
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般男子34歳以下

県名
4008 田中　誠幸 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ  1:10:03ウィンＡＣ1 福井県

4128 瀬川　洋平 ｾｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ  1:13:06富山信用金庫2 富山市

4043 中島　正宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ  1:13:30石川陸協3 石川県

4030 中村　圭宏 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ  1:13:504 石川県

4092 荒井　辰央 ｱﾗｲ ﾀﾂｵ  1:15:24いたち川ＲＣ5 富山市

4046 薮田　勇治 ﾔﾌﾞﾀ ﾕｳｼﾞ  1:17:35万葉健友会6 高岡市

4027 畠山　了多 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ  1:19:47高岡西高等学校7 高岡市

4024 堀田　陽介 ﾎｯﾀ ﾖｳｽｹ  1:20:02水橋高校8 上市町

4001 木下　洋輔 ｷﾉｼﾀ ﾖｳｽｹ  1:20:15ピンクのおさる9 石川県

4037 大谷　昭博 ｵｵﾔ ｱｷﾋﾛ  1:20:4310 氷見市

4012 六野　哲矢 ﾛｸﾉ ﾃﾂﾔ  1:23:1611 高岡市

4127 吉見　政悟 ﾖｼﾐ ｾｲｺﾞ  1:23:4712 石川県

4084 星　哲也 ﾎｼ ﾃﾂﾔ  1:24:0913 魚津市

4020 杉村　立太郎 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ  1:27:36高岡西高校14 高岡市

4101 佐藤　友明 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ  1:28:55居酒屋たかまさ15 高岡市

4125 齋藤　正隆 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ  1:29:31糸魚川保健所16 魚津市

4023 酒井　大樹 ｻｶｲ ﾀｲｼﾞｭ  1:29:52高岡西高校17 高岡市

4102 高政　克昌 ﾀｶﾏｻ ｶﾂﾏｻ  1:29:56居酒屋たかまさ18 射水市

4117 高崎　文吾 ﾀｶｻｷ ﾌﾞﾝｺﾞ  1:30:22石川サンケン19 石川県

4010 江畑　寛明 ｴﾊﾀ ﾋﾛｱｷ  1:30:26ＪＡあおば20 富山市

4022 田中　一成 ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ  1:30:39高岡西高校21 高岡市

4025 中西　桂三 ﾅｶﾆｼ ｹｲｿｳ  1:30:5022 高岡市

4086 森下　慶士 ﾓﾘｼﾀ ｹｲｼﾞ  1:30:59登山ｘマラソン23 小矢部市

4114 橋田　湧心 ﾊｼﾀﾞ ﾕｳｼﾝ  1:31:16富山大原24 高岡市

4106 堀内　大輔 ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ  1:31:5025 石川県

4041 岡田　憲明 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ  1:32:1926 高岡市

4003 浦　貴泰 ｳﾗ ﾀｶﾋﾛ  1:32:2427 高岡市

4096 大井　孝弘 ｵｵｲ ﾀｶﾋﾛ  1:33:3328 射水市

4005 南部　修作 ﾅﾝﾌﾞ ｼｭｳｻｸ  1:34:2529 高岡市

4014 高橋　諒太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ  1:34:52高岡西高校30 氷見市

4015 樋口　泰成 ﾋｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ  1:35:07高岡西高校31 高岡市

4013 永井　洸輔 ﾅｶﾞｲ ｺｳｽｹ  1:35:55高岡西高校32 高岡市

4062 野村　正竜 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾀﾂ  1:36:13Ｔｅａｍ坂又33 富山市

4051 山田　直宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ  1:36:2534 石川県

4077 牧木　輝人 ﾏｷ ﾃﾙﾋﾄ  1:36:4535 富山市

4021 熊木　裕太郎 ｸﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ  1:36:54高岡西高校36 高岡市

4016 原　伸吉 ﾊﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ  1:36:57高岡西高校37 高岡市

4098 三輪　知司 ﾐﾜ ｻﾄｼ  1:37:13富山楽走会38 小矢部市

4080 向井　和樹 ﾑｶｲ ｶｽﾞｷ  1:37:1439 石川県

4104 澤　慧冴 ｻﾜ ｹｲｺﾞ  1:37:33富山大原40 南砺市

4064 大野　綾己 ｵｵﾉ ﾘｮｳｷ  1:37:57富山大原41 富山市

4050 伊東　岳 ｲﾄｳ ｶﾞｸ  1:38:00高岡市民病院42 高岡市

4126 金子　努 ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ  1:38:09日本ゼオン43 高岡市

4044 松井　啓城 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ  1:38:1044 高岡市

4111 堀　泰彰 ﾎﾘ ﾔｽｱｷ  1:38:21富山大原45 富山市

4121 杉本　欣之 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾕｷ  1:38:48楠走ろう会46 富山市

4079 水橋　良行 ﾐｽﾞﾊｼ ﾖｼﾕｷ  1:39:2047 石川県

4035 山口　大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ  1:39:2948 石川県

4097 河合　治男 ｶﾜｲ ﾊﾙｵ  1:40:0049 石川県

4038 島崎　匡史 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ  1:40:21公務員50 高岡市
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県名
4057 新家　徹也 ﾆｲﾉﾐ ﾃﾂﾔ  1:40:5651 岐阜県

4039 利根川　勝 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾙ  1:41:0452 高岡市

4065 柳原　涼 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ  1:41:13富山大原53 富山市

4123 若林　建志 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  1:41:26富山大学54 富山市

4074 松本　貴博 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ  1:41:30富山大原55 高岡市

4002 中尾　健太 ﾅｶｵ ｹﾝﾀ  1:41:5456 高岡市

4108 柚木　勇人 ﾕﾉｷ ﾊﾔﾄ  1:42:0557 石川県

4017 山田　真世 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄｼ  1:42:11高岡西高校58 高岡市

4011 牧野　成仁 ﾏｷﾉ ｼｹﾞﾋﾄ  1:42:30万葉健友会59 高岡市

4007 池田　敏基 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ  1:43:01（株）ヒヨシ60 氷見市

4082 亀井　亮 ｶﾒｲ ﾏｺﾄ  1:43:2561 石川県

4018 山元　翔平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ  1:43:36高岡西高校62 高岡市

4019 土屋　来斗 ﾂﾁﾔ ﾗｲﾄ  1:43:36高岡西高校63 高岡市

4048 高瀬　広志 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ  1:43:42富山大原64 滑川市

4095 山形　智也 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾅﾘ  1:43:5865 富山市

4049 古木　竜太 ﾌﾙｷ ﾘｮｳﾀ  1:44:12富山大原66 上市町

4063 松井　浩志 ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ  1:44:3867 高岡市

4052 池崎　逸人 ｲｹｻﾞｷ ﾊﾔﾄ  1:44:44富山県立大学68 黒部市

4009 森瀬　雄大 ﾓﾘｾ ｶﾂﾋﾛ  1:44:5969 射水市

4036 延命　国章 ｴﾝﾒｲ ｸﾆｱｷ  1:45:41カフェれい70 石川県

4090 島田　朋尚 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅｵ  1:45:5571 砺波市

4100 田子　周作 ﾀｺﾞ ｼｭｳｻｸ  1:47:5472 高岡市

4099 石倉　公成 ｲｼｸﾗ ｷﾐﾅﾘ  1:47:5873 滑川市

4040 岩崎　勝也 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾔ  1:48:4874 高岡市

4119 田村　尚樹 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ  1:49:0475 富山市

4004 清水　孝紀 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ  1:50:51高岡ＳＡＣ76 高岡市

4089 多賀　貴典 ﾀｶﾞ ﾀｶﾉﾘ  1:51:11金沢走ろう会77 石川県

4122 森　昭人 ﾓﾘ ｱｷﾋﾄ  1:51:2978 砺波市

4060 石原　孝一 ｲｼﾊﾗ ｺｳｲﾁ  1:52:45Ｔｅａｍ坂又79 小矢部市

4124 高桑　功一朗 ﾀｶｸﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ  1:52:57高岡市民病院80 高岡市

4115 大浦　清靖 ｵｵｳﾗ ｷﾖﾔｽ  1:53:04野田ＲＵＮ81 富山市

4066 谷内　郁弥 ﾀﾆｳﾁ ﾌﾐﾔ  1:54:03富山大原82 上市町

4061 向川　武男 ﾑｺｶﾞﾜ ﾀｹｵ  1:54:23Ｔｅａｍ坂又83 小矢部市

4075 成瀬　司 ﾅﾙｾ ﾂｶｻ  1:54:24ＳＴＨ２９84 高岡市

4078 柳瀬　翔太 ﾔﾅｾ ｼｮｳﾀ  1:54:41富山大原85 氷見市

4110 佐々木　大地 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ  1:56:45富山大原86 射水市

4103 塚本　章郎 ﾂｶﾓﾄ ｱｷｵ  1:56:51居酒屋たかまさ87 射水市

4118 山本　寛峻 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ  2:00:1988 射水市

4045 安井　翔大 ﾔｽｲ ｼｮｳﾀﾞｲ  2:00:2589 高岡市

4113 野崎　敬介 ﾉｻﾞｷ ｹｲｽｹ  2:01:47富山大原90 立山町

4105 藤井　覚 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾙ  2:01:54富山大原91 氷見市

4091 干野　雄二郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ  2:02:5992 石川県

4028 野田　公康 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  2:05:5693 富山市

4094 宮本　一輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾃﾙ  2:08:5294 富山市

4093 中山　真澄 ﾅｶﾔﾏ ﾏｽﾐ  2:09:52ゼロックス北陸95 石川県

4081 小塚　憲博 ｺﾂﾞｶ ﾉﾘﾋﾛ  2:14:2596 富山市

4059 金森　寛 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｼ  2:17:5397 埼玉県

4031 櫻井　淑雄 ｻｸﾗｲ ﾄｼｵ  2:18:07ＦＡＶＯＣＨＵ98 富山市

4032 望月　直哉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｵﾔ  2:18:29ＦＡＶＯＣＨＵ99 富山市

4029 井上　拓己 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ  2:23:57100 射水市
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20km一般男子34歳以下

県名
4026 升方　通友 ﾏｽｶﾀ ﾐﾁﾄﾓ  2:26:28101 富山市
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20km一般男子35歳以上

県名
4353 川田　悦士 ｶﾜﾀ ｴﾂｼ  1:13:41すいかにこ1 射水市

4344 廣瀬　昌宏 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ  1:15:342 石川県

4201 高田　勝哉 ﾀｶﾀ ｶﾂﾔ  1:16:38大島陸上クラブ3 射水市

4376 針山　直樹 ﾊﾘﾔﾏ ﾅｵｷ  1:17:444 射水市

4341 矢田　憲和 ﾔﾀ ﾉﾘｶｽﾞ  1:18:22牧野小学校5 高岡市

4251 山崎　洋 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ  1:20:25山崎ストア6 石川県

4354 吉井　剛 ﾖｼｲ ﾂﾖｼ  1:21:14金沢市企業局7 石川県

4311 森川　晶 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾗ  1:21:33ＳＭＫ走友会8 立山町

4239 奥田　八州男 ｵｸﾀﾞ ﾔｽｵ  1:22:51相原髙校ＯＢ9 富山市

4325 小池　智之 ｺｲｹ ﾄﾓﾕｷ  1:23:19ベーリンガー10 富山市

4270 伏見　健一 ﾌｼﾐ ｹﾝｲﾁ  1:23:4511 高岡市

4323 寺島　邦昭 ﾃﾗｼﾏ ｸﾆｱｷ  1:23:5612 射水市

4246 魚尾　英生 ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ  1:24:17万葉健友会13 富山市

4205 表　雷太 ｵﾓﾃ ﾗｲﾀ  1:24:2314 石川県

4255 堂田　政隆 ﾄﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾀｶ  1:25:55論田クラブ15 氷見市

4241 鍛治　忠和 ｶｼﾞ ﾀﾀﾞｶｽﾞ  1:26:04森井ジョギング16 南砺市

4221 今井　正 ｲﾏｲ ﾀﾀﾞｼ  1:26:2517 砺波市

4245 山中　政良 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾖｼ  1:26:38万葉健友会18 射水市

4339 田福　智幸 ﾀﾌｸ ﾄﾓﾕｷ  1:26:50久藤病院ＲＣ19 石川県

4222 中野　秀 ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ  1:27:04ＪＡあおば20 富山市

4280 多知　幹雄 ﾀﾁ ﾐｷｵ  1:27:08鮓　一貫21 石川県

4363 林　敬崇 ﾊﾔｼ ｹｲｿｳ  1:27:24ＪＡバンク富山22 小矢部市

4305 尾山　正和 ｵﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ  1:27:44コマツＮＴＣ23 高岡市

4278 川畑　信章 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｱｷ  1:28:27チーム・タフ24 愛知県

4288 小屋　芳宏 ｺﾔ ﾖｼﾋﾛ  1:28:33コマツ25 石川県

4285 林　康雄 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ  1:28:5026 高岡市

4267 神谷　俊英 ｶﾐﾔ ﾄｼﾋﾃﾞ  1:29:0127 富山市

4258 宇賀　由多可 ｳｶﾞ ﾕﾀｶ  1:29:30ＭＩＺＵＫＩ28 高岡市

4314 水上　幸雄 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｷｵ  1:29:37Ｖ１０ののいち29 石川県

4355 根本　和徳 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ  1:29:5930 石川県

4265 鎌田　郁男 ｶﾏﾀﾞ ｲｸｵ  1:30:3131 南砺市

4380 吉田　諭 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ  1:31:3832 石川県

4224 神初　聡志 ｼﾞﾝﾊﾟﾁ ｻﾄｼ  1:31:4933 高岡市

4210 松原　武晴 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹﾊﾙ  1:31:5834 射水市

4902 小倉　秀樹  1:32:10　35 小矢部市

4212 杉本　真人 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ  1:33:00Ｇレンジャー36 射水市

4350 野村　昌秀 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ  1:33:0337 石川県

4310 中川　浩幸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  1:33:1838 高岡市

4328 大竹　厚 ｵｵﾀｹ ｱﾂｼ  1:33:2239 石川県

4209 中井　宏和 ﾅｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ  1:33:2340 富山市

4225 大郷　稔 ｵｵｺﾞｳ ﾐﾉﾙ  1:33:2941 富山市

4306 棚田　将仁 ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ  1:33:30射北ラッキーズ42 射水市

4271 西村　和彦 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ  1:33:4043 石川県

4366 吉川　明弘 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ  1:33:4544 石川県

4296 林　和明 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ  1:33:46新潟綜合警備45 新潟県

4249 谷ヶ崎　晋弥 ﾀﾆｶﾞｻｷ ｼﾝﾔ  1:34:01打倒弟46 射水市

4338 仙田　知博 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:34:10チームドラゴン47 高岡市

4206 廣瀬　元人 ﾋﾛｾ ﾓﾄﾋﾄ  1:35:00おかべ病院ＡＣ48 石川県

4329 森　仁宏 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ  1:35:0749 石川県

4300 増井　嘉成 ﾏｽｲ ﾖｼﾅﾘ  1:35:2250 南砺市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般男子35歳以上

県名
4231 閨　宏則 ﾈﾔ ﾋﾛﾉﾘ  1:35:37平成駅伝研究会51 石川県

4352 西　朝武 ﾆｼ ﾄﾓﾀｹ  1:36:4752 石川県

4347 高橋　尚也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ  1:37:23万葉健友会53 高岡市

4378 多田　哲成 ﾀﾀﾞ ﾃﾂﾅﾘ  1:37:2754 富山市

4238 河原　真司 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼﾞ  1:37:44山ちゃんクラブ55 小矢部市

4235 澤越　匠 ｻﾜｺｼ ﾀｸﾐ  1:37:5556 高岡市

4284 吉田　清嗣 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾂｸﾞ  1:38:0857 富山市

4261 宮腰　諭 ﾐﾔｺﾞｼ ｻﾄｼ  1:38:3258 射水市

4293 中村　徹也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ  1:38:39スギヨ同好会59 石川県

4297 石原　正典 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ  1:38:5460 石川県

4361 関沢　義光 ｾｷｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ  1:39:0061 高岡市

4276 藤森　康 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽｼ  1:39:09ＦＲエアーズ62 高岡市

4368 中谷　光宏 ﾅｶﾔ ﾐﾂﾋﾛ  1:39:1763 福井県

4371 寺前　英美 ﾃﾗﾏｴ ﾋﾃﾞﾐ  1:39:3664 福井県

4324 高木　貴好 ﾀｶｷﾞ ｷﾖｼ  1:39:4265 高岡市

4372 大塚　徹 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ  1:40:1066 栃木県

4220 石灰　純一 ｲｼﾊﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:40:2867 高岡市

4307 江藤　正和 ｴﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ  1:40:38射北ラッキーズ68 富山市

4229 山城　孝司 ﾔﾏｼﾛ  1:40:39エアース゛69 高岡市

4381 吉村　司 ﾖｼﾑﾗ ﾂｶｻ  1:40:4370 石川県

4250 平田　稔 ﾋﾗﾀ ﾐﾉﾙ  1:41:3371 石川県

4203 佐々木　充 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ  1:41:3572 富山市

4273 松原　信行 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:42:0773 富山市

4331 片原　秀幸 ｶﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:42:13福岡町魚竹商店74 千葉県

4332 寺崎　正 ﾃﾗｻｷ ﾀﾀﾞｼ  1:42:31日立国際電気75 射水市

4275 福光　正年「 ﾌｸﾐﾂ ﾏｻﾄｼ  1:42:4976 富山市

4290 牧田　洋一郎 ﾏｷﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ  1:42:5477 富山市

