
第21回つばた健勝マラソン大会 期　日

第4部男子　　（ 距離　10.56km ) 会　場

順位 チーム名

津幡中学校陸上部Ａ

1 (団体記録) ’09”15 (2) ’18”32 (1) ’29”23 (1) ’37”30 (1)

(個人記録) ’09”15 (2) ’09”17 (1) ’10”91 (3) ’08”07 (1)

津幡南中学校　陸上部

2 (団体記録) ’09”28 (3) ’19”50 (4) ’30”30 (2) ’39”11 (2)

(個人記録) ’09”28 (3) ’10”22 (5) ’10”80 (2) ’08”81 (4)

TVB　最強チーム

3 (団体記録) ’09”35 (5) ’20”04 (5) ’30”45 (3) ’39”38 (3)

(個人記録) ’09”35 (5) ’10”69 (6) ’10”41 (1) ’08”93 (6)

津幡中学校陸上部Ｂ

4 (団体記録) ’10”00 (6) ’20”05 (6) ’31”36 (4) ’40”00 (4)

(個人記録) ’10”00 (6) ’10”05 (3) ’11”31 (4) ’08”64 (3)

英田　β

5 (団体記録) ’09”10 (1) ’18”46 (2) ’32”04 (6) ’40”48 (5)

(個人記録) ’09”10 (1) ’09”36 (2) ’13”58 (9) ’08”44 (2)

津幡南中学校　ボート部

6 (団体記録) ’09”32 (4) ’19”43 (3) ’31”41 (5) ’40”58 (6)

(個人記録) ’09”32 (4) ’10”11 (4) ’11”98 (5) ’09”17 (7)

TVB アタックNo.10

7 (団体記録) ’10”29 (7) ’21”00 (7) ’33”12 (7) ’42”00 (7)

(個人記録) ’10”29 (7) ’10”71 (7) ’12”12 (7) ’08”88 (5)

津幡中学校陸上部Ｃ

8 (団体記録) ’10”31 (8) ’21”24 (8) ’34”15 (8) ’43”53 (8)

(個人記録) ’10”31 (8) ’10”93 (8) ’12”91 (8) ’09”38 (9)

TVB　ブラザーズ

9 (団体記録) ’10”53 (9) ’22”22 (9) ’34”23 (9) ’43”54 (9)

(個人記録) ’10”53 (9) ’11”69 (9) ’12”01 (6) ’09”31 (8)

山崎　帆造 英　　良祐 池田　直哉 川本　涼介

田中　匠悟 山下　周市 沖野　良星 向野　峻平

山﨑　大輔 森　　航平 黒田　俊輔 富田　誠矢

紺谷　和博 原田　遼耶 岩井　嘉人 瓜　　優磨

専能　翔平 松下　弘明 米光　保貴 廣田　拓己

勝泉　拓也 大浦　尚也 杉本　卓應 小島　和人

金田　壱成 升井　大輔 有明　大地 北林　靖弘

矢野　　凌 勘甚　柊汰 山﨑　巧海 辻　　大智

元川　開斗 中　瑠樹也 高瀬　雅貴 堀田　涼太

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



第4部男子　　（ 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
1 302 青 堀田　涼太 津幡中学校陸上部Ａ ’08”07
2 301 青 廣田　拓己 英田　β ’08”44
3 303 青 小島　和人 津幡中学校陸上部Ｂ ’08”64
4 333 青 辻　　大智 津幡南中学校　陸上部 ’08”81
5 306 青 富田　誠矢 TVB アタックNo.10 ’08”88
6 308 青 北林　靖弘 TVB　最強チーム ’08”93
7 301 黒 専能　翔平 英田　β ’09”10
8 302 黒 元川　開斗 津幡中学校陸上部Ａ ’09”15
9 302 緑 中　瑠樹也 津幡中学校陸上部Ａ ’09”17
9 305 青 瓜　　優磨 津幡南中学校　ボート部 ’09”17
11 333 黒 矢野　　凌 津幡南中学校　陸上部 ’09”28
12 307 青 川本　涼介 TVB　ブラザーズ ’09”31
13 305 黒 紺谷　和博 津幡南中学校　ボート部 ’09”32
14 308 黒 金田　壱成 TVB　最強チーム ’09”35
15 301 緑 松下　弘明 英田　β ’09”36
16 304 青 向野　峻平 津幡中学校陸上部Ｃ ’09”38
17 303 黒 勝泉　拓也 津幡中学校陸上部Ｂ ’10”00
18 303 緑 大浦　尚也 津幡中学校陸上部Ｂ ’10”05
19 305 緑 原田　遼耶 津幡南中学校　ボート部 ’10”11
20 333 緑 勘甚　柊汰 津幡南中学校　陸上部 ’10”22
21 306 黒 山﨑　大輔 TVB アタックNo.10 ’10”29
22 304 黒 田中　匠悟 津幡中学校陸上部Ｃ ’10”31
23 308 赤 有明　大地 TVB　最強チーム ’10”41
24 307 黒 山崎　帆造 TVB　ブラザーズ ’10”53
25 308 緑 升井　大輔 TVB　最強チーム ’10”69
26 306 緑 森　　航平 TVB アタックNo.10 ’10”71
27 333 赤 山﨑　巧海 津幡南中学校　陸上部 ’10”80
28 302 赤 高瀬　雅貴 津幡中学校陸上部Ａ ’10”91
29 304 緑 山下　周市 津幡中学校陸上部Ｃ ’10”93
30 303 赤 杉本　卓應 津幡中学校陸上部Ｂ ’11”31
31 307 緑 英　　良祐 TVB　ブラザーズ ’11”69
32 305 赤 岩井　嘉人 津幡南中学校　ボート部 ’11”98
33 307 赤 池田　直哉 TVB　ブラザーズ ’12”01
34 306 赤 黒田　俊輔 TVB アタックNo.10 ’12”12
35 304 赤 沖野　良星 津幡中学校陸上部Ｃ ’12”91
36 301 赤 米光　保貴 英田　β ’13”58
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