武田 直樹94 神戸ＰＩＪＣﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間05分12秒13 永田 祐樹343 ｓｕｃｃｅｅｄﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

1時間06分04秒14 植村 裕樹104 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛｷ

1時間06分23秒15 三國 征史209 ﾐｸﾆ ｾｲｼﾞ

1時間07分01秒16 鷲見 浩之207 ララ学園ＡＣｽﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間08分33秒17 小澤 正則106 横井塗料店ｺｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

1時間09分37秒18 伊藤 雅紀172 ｲﾄｳ ﾏｻｷ

1時間09分44秒19 成島 慎一229 トーノークラブﾅﾙｼﾏ ｼﾝｲﾁ

1時間09分49秒20 髙木 悠大182 チームサンタﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ

1時間09分58秒21 大西 孝弥199 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ

1時間10分54秒22 福井 友彦147 三重陸協ﾌｸｲ ﾄﾓﾋｺ

1時間11分08秒23 山根 裕輔98 しがでんランニングクラブﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ

1時間12分00秒24 渡邉 嘉一144 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾁ

1時間12分11秒25 田中 新樹228 ランハート岐阜ﾀﾅｶ ｼﾝｷ

1時間12分12秒26 近藤 祐一303 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ

1時間12分29秒27 金山　純也471 ｶﾅﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間12分52秒28 常楽寺 寛91 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾋﾛｼ

1時間12分59秒29 古谷 充164 ケベス祭りﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾙ

1時間13分12秒30 中村 充210 損保ジャパンﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ

1時間13分20秒31 芦田 浩平238 Ｔｅａｍぷっとぴｱｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1時間13分37秒32 川村 和洋370 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間13分41秒33 泉 徳男275 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ

1時間13分46秒34 奥冨 譲仁241 ｵｸﾄﾐ ﾖｼﾋﾄ

1時間14分19秒35 河内 秀行285 芦屋浜ＡＣｶﾜﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間14分47秒36 松田 直城232 文殊の森ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間14分55秒37 大橋 良浩198 鴨川走友会ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

1時間15分31秒38 稲川 将浩53 イナマックス！ｲﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間15分37秒39 小西 寛昭287 てるみんＲＣｺﾆｼ ﾋﾛｱｷ

1時間15分43秒40 谷本　憲太郎467 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間15分49秒41 林 義明420 ﾊﾔｼ ﾖｼｱｷ

1時間15分56秒42 古澤 隆秋58 鴨川走友会ﾌﾙｻﾜ ﾀｶｱｷ

1時間16分01秒43 見目 和崇60 ｹﾝﾓｸ ｶｽﾞﾀｶ

1時間16分02秒44 岩田　賢一327 ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間16分07秒45 山中 忍257 京都府警察ﾔﾏﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

1時間16分26秒46 田上 聡74 ＴＳＲ愛知ﾀｶﾞﾐ ｻﾄｼ

1時間16分28秒47 石山 明治68 ｲｼﾔﾏ ｱｷﾊﾙ

1時間17分12秒48 中嶋 啓太65 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ

1時間17分17秒49 松尾 博幸255 昭建ランナーズﾏﾂｵ ﾋﾛﾕｷ

1時間17分19秒50 後藤 稔86 ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ
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1時間17分31秒51 杉本　一生426 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

1時間17分46秒52 徳田 正彦273 ケベス祭りﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間17分48秒53 市川　智康466 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔｽ

1時間18分11秒54 森川 有朋389 チームぷっとぴﾓﾘｶﾜ ｱﾘﾄﾓ

1時間18分20秒55 村松 義剛128 へなちょこＲＣﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾀｹ

1時間18分26秒56 熊木 陽介434 ｸﾏｷ ﾖｳｽｹ

1時間18分35秒57 秦 親房79 ﾊﾀ ﾁｶﾌｻ

1時間18分41秒58 藤井 琢也22 滋賀陸協ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ

1時間18分55秒59 横江 一雄268 ﾖｺｴ ｲﾁｵ

1時間19分08秒60 吉村　健一438 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間19分13秒61 松本 健人432 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ

1時間19分15秒62 木村 佳伸295 タイマックスｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間19分28秒63 高橋 和幸393 しがでんＲＣﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ

1時間19分33秒64 西尾 英孝73 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間19分39秒65 山口 武215 しがでんランニングクラブﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ

1時間19分53秒66 竹内 健一101 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間20分01秒67 奥村 良徳20 鴨川走友会ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

1時間20分08秒68 平光 亮介230 ﾋﾗﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ

1時間20分08秒69 佐藤 伸明444 ＴＥＡＭＢＢｻﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間20分25秒70 加藤　雅之6 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間20分31秒71 高橋 修71 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ

1時間20分36秒72 松原 弘明201 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間20分37秒73 伊東 秀郎124 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ

1時間20分38秒74 坂野 雄一373 ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｲﾁ

1時間20分57秒75 山岸 尚崇353 Ｓｅｃｔｉｏｎ９ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾀｶ

1時間20分58秒76 野澤　泰介409 ﾉｻﾞﾜ ﾀｲｽｹ

1時間21分04秒77 梶谷 育郎296 ｶｼﾞﾀﾆ ｲｸｵ

1時間21分05秒78 古久保 聡351 ｺｸﾎﾞ ｻﾄｼ

1時間21分10秒79 深谷 彰119 ﾌｶﾔ ｱｷﾗ

1時間21分11秒80 吉川　隆雄362 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｵ

1時間21分14秒81 藤本 英幸14 トヨタＳＣﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間21分16秒82 高橋 健357 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ

1時間21分18秒83 大山 陽一郎97 △ミサイルｵｵﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間21分31秒84 礒村 知明237 ｲｿﾑﾗ ﾁｱｷ

1時間22分10秒85 奈良井 克彦135 ﾅﾗｲ ｶﾂﾋｺ

1時間22分18秒86 薮野 孝59 ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間22分29秒87 杉下　博俊363 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛﾄｼ

1時間22分32秒88 大窪 公三462 日本山岳会京都滋賀支部ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｿﾞｳ

1時間22分39秒89 郷 国仁163 ｻﾄ ｸﾆﾋﾄ

1時間22分54秒90 大谷 洋二142 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｼﾞ

1時間23分08秒91 吉田　憲治439 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間23分14秒92 大迫 祥平344 ｵｵｻｺ ｼｮｳﾍｲ

1時間23分16秒93 勝田 照久117 ｶﾂﾀﾞ ﾃﾙﾋｻ

1時間23分21秒94 古田　雅也326 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾔ

1時間23分24秒95 渡部 良一18 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ

1時間23分28秒96 中村 貴志265 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間23分40秒97 三堂 勝宏297 ﾐﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ

1時間23分51秒98 米田　安孝481 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ

1時間23分52秒99 山本 康弘111 コカ・コーラﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間23分52秒100 早見 明哲169 福井県庁ＲＣﾊﾔﾐ ｱｷﾉﾘ
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1時間24分03秒101 斎藤 直樹318 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ

1時間24分08秒102 枡田 武則223 ぼっちランﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ

1時間24分13秒103 川西 央374 ｶﾜﾆｼ ﾋｻｼ

1時間24分18秒104 山根 翼99 しがでんランニングクラブﾔﾏﾈ ﾂﾊﾞｻ

1時間24分40秒105 米谷 尚樹279 にこランｃｌｕｂﾖﾈﾀﾆ ﾅｵｷ

1時間24分43秒106 渡辺 寿己78 ＫＥＮショックスﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｷ

1時間24分53秒107 前原 孝明103 滋賀県警彦根署ﾏｴﾊﾗ ﾀｶｱｷ

1時間24分58秒108 宮川　滉清401 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

1時間25分07秒109 上杉 正明214 ブリヂストンｳｴｽｷﾞ ﾏｻｱｷ

1時間25分08秒110 一之瀬 昌彦387 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾋｺ

1時間25分11秒111 中島 弘嗣415 一般ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

1時間25分12秒112 吉田 健一185 大垣ピストンズ＆ニコボンズﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間25分13秒113 山村 紀大347 ﾔﾏﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ

1時間25分26秒114 冨士野 秀峰348 医療法人さざなみ整形外科ﾌｼﾞﾉ ｼｭｳﾎｳ

1時間25分34秒115 森田 圭輔192 岐阜市ＲＣﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ

1時間25分34秒116 家田 倫作155 ナチュラルハイｲｴﾀﾞ ﾘﾝｻｸ

1時間25分35秒117 中村 一郎299 長浜赤十字病院ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾛｳ

1時間25分36秒118 楠井 隆365 しがでんランニングクラブｸｽｲ ﾀｶｼ

1時間25分36秒119 関 真伸419 ｾｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間25分42秒120 後藤 克弘143 岩倉ランステｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾛ

1時間26分09秒121 武山　奉治472 ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼﾞ

1時間26分20秒122 清水　淳史463 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ

1時間26分24秒123 堀田　治彦328 ﾎｯﾀ ﾊﾙﾋｺ

1時間26分28秒124 難波 竜太72 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀ

1時間26分31秒125 北村 康典191 ケベス祭りｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ

1時間26分32秒126 高橋 三春156 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ

1時間26分44秒127 北川 豊明290 虎金バレー登山部ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾖｱｷ

1時間26分51秒128 伊部 亮216 ｲﾍﾞ ﾘｮｳ

1時間26分59秒129 中村 俊介323 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

1時間27分12秒130 飯田 研83 鴨川走友会ｲｲﾀﾞ ﾐｶﾞｸ

1時間27分26秒131 松本 淳411 ＢＳ彦根自転車部ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

1時間27分36秒132 山中 厳太350 ﾔﾏﾅｶ ｹﾞﾝﾀ

1時間27分40秒133 野口 純平306 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間27分57秒134 久芳 義治337 長良川走ろう会ｸﾎﾞ ﾖｼﾊﾙ

1時間28分08秒135 谷村 智昭123 ﾀﾆﾑﾗ ﾄﾓｱｷ

1時間28分14秒136 神門 岳93 中菱エンジニアｶﾐｶﾄﾞ ﾀｹｼ

1時間28分16秒137 川村 耕平333 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1時間28分21秒138 丸山 尊也386 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾔ

1時間28分22秒139 平根 雅希47 ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ

1時間28分32秒140 鳥山 俊雄319 ﾄﾘﾔﾏ ﾄｼｵ

1時間28分36秒141 梅本　匠1 ｳﾒﾓﾄ ﾀｸﾐ

1時間28分41秒142 篠原 秀記261 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間28分46秒143 下平 佳史100 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾌﾐ

1時間28分52秒144 原田 貴裕202 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間28分54秒145 多賀　喜彦324 ﾀｶﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間29分03秒146 藤井 宏一122 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ

1時間29分03秒147 黒川 静博30 びわっしーｸﾛｶﾜ ｼｽﾞﾋﾛ

1時間29分09秒148 稲垣 幸治383 四日市ＲＣｲﾅｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間29分18秒149 村中 雅之26 やすバドﾑﾗﾅｶ ﾏｻﾕｷ

1時間29分20秒150 中村 宏典368 東近江消防登山部ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ
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1時間29分20秒151 寺本 雄二378 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間29分31秒152 植原 章博253 チーム　リリーｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ

1時間29分44秒153 大谷　勉402 ｵｵﾀﾆ ﾂﾄﾑ

1時間29分46秒154 髙田　清隆468 ﾀｶﾀﾞ ｷﾖﾀｶ

1時間29分55秒155 西河 隆夫240 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｵ

1時間30分05秒156 柿内 秀介421 ｶｷｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間30分07秒157 松井 清幸136 アライブ三重ﾏﾂｲ ｷﾖﾕｷ

1時間30分08秒158 境　恭司403 ｻｶｲ ｷｮｳｼﾞ

1時間30分10秒159 小林 卓哉382 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

1時間30分12秒160 田口 義明355 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ

1時間30分20秒161 吉川 真一316 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間30分26秒162 江藤 淳一190 チャリＲＵＮずｴﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間30分28秒163 佐々木 常盤372 ｻｻｷ ﾄｷﾜ