4237 元平　幸成 ﾓﾄﾋﾗ ﾕｷﾅﾘ  1:42:5778 高岡市

4219 伊尾　裕 ｲｵ ﾕﾀｶ  1:43:0379 氷見市

4289 南　広司 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ  1:43:0780 石川県

4317 鹿島　真樹 ｶｼﾏ ﾏｻｷ  1:43:09技術センター81 小矢部市

4359 麦谷　敏 ﾑｷﾞﾀﾆ ｻﾄｼ  1:43:13Ｔｅａｍ上町82 高岡市

4360 松沢　信行 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:43:3583 石川県

4337 山本　和也 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ  1:44:0784 高岡市

4272 谷山　智志 ﾀﾆﾔﾏ ﾄﾓｼ  1:44:08日立国際電気85 富山市

4213 村上　成人 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙﾄ  1:44:1886 石川県

4346 野村　千俊 ﾉﾑﾗ ﾁﾄｼ  1:44:2787 岐阜県

4374 市山　洋司 ｼﾔﾏ ﾖｳｼﾞ  1:45:0988 砺波市

4292 松永　卓 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸ  1:45:30いみずスポーツ89 富山市

4279 杉本　隆史 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ  1:45:4590 京都府

4262 古坊　真一 ﾌﾙﾎﾞｳ ｼﾝｲﾁ  1:46:1191 富山市

4269 津田　博 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:46:2492 砺波市

4301 上勢　敬一郎 ｳｴｾ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:46:2493 高岡市

4294 和田　靖雄 ﾜﾀﾞ ﾔｽｵ  1:46:24創楽94 富山市

4375 野坂　光弘 ﾉｻｶ ﾐﾂﾋﾛ  1:46:3495 福井県

4202 月間　洋 ﾂｷﾏ ﾋﾛｼ  1:46:59セントラル96 石川県

4247 神原　孝夫 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀｶｵ  1:47:02京阪バス㈱97 大阪府

4308 澤田　吉伸 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:47:33ＨＳＣ高岡98 氷見市

4277 丹羽　正彦 ﾆﾜ ﾏｻﾋｺ  1:47:5199 富山市

4253 小林　慶 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ  1:48:02100 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般男子35歳以上

県名
4304 田尻　浩嗣 ﾀｼﾞﾘ ｺｳｼﾞ  1:48:58101 富山市

4351 山本　良誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾅﾘ  1:49:03102 高岡市

4234 山岡　和彦 ﾔﾏｵｶ ｶｽﾞﾋｺ  1:49:14ゼロックス北陸103 石川県

4256 板倉　俊雄 ｲﾀｸﾗ ﾄｼｵ  1:49:41104 高岡市

4240 松野　陽 ﾏﾂﾉ ｷﾖｼ  1:49:48チームハヤブサ105 南砺市

4327 内藤　眞吾 ﾅｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ  1:49:54居酒屋たかまさ106 高岡市

4268 山本　守 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ  1:50:21107 南砺市

4302 小林　朝香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻｶ  1:50:28いみずスポーツ108 射水市

4382 熊倉　元 ｸﾏｸﾗ ｹﾞﾝ  1:50:31109 石川県

4286 大澤　永佳 ｵｵｻﾜ ﾅｶﾞﾖｼ  1:50:32110 富山市

4365 棚田　アキラ ﾀﾅﾀﾞ ｱｷﾗ  1:50:43111 南砺市

4373 瀧田　秀成 ﾀｷﾀﾞ ｼｭｳｾｲ  1:51:03112 射水市

4322 中山　秀樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ  1:51:23113 南砺市

4348 掛橋　雅美 ｶｹﾊｼ ﾏｻﾐ  1:51:27ダイブツー114 砺波市

4326 水沼　秀樹 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｷ  1:52:13115 石川県

4214 向田　靖 ﾑｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ  1:52:19アステラス116 砺波市

4287 谷本　浩希 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｷ  1:52:50117 京都府

4215 高桜　大輔 ﾀｶｻﾞｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ  1:53:07射水市民病院118 射水市

4342 本田　繁雄 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞｵ  1:53:39なんちゃＲＣ119 富山市

4259 林　芳和 ﾊﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ  1:54:43120 滋賀県

4336 高橋　大樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ  1:55:03121 富山市

4335 栗山　敏浩 ｸﾘﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ  1:56:06122 富山市

4321 岩崎　和宏 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ  1:57:08Ｒオプ123 高岡市

4227 中辻　利秋 ﾅｶﾂｼﾞ ﾄｼｱｷ  1:57:17124 富山市

4263 今井　晴彦 ｲﾏｲ ﾊﾙﾋｺ  1:57:21125 射水市

4370 西田　充生 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｵ  1:57:41キッセイ薬品126 福井県

4254 城野　嗣昭 ｼﾛﾉ ﾋﾃﾞｱｷ  1:57:57ゆるラン富山127 富山市

4319 竹本　光男 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾂｵ  1:59:03128 高岡市

4252 桜井　利樹 ｻｸﾗｲ ﾄｼｷ  1:59:31129 高岡市

4211 朴木　和典 ﾎｵﾉｷ ｶｽﾞﾉﾘ  1:59:48130 高岡市

4233 大居　昭由 ｵｵｲ ｱｷﾖｼ  2:00:02131 氷見市

4309 小林　大祐 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ  2:00:24小林太一印刷所132 石川県

4367 中山　弘 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ  2:00:28133 高岡市

4364 表　克昌 ｵﾓﾃ ﾖｼﾏｻ  2:00:38134 氷見市

4379 老田　芳人 ｵｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ  2:00:39135 高岡市

4349 山田　健正 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ  2:01:07136 高岡市

4295 松本　恭一 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｲﾁ  2:01:47マヒト137 石川県

4223 松井　孝裕 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ  2:03:15定塚小オヤジ組138 高岡市

4383 出崎　智亨 ﾃﾞｻｷ ﾄﾓﾕｷ  2:03:40139 石川県

4315 山本　雄一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ  2:03:51140 石川県

4298 伊藤　肇 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ  2:04:47141 石川県

4228 高田　浩司 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ  2:06:09ＡＣ　高田142 高岡市

4343 表　信行 ｵﾓﾃ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:06:19オンリー143 石川県

4318 橘　真朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾛｳ  2:08:21144 高岡市

4299 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ  2:12:51定塚おやじＰＴ145 高岡市

4358 笠井　政人 ｶｻｲ ﾏｻﾄ  2:12:54マヒト146 石川県

4204 谷口　長次 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁｮｳｼﾞ  2:19:47株ジャコム石川147 石川県

4242 吉倉　秀樹 ﾖｼｸﾗ ﾋﾃﾞｷ  2:27:16チームハヤブサ148 射水市

4330 草柳　真一 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁ  2:33:30149 石川県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般男子50歳以上

県名
4440 坂本　安夫 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｵ  1:17:24幾久倶楽部1 福井県

4463 国本　和孝 ｸﾆﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ  1:18:20國本彫秀堂2 氷見市

4489 笠島　浩孝 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾀｶ  1:23:373 福井県

4534 三平　伸一 ﾐﾋﾗ ｼﾝｲﾁ  1:27:20金沢ヴイテン4 石川県

4480 金崎　仁 ｶﾅｻｷ ﾋﾄｼ  1:28:39チームタカモト5 石川県

4509 林　聰 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ  1:31:01Ｊ－ＰＯＷＥＲ6 富山市

4541 藤永　重美 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｼｹﾞﾐ  1:31:32社会保険高岡7 高岡市

4508 山本　敏弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ  1:32:33金沢ＳＣ小立野8 石川県

4533 中島　保俊 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾄｼ  1:32:58うさぶた9 長野県

4458 村田　真悟 ﾑﾗﾀ ｼﾝｺﾞ  1:33:3710 射水市

4511 田中　基和 ﾀﾅｶ ﾓﾄｶｽﾞ  1:33:56鉄人２８号11 氷見市

4416 吉井　清美 ﾖｼｲ ｷﾖﾐ  1:34:38ひみ浜友会12 氷見市

4443 大西　良晴 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾊﾙ  1:35:1713 小矢部市

4490 平塚　光明 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂｱｷ  1:35:21高山陸上クラブ14 岐阜県

4540 吉永　昭二 ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｼﾞ  1:36:4115 石川県

4479 出向井　洋 ﾃﾞﾑｶｲ ﾋﾛｼ  1:37:25いみスポクラブ16 高岡市

4491 吉本　勝浩 ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ  1:37:4817 高岡市

4476 島　正典 ｼﾏ ﾏｻﾉﾘ  1:37:59ＤＩＶＥ＝Ⅱ18 砺波市

4513 林　幸男 ﾊﾔｼ ﾕｷｵ  1:38:4519 富山市

4446 桶谷　孝之 ｵｹﾀﾆ ﾀｶﾕｷ  1:39:0820 氷見市

4531 原　秀二 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ  1:40:19エアーズ21 高岡市

4473 中村　浩紀 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ  1:40:53アミノイン富山22 富山市

4542 山崎　裕明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ  1:40:5923 石川県

4497 西井　健二 ﾆｼｲ ｹﾝｼﾞ  1:41:29ひみ浜友会24 氷見市

4404 中嶌　崇 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ  1:41:3325 射水市

4485 石黒　宏治 ｲｼｸﾞﾛ ｺｳｼﾞ  1:41:5526 射水市

4493 上野　智徳 ｳｴﾉ ﾄﾓﾉﾘ  1:42:0427 射水市

4524 中村　孝昭 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ  1:42:13フットワークス28 愛知県

4410 浜田　壮一 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁ  1:42:35ＨＳＣ高岡29 高岡市

4424 作田　友明 ｻｸﾀﾞ ﾄﾓｱｷ  1:42:52氷見柳田いい友会30 氷見市

4492 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ  1:43:10ジュピターＲＣ31 石川県

4411 放生　正孝 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾀｶ  1:44:1432 射水市

4528 四ッ谷　勇次 ﾖﾂﾔ ﾕｳｼﾞ  1:44:2933 石川県

4506 山口　隆幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ  1:44:5334 石川県

4448 高瀬　良吉 ﾀｶｾ ﾘｮｳｷﾁ  1:44:56ＢＳＴ富山35 富山市

4408 竹田　清司 ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ  1:45:0736 南砺市

4504 宮井　健吾 ﾐﾔｲ ｹﾝｺﾞ  1:46:09チームＭＹＭ37 東京都

4457 佐野　一之 ｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ  1:46:1638 高岡市

4441 高広　光彦 ﾀｶﾋﾛ ﾐﾂﾋｺ  1:46:2439 高岡市

4425 屋代　春樹 ﾔｼﾛ ﾊﾙｷ  1:46:30富山県立大学40 射水市

4502 山岸　武志 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ  1:46:49かわだ41 石川県

4415 新古　達也 ｼﾝｺ ﾀﾂﾔ  1:47:11国際ランナーズ42 石川県

4465 宮下　孝治 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶﾊﾙ  1:47:12伏木海上保安部43 高岡市

4413 乙坂　薫 ｵﾄｻｶ ｶｵﾙ  1:47:17日本生命44 富山市

4417 石橋　隆則 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾉﾘ  1:48:24スギノマシン45 魚津市

4544 吉崎　昌樹 ﾖｼｻﾞｷ ﾏｻｷ  1:48:3946 石川県

4471 木下　準一 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:48:42ななこ２５47 石川県

4501 田畑　雅弘 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ  1:48:53Ｓｔｙｌｉｓｈ48 石川県

4419 林　博 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ  1:48:5449 射水市

4520 仙道　淳史 ｾﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ  1:49:02ＤＩＶＥ＝２50 高岡市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般男子50歳以上

県名
4510 山口　正見 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐ  1:49:17Ｖ１０金沢51 石川県

4421 白崎　宏 ｼﾛｻｷ ﾋﾛｼ  1:49:2052 高岡市

4518 下　幸一 ｼﾓ ｺｳｲﾁ  1:49:37高陵中学校53 高岡市

4523 本澤　徹也 ﾓﾄｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ  1:49:4954 高岡市

4435 秦　昌文 ﾊﾀ ﾏｻﾌﾐ  1:49:5855 高岡市

4505 荒木　則光 ｱﾗｷ ﾉﾘﾐﾂ  1:50:14ランナーズ富山56 射水市

4450 岩田　昌之 ｲﾜﾀ ﾏｻﾕｷ  1:50:1957 富山市

4451 倉地　秀雄 ｸﾗﾁ ﾋﾃﾞｵ  1:50:2658 射水市

4466 野尻　修 ﾉｼﾞﾘ ｵｻﾑ  1:50:4159 高岡市

4495 加門　宏荘 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ  1:50:53白馬郵便局60 長野県

4422 米田　欣也 ﾖﾈﾀﾞ ｷﾝﾔ  1:51:1861 石川県

4522 丸山　紳一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  1:51:19ＺＫＭ富山62 富山市

4438 木村　清志 ｷﾑﾗ ｷﾖｼ  1:51:2963 高岡市

4405 中川　一雄 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ  1:51:3264 南砺市

4407 北川　和裕 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  1:52:4165 高岡市

4420 深谷　良 ﾌｶﾀﾆ ﾘｮｳ  1:53:1966 砺波市

4499 松木　学 ﾏﾂｷ ﾏﾅﾌﾞ  1:53:5267 氷見市

4496 山口　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ  1:54:26北陸電力68 石川県

4406 山本　一彦 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ  1:54:36Ｔ－ＭＹＭ69 石川県

4515 山本　信幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:55:4470 石川県

4445 伏江　正人 ﾌｼｴ ﾏｻﾋﾄ  1:55:4871 高岡市

4442 松田　正己 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾐ  1:56:1272 石川県

4477 岩瀬　真一郎 ｲﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ  1:56:14岩瀬工務店73 富山市

4464 大田　俊和 ｵｵﾀ ﾄｼｶｽﾞ  1:56:3074 石川県

4459 河野　徹 ｶﾜﾉ ﾄｵﾙ  1:56:3175 石川県

4409 大寺　公彦 ｵｵﾃﾗ ｷﾐﾋｺ  1:56:37ＡＴＥＣ76 高岡市

4401 青木　行雄 ｱｵｷ ﾕｷｵ  1:56:44ＫＮＴＴ77 茨城県

4447 塚田　庄秋 ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳｼｭｳ  1:57:0478 高岡市

4428 大森　博 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｼ  1:57:1379 高岡市

4530 米澤　晃 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ  1:57:2080 富山市

4482 中川　芳郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾛｳ  1:58:07テレンコ親爺81 富山市

4434 千田　長治 ｾﾝﾀﾞ ﾅｶﾞﾊﾙ  1:58:2282 射水市

4418 橋本　宣之 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:59:0683 石川県

4433 永井　憲二 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ  1:59:1384 高岡市

4494 中川　博司 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  1:59:26ななこ２６85 石川県

4436 山本　日出夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ  1:59:34伏木海上保安部86 高岡市

4503 西川　猛 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ  1:59:3887 石川県

4538 明地　剛 ｱｹﾁ ﾂﾖｼ  1:59:4088 高岡市

4462 林　秀喜 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ  2:01:1689 石川県

4517 山本　智久 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ  2:01:4390 富山市

4444 北田　実 ｷﾀﾀﾞ ﾐﾉﾙ  2:03:0991 富山市

4512 柳田　正次 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻｼﾞ  2:03:42ＢＢＴ　ＲＣ92 高岡市

4469 藤井　伸吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ  2:04:1193 砺波市

4535 二上　正孝 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｻﾀｶ  2:05:06楠走ろう会94 富山市

4460 堀江　耕治 ﾎﾘｴ ｺｳｼﾞ  2:06:5195 射水市

4543 前野　輝夫 ﾏｴﾉ ﾃﾙｵ  2:08:4496 石川県

4467 髙瀨　信正 ﾀｶｾ ｼﾝｼｮｳ  2:09:10アクアス万葉スポーツ97 高岡市

4452 糸氏　隆之 ｲﾄｳｼﾞ ﾀｶﾕｷ  2:10:0098 砺波市

4427 北市　昇 ｷﾀｲﾁ ﾉﾎﾞﾙ  2:13:0199 砺波市

4402 浅野　重秋 ｱｻﾉ ｼｹﾞｱｷ  2:13:15100 富山市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般男子50歳以上

県名
4454 大居　昭時 ｵｵｲ ｼｮｳｼﾞ  2:14:08101 氷見市

4456 寺島　実 ﾃﾗｼﾏ ﾐﾉﾙ  2:18:19102 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般女子

県名
4605 坂口　瑛 ｻｶｸﾞﾁ ｴﾘ  1:23:48万葉健友会1 高岡市

4656 永野　美里 ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ  1:26:12ＺＯＳＡＮＳ2 石川県

4619 若林　理子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ  1:26:583 石川県

4603 布野　直江 ﾇﾉ ﾅｵｴ  1:27:53シ゛ュピターＲＣ4 石川県

4655 関　理恵 ｾｷ ﾘｴ  1:29:315 石川県

4650 山田　由希 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ  1:31:516 石川県

4637 渡辺　清美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾐ  1:35:25どー楽クラブ7 富山市

4622 澤田　百恵 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓｴ  1:36:088 南砺市

4601 木下　智子 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｺ  1:37:45ピンクのおさる9 石川県

4630 丹野　優 ﾀﾝﾉ ﾕｳ  1:38:47富山大学10 富山市

4638 川原　知美 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓﾐ  1:38:4711 高岡市

4608 髙田　明美 ﾀｶﾀﾞ ｱｹﾐ  1:40:01美川走ろう会12 石川県

4646 松村　美奈 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾅ  1:41:14ＴＥＡＭＭＪ13 石川県

