
第10回長野車いすマラソン大会　競技結果

T53/54男子

順位 種目 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 県名 finish
1 男子(T53/54) 1 樋口　政幸 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 長野県  0:47:16
2 男子(T53/54) 3 廣道　純 ﾋﾛﾐﾁ ｼﾞｭﾝ 大分県  0:48:47
3 男子(T53/54) 2 花岡　伸和 ﾊﾅｵｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 千葉県  0:48:49
4 男子(T53/54) 4 久保　恒造 ｸﾎﾞ　ｺｳｿﾞｳ 北海道  0:48:50
5 男子(T53/54) 5 西田　宗城 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 大阪府  0:49:39
6 男子(T53/54) 7 松永　仁志 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾋﾄｼ 岡山県  0:49:40
7 男子(T53/54) 18 鈴木　朋樹 ｽｽﾞｷ　ﾄﾓｷ 千葉県  0:49:40
8 男子(T53/54) 8 吉田　高志 ﾖｼﾀﾞ　ﾀｶｼ 大阪府  0:51:37
9 男子(T53/54) 9 寒川　進 ｶﾝｶﾞﾜ　ｽｽﾑ 京都府  0:52:44

10 男子(T53/54) 6 渡辺　習輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭｳｽｹ 大分県  0:52:46
11 男子(T53/54) 10 山賀　英二 ﾔﾏｶﾞ　ｴｲｼﾞ 新潟県  0:53:57
12 男子(T53/54) 17 伊藤　尚弘 ｲﾄｳ　ﾀｶﾋﾛ 神奈川県  0:53:58
13 男子(T53/54) 16 西原　健一 ｻｲﾊﾞﾗ　ｹﾝｲﾁ 高知県  0:53:58
14 男子(T53/54) 12 吉野　誠二 ﾖｼﾉ　ｾｲｼﾞ 兵庫県  0:54:00
15 男子(T53/54) 15 西原　宏明 ﾆｼﾊﾗ　ﾋﾛｱｷ 京都府  0:55:08
16 男子(T53/54) 11 大城　晶也 ｵｵｼﾛ　ｱｷﾔ 新潟県  0:56:35
17 男子(T53/54) 33 小島　将平 ｺｼﾞﾏ　ｼｮｳﾍｲ 東京都  0:56:35
18 男子(T53/54) 21 橋爪　淳 ﾊｼﾂﾞﾒ　ｱﾂｼ 神奈川県  0:56:36
19 男子(T53/54) 14 藤川　泰博 ﾌｼﾞｶﾜ　ﾔｽﾋﾛ 兵庫県  0:56:56
20 男子(T53/54) 24 小林　大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 愛知県  0:57:17
21 男子(T53/54) 31 横田　茂 ﾖｺﾀ　ｼｹﾞﾙ 石川県  0:57:27
22 男子(T53/54) 19 小山　敏光 ｵﾔﾏ　ﾄｼﾐﾂ 宮城県  0:57:56
23 男子(T53/54) 26 金児　知哉 ｶﾈｺ ﾄﾓﾅﾘ 長野県  0:59:02
24 男子(T53/54) 13 平澤　三七 ﾋﾗｻﾜ ｻﾝｼﾁ 長野県  0:59:03
25 男子(T53/54) 23 青木　浩 ｱｵｷ　ﾋﾛｼ 長野県  0:59:04
26 男子(T53/54) 34 永易　久和 ﾅｶﾞﾔｽ　ﾋｻｶｽﾞ 神奈川県  １:00:31
27 男子(T53/54) 39 友岡　昭二 ﾄﾓｵｶ ｼｮｳｼﾞ 愛知県  １:01:09
28 男子(T53/54) 27 中田　真也 ﾅｶﾀ　ｼﾝﾔ 長野県  1:01:33
29 男子(T53/54) 38 及川　幸司 ｵｲｶﾜ ｺｳｼ 宮城県  1:02:16
30 男子(T53/54) 22 鈴木　俊光 ｽｽﾞｷ　ﾄｼﾐﾂ 静岡県  1:02:16
31 男子(T53/54) 42 宮川　正明 ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾏｻｱｷ 新潟県  1:02:34
32 男子(T53/54) 30 千代田　健司 ﾁﾖﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ 埼玉県  1:02:40
33 男子(T53/54) 35 田中　誠治 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 山梨県  1:03:42
34 男子(T53/54) 37 池原　秀雄 ｲｹﾊﾗ　ﾋﾃﾞｵ 愛知県  1:07:22
35 男子(T53/54) 45 鎌田　成利 ｶﾏﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ 徳島県  1:07:25
36 男子(T53/54) 28 冨川　文男 ﾄﾐｶﾜ　ﾌﾐｵ 山口県  1:07:48
37 男子(T53/54) 48 田中　浩貴 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ 兵庫県  1:08:19
38 男子(T53/54) 43 服部　保作 ﾊｯﾄﾘ ﾎｻｸ 静岡県  1:09:54
39 男子(T53/54) 44 岩田　昇 ｲﾜﾀ　ﾉﾎﾞﾙ 愛知県  1:09:59
40 男子(T53/54) 47 外山　賢司 ﾄﾔﾏ　ｹﾝｼﾞ 新潟県  1:11:26
41 男子(T53/54) 29 川口　幸治 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾕｷﾊﾙ 千葉県  1:12:43
42 男子(T53/54) 52 渡辺　栄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｴｲｲﾁ 新潟県  1:13:38
43 男子(T53/54) 50 後　義春 ｳｼﾛ　ﾖｼﾊﾙ 福井県  1:18:32
44 男子(T53/54) 56 吉村　正年 ﾖｼﾑﾗ　ﾏｻﾄｼ 愛知県  1:19:18
45 男子(T53/54) 54 杉浦　武幸 ｽｷﾞｳﾗ　ﾀｹﾕｷ 愛知県  1:22:28
46 男子(T53/54) 60 細川　一雄 ﾎｿｶﾜ　ｶｽﾞｵ 富山県  1:24:23
47 男子(T53/54) 62 樗沢　勝志 ﾌﾞﾅｻﾜ ｶﾂｼ 長野県  1:25:36
48 男子(T53/54) 59 加須屋　正和 ｶｽﾔ　ﾏｻｶｽﾞ 石川県  1:26:15
49 男子(T53/54) 58 阿部　一雄 ｱﾍﾞ　ｶｽﾞｵ 愛知県  1:26:52
50 男子(T53/54) 63 藤井　正登 ﾌｼｲ　ﾏｻﾄ 東京都  1:27:31



T52男子

順位 種目 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 県名 finish
1 男子(T52) 49 髙田　稔浩 ﾀｶﾀﾞ　ﾄｼﾋﾛ 福井県  1:18:31
2 男子(T52) 53 森島　英樹 ﾓﾘｼﾏ　ｴｲｷ 兵庫県  1:19:19
3 男子(T52) 57 松尾　充浩 ﾏﾂｵ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府  1:24:11

T53/54女子

順位 種目 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 県名 finish
1 女子(T53/54) 36 中山　和美 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 神奈川県  0:56:37
2 女子(T53/54) 40 高嵜　瑞貴 ﾀｶｻｷ　ﾐｽﾞｷ 東京都  1:07:50