1時間30分29秒164 内田 真滋175 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間30分45秒165 藤林 将之396 ＬＯＫＯ　ＲＡＣＩＮＧﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ

1時間31分03秒166 泉 博行89 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間31分03秒167 福地 亮太郎69 サウルスジャパンﾌｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間31分06秒168 杉田 崇幸395 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾕｷ

1時間31分11秒169 山本 敢哉184 チームかんやﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾔ

1時間31分12秒170 大澤 智治292 ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾊﾙ

1時間31分13秒171 筒井 宏明346 ﾂﾂｲ ﾋﾛｱｷ

1時間31分18秒172 山田 忍307 ランフィートﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ

1時間31分28秒173 大橋 和史217 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間31分35秒174 谷口 隆広298 コカ・コーラﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間31分41秒175 中村 羊介149 東近江消防登山部ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ

1時間31分44秒176 上前 和仁25 ｺｳﾏｴ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間31分47秒177 瀧本 雄一郎36 ほていＴＣＲﾀｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間31分48秒178 多賀野 泰之206 太陽が丘ＪＣﾀｶﾞﾉ ﾔｽﾕｷ

1時間32分10秒179 中屋 隆史392 なしﾅｶﾔ ﾀｶｼ

1時間32分12秒180 水野 弘一377 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間32分17秒181 油嶋 和義45 ﾕｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ

1時間32分17秒182 高津 周平267 ﾀｶﾂ ｼｭｳﾍｲ

1時間32分22秒183 高橋 功49 ﾀｶﾊｼ ｺｳ

1時間32分30秒184 中野 真168 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ

1時間32分38秒185 明神 雅人19 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾏｻﾄ

1時間32分45秒186 生駒 悟376 ｲｺﾏ ｻﾄﾙ

1時間33分02秒187 田近 友紀203 ﾀﾁﾞｶ ﾄﾓﾉﾘ

1時間33分17秒188 福代 光平274 ﾌｸﾖ ｺｳﾍｲ

1時間33分18秒189 武田　浩8 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間33分25秒190 森田 昭浩225 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間33分27秒191 佐々木 和明282 ｻｻｷ ｶｽﾞｱｷ

1時間33分27秒192 松本　直樹10 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間33分44秒193 栗原 庸介283 ＫＳＬＲｸﾘﾊﾗ ﾖｳｽｹ

1時間33分47秒194 道家 信之269 ﾄﾞｳｹ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間33分57秒195 山添 哲司16 ﾔﾏｿﾞｴ ﾃﾂｼﾞ

1時間33分58秒196 寺嶋 孝和157 ﾃﾗｼﾏ ﾀｶｶｽﾞ

1時間33分59秒197 乾　直人408 ｲﾇｲ ﾅｵﾋﾄ

1時間34分05秒198 濱田 健一郎197 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間34分26秒199 重野 慎太郎460 ｼｹﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間34分27秒200 水谷 秀彦205 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋｺ
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1時間34分38秒201 荒木 広誠171 ｱﾗｷ ｺｳｾｲ

1時間34分45秒202 井田 知宏113 ｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1時間34分50秒203 永野　貴之364 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間34分51秒204 北川 忠司87 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

1時間35分08秒205 首藤 省三436 大阪マスターズｽﾄｳ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間35分17秒206 菊地 透92 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

1時間35分22秒207 園田 淳381 三重ＤＢＧランナーズｿﾉﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間35分35秒208 柳本 達夫352 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ

1時間35分37秒209 羽根 康演315 ﾊﾈ ﾔｽﾋﾛ

1時間35分39秒210 能美 茂284 ﾉｳﾐ ｼｹﾞﾙ

1時間35分53秒211 船入 公孝222 チームふなピーﾌﾅｲﾘ ｷﾐﾀｶ

1時間35分53秒212 平山 武史330 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間35分58秒213 伊藤 和馬413 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ

1時間36分21秒214 出口 大治107 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ

1時間36分26秒215 稲垣 光利305 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾄｼ

1時間36分26秒216 玉井 達也458 ﾀﾏｲ ﾀﾂﾔ

1時間36分30秒217 稲見 俊英17 ぎふ長良川走ろう会ｲﾅﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ

1時間36分41秒218 足立 英太郎186 株式会社テクノアｱﾀﾞﾁ ｴｲﾀﾛｳ

1時間36分48秒219 佃 一哉114 昭建ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間37分20秒220 前川　敬彦477 ﾏｴｶﾞﾜ ﾄｼﾋｺ

1時間37分25秒221 深沢 友貴367 東近江消防ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾖｼ

1時間37分31秒222 石原 浩一252 石原技工室ｲｼﾊﾗ ｺｳｲﾁ

1時間37分33秒223 西川 由明51 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ

1時間37分43秒224 久野 真一90 ｸﾉ ｼﾝｲﾁ

1時間37分51秒225 安東 亮345 しがでんランニングクラブｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ

1時間37分54秒226 木田 孝行390 名古屋鉄道ｷﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間38分09秒227 山田　昌志4 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ

1時間38分12秒228 大橋 政之221 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ

1時間38分21秒229 林 邦生108 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ

1時間38分22秒230 山口 恭市286 長良川走ろう会ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ

1時間38分27秒231 山口 幸比古219 シーシーアイ株式会社ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋｺ

1時間38分28秒232 西川 賢二349 ﾆｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間38分36秒233 六川 正也42 ブルーミングﾛｸｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

1時間38分59秒234 尾崎 健次50 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ

1時間39分01秒235 湯佐 直也430 ﾕｻ ﾅｵﾔ

1時間39分04秒236 堀　敦史429 ﾎﾘ ｱﾂｼ

1時間39分16秒237 帯刀 祐二313 ﾀﾃﾜｷ ﾕｳｼﾞ

1時間39分22秒238 森本 順也358 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間39分35秒239 宗宮 宏之300 ギフｿｳﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ

1時間39分41秒240 三宅 文彦249 尼崎走ろう会ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ

1時間39分48秒241 中江 匡志131 ﾅｶｴ ﾏｻｼ

1時間39分52秒242 石田 義和302 春日井ふれあい緑走隊ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ

1時間40分23秒243 京野 勉80 浪速ＡＣｷｮｳﾉ ﾂﾄﾑ

1時間40分35秒244 山本 達也329 しがでんＲＣﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1時間40分45秒245 武村 忠臣334 ﾀｹﾑﾗ ﾀﾀﾞｼｹﾞ

1時間41分08秒246 山本 厚夫95 ＣＲ２西日本ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｵ

1時間41分08秒247 二階堂 正人62 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

1時間41分20秒248 橋本 和典29 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間41分24秒249 野口　覚11 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄﾙ

1時間41分25秒250 田中 光太264 サラヤﾀﾅｶ ｺｳﾀ
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1時間41分48秒251 馬籠 道也115 鴨川走友会ﾏｺﾞﾒ ﾐﾁﾔ

1時間41分50秒252 大村 龍一35 ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

1時間41分53秒253 長谷川　辰幸449 スポルトピーノﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

1時間41分58秒254 山下　潤一464 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間42分00秒255 棚瀬 将成272 ﾀﾅｾ ﾏｻﾅﾘ

1時間42分07秒256 池田　稔裕440 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間42分17秒257 内山 英敏339 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間42分19秒258 関 高弘15 ＬＢＲＣｾｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間42分28秒259 藤井 敏温433 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾊﾙ

1時間42分33秒260 左海 英和332 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間42分36秒261 矢野 佳一289 ﾔﾉ ﾖｼｶｽﾞ