4628 山本　弘美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ  1:42:1914 南砺市

4620 西部　清子 ﾆｼﾍﾞ ｷﾖｺ  1:42:35エアーズ15 高岡市

4613 若林　昌美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ  1:44:34ふちゅうＳＣ16 富山市

4640 中川　尚美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ  1:45:00富山大学17 高岡市

4623 岩根　早智子 ｲﾜﾈ ｻﾁｺ  1:46:3718 高岡市

4609 今村　和子 ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｺ  1:48:55万葉健友会19 高岡市

4626 加藤　めぐみ ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ  1:50:2220 富山市

4661 南　春名 ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾅ  1:50:5221 石川県

4604 松原　美砂 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｻ  1:51:0122 射水市

4658 嶋　なつ来 ｼﾏ ﾅﾂｷ  1:51:0123 高岡市

4629 上　和枝 ｶﾐ ｶｽﾞｴ  1:51:5124 高岡市

4653 牧野　友香 ﾏｷﾉ ﾕｶ  1:53:2125 高岡市

4641 池端　美和子 ｲｹﾊﾞﾀ ﾐﾜｺ  1:53:27加賀走ろう会26 石川県

4635 小林　奈緒子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｺ  1:54:27いみずスポーツ27 射水市

4634 朝倉　智江 ｱｻｸﾗ ﾄﾓｴ  1:54:31ＦＲエアーズ28 砺波市

4632 放生　亜紀子 ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｷｺ  1:55:0229 射水市

4901 宮西　幸子 ﾐﾔﾆｼ ｻﾁｺ  1:55:0630 石川県

4665 嶽　朱美 ﾀﾞｹ ｱｹﾐ  1:55:2431 高岡市

4606 辰田　君子 ﾀﾂﾀﾞ ｷﾐｺ  1:55:56エイム32 石川県

4660 角玄　雅子 ｶｸｹﾞﾝ ﾉﾘｺ  1:56:59エアーズ33 高岡市

4624 長田　郁美 ﾅｶﾞﾀ ｲｸﾐ  1:57:5734 高岡市

4654 渡辺　真紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ  1:58:2635 射水市

4645 藤井　雅美 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾐ  1:59:09ＥＫＢ36 南砺市

4642 竹田　睦 ﾀｹﾀﾞ ﾑﾂﾐ  1:59:1337 高岡市

4610 寺西　笑子 ﾃﾗﾆｼ ｴﾐｺ  2:00:0038 高岡市

4649 小林　直美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ  2:00:3539 石川県

4602 橋本　令子 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲｺ  2:00:47のんきほーて40 高岡市

4607 西　みか ﾆｼ ﾐｶ  2:01:1641 石川県

4633 竹内　麻依子 ﾀｹｳﾁ ﾏｲｺ  2:05:19富山大原42 射水市

4611 山本　綾乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ  2:05:4443 小矢部市

4618 筏井　悦子 ｲｶﾀﾞｲ ｴﾂｺ  2:06:11小栗小児科医院44 高岡市

4664 安川　由梨亜 ﾔｽｶﾜ ﾕﾘｱ  2:07:1445 射水市

4644 西田　朋代 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾖ  2:07:1946 石川県

4615 中村　勝美 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ  2:07:23万葉健友会47 高岡市

4651 正木　文恵 ﾏｻｷ ﾌﾐｴ  2:08:0248 魚津市

4652 山本　美穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ  2:08:0849 高岡市

4612 藤田　れい子 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲｺ  2:09:18ＴＥＡＭ　ＭＪ50 石川県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

20km一般女子

県名
4621 高田　史 ﾀｶﾀ ﾌﾐ  2:09:4751 高岡市

4636 金森　愛 ｶﾅﾓﾘ ｱｲ  2:09:5152 東京都

4614 水野　幸江 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｴ  2:10:5153 愛知県

4657 坪田　美帆 ﾂﾎﾞﾀ ﾐﾎ  2:11:1854 石川県

4663 中出　真理子 ﾅｶﾃﾞ ﾏﾘｺ  2:11:3755 福井県

4617 中田　景子 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｺ  2:15:3756 砺波市

4647 福住　幸恵 ﾌｸｽﾞﾐ ﾕｷｴ  2:23:1357 石川県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子34歳以下

県名
1063 山本　伸幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:35:31鹿島ＡＣ1 石川県

1040 若松　俊介 ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ  0:36:262 南砺市

1003 永下　賢太 ﾅｶﾞｼﾀ ｹﾝﾀ  0:36:41館野小学校3 石川県

1082 中田　祐貴 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ  0:38:06中部高校4 富山市

1059 下村　大輔 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  0:38:34玉川高島屋5 神奈川県

1039 佐々木　宣泰 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾔｽ  0:39:31富山大原簿記6 富山市

1085 馬村　健一 ﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ  0:42:32ホンダスギフジ7 石川県

1005 笹島　丈嗣 ｻｻｼﾞﾏ ﾀｹｼ  0:42:33Ｇレンジャー8 射水市

1014 山下　裕平 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾍｲ  0:42:539 石川県

1050 国分　康弘 ｺｸﾌﾞ ﾔｽﾋﾛ  0:45:30高岡ＲＲＣ10 高岡市

1078 藤原　和士 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｼ  0:46:4311 福井県

1019 麻井　春伯 ｱｻｲ ﾊﾙﾉﾘ  0:47:2312 高岡市

1008 北川　知彦 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ  0:47:26ジュピターＲＣ13 石川県

1018 山本　健治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  0:47:3114 高岡市

1068 中村　通 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ  0:48:0015 石川県

1072 嶋田　啓吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ  0:48:2016 高岡市

1041 豊本　亮太 ﾄﾖﾓﾄ ﾘｮｳﾀ  0:48:4117 高岡市

1053 米島　伸浩 ﾖﾈｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:49:0118 砺波市

1076 上田　剛 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ  0:49:0319 高岡市

1023 松木　康徳 ﾏﾂｷ ﾔｽﾉﾘ  0:49:2220 高岡市

1080 近藤　賢史 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ  0:49:5621 福井県

1066 浦上　隆徳 ｳﾗｶﾐ ﾀｶﾉﾘ  0:50:0522 高岡市

1020 佐武　洋平 ｻﾀｹ ﾖｳﾍｲ  0:50:2023 高岡市

1042 伊藤　学 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ  0:50:32鉄人会24 高岡市

1058 堺　雅晃 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ  0:50:5625 石川県

1069 蜷川　博之 ﾆﾅｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  0:51:0126 滑川市

1087 山本　祐也 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ  0:51:0927 福井県

1062 浅野　正樹 ｱｻﾉ ﾏｻｷ  0:51:26ワスケサ！28 富山市

1079 村山　良直 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾅｵ  0:51:5129 福井県

1074 羽田　純 ﾊﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  0:52:2630 高岡市

1021 佐武　峻一 ｻﾀｹ ｼｭﾝｲﾁ  0:53:2331 高岡市

1067 宮坂　紫明 ﾐﾔｻｶ ｼﾒｲ  0:53:37日興証券32 高岡市

1016 今井　裕貴 ｲﾏｲ ﾕｳｷ  0:53:4733 高岡市

1031 今村　朋洋 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ  0:53:48ＮＫＤ34 高岡市

1061 八田　宗太 ﾊｯﾀ ｿｳﾀ  0:54:4935 砺波市

1073 横山　公輝 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ  0:54:5836 富山市

1088 尾崎　迅 ｵｻﾞｷ ﾊﾔﾃ  0:55:1637 高岡市

1002 村田　篤紀 ﾑﾗﾀ ｱﾂﾉﾘ  0:55:32職業訓練校38 射水市

1022 佐藤　彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ  0:55:3939 高岡市

1064 西田　直人 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾄ  0:55:4140 南砺市

1056 川渕　真 ｶﾜﾌﾁ ﾏｺﾄ  0:56:0041 射水市

1047 杉山　大晋 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾝ  0:56:0442 高岡市

1013 山田　恵吾 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ  0:56:2343 石川県

1010 高松　一之 ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞﾕｷ  0:56:4044 高岡市

1015 長慶　俊之 ﾁｮｳｹｲ ﾄｼﾕｷ  0:56:4145 高岡市

1004 高島　和寿 ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞﾋｻ  0:56:41高養陸上部ＯＢ46 高岡市

1011 北世　貴章 ｷﾀｾ ﾀｶｱｷ  0:56:53高養陸上ＯＢ47 高岡市

1049 児玉　隆史 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｼ  0:57:2748 富山市

1075 川端　成佳 ｶﾜﾊﾀ ｼｹﾞﾖｼ  0:57:27ＤＦＣ49 射水市

1033 明　和宏 ﾐｮｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:57:44ニコニコクラブ50 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子34歳以下

県名
1024 東野　公則 ｱｽﾞﾏﾉ ﾏｻﾉﾘ  0:58:3851 高岡市

1009 奥田　茂雄 ｵｸﾀﾞ ｼｹﾞｵ  0:58:3952 高岡市

1045 和泉　宏康 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ  0:58:44山崎電機（株）53 石川県

1030 鶴瀬　春樹 ﾂﾙｾ ﾊﾙｷ  0:58:58高岡ケーブル54 高岡市

1081 石山　良平 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ  0:59:0055 砺波市

1032 志村　昂史 ｼﾑﾗ ﾀｶｼ  1:00:33ニコニコクラブ56 南砺市

1017 小谷　和俊 ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ  1:01:3457 射水市

1055 青山　勝徳 ｱｵﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ  1:01:36マルイテックス58 石川県

1054 和田　洸平 ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ  1:02:31滝澤病院59 長野県

1086 小紙　祐輔 ｵｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ  1:05:14ウェルテクノ60 富山市

1071 中田　大介 ﾅｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  1:05:2161 富山市

1083 島田　康治 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:06:2462 砺波市

1077 高田　利秀 ﾀｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ  1:09:59ＤＦＣ63 射水市

1052 奈部　徹 ﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ  1:14:07Ｔｅａｍ坂又64 富山市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子35歳以上

県名
1271 出海　立 ｲｽﾞﾐ ﾘｭｳ  0:35:58物見山クラブ1 石川県

1304 大島　雄治 ｵｵｼﾏ ﾕｳｼﾞ  0:37:26あゆみ2 高岡市

1233 加藤　一実 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ  0:37:32金沢市役所3 石川県

1206 坂本　真樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ  0:38:14ホテル日航金沢4 石川県

1234 広田　昌之 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾕｷ  0:38:575 石川県

1311 今　正徳 ｲﾏ ﾏｻﾉﾘ  0:39:546 高岡市

1251 川渕　貴 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾀｶｼ  0:39:597 射水市

1243 高堂　純 ﾀｶﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ  0:40:44高堂家8 立山町

1297 平田　憲治 ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾞ  0:41:50東部ＲＣ9 富山市

1220 寺島　一幸 ﾃﾗｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ  0:42:3410 高岡市

1296 高橋　かおる ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ  0:42:57のんきホーテ11 富山市

1240 角口　正浩 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ  0:45:1812 石川県

1201 北村　康幸 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾕｷ  0:45:27県庁土木13 富山市

1258 今井　徳宏 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ  0:45:2814 石川県

1257 政橋　貢 ﾏｻﾊｼ ﾐﾂｸﾞ  0:45:59フジタ15 射水市

1300 市田　聡 ｲﾁﾀﾞ ｱｷﾗ  0:46:0316 富山市

1287 日尾　等 ﾋｵ ﾋﾄｼ  0:46:08石川ランナーズ17 石川県

1254 坂本　正仁 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ  0:46:1818 富山市

1902 大澤　京一  0:46:4319
1307 宮内　猛志 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ  0:46:51日本曹達陸上部20 高岡市

1261 酒井　学 ｻｶｲ ﾏﾅﾌﾞ  0:46:5221 石川県

1314 福塚　寛武 ﾌｸﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｹ  0:46:5522 小矢部市

1267 舟渡　一雄 ﾌﾅﾜﾀｼ ｶｽﾞｵ  0:47:03石川ランナーズ23 石川県

1313 入野　博之 ｲﾘﾉ ﾋﾛﾕｷ  0:47:0824 群馬県

1294 田村　智広 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ  0:47:09ぴたごらす25 石川県

1291 松本　英淳 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼﾞｭﾝ  0:47:4226 小矢部市

1249 神代　浩 ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾋﾛｼ  0:48:04ＴＣＣＣ27 富山市

1231 水口　一春 ﾐｽﾞｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ  0:48:0828 砺波市

1295 今村　吉延 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:48:10万葉健友会29 高岡市

1277 江川　大道 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ  0:48:4430 射水市

1244 高橋　裕之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ  0:48:49丸井織物（株）31 石川県

1255 山田　紀昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｱｷ  0:49:09ＳＴＨ２９32 高岡市

1259 砺波　博之 ﾄﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ  0:49:0933 富山市

1256 森井　善則 ﾓﾘｲ ﾖｼﾉﾘ  0:49:11らんくる７０34 石川県

1250 宮田　雅也 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾔ  0:49:2835 富山市

1306 笹川　茂樹 ｻｻｶﾜ ｼｹﾞｷ  0:49:47イミスポ36 射水市

1253 花房　誠剛 ﾊﾅﾌｻ ｾｲｺﾞｳ  0:49:5637 富山市

1316 村田　良一 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｲﾁ  0:50:00個人38 射水市

1218 岩村　剣哉 ｲﾜﾑﾗ ｹﾝﾔ  0:50:0839 氷見市

1238 源田　稔 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾐﾉﾙ  0:50:2040 射水市

1212 川合　悦郎 ｶﾜｲ ｴﾂﾛｳ  0:50:2541 砺波市

1305 五十嵐　泰祐 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｽｹ  0:50:31のんきホーテ42 富山市

1222 山　鉄也 ﾔﾏ ﾃﾂﾔ  0:50:55伏木Ｓ青年部会43 高岡市

1280 濱谷　弘志 ﾊﾏﾀﾆ ﾋﾛｼ  0:50:57暁産業㈱44 福井県

1263 岩瀬　紀彦 ｲﾜｾ ﾉﾘﾋｺ  0:51:4845 射水市

1278 古田　和之 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾕｷ  0:52:0346 富山市

1303 宇津原　武 ｳﾂﾊﾗ ﾀｹｼ  0:52:13ＺＯＳＡＮＳ47 石川県

1242 久井　裕彰 ﾋｻｲ ﾕｼｮｳ  0:52:3648 石川県

1317 森山　道 ﾓﾘﾔﾏ ﾄｵﾙ  0:52:4049 富山市

1289 嶋　大輔 ｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ  0:53:11森ジョ50 南砺市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子35歳以上

県名
1282 井東　和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:53:3451 高岡市

1286 江口　彰 ｴｸﾞﾁ ｱｷﾗ  0:53:3652 富山市

1281 平島　充 ﾋﾗｼﾏ ﾐﾂﾙ  0:53:4053 高岡市

1232 中井　昭仁 ﾅｶｲ ｱｷﾋﾄ  0:53:5654 富山市

1260 宮田　辰也 ﾐﾔﾀ ﾀﾂﾔ  0:54:1155 石川県

1216 大沢　満 ｵｵｻﾜ ﾐﾂﾙ  0:54:1256 高岡市

1275 飯原　周一郎 ｲﾊﾗ ｼﾕｳｲﾁﾛｳ  0:54:3357 氷見市

1274 真田　昭信 ｻﾅﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ  0:55:0458 富山市

1315 伏間　敏雄 ﾌｽﾏ ﾄｼｵ  0:55:07中越パルプ工業59 高岡市

1299 安川　昭成 ﾔｽｶﾜ ｱｷﾅﾘ  0:55:2460 石川県

1270 矢地　康友 ﾔﾁ ﾔｽﾄﾓ  0:55:38マルイテックス61 石川県

1288 西島　直範 ﾆｼｼﾞﾏ ﾅｵﾉﾘ  0:55:52センサを作る会62 富山市

1236 山田　勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ  0:56:0563 富山市

1269 小林　大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ  0:56:06マルイテックス64 石川県

1226 岩田　寛 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ  0:56:22チーム富山65 高岡市

1308 黒田　睦雄 ｸﾛﾀﾞ ﾑﾂｵ  0:56:24ＩＳＵＺＵ66 富山市

1284 小林　徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ  0:56:34ランクル７０67 石川県

1203 有澤　正至 ｱﾘｻﾜ ﾏｻｼ  0:56:5868 高岡市

1221 広川　崇志 ﾋﾛｶﾜ ﾀｶｼ  0:57:36チームドラゴン69 高岡市

1211 佐野　文秀 ｻﾉ ﾌﾐﾋﾃﾞ  0:57:4570 富山市

1247 セイヤド　ヤセー ｾｲﾔﾄﾞ ﾔｾｰﾙ  0:57:4671 射水市

1252 野村　幸伸 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾝ  0:57:5072 高岡市

1205 田子　十兵衛 ﾀｺﾞ ｼﾞｭｳﾍﾞｴ  0:59:1173 高岡市

1262 松田　徹 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｵﾙ  0:59:3574 高岡市

1272 赤間　美之 ｱｶﾏ ﾖｼﾕｷ  0:59:5175 福井県

1292 出来田　隆行 ﾃﾞｷﾃﾞﾝ ﾀｶﾕｷ  1:00:2876 射水市

1310 中田　正実 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾐ  1:00:5277 高岡市

