
第21回つばた健勝マラソン大会 期　日

第1部　　（ 距離　10.56km ) 会　場

順位 チーム名

英田地区

1 (団体記録) ’08”00 (2) ’16”09 (1) ’25”36 (1) ’35”12 (1)

(個人記録) ’08”00 (2) ’08”09 (1) ’09”27 (2) ’09”76 (3)

中条地区

2 (団体記録) ’08”01 (3) ’16”52 (3) ’25”54 (2) ’36”11 (2)

(個人記録) ’08”01 (3) ’08”51 (2) ’09”02 (1) ’10”57 (5)

井上地区

3 (団体記録) ’07”54 (1) ’16”51 (2) ’27”10 (3) ’37”10 (3)

(個人記録) ’07”54 (1) ’08”97 (3) ’10”59 (4) ’10”00 (4)

津幡地区

4 (団体記録) ’09”23 (5) ’18”49 (4) ’28”28 (4) ’37”38 (4)

(個人記録) ’09”23 (5) ’09”26 (4) ’09”79 (3) ’09”10 (2)

笠谷地区

5 (団体記録) ’08”01 (3) ’19”27 (5) ’32”14 (5) ’43”22 (5)

(個人記録) ’08”01 (3) ’11”26 (6) ’12”87 (7) ’11”08 (6)

倶利伽羅地区

6 (団体記録) ’10”37 (6) ’24”30 (7) ’36”23 (7) ’44”10 (6)

(個人記録) ’10”37 (6) ’13”93 (7) ’11”93 (5) ’07”87 (1)

河合谷地区

7 (団体記録) ’11”23 (7) ’22”39 (6) ’35”10 (6) ’58”02 (7)

(個人記録) ’11”23 (7) ’11”16 (5) ’12”71 (6) ’22”92 (7)

平成25年3月20日
サンライフ津幡周辺コース

第1走者 第2走者 第3走者 第4走者

東　　工真 川崎　鉄太 川崎　誉雄 長谷　良弘

前谷内　恒介 島村　隆希 橋口　太郎 北　渡

川端　正一 酒井　幸俊

池上　義輝 澤井　勝彦 小笠原　有隆 川村　良介

河原　雄太 加茂川　郁弥 塩谷　尚之 網江　孝雄

徳能　一希 安多　　剛 河上　　勇 前多　　悌

大久村　健一 廣瀬　隆光 山﨑　　進 中川　崇晃

大田　和宏 吉田　光志



第1部　　（ 距離　2.64km ) 期　日 平成25年3月20日
会　場 サンライフ津幡周辺コース

順位 氏名 チーム名 個人タイム 備考
1 41 黒 池上　義輝 井上地区 ’07”54
2 74 青 酒井　幸俊 倶利伽羅地区 ’07”87
3 51 黒 東　　工真 英田地区 ’08”00
4 21 黒 前谷内　恒介 中条地区 ’08”01
4 31 黒 大久村　健一 笠谷地区 ’08”01
6 52 緑 川崎　鉄太 英田地区 ’08”09
7 22 緑 島村　隆希 中条地区 ’08”51
8 42 緑 澤井　勝彦 井上地区 ’08”97
9 23 赤 橋口　太郎 中条地区 ’09”02
10 14 青 網江　孝雄 津幡地区 ’09”10
11 11 黒 河原　雄太 津幡地区 ’09”23
12 12 緑 加茂川　郁弥 津幡地区 ’09”26
13 53 赤 川崎　誉雄 英田地区 ’09”27
14 54 青 長谷　良弘 英田地区 ’09”76
15 13 赤 塩谷　尚之 津幡地区 ’09”79
16 44 青 川村　良介 井上地区 ’10”00
17 71 黒 大田　和宏 倶利伽羅地区 ’10”37
18 24 青 北　渡 中条地区 ’10”57
19 43 赤 小笠原　有隆 井上地区 ’10”59
20 34 青 中川　崇晃 笠谷地区 ’11”08
21 62 緑 安多　　剛 河合谷地区 ’11”16
22 61 黒 徳能　一希 河合谷地区 ’11”23
23 32 緑 廣瀬　隆光 笠谷地区 ’11”26
24 73 赤 川端　正一 倶利伽羅地区 ’11”93
25 63 赤 河上　　勇 河合谷地区 ’12”71
26 33 赤 山﨑　　進 笠谷地区 ’12”87
27 72 緑 吉田　光志 倶利伽羅地区 ’13”93
28 64 青 前多　　悌 河合谷地区 ’22”92
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