1時間42分38秒262 小川 悟194 チーム小川サービスｵｶﾞﾜ ｻﾄﾙ

1時間42分39秒263 林 拓斗366 ﾊﾔｼ ﾀｸﾄ

1時間43分27秒264 川辺 基史66 ｶﾜﾍﾞ ﾓﾄﾌﾐ

1時間43分32秒265 鈴木 道成70 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾅﾘ

1時間43分49秒266 渡辺 達也369 ＧＡＣﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

1時間44分00秒267 西村　俊哉428 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾔ

1時間44分22秒268 西脇 俊彦301 ギフﾆｼﾜｷ ﾄｼﾋｺ

1時間44分25秒269 岩崎 博人391 サラヤｲﾜｻｷ ﾋﾛﾄ

1時間44分25秒270 池田 博146 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間44分26秒271 末金 勝義242 しんかな走ろうよ会ｽｴｶﾈ ｶﾂﾖｼ

1時間45分05秒272 山本 修三54 ぎふ長良川走ろう会ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｿﾞｳ

1時間45分15秒273 冨永　達也5 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

1時間45分20秒274 橋本 孝也447 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ

1時間45分21秒275 川越 隼448 会社員ｶﾜｺﾞｴ ｼﾞｭﾝ

1時間45分26秒276 和田 幸作211 ブルーミングﾜﾀﾞ ｺｳｻｸ

1時間45分31秒277 西倉　邦浩479 ﾆｼｸﾗ ｸﾆﾋﾛ

1時間45分40秒278 河上 佳寛178 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間45分53秒279 上野 正典459 ｳｴﾉ ﾏｻﾉﾘ

1時間45分57秒280 内藤 高志227 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ

1時間46分03秒281 石川 貴啓384 ぶりんどるずｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間46分07秒282 森田 博179 森田薬王堂ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ

1時間46分11秒283 山田 辰男152 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｵ

1時間46分21秒284 藤原 太郎247 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌｼﾞﾜﾗ

1時間46分52秒285 小林 剛85 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ

1時間46分57秒286 興津 正明38 ｵｷﾂ ﾏｻｱｷ

1時間47分08秒287 吉田 隆真256 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ

1時間47分14秒288 加藤　慎一404 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ

1時間47分28秒289 市川 大245 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾙ

1時間47分30秒290 西木 壽一151 ﾆｼｷ ﾄｼｶｽﾞ

1時間47分37秒291 渡辺　健一452 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間47分49秒292 葉山 康司140 ﾊﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間47分49秒293 佐藤 秀137 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ

1時間47分51秒294 中川 達也461 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

1時間47分59秒295 田中 俊彦417 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ

1時間48分00秒296 三宅 荘介61 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ

1時間48分02秒297 室田 友幸416 なしﾑﾛﾀ ﾄﾓﾕｷ

1時間48分12秒298 舛田 征宏75 南海ＲＣﾏｽﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間48分13秒299 竹内 章294 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ

1時間48分25秒300 嶺山 康市266 ﾐﾈﾔﾏ ｺｳｲﾁ
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1時間48分46秒301 浜北 浩次208 ﾊﾏｷﾀ ｺｳｼﾞ

1時間48分58秒302 泉川 力375 アピＲＣｲｽﾞﾐｶﾜ ﾁｶﾗ

1時間49分14秒303 原 真吾388 ﾊﾗ ｼﾝｺﾞ

1時間49分24秒304 藤原 直樹126 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ

1時間49分25秒305 斉藤 喜夫258 新井谷農園走友会ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ

1時間49分26秒306 安田 聖一郎160 ＹＳＤ安田屋株式会社ﾔｽﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ

1時間49分31秒307 小川 喜由32 ブルーミングｵｶﾞﾜ ｷﾖｼ

1時間49分36秒308 西 雅裕159 金曜走ろう会ﾆｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間49分59秒309 大竹口 信之110 チーム一期一会ｵｵﾀｹｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間50分10秒310 尾杉 大輔340 ｵｽｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間50分16秒311 国枝 為哲441 ｸﾆｴﾀﾞ ﾀﾒﾉﾘ

1時間50分28秒312 竹下　浩志13 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｼ

1時間50分43秒313 松田 武276 津島郵便局ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間50分54秒314 清水 直樹435 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ

1時間51分06秒315 島田 幸夫443 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷｵ

1時間51分10秒316 土田 耕司109 ｺｳｼﾞ ｺｳｼﾞ

1時間51分11秒317 井上 智志259 平松ランナーズｲﾉｳｴ ｻﾄｼ

1時間51分33秒318 高木 猛418 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ

1時間51分34秒319 原田 和貴189 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間51分45秒320 山崎 正明356 コンテックﾔﾏｻｷ ﾏｻｱｷ

1時間51分49秒321 西川　昌弘422 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間51分58秒322 勝居　辰郎3 しがでんRCｶﾂｲ ﾀﾂﾛｳ

1時間52分11秒323 中村 秀幸398 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間52分21秒324 多田 遼446 ﾀﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間52分36秒325 渡辺 英雄39 江南自校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間52分55秒326 南川 三千浩56 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾐﾁﾋﾛ

1時間53分09秒327 横江 裕輝277 津島郵便局ﾖｺｴ ﾋﾛｷ

1時間53分09秒328 河合　芳明360 ｶﾜｲ ﾖｼｱｷ

1時間53分14秒329 津田　浩佑482 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｽｹ

1時間53分14秒330 津田　和久483 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ

1時間53分16秒331 飯田 夏貴231 ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ

1時間53分17秒332 鵜飼 真矢456 ｳｶｲ ﾏｻﾔ

1時間53分34秒333 酒井　直476 ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ

1時間54分21秒334 鈴木 達也233 ＤＳＫｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

1時間54分22秒335 岸 彰則342 ｷｼ ｱｷﾉﾘ

1時間54分28秒336 成田 文弥121 Ｄ●Ｋﾅﾘﾀ ﾌﾐﾔ

1時間54分51秒337 佐藤 浩二379 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間55分10秒338 深津 英克125 新極真会　愛知中央支部ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞｶﾂ

1時間55分14秒339 植田 篤120 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間55分21秒340 深谷 憲之139 ＲＵＮＲＵＮＴＯＫＹＯﾌｶﾔ ﾉﾘﾕｷ

1時間55分26秒341 船橋 文夫354 ﾌﾅﾊｼ ﾌﾐｵ

1時間55分35秒342 長谷川　雅洋407 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間55分45秒343 箕浦　吉弘2 長浜らんなーずﾐﾉｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

1時間55分47秒344 戸崎 克司293 ﾄｻﾞｷ ｶﾂｼ

1時間55分53秒345 奥村　紘城406 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｷ

1時間55分58秒346 國島 慎矢310 ｸﾆｼﾏ ｼﾝﾔ

1時間56分17秒347 林　信之473 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間56分25秒348 山田 英明254 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間56分30秒349 髙橋 増夫453 アライブ三重ﾀｶﾊｼ ﾏｽｵ

1時間56分49秒350 児玉 藤市385 ｺﾀﾞﾏ ﾄｳｲﾁ
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- 夢高原かっとび伊吹2022 -

男子総合

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/8/28

スタート： 9:00:00

会場: 伊吹薬草の里文化センター～伊吹山～伊吹小

主催: 夢高原かっとび伊吹実行委員会

1時間57分00秒351 吉積　勇人424 ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ

1時間57分15秒352 松本 隆司244 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間57分16秒353 岩田 百志359 ユニネクｲﾜﾀ ﾓﾄｼ

1時間57分28秒354 堀田 暁309 ﾎﾘﾀ ｱｷﾗ

1時間57分35秒355 松本 功167 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ

1時間57分40秒356 松永 貴志153 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｼ

1時間57分43秒357 吉田 雅彦43 ツルガＴＲＣﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間57分52秒358 水谷 政利84 ソニー生命ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾄｼ

1時間57分53秒359 穂本 英貴154 びわこタイマーズﾎﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

1時間58分14秒360 安田 亨270 ＲＥＢＯＯＴﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間58分28秒361 北林 浩美158 チーム１０３ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ

1時間58分33秒362 梅村 進一116 ｳﾒﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間58分45秒363 上村 陽397 ダイハツ工業ｶﾐﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間58分52秒364 大加戸 秀樹27 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間59分02秒365 石田 登148 ｲｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間59分15秒366 西川 知秀200 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ

2時間00分21秒367 石黒　康秀465 ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ

2時間01分11秒368 北尾 直40 ｷﾀｵ ﾀﾀﾞｼ

2時間01分34秒369 渡辺 高英102 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ

2時間01分35秒370 田中 政男31 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ

2時間02分17秒371 古澤 友晃212 ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓｱｷ

2時間02分31秒372 林 哲司37 ぎふ長良川走ろう会ﾊﾔｼ ﾃﾂｼﾞ

2時間03分24秒373 森 浩之455 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

2時間03分33秒374 橋本 篤史166 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ

2時間04分12秒375 和田　誠9 ﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ

2時間04分29秒376 田中 一伸188 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

2時間05分15秒377 三浦 雅史320 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ

2時間05分39秒378 榊原 雄二134 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間06分29秒379 左嵜 大介183 ｻｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間07分32秒380 吉野 寛樹63 新井谷農園走友会ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ

2時間07分41秒381 山口　健一405 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ

2時間08分30秒382 大深 知博204 高槻らんらんらんｵｵﾌｶ ﾄﾓﾋﾛ

2時間08分32秒383 熊野 毅141 福井山岳会ｸﾏﾉ ﾀｹｼ

2時間08分46秒384 青山 文哉312 ｱｵﾔﾏ ﾌﾐﾔ

2時間08分54秒385 ウィッター 健吾442 がちま家ｳｨｯﾀｰ ｹﾝｺﾞ

2時間09分00秒386 赤坂 健太263 播州走遊会ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ

2時間11分18秒387 中村 龍男34 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｵ

2時間11分33秒388 諸戸 博21 かんたﾓﾛﾄ ﾋﾛｼ

2時間11分40秒389 木部　嘉文425 ｷﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間12分37秒390 安井 精一288 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁ

2時間12分53秒391 山口 敦史280 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ

2時間13分02秒392 小島 崇132 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ

2時間13分13秒393 能政 隆誌371 湖北会いぶきやまﾉｾ ﾀｶｼ

2時間13分22秒394 福永　鉄蔵325 ﾌｸﾅｶﾞ ﾃﾂｿﾞｳ

2時間13分34秒395 北浦 吉隆431 ｷﾀｳﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間14分38秒396 松田 幸司246 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間14分42秒397 太田 拓海454 アライブ　三重ｵｵﾀ ﾀｸﾐ

2時間14分55秒398 浦上 嘉寛187 浦上司法書士事務所ｳﾗｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

2時間15分36秒399 大岡 憲弘180 ｵｵｵｶ ﾉﾘﾋﾛ

2時間17分39秒400 中野 護162 ﾅｶﾉ ﾏﾓﾙ
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主催: 夢高原かっとび伊吹実行委員会

2時間18分20秒401 山川 晃司331 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｼﾞ

2時間18分20秒402 栗田　俊明480 ｸﾘﾀ ﾄｼｱｷ

2時間19分15秒403 中嶋　久光427 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾐﾂ

2時間20分20秒404 木野 直人224 ｷﾉ ﾅｵﾄ

2時間20分24秒405 井上 敏文226 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾌﾐ

2時間21分36秒406 武内 勇人161 星陽倶楽部ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ

2時間21分43秒407 堀内 幸治412 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ

2時間21分53秒408 高岡 正則445 ＪＲ東海ﾀｶｵｶ ﾏｻﾉﾘ

2時間22分51秒409 野田　茂474 ﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間23分25秒410 辻 温弘174 狭山池夕焼けランﾂｼﾞ ｱﾂﾋﾛ

2時間27分04秒411 田中 真二46 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ

2時間27分29秒412 所 寿弥213 ﾄｺﾛ ﾄｼﾔ

2時間29分26秒413 中野 哲弘338 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ

2時間29分53秒414 曽我部 拓磨138 ガベちゃん夫婦の人生花咲くｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ
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