1312 徳永　精 ﾄｸﾅｶﾞ ｷﾖｼ  1:02:1678 福井県

1279 青柳　泰史 ｱｵﾔｷﾞ ﾔｽｼ  1:03:0679 埼玉県

1237 二谷　昌宏 ﾌﾀﾂﾔ ﾏｻﾋﾛ  1:03:3380 高岡市

1290 脇田　幸彦 ﾜｷﾀ ﾕｷﾋｺ  1:03:53Ｔｅａｍ上町81 高岡市

1248 橘　公平 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳﾍｲ  1:04:0682 高岡市

1230 山峯　英治 ﾔﾏﾐﾈ ﾋﾃﾞﾊﾙ  1:04:1383 射水市

1215 畑山　貴志 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｶｼ  1:04:4884 高岡市

1285 藤田　貴春 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾊﾙ  1:05:0885 新潟県

1283 早苗　勝一 ｻﾅｴ ｼｮｳｲﾁ  1:05:3186 高岡市

1266 寺脇　英次 ﾃﾗﾜｷ ｴｲｼﾞ  1:05:33ゆるラン富山87 射水市

1223 太田　喜幸 ｵｵﾀ ﾖｼﾕｷ  1:05:37鷺富運送ＲＣ88 石川県

1209 吉村　正信 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:06:4389 高岡市

1235 駒西　秀彦 ｺﾏﾆｼ ﾋﾃﾞﾋｺ  1:09:07ＴＥＫ．ＲＣ90 高岡市

1219 堀江　博之 ﾎﾘｴ ﾋﾛﾕｷ  1:10:4191 射水市

1214 吉川　順司 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ  1:13:0592 富山市

1293 石上　茂生 ｲｼｶﾞﾐ ｼｹﾞｵ  1:13:46定塚小オヤジ組93 高岡市

1276 二口　ヒロミツ ﾌﾀｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  1:17:5594 高岡市

1217 荒谷　司郎 ｱﾗﾀﾆ ｼﾛｳ  1:18:3195 射水市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子45歳以上

県名
1406 宮崎　忠勝 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｶﾂ  0:36:01北陸電力1 富山市

1414 福江　徳幸 ﾌｸｴ ﾉﾘﾕｷ  0:37:07アステラス高工2 南砺市

1444 西田　和義 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ  0:38:43日本曹達陸上部3 高岡市

1440 原田　稔 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ  0:39:17羽咋市陸協4 石川県

1448 丸山　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ  0:39:275 富山市

1449 小出　謙一郎 ｺｲﾃﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  0:40:10大森クリニック6 高岡市

1452 岡村　元靖 ｵｶﾑﾗ ﾓﾄﾔｽ  0:42:15厚生連滑川病院7 高岡市

1423 樫田　三雄 ｶｼﾀﾞ ﾐﾂｵ  0:43:21金沢市役所8 石川県

1433 萩原　浩 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ  0:43:459 富山市

1435 橋本　博幸 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  0:45:30ブル・マイン10 岐阜県

1416 田中　秀昭 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ  0:45:3411 射水市

1415 河合　芳光 ｶﾜｲ ﾖｼﾐﾂ  0:46:1112 石川県

1428 島田　篤 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ  0:47:13爆走楽笑会13 富山市

1436 長沢　和彦 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ  0:48:3214 高岡市

1417 新行　昭広 ｼﾝｷﾞｮｳ ｱｷﾋﾛ  0:48:43日本生命15 高岡市

1425 早川　宏 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｼ  0:49:1716 高岡市

1429 横田　博和 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ  0:51:4317 黒部市

1446 佐伯　均 ｻｴｷ ﾋﾄｼ  0:51:4418 射水市

1412 荒尾　龍明 ｱﾗｵ ﾀﾂｱｷ  0:51:5019 高岡市

1424 澤井　弘文 ｻﾜｲ ﾋﾛﾌﾐ  0:52:2320 射水市

1430 福島　亘 ﾌｸｼﾏ ﾜﾀﾙ  0:52:3221 福井県

1443 佐野　成一 ｻﾉ ｾｲｲﾁ  0:53:1122 高岡市

1445 大指　香 ｵｵｻｼ ｶｵﾙ  0:53:33Ｔｅａｍ上町23 高岡市

1418 茂村　敦雄 ｼｹﾞﾑﾗ  0:54:1124 射水市

1432 森　正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ  0:54:1425 石川県

1441 小林　浩之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ  0:54:55グリコーゲン26 石川県

1447 若林　正志 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ  0:55:1827 富山市

1422 川端　英夫 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ  0:55:4228 高岡市

1409 大島　精三 ｵｵｼﾏ ｾｲｿﾞｳ  0:55:4729 富山市

1413 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ  0:56:0130 射水市

1439 金子　昌司 ｶﾈｺ ﾏｻｼ  0:56:2931 砺波市

1421 川辺　譲 ｶﾜﾍﾞ ﾕｽﾞﾙ  0:56:4132 高岡市

1437 島田　直樹 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ  0:56:5033 高岡市

1402 竹島　英浩 ﾀｹｼﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ  0:56:5234 高岡市

1405 岩上　勝之 ｲﾜｶﾐ ｶﾂﾕｷ  0:58:1035 富山市

1420 向　進 ﾑｶｲ ｽｽﾑ  0:58:2236 高岡市

1426 福寿　良太 ﾌｸｼﾞｭ ﾘｮｳﾀ  0:59:3237 岐阜県

1442 二口　幸宏 ﾌﾀｸﾁ ﾕｷﾋﾛ  0:59:5538 射水市

1451 柴野　恒夫 ｼﾊﾞﾉ ﾂﾈｵ  1:00:38ＤＩＶＥ＝Ⅱ39 舟橋村

1427 石崎　進 ｲｼｻｷ ｽｽﾑ  1:01:07砺波総合病院40 砺波市

1410 嶋田　勝 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ  1:01:5641 高岡市

1407 泉　義行 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾕｷ  1:03:15サロメチーム！42 石川県

1431 源　進弥 ﾐﾅﾓﾄ ｼﾝﾔ  1:05:3043 高岡市

1438 徳成　幸彦 ﾄｸﾅﾘ ﾕｷﾋｺ  1:07:4144 高岡市

1408 日尾　正明 ﾋｵ ﾏｻｱｷ  1:09:2045 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子55歳以上

県名
1557 中村　洋幸 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ  0:38:371 石川県

1553 永井　恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ  0:39:042 静岡県

1504 中島　傳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾀｴ  0:40:33茅野楽走会3 長野県

1556 北　渡 ｷﾀ ﾜﾀﾙ  0:42:08ジュピターＲＣ4 石川県

1509 杢大　栄信 ﾓｸﾀﾞｲ ｴｲｼﾝ  0:43:185 高岡市

1546 中村　守 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ  0:43:55石川河北クラブ6 石川県

1524 津田　達夫 ﾂﾀﾞ ﾀﾂｵ  0:43:57ＦＲエアーズ7 高岡市

1508 紺谷　繁次 ｺﾝﾀﾆ ｼｹﾞｼﾞ  0:44:14通信制泉丘ＯＢ8 石川県

1528 下川　総一郎 ｼﾓｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ  0:44:399 石川県

1552 吉村　政信 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ  0:45:1410 高岡市

1530 東頭　久義 ﾋｶﾞｼﾗ ﾋｻﾖｼ  0:46:2511 南砺市

1537 松本　真佐夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｵ  0:46:48柴田病院親和会12 高岡市

1548 三宅　正憲 ﾐﾔｹ ﾏｻﾉﾘ  0:47:11アマン・ＡＣ13 石川県

1513 髙田　功 ﾀｶﾀﾞ ｲｻｵ  0:47:36美川走ろう会14 石川県

1503 髙槻　讓 ﾀｶﾂｷ ﾕｽﾞﾙ  0:48:02ランを楽しむ会15 岩手県

1541 坂戸　豊 ｻｶﾄ ﾕﾀｶ  0:49:37ＰＦＵ16 石川県

1515 若松　勝行 ﾜｶﾏﾂ ｶﾂﾕｷ  0:49:59万葉健友会17 射水市

1534 浦　幸雄 ｳﾗ ﾕｷｵ  0:50:1418 高岡市

1547 林　昭雄 ﾊﾔｼ ｱｷｵ  0:50:3819 石川県

1543 開井　清孝 ｶｲ ｷﾖﾀｶ  0:51:1920 富山市

1563 本田　清志 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖｼ  0:52:1021 高岡市

1517 山藤　博 ﾔﾏﾌｼﾞ ﾋﾛｼ  0:52:2022 富山市

1520 荒井　聡 ｱﾗｲ ｻﾄｼ  0:52:4223 南砺市

1540 柴山　利夫 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼｵ  0:53:0824 高岡市

1531 阿部　修平 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ  0:53:34古里ランナーズ25 富山市

1526 黒木　久玄 ｸﾛｷ ﾋｻﾓﾄ  0:54:02福岡消防署26 高岡市

1542 武田　茂行 ﾀｹﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ  0:54:0227 富山市

1514 大沢　俊幸 ｵｵｻﾜ ﾄｼﾕｷ  0:54:46北陸電気工事株28 高岡市

1559 古澤　博之 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾕｷ  0:54:5229 富山市

1511 山上　孝司 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｼ  0:55:01北陸予防医学30 射水市

1516 林　和男 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｵ  0:55:3331 砺波市

1518 藤田　達司 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｼ  0:55:41ＵＲＴ32 高岡市

1529 諏佐　一夫 ｽｻ ｶｽﾞｵ  0:55:5433 新潟県

1535 山口　憲四郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾛｳ  0:56:0534 石川県

1538 島　正三 ｼﾏ ｼｮｳｿﾞｳ  0:56:19野村体育振興会35 高岡市

1522 上坊寺　信明 ｼﾞｮｳﾎﾞｳｼﾞ ﾉﾌﾞｱｷ  0:57:2136 高岡市

1560 雲野　照正 ｸﾓﾉ ﾃﾙﾏｻ  0:57:3037 石川県

1501 蓑川　昌一 ﾐﾉｶﾜ ｼｮｳｲﾁ  0:57:51ＳＯＵ38 南砺市

1523 有田　勇 ｱﾘﾀ ｲｻﾑ  0:58:15金沢ＭＴ39 小矢部市

1554 中杉　吉秀 ﾅｶｽｷﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ  0:58:16早川福祉会40 高岡市

1544 斉藤　久雄 ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ  0:58:2241 射水市

1558 土山　光雄 ﾄﾞﾔﾏ ﾐﾂｵ  0:58:2942 高岡市

1566 塚本　利明 ﾂｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ  0:58:50無所属43 高岡市

1536 早瀬　達雄 ﾊﾔｾ ﾀﾂｵ  0:59:2044 砺波市

1506 野松　幸夫 ﾉﾏﾂ ｻﾁｵ  0:59:5545 砺波市

1561 奥村　治作 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｻｸ  1:00:0946 高岡市

1562 大谷　一義 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾖｼ  1:00:17滝澤病院47 長野県

1525 石川　哲夫 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｵ  1:01:2948 富山市

1567 脇本　敏昭 ﾜｷﾓﾄ ﾄｼｱｷ  1:01:5549 砺波市

1527 橘　健一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｲﾁ  1:02:2050 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般男子55歳以上

県名
1549 竹田　孝義 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾖｼ  1:02:4251 富山市

1521 針山　隆 ﾊﾘﾔﾏ ﾀｶｼ  1:04:2652 射水市

1550 荒井　伸夫 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｵ  1:05:27ＳＯＵ53 南砺市

1568 三浦　元二 ﾐｳﾗ ﾓﾄｼﾞ  1:06:1354 新潟県

1551 金森　紀夫 ｶﾅﾓﾘ ﾉﾘｵ  1:06:2755 石川県

1532 出口　哲雄 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂｵ  1:06:5656 高岡市

1555 井沢　元彦 ｲｻﾞﾜ ﾓﾄﾋｺ  1:09:1557 千葉県

1539 大石　光夫 ｵｵｲｼ ﾐﾂｵ  1:09:4458 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般女子39歳以下

県名
1620 海田　菜穂 ｶｲﾀﾞ ﾅﾎ  0:47:281 石川県

1609 長谷川　祥江 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾁｴ  0:49:172 南砺市

1649 山下　加奈 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅ  0:49:313 高岡市

1604 林　美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ  0:49:49まきの歯科医院4 高岡市

1648 紙尾　朋美 ｶﾐｵ ﾄﾓﾐ  0:50:315 石川県

1601 渋谷　都季 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾄｷ  0:51:14伏木中学校6 高岡市

1621 今井　昌生 ｲﾏｲ ﾏｻｷ  0:51:38ランクル７０7 石川県

1629 朝野　愛子 ｱｻﾉ ｱｲｺ  0:53:208 富山市

1623 土上　彩 ﾂﾁｶﾞﾐ ｱﾔ  0:53:44マルイテックス9 石川県

1616 宮田　千晶 ﾐﾔﾀ ﾁｱｷ  0:53:4910 富山市

1637 松並　恵未 ﾏﾂﾅﾐ ｴﾐ  0:54:03富山大学11 富山市

1636 野尻　睦 ﾉｼﾞﾘ ﾑﾂﾐ  0:54:11富山大原12 高岡市

1641 高橋　依里 ﾀｶﾊｼ ｴﾘ  0:56:0213 福井県

1630 山田　笑加 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾐｶ  0:56:0814 富山市

1615 買場　美香子 ｶｲﾊﾞ ﾐｶｺ  0:56:5915 射水市

1651 晒谷　伊紀子 ｻﾗｼﾔ ｲｷｺ  0:57:47北陸銀行16 高岡市

1605 山田　彩子 ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｺ  0:58:0317 石川県

1634 扇浦　陽子 ｵｷﾞｳﾗ ﾖｳｺ  0:58:12ＨＳＣ高岡18 高岡市

1632 島田　優花 ｼﾏﾀﾞ ﾕｶ  0:58:19ＢＥＡＲＳ19 南砺市

1628 梶原　里江子 ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｴｺ  0:58:20高志インテック20 富山市

1640 小坂　由紀恵 ｺｻｶ ﾕｷｴ  0:58:2621 福井県

1626 曽我　奈那美 ｿｶﾞ ﾅﾅﾐ  0:58:4922 愛知県

1643 本田　優紀 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ  0:58:5523 高岡市

1613 城石　朋代 ｼﾛｲｼ ﾄﾓﾖ  0:59:06いみずスポーツ24 射水市

1617 菊　良子 ｷｸ ﾘｮｳｺ  0:59:1225 射水市

1603 村井　郁美 ﾑﾗｲ ｲｸﾐ  1:00:2626 高岡市

1625 中社　亜矢子 ﾅｶｼｬ ｱﾔｺ  1:00:55マルイテックス27 石川県

1644 伊東　由貴 ｲﾄｳ ﾕｷ  1:01:03エアーズ28 高岡市

1633 窪木　京子 ｸﾎﾞｷ ｷｮｳｺ  1:01:3229 富山市

1622 福島　愛美 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾐ  1:02:2530 富山市

1610 野上　泰子 ﾉｶﾞﾐ ﾔｽｺ  1:03:1331 富山市

1642 清水　章代 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾖ  1:03:2632 高岡市

1638 宮本　淑子 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｺ  1:04:2233 石川県

1602 福江　恭子 ﾌｸｴ ｷｮｳｺ  1:05:1834 小矢部市

1618 嶋　香菜子 ｼﾏ ｶﾅｺ  1:06:4635 北海道

1627 角尾　愛 ｶｸｵ ｱｲ  1:07:28かくふぁみ36 石川県

1639 宮前　育代 ﾐﾔﾏｴ ｲｸﾖ  1:07:3037 石川県

1650 荒井　恵梨子 ｱﾗｲ ｴﾘｺ  1:07:3438 高岡市

1614 高橋　恵子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ  1:07:35丸井織物（株）39 石川県

1612 神田　麻紀子 ｶﾝﾀﾞ ﾏｷｺ  1:07:5240 高岡市

1611 米田　まゆみ ﾖﾈﾀﾞ ﾏﾕﾐ  1:08:2641 富山市

1624 中村　法子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ  1:12:55マルイテックス42 石川県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

10km一般女子40歳以上

県名
1739 折戸　小百合 ｵﾘﾄ ｻﾕﾘ  0:43:26石川県庁ＴＣ1 石川県

1721 住和　美枝子 ｽﾐﾜ ﾐｴｺ  0:46:09厚生連滑川病院2 魚津市

1731 大西　ゆかり ｵｵﾆｼ ﾕｶﾘ  0:48:453 射水市

1716 曽我　和恵 ｿｶﾞ ｶｽﾞｴ  0:49:474 愛知県

1715 阿部　百合子 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ  0:52:24古里ランナーズ5 富山市

1718 中林　尋美 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ  0:52:57エアース゛6 高岡市

1737 寺嶋　雅美 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏｻﾐ  0:54:207 射水市

1706 品川　恵津子 ｼﾅｶﾞﾜ ｴﾂｺ  0:55:548 射水市

1714 金森　久美子 ｶﾅﾓﾘ ｸﾐｺ  0:55:55万葉健友会9 高岡市

1734 大谷　昌子 ｵｵﾀﾆ ﾏｻｺ  0:56:2510 射水市

1741 吉村　亜紀 ﾖｼﾑﾗ ｱｷ  0:56:30チーム薫11 富山市

1720 経堂　恵 ｷｮｳﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ  0:56:5212 富山市

1710 大島　真理子 ｵｵｼﾏ ﾏﾘｺ  0:57:0613 富山市

1705 福田　千恵子 ﾌｸﾀﾞ ﾁｴｺ  0:57:5214 石川県

1702 田名田　真紀子 ﾀﾅﾀﾞ ﾏｷｺ  0:59:5515 射水市

1724 福寿　悦美 ﾌｸｼﾞｭ ｴﾂﾐ  1:00:1216 岐阜県

1709 徳山　時子 ﾄｸﾔﾏ ﾄｷｺ  1:01:2317 石川県

1723 竹田　実千代 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾁﾖ  1:02:4718 富山市

1736 室谷　千秋 ﾑﾛﾀﾆ ﾁｱｷ  1:02:5619 高岡市

1701 髙槻　くみ子 ﾀｶﾂｷ ｸﾐｺ  1:03:31ランを楽しむ会20 岩手県

1717 開発　恭代 ｶｲﾎﾂ ﾔｽﾖ  1:05:0221 高岡市

1738 野尻　順子 ﾉｼﾞﾘ ｼﾞｭﾝｺ  1:05:1822 射水市

1722 藤本　雅子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｺ  1:05:3223 氷見市

1740 宮崎　明代 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾖ  1:05:5624 高岡市

1719 閨　利志子 ﾈﾔ ﾄｼｺ  1:06:30平成駅伝研究会25 石川県

1729 中村　弓子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ  1:06:40マルイテックス26 石川県

1735 麦谷　久美 ﾑｷﾞﾀﾆ ﾋｻﾐ  1:07:32Ｔｅａｍ上町27 高岡市

1728 天池　美由紀 ｱﾏｲｹ ﾐﾕｷ  1:07:37マルイテックス28 石川県

1713 武部　清子 ﾀｹﾍﾞ ｷﾖｺ  1:09:2329 南砺市

1703 荒井　龍恵 ｱﾗｲ ﾀﾂｴ  1:12:0730 小矢部市

1730 池田　英恵 ｲｹﾀﾞ ﾊﾅｴ  1:14:52ベターデイズ31 高岡市

1712 水　百合子 ﾐｽﾞ ﾕﾘｺ  1:16:5132 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般男子34歳以下

県名
5019 橋本　拓海 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ  0:19:18大門高校1 射水市

5061 小黒　邦彦 ｵｸﾞﾛ ｸﾆﾋｺ  0:20:00チームＭＡＣ2 黒部市

5081 櫻枝　晋次 ｻｸﾗｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  0:20:08国府ＡＣ3 岐阜県

5022 滝下　颯斗 ﾀｷｼﾀ  0:20:48高岡支援学校4 高岡市

5042 多喜　俊介 ﾀｷ ｼｭﾝｽｹ  0:21:55大門高校5 富山市

5010 青木　一歩 ｱｵｷ ｶｽﾞﾎ  0:22:066 富山市

5032 石田　明宏 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  0:22:107 南砺市

5006 山崎　晃 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾗ  0:22:298 南砺市

5008 西野　雅幸 ﾆｼﾉ ﾏｻﾕｷ  0:22:539 石川県

5079 清水　隆弘 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:23:1110 石川県

5038 橋本　康平 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ  0:23:17開発本町体育部11 高岡市

5039 吉田　優矢 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ  0:23:30開発本町体育部12 高岡市

5040 谷口　賢次 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ  0:23:34開発本町体育部13 高岡市

5017 福島　久登 ﾌｸｼﾏ ﾋｻﾄ  0:23:4014 砺波市

5035 橋本　暁 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ  0:24:11開発本町体育部15 高岡市

5068 篠原　啓志 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｼ  0:24:3216 高岡市

5069 山本　真人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ  0:24:47五位中学校17 砺波市

5028 辻　龍之介 ﾂｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:25:43高岡支援学校18 高岡市

5025 山田　周平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ  0:25:51高岡支援学校19 高岡市

5080 尚和　高広 ｼｮｳﾜ ﾀｶﾋﾛ  0:25:57どぶえもん20 砺波市

5013 赤川　和浩 ｱｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  0:26:0421 高岡市

5074 伊藤　啓介 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ  0:26:1922 射水市

5076 柳　栄輝 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ  0:26:2023 射水市

5063 大谷内　翔太 ｵｵﾔﾁ ｼｮｳﾀ  0:26:28高岡ＲＲＣ24 高岡市

5054 林　聖嗣 ﾊﾔｼ ｾｲｼﾞ  0:26:3725 石川県

5043 天野　伊舞希 ｱﾏﾉ ｲﾌﾞｷ  0:27:13となみ支援学校26 砺波市

5007 山本　真史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ  0:27:2727 富山市

5041 中井　正則 ﾅｶｲ ﾏｻﾉﾘ  0:27:32日興証券28 高岡市

5071 川尻　光男 ｶﾜｼﾞﾘ ﾐﾂｵ  0:27:4029 射水市

5067 竹中　一晃 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞｱｷ  0:27:4330 富山市

5082 亀山　直規 ｶﾒﾔﾏ ﾅｵｷ  0:28:0431 富山市

5078 岩瀬　光祐 ｲﾜｾ ｺｳｽｹ  0:28:06木町体育部32 高岡市

5037 越後　正幸 ｴﾁｺﾞ ﾏｻﾕｷ  0:28:12開発本町体育部33 高岡市

5053 奥野　成紀 ｵｸﾉ ﾅﾙｷ  0:28:13高岡向陵高校34 高岡市

5075 森野　直樹 ﾓﾘﾉ ﾅｵｷ  0:28:1935 富山市

5058 山中　光輝 ﾔﾏﾅｶ ｺｳｷ  0:28:55志貴野高校36 射水市

5077 尾崎　大輔 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ  0:28:5737 射水市

5070 高田　真吾 ﾀｶﾀ ｼﾝｺﾞ  0:28:5838 高岡市

5005 東山　恭也 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ  0:29:2039 高岡市

5036 川田　洋介 ｶﾜﾀ ﾖｳｽｹ  0:29:50開発本町体育部40 高岡市

5016 石黒　和幸 ｲｼｸﾛ ｶｽﾞﾕｷ  0:30:1341 南砺市

5051 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ  0:30:1842 石川県

5049 荒井　直樹 ｱﾗｲ ﾅｵｷ  0:30:1843 富山市

5045 谷　知洋 ﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ  0:30:30開発本町体育部44 高岡市

5066 池田　守男 ｲｹﾀﾞ ﾓﾘｵ  0:30:3045 岐阜県

5024 田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ  0:30:39高岡支援学校46 高岡市

5029 柿谷　大星 ｶｷﾀﾆ ﾀｲｾｲ  0:30:58高岡支援学校47 高岡市

5901 槌間　太郎  0:31:43　48
5004 藤井　駿太朗 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ  0:31:47となみ総合支援49 砺波市

5072 新田　卓史 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ  0:31:4750 南砺市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般男子34歳以下

県名
5012 西野　司 ﾆｼﾉ ﾂｶｻ  0:31:5351 小矢部市

5014 竹内　智志 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ  0:31:5952 射水市

5046 堀　泰平 ﾎﾘ ﾀｲﾍｲ  0:32:07ニコニコクラブ53 高岡市

5026 金田　卓 ｶﾈﾀﾞ ｽｸﾞﾙ  0:32:21高岡支援学校54 高岡市

5055 酒井　和輝 ｻｶｲ ｶｽﾞｷ  0:32:2355 高岡市

5060 上田　崇史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ  0:32:2856 砺波市

5065 高畑　一樹 ﾀｶﾊﾀ ｶｽﾞｷ  0:33:22となみ総合支援57 高岡市

5048 川上　圭輔 ｶﾜｶﾐ ｹｲｽｹ  0:33:3258 石川県

5056 渡邊　浩輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ  0:33:3759 射水市

5002 橋本　雅也 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ  0:34:0860 高岡市

5050 熊木　浩二郎 ｸﾏｷ ｺｳｼﾞﾛｳ  0:34:1361 高岡市

5064 小林　秀隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ  0:34:13高岡ＲＲＣ62 高岡市

5011 蔵　聡一郎 ｿﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ  0:34:3563 高岡市

5020 箭原　健太 ﾔﾊﾗ ｹﾝﾀ  0:34:39となみ総合支援64 南砺市

5052 北川　徹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｵﾙ  0:35:1365 石川県

5009 坂田　勝年 ｻｶﾀ ｶﾂﾄｼ  0:35:30がっきーず66 高岡市

5047 石井　啓太 ｲｼｲ ｹｲﾀ  0:36:15日興証券67 高岡市

5057 反田　健治 ﾀﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  0:36:4068 石川県

5023 宇於崎　拓真 ｳｵｻﾞｷ ﾀｸﾏ  0:37:55高岡支援学校69 高岡市

5027 筑田　暢 ﾂｸﾀﾞ ﾄｵﾙ  0:40:43高岡支援学校70 高岡市

5018 長谷　直樹 ﾊｾ ﾅｵｷ  0:41:4571 氷見市

5030 宮林　亮 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ  0:42:10高岡支援学校72 高岡市

5073 村上　貴 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ  0:45:5073 氷見市

5033 宗重　光一郎 ﾑﾈｼｹﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:46:3774 高岡市

5034 開　拓人 ﾋﾗｷ ﾀｸﾄ  0:52:02高岡支援学校75 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般男子35歳以上

県名
5148 有田　雅紀 ｱﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ  0:18:301 石川県

5137 稲垣　芳隆 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀｶ  0:18:44日東シンコー2 福井県

5112 若林　貴規 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ  0:18:523 石川県

5114 志摩　貴久 ｼﾏ ﾀｶﾋｻ  0:20:024 高岡市

5101 駒崎　渉 ｺﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ  0:20:19ひみ浜友会5 氷見市

5141 福田　耕治 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ  0:20:306 福井県

5170 毛利　健志 ﾓｳﾘ ｹﾝｼﾞ  0:20:57のと共栄信金7 石川県

5103 馬場　道雄 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾁｵ  0:22:06ＴＭＣ．ＡＣ8 富山市

5147 小泉　淳一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:22:409 石川県

5167 渋谷　貴之 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾀｶﾕｷ  0:23:0610 射水市

5124 津田　正樹 ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ  0:23:3211 高岡市

5164 米田　憲史 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  0:23:47木町体育部12 高岡市

5145 村上　貴之 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾕｷ  0:24:3713 小矢部市

5118 西田　勲 ﾆｼﾀﾞ ｲｻｵ  0:24:44成美児童クラブ14 高岡市

5111 水　雅之 ﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ  0:25:1115 高岡市

5166 鈴木　健弘 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ  0:25:3716 高岡市

5155 井波　大介 ｲﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ  0:25:52高岡消防団成美17 高岡市

5156 林　靖浩 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ  0:26:03高岡消防団成美18 高岡市

5119 米納　宏行 ｺﾒﾉ ﾋﾛﾕｷ  0:26:21成美児童クラブ19 高岡市

5110 西尾　信一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ  0:26:33ＴＥＫ　Ｒ・Ｃ20 高岡市

5107 経田　克則 ｷｮｳﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ  0:26:4621 高岡市

5142 磯井　宏文 ｲｿｲ ﾋﾛﾌﾐ  0:26:50射水スポーツ22 射水市

5116 坂本　宏幸 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  0:26:5823 高岡市

5151 和泉　効志 ｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ  0:27:33定塚小オヤジ組24 高岡市

5133 本多　政格 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:27:3425 高岡市

5159 寺田　秀幸 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:27:3526 石川県

5161 宮川　浩 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  0:27:3927 福井県

5113 大井　正人 ｵｵｲ ﾏｻﾄ  0:27:4728 高岡市

5140 富田　裕一 ﾄﾐﾀ ﾕｳｲﾁ  0:28:2529 富山市

5162 中村　真治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ  0:28:2530 射水市

5143 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ  0:28:3031 高岡市

5104 久々湊　健治 ｸｸﾞﾐﾅﾄ ｹﾝｼﾞ  0:29:0832 高岡市

5152 室谷　英夫 ﾑﾛﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ  0:29:09高岡消防団成美33 高岡市

5149 小山　徳男 ｺﾔﾏ ﾉﾘｵ  0:29:14三協立山34 高岡市

5102 吉田　真一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  0:29:1835 高岡市

5173 木村　一浩 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  0:29:2336 小矢部市

5126 京田　彰 ｷｮｳﾃﾞﾝ ｱｷﾗ  0:29:26定塚小オヤジ組37 高岡市

5129 吉田　幸滋 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ  0:29:32開発本町体育部38 高岡市

5138 大塚　雄三 ｵｵﾂｶ ﾕｳｿｳ  0:30:00きよえもん39 南砺市

5105 村岸　篤 ﾑﾗｷﾞｼ ｱﾂｼ  0:30:28会社員40 高岡市

5135 武田　泰彦 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾋｺ  0:30:3841 南砺市

5125 小久保　光章 ｵｸﾎﾞ ﾐﾂｱｷ  0:30:4542 高岡市

5172 林　貴文 ﾊﾔｼ ﾀｶﾌﾐ  0:30:50伏木Ｓ青年部会43 高岡市

5139 上子　健司 ｶﾐｺ ｹﾝｼﾞ  0:31:41京都プレス44 射水市

5123 木村　昌晃 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ  0:31:4645 高岡市

5122 上島　一彦 ｳｴｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ  0:31:4846 高岡市

5165 川田　学 ｶﾜﾀ ﾏﾅﾌﾞ  0:32:0647 射水市

5120 木村　晋 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ  0:32:47個人48 高岡市

5144 横山　英幸 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:32:4949 高岡市

5171 草島　紀史 ｸｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ  0:33:0450 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般男子35歳以上

県名
5106 高橋　一茂 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼｹﾞ  0:33:07定塚小オヤジ組51 高岡市

5157 越井　賢一 ｺｼｲ ｹﾝｲﾁ  0:33:58高岡消防団成美52 高岡市

5131 畑野　栄治 ﾊﾀﾉ ｴｲｼﾞ  0:34:27開発本町体育部53 高岡市

5108 鶴木　剛 ﾂﾙｷ ﾂﾖｼ  0:34:38ＴＥＫＲＣ54 高岡市

5154 関　尚宏 ｾｷ ﾅｵﾋﾛ  0:34:53高岡消防団成美55 高岡市

5153 粟田　実 ｱﾜﾀ ﾐﾉﾙ  0:34:53高岡消防団成美56 高岡市

5115 津田　伸也 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ  0:34:53ＳＴＨ２９57 射水市

5146 中山　忠喜 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ  0:36:47ＨＳＣ高岡58 高岡市

5109 松井　実 ﾏﾂｲ ﾐﾉﾙ  0:36:52ＴＥＫＲ・Ｃ59 高岡市

5127 大井　博 ｵｵｲ ﾋﾛｼ  0:36:5760 高岡市

5150 野村　裕司 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ  0:42:0161 高岡市

5163 立野　豊 ﾀﾂﾉ ﾕﾀｶ  0:43:5662 砺波市

5168 面高　恵 ｵﾓﾀｶ ｹｲ  0:48:03ＩＳＵＺＵ63 富山市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般男子50歳以上

県名
5215 新保　外志秋 ｼﾝﾎﾞ ﾄｼｱｷ  0:19:20石川県錦城学園1 石川県

5209 西脇　正美 ﾆｼﾜｷ ﾏｻﾐ  0:21:40六甲アイランド2 兵庫県

5238 田畑　正村 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾑﾗ  0:21:503 石川県

5202 轟　信治 ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾝｼﾞ  0:22:11みしまの4 射水市

5221 CABRERA JOSE CABRERA JOSE  0:22:505 富山市

5236 荒見　敬一 ｱﾗﾐ ｹｲｲﾁ  0:23:00ちぃむカエル6 高岡市

5240 村井　啓祐 ﾑﾗｲ ｹｲｽｹ  0:24:28ライトニング7 高岡市

5247 柳原　英克 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ  0:25:28川田ＲＣ8 砺波市

5204 平尾　富夫 ﾋﾗｵ ﾄﾐｵ  0:25:569 高岡市

5229 橋本　健一 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  0:26:05開発本町体育部10 高岡市

5232 水木　路男 ﾐｽﾞｷ ﾐﾁｵ  0:26:11開発本町体育部11 高岡市

5213 川野　務 ｶﾜﾉ ﾂﾄﾑ  0:26:3012 高岡市

5214 高橋　貞夫 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞｵ  0:27:03なごみ13 石川県

5220 川崎　利之 ｶﾜｻｷ ﾄｼﾕｷ  0:27:05成美児童クラブ14 高岡市

5245 中川　誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ  0:27:2115 富山市

5223 佐武　仁 ｻﾀｹ ﾋﾄｼ  0:27:2616 高岡市

5206 清水　啓光 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾐﾂ  0:27:37高岡総合プール17 高岡市

5243 竹中　良洋 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋﾛ  0:27:4318 富山市

5241 道下　春雄 ﾐﾁｼﾀ ﾊﾙｵ  0:27:5619 高岡市

5212 奥野　良一 ｵｸﾉ ﾘｮｳｲﾁ  0:28:2120 高岡市

5211 白崎　正男 ｼﾛｻｷ ﾏｻｵ  0:28:34ＣＰＣ・ＲＢ21 高岡市

5208 安川　甚一 ﾔｽｶﾜ ｼﾞﾝｲﾁ  0:28:40ヤスカワ紙商事22 高岡市

5246 橋本　米暁 ﾊｼﾓﾄ ﾖﾈｱｷ  0:29:19高岡消防団成美23 高岡市

5235 髙岡　秋男 ﾀｶｵｶ ｱｷｵ  0:29:1924 氷見市

5230 川田　孝博 ｶﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ  0:30:09開発本町体育部25 高岡市

5225 吉田　隆 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ  0:30:19開発本町体育部26 高岡市

5224 中村　幸信 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ  0:30:2527 砺波市

5231 谷口　真作 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｻｸ  0:30:46開発本町体育部28 高岡市

5210 渋谷　巽 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾀﾂﾐ  0:30:5429 高岡市

5244 杉本　一行 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ  0:31:02ＨＳＣ高岡30 高岡市

5228 橋本　吉市 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｲﾁ  0:31:06開発本町体育部31 高岡市

5234 宮前　吉秀 ﾐﾔﾏｴ ﾖｼﾋﾃﾞ  0:31:3032 高岡市

5218 寶田　元利 ﾎｳﾀﾞ ﾓﾄﾄｼ  0:32:13庄川ＡＣ33 砺波市

5216 幡　昭博 ﾊﾀ ｱｷﾋﾛ  0:33:4834 高岡市

5227 橋場　一孝 ﾊｼﾊﾞ ｶｽﾞﾀｶ  0:34:18開発本町体育部35 高岡市

5233 浅野　均 ｱｻﾉ ﾋﾄｼ  0:35:58日興証券36 高岡市

5222 山本　和男 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ  0:36:3337 高岡市

5219 上坂　和夫 ｺｳｻｶ ｶｽﾞｵ  0:39:0638 高岡市

5205 中村　絢一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ  0:44:05ＺＫＭ39 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般女子34歳以下

県名
5324 若松　悠果 ﾜｶﾏﾂ ﾕｶ  0:22:47芳野中学校1 高岡市

5331 浦井　真由 ｳﾗｲ ﾏﾕ  0:22:55高岡市立芳野中学校2 高岡市

5340 松浦　陽奈子 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅｺ  0:23:14芳野中学校3 高岡市

5343 永井　恵子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ  0:23:40チームＭＡＣ4 砺波市

5327 世木　結菜 ｾｷﾞ ﾕｲﾅ  0:23:42芳野中学校5 高岡市

5308 浦　遥香 ｳﾗ ﾊﾙｶ  0:23:56高岡向陵高等学校6 高岡市

5336 川井　菜々子 ｶﾜｲ ﾅﾅｺ  0:24:16芳野中学校7 高岡市

5335 松浦　華奈子 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｺ  0:24:28芳野中学校8 高岡市

5326 柴　晴子 ｼﾊﾞ ﾊﾙｺ  0:24:38芳野中学校9 高岡市

5323 石田　佳子 ｲｼﾀﾞ ｶｺ  0:24:54芳野中学校10 高岡市

5332 向井　三矢 ﾑｶｲ ﾐﾔ  0:24:56芳野中学校11 高岡市

5322 一ノ瀬　麻乃 ｲﾁﾉｾ ｱｻﾉ  0:24:58芳野中学校12 高岡市

5338 北口　佳奈 ｷﾀｸﾞﾁ ｶﾅ  0:25:58芳野中学校13 高岡市

5334 一ノ瀬　志保 ｲﾁﾉｾ ｼﾎ  0:26:07芳野中学校14 高岡市

5329 坂田　海里 ｻｶﾀ ﾐｻﾄ  0:26:10芳野中学校15 高岡市

5309 倉田　優子 ｸﾗﾀ ﾕｳｺ  0:26:1516 射水市

5339 堺井　梨緒 ｻｶｲ ﾘｵ  0:26:24高岡市立芳野中学校17 高岡市

5330 大坪　彩 ｵｵﾂﾎﾞ ｱﾔ  0:26:41芳野中学校18 高岡市

5337 国分　花純 ｺｸﾌﾞ ｶｽﾐ  0:26:59芳野中学校19 高岡市

5311 向井　郁美 ﾑｶｲ ｲｸﾐ  0:27:0820 高岡市

5325 田嶋　涼奈 ﾀｼﾞﾏ ｽｽﾞﾅ  0:27:33芳野中学校21 高岡市

5362 川口　裕香 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶ  0:27:38のむら藤園苑22 高岡市

5305 蓮澤　真弓 ﾊｽｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ  0:28:0523 射水市

5356 塩崎　安那 ｼｵｻﾞｷ ｱﾝﾅ  0:28:1624 高岡市

5354 寺西　亜希子 ﾃﾗﾆｼ ｱｷｺ  0:28:3625 射水市

5346 寺　美樹 ﾃﾗ ﾐｷ  0:28:47南砺中央病院26 砺波市

5314 臼山　博美 ｳｽﾔﾏ ﾋﾛﾐ  0:29:0127 高岡市

5310 森本　あさみ ﾓﾘﾓﾄ ｱｻﾐ  0:29:2828 高岡市

5319 大森　さやか ｵｵﾓﾘ ｻﾔｶ  0:29:3429 射水市

5302 大久保　美希 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ  0:29:47となみ総合支援30 砺波市

5303 小山　亜裕美 ｺﾔﾏ ｱﾕﾐ  0:29:5331 高岡市

5363 一谷　真維 ｲﾁﾀﾆ ﾏｲ  0:30:0332 高岡市

5345 高場　正奈 ﾀｶﾊﾞ ﾏｻﾅ  0:30:46ＨＳＣ高岡33 射水市

5348 杉本　麻貴 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｷ  0:31:34バドブ34 高岡市

5360 竹田　啓代 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾖ  0:31:3635 高岡市

5344 中谷　友紀 ﾅｶﾀﾆ ﾕｷ  0:32:1236 岐阜県

5304 若瀬　祥恵 ﾜｶｾ ｻﾁｴ  0:32:1337 富山市

5318 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ  0:32:17ニコニコクラブ38 高岡市

5353 米倉　翔子 ﾖﾈｸﾗ ｼｮｳｺ  0:32:3039 南砺市

5320 南　由紀子 ﾐﾅﾐ ﾕｷｺ  0:33:1740 富山市

5341 平野　愛以 ﾋﾗﾉ ｱｲ  0:33:21芳野中学校41 高岡市

5333 成安　花南 ﾅﾘﾔｽ ﾊﾅ  0:33:34芳野中学校42 高岡市

5301 渋谷　実知 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾁ  0:33:40伏木中学校43 高岡市

5357 出口　智子 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｺ  0:33:4644 高岡市

5306 若瀬　千草 ﾜｶｾ ﾁｸﾞｻ  0:34:0445 富山市

5352 嶋　友希 ｼﾏ ﾕｳｷ  0:34:44バドブ46 高岡市

5307 寺越　千佳 ﾃﾗｺｼ ﾁｶ  0:34:4747 高岡市

5313 原田　奈央子 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｺ  0:35:0848 高岡市

5315 橋本　瞳 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ  0:35:55開発本町体育部49 高岡市

5358 浦　明美 ｳﾗ ｱｹﾐ  0:36:4750 砺波市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般女子34歳以下

県名
5355 諏訪　紘子 ｽﾜ ﾋﾛｺ  0:37:1251 高岡市

5351 岡野　里映 ｵｶﾉ ﾘｴ  0:38:22バドブ52 高岡市

5359 長池　綾香 ﾅｶﾞｲｹ ｱﾔｶ  0:40:2153 砺波市

5350 奥森　早紀 ｵｸﾓﾘ ｻｷ  0:43:04バドブ54 高岡市

5347 市井　麻衣 ｲﾁｲ ﾏｲ  0:47:02バドブ55 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km一般女子35歳以上

県名
5434 本田　さおり ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ  0:22:43なんちゃＲＣ1 富山市

5433 道下　恵 ﾐﾁｼﾀ ﾒｸﾞﾐ  0:22:56鹿島ＡＣ2 石川県

5422 舘　小百合 ﾀﾁ ｻﾕﾘ  0:26:11金沢走人会3 石川県

5428 松森　愛 ﾏﾂﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ  0:26:34ＨＳＣ高岡4 氷見市

5429 岡上　真弓 ｵｶｳｴ ﾏﾕﾐ  0:26:545 石川県

5436 寺田　明美 ﾃﾗﾀﾞ ｱｹﾐ  0:27:026 石川県

5413 開発　千賀子 ｶｲﾎﾂ ﾁｶｺ  0:27:157 高岡市

5403 上田　紀代美 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾐ  0:27:518 高岡市

5405 青木　公子 ｱｵｷ ｷﾐｺ  0:29:13ＨＳＣ高岡9 高岡市

5441 織田　恵子 ｵﾀﾞ ｹｲｺ  0:29:2510 射水市

5418 高田　智美 ﾀｶﾀ ｻﾄﾐ  0:29:25なでしこ11 高岡市

5406 上田　由佳利 ｳｴﾀﾞ ﾕｶﾘ  0:30:03ＦＲエアース゛12 氷見市

5417 和泉　香織 ｲｽﾞﾐ ｶｵﾘ  0:30:10なでしこ13 高岡市

5435 高松　正枝 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻｴ  0:30:20南砺中央病院14 砺波市

5404 卒田　小百合 ｿﾂﾀﾞ ｻﾕﾘ  0:30:3215 高岡市

5438 宮北　恵 ﾐﾔｷﾀ ﾒｸﾞﾐ  0:30:5116 小矢部市

5408 石黒　小百合 ｲｼｸﾛ ｻﾕﾘ  0:31:1417 南砺市

5437 塚田　雅子 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｺ  0:31:1918 富山市

5402 薬師　弘子 ﾔｸｼ ﾋﾛｺ  0:31:3319 高岡市

5424 林　清美 ﾊﾔｼ ｷﾖﾐ  0:31:3320 富山市

5442 沼田　恭子 ﾇﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ  0:31:4521 小矢部市

5423 元平　絹代 ﾓﾄﾋﾗ ｷﾇﾖ  0:31:5222 高岡市

5439 彼谷　朋美 ｶﾔ ﾄﾓﾐ  0:31:5323 高岡市

5440 深見　庸子 ﾌｶﾐ ﾖｳｺ  0:32:1924 氷見市

5419 長澤　美佐子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｻｺ  0:32:44なでしこ25 高岡市

5416 久和　弘美 ｷｭｳﾜ ﾋﾛﾐ  0:33:0026 滑川市

5409 石黒　洋子 ｲｼｸﾛ ﾖｳｺ  0:33:4627 高岡市

5432 有沢　千恵子 ｱﾘｻﾜ ﾁｴｺ  0:34:0328 富山市

5414 大井　利恵 ｵｵｲ ﾘｴ  0:36:5729 高岡市

5430 中山　博美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾐ  0:37:33ＨＳＣ高岡30 高岡市

5420 浜多　裕子 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｺ  0:37:4631 魚津市

5412 渋谷　恭子 ｼﾌﾞﾀﾆ ｷｮｳｺ  0:37:5632 高岡市

5401 山賀　八千代 ﾔﾏｶﾞ ﾔﾁﾖ  0:39:2633 長野県

5411 杉森　郁子 ｽｷﾞﾓﾘ ｲｸｺ  0:39:3834 高岡市

5426 森腰　夏子 ﾓﾘｺｼ ﾅﾂｺ  0:39:4335 射水市

5407 温井　淑子 ﾇｸｲ ﾖｼｺ  0:43:1436 富山市

5421 条谷　昌子 ｼﾞｮｳﾀﾆ ﾖｼｺ  0:47:0337 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km中学男子

県名
5557 道下　新太 ﾐﾁｼﾀ ｱﾗﾀ  0:18:04鹿島ＡＣ1 石川県

5503 宮崎　航 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳ  0:18:05和合中学校2 富山市

5559 山田　憲満 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾐﾂ  0:18:21城端中学校3 南砺市

5506 竹部　弘輝 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾛｷ  0:19:10庄西中学校4 砺波市

5502 土井　壮一郎 ﾄﾞｲ ｿｳｲﾁﾛｳ  0:19:13速星中学校5 富山市

5570 田中　大輝 ﾀﾅｶ ﾀｲｷ  0:19:18浅野川中学校6 石川県

5509 河合　彪吾 ｶﾜｲ ﾋｮｳｺﾞ  0:19:33宇ノ気中学校7 石川県

5561 山下　陽暉 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ  0:19:37城端中学校8 南砺市

5548 吉村　信太朗 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ  0:19:49五位中学校9 高岡市

5546 大江　モダン ｵｵｴ ﾓﾀﾞﾝ  0:20:01五位中学校10 高岡市

5564 中西　堅斗 ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾄ  0:20:01城端中学校11 南砺市

5516 源　京輔 ﾐﾅﾓﾄ ｷｮｳｽｹ  0:20:11五位中学校12 高岡市

5501 御所窪　裕太 ｺﾞｼｮｸﾎﾞ ﾕｳﾀ  0:20:12中郷中学校13 新潟県

5562 本谷　航仁 ﾓﾄﾀﾆ ｶｽﾞﾄ  0:21:13城端中学校14 南砺市

5542 養藤　智哉 ﾖｳﾄｳ ﾄﾓﾔ  0:21:34五位中学校15 高岡市

5549 上乗　優真 ｳﾜﾉﾘ ﾕｳﾏ  0:21:39五位中学校16 高岡市

5521 明法寺　佑弥 ﾐｮｳﾎｳｼﾞ ﾕｳﾔ  0:21:46五位中学校17 高岡市

5536 島村　慎哉 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝﾔ  0:21:51五位中学校18 高岡市

5514 能田　優也 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ  0:21:59河北台中学19 石川県

5529 橋本　拓実 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ  0:22:02五位中学校20 高岡市

5522 島村　功記 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ  0:22:03五位中学校21 高岡市

5530 永井　大貴 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾀｶ  0:22:04五位中学校22 高岡市

5540 春日　康宏 ｶｽｶﾞ ﾔｽﾋﾛ  0:22:12高岡市立五位中学校23 高岡市

5507 谷井　陸 ﾀﾆｲ ﾘｸ  0:22:16東部中学校24 富山市

5552 三味　旺我 ｻﾝﾐ ｵｳｶﾞ  0:22:19七尾東部中学校25 石川県

5563 安達　直生 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ  0:22:24城端中学校26 南砺市

5558 杉本　柊 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭｳ  0:22:26城端中学校27 南砺市

5541 島野　裕好 ｼﾏﾉ ﾋﾛﾀｶ  0:22:37五位中学校28 高岡市

5528 西川　和希 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｷ  0:22:47五位中学校29 高岡市

5565 細川　裕太 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾀ  0:22:49城端中学校30 南砺市

5538 川合　凌人 ｶﾜｲ ﾘｮｳﾄ  0:22:51五位中学校31 高岡市

5525 畠山　晋太朗 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ  0:22:52五位中学校32 高岡市

5518 高木　志旺 ﾀｶｷ ｼｵｳ  0:23:06五位中学校33 高岡市

5532 林　凪也 ﾊﾔｼ ﾅｷﾞﾔ  0:23:09五位中学校34 高岡市

5545 浦田　宏樹 ｳﾗﾀ ﾋﾛｷ  0:23:35高岡市立五位中学校35 高岡市

5537 守護　岳斗 ｼｭｺﾞ ﾀｹﾄ  0:23:40五位中学校36 高岡市

5533 鍛冶　寛太郎 ｶｼﾞ ｶﾝﾀﾛｳ  0:23:48五位中学校37 高岡市

5567 大道　隆矢 ｵｵﾐﾁ ﾀｶﾔ  0:23:49城端中学校38 南砺市

5519 茶橋　佑京 ﾁｬﾊﾞｼ ｳｷｮｳ  0:23:58高岡市立五位中学校39 高岡市

5571 田中　龍成 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ  0:24:25浅野川中学校40 石川県

5569 草島　翔太 ｸｻｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ  0:24:2741 高岡市

5568 大庭　陸 ｵｵﾆﾜ ﾘｸ  0:24:2842 高岡市

5547 渡部　雅晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ  0:25:30高岡市立五位中学校43 高岡市

5531 荒谷　友一 ｱﾗﾔ ﾕｳｲﾁ  0:25:36五位中学校44 高岡市

5526 高畑　光生 ﾀｶﾊﾀ ｺｳｾｲ  0:25:41五位中学校45 高岡市

5523 島田　拓郎 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ  0:25:54五位中学校46 高岡市

5555 道下　和 ﾐﾁｼﾀ ﾜﾀﾙ  0:25:5547 高岡市

5551 高木　政宗 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾑﾈ  0:26:09五位中学校48 高岡市

5524 本田　翔太 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀ  0:26:12五位中学校49 高岡市

5517 吉澤　直也 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾔ  0:26:26五位中学校50 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

5km中学男子

県名
5544 澤田　翔太 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ  0:26:31五位中学校51 高岡市

5527 大谷　幹人 ｵｵﾀﾆ ﾐｷﾄ  0:26:44五位中学校52 高岡市

5534 竹島　海斗 ﾀｹｼﾏ ｶｲﾄ  0:26:49五位中学校53 高岡市

5535 橋本　翔太 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ  0:27:41五位中学校54 高岡市

5554 和田　暁典 ﾜﾀﾞ ｱｷﾉﾘ  0:28:07創楽55 富山市

5504 桶谷　航平 ｵｹﾀﾆ ｺｳﾍｲ  0:28:27となみ総合支援56 南砺市

5543 林　翔太 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ  0:28:35高岡市立五位中学校57 高岡市

5515 小西　基紀 ｺﾆｼ ﾓﾄｷ  0:29:27となみ総合支援58 砺波市

5550 長瀬　麗央 ﾅｶﾞｾ ﾚｵ  0:31:46五位中学校59 高岡市

5508 村田　侑士 ﾑﾗﾀ ﾕｳｼ  0:32:10高岡支援学校60 高岡市

5510 新道　代悟 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ  0:33:08高岡支援学校61 高岡市

5512 東　伊織 ｱｽﾞﾏ ｲｵﾘ  0:34:06高岡支援学校62 高岡市

5505 水木　直利 ﾐｽﾞｷ ﾅｵﾄｼ  0:34:41となみ総合支援63 砺波市

5553 三輪　洋司 ﾐﾜ ﾖｳｼﾞ  0:37:04となみ支援学校64 砺波市

5511 敷　雅哉 ｼｷ ﾏｻﾔ  0:54:32高岡支援学校65 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

2km一般男子

県名
2002 山本　勝久 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋｻ  0:06:28ＪＰＳ1 石川県

2009 高澤　直樹 ﾀｶｻﾞﾜ ﾅｵｷ  0:06:40中尾清月堂2 高岡市

2005 高野　一成 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾅﾘ  0:06:573 富山市

2007 山本　敏幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ  0:07:424 石川県

2004 堀元　大介 ﾎﾘﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ  0:08:015 高岡市

2018 中村　勉 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ  0:08:34ＮＴＴ西日本6 高岡市

2012 吉田　和斗 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄ  0:09:18小杉高校7 射水市

2033 飯川　浩平 ｲｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ  0:09:248 石川県

2035 本田　博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ  0:09:559 高岡市

2011 庄司　将基 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｷ  0:10:05小杉高校10 富山市

2019 細池　俊一 ﾎｿｲｹ ｼｭﾝｲﾁ  0:10:32下関エース11 高岡市

2032 山田　康則 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ  0:10:3612 高岡市

2028 日尾　幸栄 ﾋｵ ｺｳｴｲ  0:11:1813 富山市

2034 畠山　孝文 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ  0:11:2714 高岡市

2006 狛　泰成 ｺﾏ ﾔｽﾅﾘ  0:11:3015 高岡市

2025 吉田　智紀 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ  0:11:3616 石川県

2013 宮崎　忠克 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｶﾂ  0:11:5317 射水市

2015 大川　勉 ｵｵｶﾜ ﾂﾄﾑ  0:11:5318 砺波市

2020 奥井　康智 ｵｸｲ ﾔｽﾄﾓ  0:11:5819 高岡市

2026 木村　大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  0:12:0920 高岡市

2024 田子　大輔 ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ  0:12:1621 砺波市

2023 藤田　秀明 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ  0:12:2122 富山市

2029 竹内　輝夫 ﾀｹｳﾁ ﾃﾙｵ  0:12:3223 富山市

2027 金谷　正彦 ｶﾅﾀﾆ ﾏｻﾋｺ  0:12:56のんきホーテ24 射水市

2010 杉野　進 ｽｷﾞﾉ ｽｽﾑ  0:13:0925 高岡市

2014 田口　和弘 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ  0:13:1126 福井県

2001 中山　博道 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ  0:13:1627 富山市

2003 山本　文則 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾉﾘ  0:13:3728 高岡市

2021 藤本　吉弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ  0:14:10ＳＭＢＣ日興証券29 富山市

2008 中村　雅宏 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ  0:16:1630 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

2km一般女子

県名
2113 福田　恵美子 ﾌｸﾀ ｴﾐｺ  0:07:59すいすい八尾1 富山市

2131 辺本　扶美 ﾅﾍﾞﾓﾄ ﾌﾐ  0:09:332 石川県

2119 伊東　裕美 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ  0:10:093 高岡市

2108 山﨑　美憂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ  0:10:124 高岡市

2121 井上　香 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ  0:10:255 砺波市

2115 金場　珠枝 ｶﾈﾊﾞ ﾀﾏｴ  0:10:366 高岡市

2147 杉野　那津希 ｽｷﾞﾉ ﾅﾂｷ  0:10:377 氷見市

2122 中村　利佳 ﾅｶﾑﾗ ﾘｶ  0:10:41定塚ＪＵＭＰ8 高岡市

2139 室崎　英子 ﾑﾛｻﾞｷ ｴｲｺ  0:10:509 高岡市

2125 米澤　幸恵 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｷｴ  0:10:5710 高岡市

2109 松井　央子 ﾏﾂｲ ﾀｶｺ  0:10:58定塚Ｊｕｍｐ11 高岡市

2138 開田　智 ｶｲﾀﾞ ｻﾄﾙ  0:11:0512 砺波市

2130 中川　景子 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｺ  0:11:0913 高岡市

2106 島田　真由美 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ  0:11:1114 立山町

2128 奥田　貴子 ｵｸﾀﾞ ﾀｶｺ  0:11:1515 高岡市

2117 関原　昌枝 ｾｷﾊﾗ ﾏｻｴ  0:11:2216 高岡市

2141 伊藤　麻理 ｲﾄｳ ﾏﾘ  0:11:3017 高岡市

2126 前原　景子 ﾏｴﾊﾗ ｹｲｺ  0:11:41前原接骨院18 高岡市

2133 石黒　由紀子 ｲｼｸﾛ ﾕｷｺ  0:11:4219 射水市

2103 籠　悠希子 ｶｺﾞ ﾕｷｺ  0:11:5720 富山市

2124 米澤　瞳 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ  0:11:5921 高岡市

2104 松　保子 ﾏﾂ ﾔｽｺ  0:11:59松商店22 小矢部市

2132 小林　貴子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｺ  0:12:0323 南砺市

2118 倉ヶ谷　麻衣 ｸﾗｶﾞﾔ ﾏｲ  0:12:04下関エース24 高岡市

2116 高橋　美和 ﾀｶﾊｼ ﾐﾜ  0:12:1425 射水市

2144 林　まゆみ ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ  0:12:1726 氷見市

2145 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ  0:12:2127 高岡市

2134 山田　美智代 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾖ  0:12:2728 高岡市

2105 林　貴子 ﾊﾔｼ ﾀｶｺ  0:12:3129 高岡市

2112 砂　美津穂 ｽﾅ ﾐﾂﾞﾎ  0:12:3530 高岡市

2107 田口　美由紀 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾕｷ  0:12:4031 福井県

2142 松田　はる美 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾐ  0:12:4232 富山市

2114 津田　有未 ﾂﾀﾞ ﾕﾐ  0:13:0933 高岡市

2143 笠間　早苗 ｶｻﾏ ｻﾅｴ  0:13:3234 高岡市

2123 成瀬　ゆみ ﾅﾙｾ ﾕﾐ  0:13:4235 高岡市

2127 金谷　孝子 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶｺ  0:13:58のんきホーテ36 射水市

2137 二口　美紀子 ﾌﾀｸﾁ ﾐｷｺ  0:14:1937 富山市

2901 松井　千春  0:15:13　38
2902 木村　淳美  0:15:1339
2111 沖　良子 ｵｷ ﾘｮｳｺ  0:16:0540 射水市

2101 山口　亜友美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾐ  0:16:5141 高岡市

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

2km中学女子

県名
2205 坂下　良奈 ｻｶｼﾀ ﾗﾅ  0:07:161 砺波市

2221 中田　貴子 ﾅｶﾀ ｷｺ  0:07:27附属中学校2 富山市

2224 林　明日香 ﾊﾔｼ ｱｽｶ  0:07:38城端中学校3 南砺市

2225 浅地　李佳 ｱｻｼﾞ ﾓﾓｶ  0:07:44城端中学校4 南砺市

2208 志摩　彩美 ｼﾏ ｱﾔﾐ  0:07:49南星中学校5 高岡市

2218 村田　有優 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾕ  0:08:09城山中学校6 富山市

2220 栄　菜月 ｻｶｴ ﾅﾂｷ  0:08:09杉原中学校7 富山市

2206 山﨑　風香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳｶ  0:08:14伏木中学校8 高岡市

2204 土屋　亜美 ﾂﾁﾔ ｱﾐ  0:08:23城山中学校9 富山市

2227 山本　千絵 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ  0:08:25城端中学校10 南砺市

2229 河合　晏也子 ｶﾜｲ ｱﾔｺ  0:08:26城端中学校11 南砺市

2234 稲塚　未知 ｲﾅﾂﾞｶ ﾐﾁ  0:08:27城端中学校12 南砺市

2212 今田　愛海 ｲﾏﾀﾞ ﾅﾙﾐ  0:08:3213 高岡市

2202 高岡　知比呂 ﾀｶｵｶ ﾁﾋﾛ  0:08:32牧野中学校14 高岡市

2201 前山　萌奈 ﾏｴﾔﾏ ﾓｴﾅ  0:08:37杉原中学校15 富山市

2214 柴田　真優 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾕ  0:08:39五位中学校16 高岡市

2203 中野　帆風 ﾅｶﾉ ﾎﾉｶ  0:08:40南星中学校17 高岡市

2209 木村　朱里 ｷﾑﾗ ｱｶﾘ  0:08:52個人18 高岡市

2215 花畑　麻萌 ﾊﾅﾊﾀ ﾏﾎ  0:09:11五位中学校19 高岡市

2232 山本　佳世子 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖｺ  0:09:23城端中学校20 南砺市

2228 天野　楓 ｱﾏﾉ ｶｴﾃﾞ  0:09:27城端中学校21 南砺市

2213 広田　莉菜 ﾋﾛﾀ ﾘﾅ  0:09:36五位中学校22 高岡市

2216 江川　幸恵 ｴｶﾞﾜ ﾕｷｴ  0:09:40高岡市立五位中学校23 高岡市

2219 二口　愛海 ﾌﾀｸﾁ ｱﾐ  0:09:4324 富山市

2230 北山　亜希 ｷﾀﾔﾏ ｱｷ  0:09:48城端中学校25 南砺市

2231 澤田　若菜 ｻﾜﾀﾞ ﾜｶﾅ  0:09:55城端中学校26 南砺市

2223 小谷川　あき ｺﾀﾆｶﾞﾜ ｱｷ  0:09:56城端中学校27 南砺市

2217 西川　千春 ﾆｼｶﾜ ﾁﾊﾙ  0:10:08五位中学校28 高岡市

2237 中居　菜月 ﾅｶｲ ﾅﾂｷ  0:10:25城端中学校29 南砺市

2207 田口　奈都美 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ  0:11:1630 福井県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

2km小学男子

県名
2442 杉田　龍輝 ｽｷﾞﾀ ﾘｷ  0:06:55フラットＡＣ1 富山市

2304 土井　拓実 ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ  0:06:58朝日小学校2 富山市

2303 高嶋　翔太 ﾀｶｼﾏ ｼｮｳﾀ  0:07:10東五位小学校3 高岡市

2412 三味　風吹 ｻﾝﾐ ﾌﾌﾞｷ  0:07:13天神山小学校4 石川県

2307 佐野　天駿 ｻﾉ ﾃﾝｼｭﾝ  0:07:26神保小学校5 富山市

2389 水巻　響 ﾐｽﾞﾏｷ ﾋﾋﾞｷ  0:07:34高岡市立成美小学校6 高岡市

2342 中尾　啓哉 ﾅｶｵ ｹｲﾔ  0:07:37野村小学校7 高岡市

2314 河口　史都 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐﾄ  0:07:418 高岡市

2436 林　航汰 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ  0:07:48塚原小学校9 射水市

2355 小椋　大輔 ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ  0:07:54山室小学校10 富山市

2423 向田　徹也 ｺｳﾀﾞ ﾃﾂﾔ  0:07:55天神山小学校11 石川県

2315 二村　昇太朗 ﾌﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:08:00ＡＣ富山キッズ12 富山市

2457 田中　郁滉 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ  0:08:03諸江町小学校13 石川県

2357 横山　澄 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ  0:08:08戸出西部小学校14 高岡市

2367 窪城　悠斗 ｸﾎﾞｷ ﾊﾙﾄ  0:08:08津沢小学校15 小矢部市

2349 奥村　心 ｵｸﾑﾗ ｺｺﾛ  0:08:1416 高岡市

2313 河口　巧都 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾄ  0:08:1517 高岡市

2432 眞田　勝己 ｻﾅﾀﾞ ｶﾂﾐ  0:08:2018 富山市

2439 堺井　太陽 ｻｶｲ ﾀｲﾖｳ  0:08:21砺波東部小19 砺波市

2433 田中　啓一朗 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ  0:08:22木津小学校20 高岡市

2374 尾田　晴紀 ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ  0:08:22成美小学校21 高岡市

2335 高田　純希 ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝｷ  0:08:24ストロンガーズ22 高岡市

2451 山崎　奏空 ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ  0:08:25城端ＡＸＣ23 南砺市

2406 般若　友聖 ﾊﾝﾆｬ ﾕｳｷ  0:08:25東五位小学校24 高岡市

2386 織田　眞慧 ｵﾀﾞ ﾏｻﾄ  0:08:32成美小学校25 高岡市

2443 表　大晴 ｵﾓﾃ ﾀｲｾｲ  0:08:35宮田小26 氷見市

2388 寺林　龍 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ  0:08:37成美小学校27 高岡市

2350 荒木　拓真 ｱﾗｷ ﾀｸﾏ  0:08:38千鳥丘小学校28 高岡市

2435 白井　陸斗 ｼﾗｲ ﾘｸﾄ  0:08:4029 高岡市

2438 西田　壮太 ﾆｼﾀﾞ ｿｳﾀ  0:08:41成美ロッキーズ30 高岡市

2418 粟村　翔太 ｱﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀ  0:08:43舟橋小学校31 舟橋村

2450 山崎　大翔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾄ  0:08:46城端ＡＸＣ32 南砺市

2321 石黒　和弥 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾔ  0:08:47定塚小学校33 高岡市

2380 鷹栖　虎雅 ﾀｶｽ ﾀｲｶﾞ  0:08:48成美小学校34 高岡市

2379 山田　陽斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ  0:08:50成美小学校35 高岡市

2330 嶋田　樹 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ  0:08:53ストロンガーズ36 高岡市

2411 吉井　太一 ﾖｼｲ ﾀｲﾁ  0:08:56万葉小学校37 高岡市

2318 村西　隼祈 ﾑﾗﾆｼ ﾄｼｷ  0:08:56古府小学校38 高岡市

2333 谷内　優斗 ﾀﾆｳﾁ ﾕｳﾄ  0:08:58ストロンガーズ39 高岡市

2325 手塚　悠斗 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ  0:09:01万葉小学校40 高岡市

2387 水巻　想 ﾐｽﾞﾏｷ ｺｺﾛ  0:09:03高岡市立成美小学校41 高岡市

2437 山本　紘大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ  0:09:0442 射水市

2322 中野　海星 ﾅｶﾉ ｶｲｾｲ  0:09:06木津小学校43 高岡市

2393 杉村　大地 ｽｷﾞﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ  0:09:07成美小学校44 高岡市

2395 杉本　詠一 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｲﾁ  0:09:09成美小学校45 高岡市

2373 宮林　明良 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ  0:09:12高岡市立成美小学校46 高岡市

2317 中村　直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ  0:09:17定塚小学校47 高岡市

2392 増田　翔真 ﾏｽﾀﾞ  0:09:17成美小学校48 高岡市

2441 栄　和輝 ｻｶｴ ｶｽﾞｷ  0:09:20杉原小学校49 富山市

2416 高橋　佑季 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  0:09:21丸井織物キッズ50 石川県
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第32回高岡万葉マラソン 2012年11月18日

2km小学男子

県名
2385 室崎　文孝 ﾑﾛｻﾞｷ ﾌﾐﾀｶ  0:09:22成美小学校51 高岡市

2348 材木　克成 ｻﾞｲﾓｸ ｶﾂﾅﾘ  0:09:2652 高岡市

2420 日尾　悠人 ﾋｵ ﾕｳﾄ  0:09:30針原小学校53 富山市

2445 本田　一期 ﾎﾝﾀﾞ ｲﾁｺﾞ  0:09:31戸出西部小学校54 高岡市

2421 日尾　陸人 ﾋｵ ﾘｸﾄ  0:09:31針原小学校55 富山市

2370 今田　大聡 ｲﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ  0:09:32戸出西部小学校56 高岡市

2319 藤森　悠希 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ  0:09:33横田小学校57 高岡市

2404 小島　聖也 ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ  0:09:33下関小学校58 高岡市

2390 関　翔太 ｾｷ ｼｮｳﾀ  0:09:34成美小学校59 高岡市

2339 辻　真生 ﾂｼﾞ ﾏｵ  0:09:37西条小学校60 高岡市

2371 越田　葵 ｺｼﾀﾞ ｱｵｲ  0:09:43下関小学校61 高岡市

2324 杉野　寿希那 ｽｷﾞﾉ ｼﾞｭｷﾅ  0:09:45万葉小学校62 高岡市

2312 卒田　仁志 ｿﾂﾀﾞ ﾋﾄｼ  0:09:46定塚小学校63 高岡市

2397 福田　竜也 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ  0:09:47戸出東部小学校64 高岡市

2398 安田　皓紀 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ  0:09:47戸出東部小学校65 高岡市

2405 米島　龍哉 ﾖﾈｼﾏ ﾀﾂﾔ  0:09:48下関小学校66 高岡市

2336 林　拓未 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ  0:09:48南条小学校67 高岡市

2427 川原　泰樹 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｷ  0:09:5268 高岡市

2320 秋野　志聞 ｱｷﾉ ｼﾓﾝ  0:09:53千鳥丘小学校69 高岡市

2401 山田　慶悟 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ  0:09:53下関小学校70 高岡市

2360 髙尾　英朗 ﾀｶｵ ﾋﾃﾞｱｷ  0:09:55芝園小学校71 富山市

2407 宮西　慧登 ﾐﾔﾆｼ ｹｲﾄ  0:09:56下関小学校72 高岡市

2363 井上　夢時 ｲﾉｳｴ ﾕﾒﾄｷ  0:09:5873 砺波市

2410 島倉　慎治 ｼﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ  0:09:59大島小学校74 射水市

2409 大坪　匠 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾐ  0:10:00二塚小学校75 高岡市

2306 槙谷　侑磨 ﾏｷﾀﾆ ﾕｳﾏ  0:10:00古府小学校76 高岡市

2446 米田　翔悟 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ  0:10:01木町体育部77 高岡市

2351 坂本　優騎 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ  0:10:02西条小学校78 高岡市

2345 志摩　啓介 ｼﾏ ｹｲｽｹ  0:10:03木津小学校79 高岡市

2346 五十嵐　華聖 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾄ  0:10:04西条小学校80 高岡市

2338 上坂　隆介 ｺｳｻｶ ﾘｭｳｽｹ  0:10:05定塚ジャンプ81 高岡市

2340 木原　一哉 ｷﾊﾗ ｶｽﾞﾔ  0:10:0682 高岡市

2382 山田　理貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ  0:10:07成美小学校83 高岡市

2305 前山　宗亮 ﾏｴﾔﾏ ｿｳｽｹ  0:10:11ＡＣ．トヤマ84 富山市

2369 関　拳聖 ｾｷ ｹﾝｾｲ  0:10:1485 高岡市

2334 奥田　雄輝 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ  0:10:15ストロンガーズ86 高岡市

2366 室谷　顕玖 ﾑﾛﾀﾆ ｱｷﾋｻ  0:10:19太閤山小学校87 射水市

2301 中田　陽登 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ  0:10:21定塚小学校88 高岡市

2448 西方　崇晃 ｻｲﾎｳ ﾀｶｱｷ  0:10:2189 高岡市

2326 五十嵐　海吏 ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾘ  0:10:2390 高岡市

2403 辻野　統也 ﾂｼﾞﾉ ﾄｳﾔ  0:10:23下関小学校91 高岡市

2331 沙　拓実 ｽﾅ ﾀｸﾐ  0:10:25ストロンガーズ92 高岡市

2417 林　昂志郎 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ  0:10:2593 富山市

2455 小椋　浩平 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ  0:10:27山室小学校94 富山市

2456 麻生　大河 ｱｿｳ ﾀｲｶﾞ  0:10:27伏木小学校95 高岡市

2447 米田　恵悟 ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｺﾞ  0:10:27木町体育部96 高岡市

2329 水落　隆聖 ﾐｽﾞｵﾁ ﾘｭｳｾｲ  0:10:28ストロンガーズ97 高岡市

2327 奥村　朝陽 ｵｸﾑﾗ ｱｻﾋ  0:10:28ストロンガーズ98 高岡市

2400 桑名　伸之介 ｸﾜﾅ ｼﾝﾉｽｹ  0:10:28下関小学校99 高岡市

2381 関　悠弥 ｾｷ ﾕｳﾔ  0:10:31成美小学校100 高岡市
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2328 五社　悠吾 ｺﾞｼｬ ﾕｳｺﾞ  0:10:33ストロンガーズ101 高岡市

2337 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ  0:10:34102 射水市

2372 亀井　脩希 ｶﾒｲ ﾅｵｷ  0:10:34成美小学校103 高岡市

2375 勝山　友翔 ｶﾂﾔﾏ ﾕｳﾄ  0:10:35成美小学校104 高岡市

2428 石崎　侑 ｲｼｻｷ ﾕｳ  0:10:35伏木小学校105 高岡市

2414 板倉　拓人 ｲﾀｸﾗ ﾀｸﾄ  0:10:36106 高岡市

2391 米田　健人 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝﾄ  0:10:38成美小学校107 高岡市

2453 伊藤　正一郎 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ  0:10:38定塚オヤジ108 高岡市

2431 大竹　柊斗 ｵｵﾀｹ ｼｭｳﾄ  0:10:39金沢大学附属小109 石川県

2425 宮田　鉄人 ﾐﾔﾀ ﾃﾂﾋﾄ  0:10:46110 石川県

2332 谷内　秀太 ﾀﾆｳﾁ ｼｭｳﾀ  0:10:47ストロンガーズ111 高岡市

2378 橋場　祐 ﾊｼﾊﾞ ﾕｳ  0:10:57成美小学校112 高岡市

2384 織田　能毅 ｵﾀﾞ ﾖｼｷ  0:10:59成美小学校113 高岡市

2383 森田　天 ﾓﾘﾀ ﾃﾝ  0:11:00成美小学校114 高岡市

2399 伏間　陸 ﾌｽﾏ ﾘｸ  0:11:00戸出東部小学校115 高岡市

2419 松原　潤 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝ  0:11:02堀川小学校116 富山市

2341 宮崎　蒼士 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳｼ  0:11:02117 射水市

2359 奥井　智哉 ｵｸｲ ﾄﾓﾔ  0:11:03成美小学校118 高岡市

2368 成瀬　敢太 ﾅﾙｾ ｶﾝﾀ  0:11:08戸出西部小学校119 高岡市

2347 五十嵐　氷冴 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｮｳｶﾞ  0:11:08西条小学校120 高岡市

2424 中川　大樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｷ  0:11:09南条小121 高岡市

2444 畠山　友壱 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｲﾁ  0:11:10野村小学校122 高岡市

2310 石黒　晴己 ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙｷ  0:11:11となみ総合支援123 砺波市

2394 尾山　智也 ｵﾔﾏ ﾄﾓﾔ  0:11:28成美小学校124 高岡市

2408 浜松　洸成 ﾊﾏﾏﾂ ｺｳｾｲ  0:11:28下関小学校125 高岡市

2396 塚口　遥斗 ﾂｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ  0:11:31成美小学校126 高岡市

2426 辺本　誠宗 ﾅﾍﾞﾓﾄ ﾏｻﾑﾈ  0:11:35粟崎小学校127 石川県

2302 山本　豊規 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｷ  0:11:37128 高岡市

2415 久井　翔太郎 ﾋｻｲ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:11:49129 石川県

2452 宮内　悠吾 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｺﾞ  0:11:54130 高岡市

2402 山田　凌大 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  0:12:03下関小学校131 高岡市

2449 川田　遼太 ｶﾜﾀ ﾘｮｳﾀ  0:12:19132 射水市

2430 高木　直希 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ  0:12:24133 高岡市

2429 田中　悠基 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ  0:12:25鉄人２８号息子134 氷見市

2440 敷　健太郎 ｼｷ ｹﾝﾀﾛｳ  0:12:48宮田小学校135 氷見市

2358 大井　康聖 ｵｵｲ ｺｳｾｲ  0:12:48戸出西部小学校136 高岡市

2343 田口　凌佑 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ  0:12:48137 福井県

2344 大川　凌生 ｵｵｶﾜ ﾘｮｳ  0:13:00砺波東部小学校138 砺波市

2376 北岡　駿 ｷﾀｵｶ ｼｭﾝ  0:13:26高岡市立成美小学校139 高岡市

2316 中村　悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ  0:16:16定塚小学校140 高岡市
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2503 老　みいな ｵｲ ﾐｲﾅ  0:07:32ＡＣトヤマ1 砺波市

2506 手塚　麻衣 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ  0:07:402 高岡市

2580 粟村　汐梨 ｱﾜﾑﾗ ｼｵﾘ  0:07:41舟橋小学校3 舟橋村

2600 栄　結月 ｻｶｴ ﾕﾂﾞｷ  0:07:46Ａ．Ｃ．トヤマ4 富山市

2508 籠　裕花 ｶｺﾞ ﾕｳｶ  0:07:47フラット5 富山市

2502 大塚　明実 ｵｵﾂｶ ｱﾐ  0:08:06福光中部小学校6 南砺市

2505 前山　若奈 ﾏｴﾔﾏ ﾜｶﾅ  0:08:12ＡＣ．トヤマ7 富山市

2601 藤本　香那 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ  0:08:18中央小学校8 富山市

2515 中川　陽菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ  0:08:25井上小9 石川県

2533 木田　結実子 ｷﾀﾞ ﾕﾐｺ  0:08:38定塚ジャンプ10 高岡市

2504 高嶋　彩音 ﾀｶｼﾏ ｱﾔﾈ  0:08:43東五位小学校11 高岡市

2592 小林　咲良 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ  0:08:47鹿島ＡＣ12 石川県

2512 岩村　梨夏 ｲﾜﾑﾗ ﾘｶ  0:08:5013 高岡市

2507 御所窪　七海 ｺﾞｼｮｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ  0:08:52中郷小学校14 新潟県

2588 開田　菜月 ｶｲﾀﾞ ﾅﾂｷ  0:08:54戸出西部小学校15 砺波市

2516 上坂　彩乃 ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ  0:08:55定塚ジャンプ16 高岡市

2554 室崎　明日香 ﾑﾛｻﾞｷ ｱｽｶ  0:09:02成美小学校17 高岡市

2528 砂　慶佳 ｽﾅ ﾉﾘｶ  0:09:03定塚Ｊｕｍｐ18 高岡市

2524 松井　明日香 ﾏﾂｲ ｱｽｶ  0:09:04定塚Ｊｕｍｐ19 高岡市

2589 白井　愛唯 ｼﾗｲ ｱｲ  0:09:0820 高岡市

2591 山本　乃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ  0:09:17鹿島ＡＣ21 石川県

2596 飯川　瑞穂 ｲｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ  0:09:18鹿島アスリート22 石川県

2605 井村　水咲 ｲﾑﾗ ﾐｻｷ  0:09:2023 高岡市

2569 山田　真優 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ  0:09:23下関小学校24 高岡市

2578 宮村　美葵 ﾐﾔﾑﾗ ﾐｷ  0:09:25戸出西部小学校25 高岡市

2521 志摩　成美 ｼﾏ ﾅﾙﾐ  0:09:27木津小学校26 高岡市

2535 関原　優月 ｾｷﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ  0:09:33万葉小学校27 高岡市

2519 島田　美咲 ｼﾏﾀﾞ ﾐｻｷ  0:09:3728 立山町

2576 宮本　佳果 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｶ  0:09:47高岡市立万葉小学校29 高岡市

2602 中田　若葉 ﾅｶﾀ ﾜｶﾊﾞ  0:09:51ＡＣトヤマ30 富山市

2543 笹島　晴菜 ｻｻｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ  0:09:53国吉小学校31 高岡市

2568 山田　杏華 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ  0:09:54下関小学校32 高岡市

2563 桑名　怜衣 ｸﾜﾅ ﾚｲ  0:09:54下関小学校33 高岡市

2566 島倉　里歩 ｼﾏｸﾗ ﾘﾎ  0:09:55大島小学校34 射水市

2593 小林　つかさ ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ  0:10:00鹿島ＡＣ35 石川県

2544 水口　歩実 ﾐｽﾞｸﾁ ｱﾕﾐ  0:10:01砺波東部小学校36 砺波市

2514 海老　弥乃理 ｴﾋﾞ ﾐﾉﾘ  0:10:01定塚ＪＵＭＰ37 高岡市

2590 林　美羽 ﾊﾔｼ ﾐﾜ  0:10:05塚原小学校38 射水市

2545 関　愛花理 ｾｷ ｱｶﾘ  0:10:0739 高岡市

2561 新村　華 ｼﾝﾑﾗ ﾊﾅ  0:10:07戸出東部小学校40 高岡市

2595 飯川　柚紀 ｲｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ  0:10:08鹿島アスリート41 石川県

2560 内島　美優 ｳﾁｼﾏ ﾐﾕ  0:10:08戸出東部小学校42 高岡市

2550 大坪　怜貴 ｵｵﾂﾎﾞ ｻｷ  0:10:08成美小学校43 高岡市

2570 柴田　奈江 ｼﾊﾞﾀ ﾅｴ  0:10:10下関小学校44 高岡市

2572 指山　果凛 ｻｼﾔﾏ ｶﾘﾝ  0:10:16下関小学校45 高岡市

2534 金場　葉菜 ｶﾈﾊﾞ ﾊﾅ  0:10:1746 高岡市

2510 中野　凪彩 ﾅｶﾉ ﾅｷﾞｻ  0:10:17木津小学校47 高岡市

2547 元平　菜摘 ﾓﾄﾋﾗ ﾅﾂﾐ  0:10:18古府小学校48 高岡市

2609 渡辺　茉由子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ  0:10:1849 高岡市

2542 山﨑　栞奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ  0:10:26国吉小学校50 高岡市
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2541 笹島　実玲 ｻｻｼﾞﾏ ﾐﾚｲ  0:10:26国吉小学校51 高岡市

2557 今村　佳永 ｲﾏﾑﾗ ｶｴ  0:10:27成美小学校52 高岡市

2553 杉本　茉衣子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｲｺ  0:10:27成美小学校53 高岡市

2564 山田　莉子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ  0:10:28下関小学校54 高岡市

2565 尾山　実妃 ｵﾔﾏ ﾐｻｷ  0:10:28下関小学校55 高岡市

2562 吉井　咲樹 ﾖｼｲ ｻｷ  0:10:30戸出東部小学校56 高岡市

2559 大野　愛佳 ｵｵﾉ ﾏﾅｶ  0:10:30戸出東部小学校57 高岡市

2556 織田　理吏花 ｵﾀﾞ ﾘﾘｶ  0:10:31成美小学校58 高岡市

2558 常木　麻衣 ﾂﾈｷ ﾏｲ  0:10:32戸出東部小学校59 高岡市

2549 岩井　沙樹 ｲﾜｲ ｻｷ  0:10:33成美小学校60 高岡市

2509 川合　莉奈 ｶﾜｲ ﾘﾅ  0:10:36千鳥丘小学校61 高岡市

2501 渋谷　華菜 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾊﾅ  0:10:40伏木小学校62 高岡市

2571 才高　佳那子 ｻｲﾀｶ ｶﾅｺ  0:10:41下関小学校63 高岡市

2567 山田　清華 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ  0:10:42下関小学校64 高岡市

2579 高橋　佑奈 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ  0:10:43丸井織物キッズ65 石川県

2575 作井　志帆 ｻｸｲ ｼﾎ  0:10:46下関小学校66 高岡市

2523 荒木　志帆 ｱﾗｷ ｼﾎ  0:10:50千鳥丘小学校67 高岡市

2552 加村　ののか ｶﾑﾗ ﾉﾉｶ  0:10:52成美小学校68 高岡市

2586 山田　楓花 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ  0:11:0069 高岡市

2551 林　香苗 ﾊﾔｼ ｶﾅｴ  0:11:03成美小学校70 高岡市

2574 園木　里奈 ｿﾉｷ ﾘﾅ  0:11:06下関小学校71 高岡市

2522 堀　侑衣 ﾎﾘ ﾕｲ  0:11:18万葉小学校72 高岡市

2577 中村　亜未 ﾅｶﾑﾗ ｱﾐ  0:11:22万葉小学校73 高岡市

2518 荒木　悠那 ｱﾗｷ ﾊﾙﾅ  0:11:37定塚Ｊｕｍｐ74 高岡市

2582 森腰　さくら ﾓﾘｺｼ ｻｸﾗ  0:11:4475 射水市

2511 杉野　愛侑奈 ｽｷﾞﾉ ｱﾕﾅ  0:11:46万葉小学校76 高岡市

2548 橋本　花 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅ  0:11:50成美小学校77 高岡市

2520 宮崎　未来 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｸ  0:11:5278 射水市

2538 米澤　桜良 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻｸﾗ  0:11:56国吉小学校79 高岡市

2517 松　花衣 ﾏﾂ ﾊﾅｲ  0:11:59松商店80 小矢部市

2532 津田　礼百 ﾂﾀﾞ ﾚﾓ  0:12:15平米小81 高岡市

2540 伊東　愛佳 ｲﾄｳ ﾏﾅｶ  0:12:17国吉小学校82 高岡市

2537 米澤　胡桃 ﾖﾈｻﾞﾜ ｸﾙﾐ  0:12:18国吉小学校83 高岡市

2584 小林　和花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ  0:12:1884 南砺市

2608 反保　穂香 ﾀﾝﾎﾞ ﾎﾉｶ  0:12:2085 高岡市

2606 黒田　愛菜 ｸﾛﾀﾞ ｱｲﾅ  0:12:2186 高岡市

2527 広川　和奏 ﾋﾛｶﾜ ﾜｶﾅ  0:12:2187 高岡市

2531 津田　蒼彩 ﾂﾀﾞ ｿｱ  0:12:23平米小88 高岡市

2604 吉田　ひなた ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ  0:12:2589 高岡市

2539 浜谷　真帆 ﾊﾏﾔ ﾏﾎ  0:12:29国吉小学校90 高岡市

2581 竹内　稚乃 ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾉ  0:12:3291 富山市

2585 小林　奏花 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ  0:12:3292 南砺市

2583 宮田　緑希 ﾐﾔﾀ ﾐｷ  0:12:4593 石川県

2598 伊藤　まや ｲﾄｳ ﾏﾔ  0:12:5094 高岡市

2573 指山　莉音 ｻｼﾔﾏ ﾘｵﾝ  0:12:50下関小学校95 高岡市

2599 田村　里璃夏 ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ  0:12:56十一屋小学校96 石川県

2546 金谷　燦 ｶﾅﾀﾆ ｷﾗ  0:12:57のんきホーテ97 射水市

2587 山田　百花 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ  0:12:5998 高岡市

2513 高橋　舞 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ  0:13:0599 射水市

2607 油石　桃佳 ﾕｳｾｷ ﾓﾓｶ  0:13:10100 高岡市
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2603 吉田　七海 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ  0:13:10101 高岡市

2530 小島　萌花 ｺｼﾞﾏ ﾓｴｶ  0:13:58のんきホーテ102 射水市
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