
順位 No 氏名（フリガナ）タイム

2012びわ湖レイクサイドマラソン記録速報 2012.2.26（sun）

地区名 所属
＜15km 男子50歳以上の部＞

年齢
55583 川辺　敬(ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ) 0:57:291 京都府 三菱自動車京都50

55626 豊川　稔(ﾄﾖｶﾜ ﾐﾉﾙ) 0:58:562 愛知県59

55594 文字　正典(ﾓﾝｼﾞ ﾏｻﾉﾘ) 1:01:423 京都府 鴨川走友会54

55509 中嶋　芳勝(ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ) 1:01:524 蒲生郡57

55637 奥上　泰弘(ｵｸｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ) 1:01:585 兵庫県 王子SC53

55674 藤井　秀夫(ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｵ) 1:02:066 京都府50

55605 源済　秀彦(ｹﾞﾝｻｲ ﾋﾃﾞﾋｺ) 1:02:497 大津市 ﾙﾈｻｽ関西51

55632 藤岡　洋一(ﾌｼﾞｵｶ ﾖｳｲﾁ) 1:03:248 甲賀市50

55615 森　計人(ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾄ) 1:03:299 東近江市50

55703 渡邉　昭一(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ) 1:06:0910 大津市 JRA56

55600 宮内　聖一(ﾐﾔｳﾁ ｾｲｲﾁ) 1:06:1511 彦根市 関西電力 彦根51

55517 山下　晃(ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾗ) 1:07:0512 甲賀市52

55638 里見　淳(ｻﾄﾐ ｱﾂｼ) 1:07:5313 大津市 ﾏｻﾞｰﾚｲｸ54

55680 山出　喜幸(ﾔﾏﾃﾞ ﾖｼﾕｷ) 1:08:0414 近江八幡市 馬渕RC51

55657 藤江　巧(ﾌｼﾞｴ ﾀｸﾐ) 1:08:1815 甲賀市50

55667 野村　哲郎(ﾉﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ) 1:08:3916 大阪府53

55598 上野　喜久治(ｳｴﾉ ｷｸｼﾞ) 1:08:4617 甲賀市 滋賀県庁走友会52

55708 岸本　吉弘(ｷｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ) 1:09:0918 草津市 ﾚｲﾝﾎﾞｰ51

55616 吉田　孝之(ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ) 1:09:1219 大津市 OSK50

55654 山田　友彦(ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ) 1:09:2020 彦根市52

55603 松野　宏(ﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ) 1:09:5021 京都府50

55532 松宮　廣義(ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾖｼ) 1:10:1322 守山市 びわこ走友会61

55609 田中　賢次(ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ) 1:10:1623 栗東市 びわこﾀｲﾏｰ53

55591 宮本　敏也(ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾔ) 1:11:0624 大津市51

55619 山本　茂(ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ) 1:11:2325 京都府58

55608 安達　雅文(ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ) 1:11:3326 大津市 京都新聞JC51

55529 井上　智志(ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ) 1:11:4327 兵庫県 平松ﾗﾝﾅｰｽﾞ59

55677 近藤　太実男(ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｵ) 1:11:5728 彦根市57

55551 服部　鋭治(ﾊｯﾄﾘ ｴｲｼﾞ) 1:12:1029 兵庫県 しあわせ村RC62

55597 山名　愛一郎(ﾔﾏﾅ ｱｲｲﾁﾛｳ) 1:12:5430 千葉県 風のように走れ50

55623 外山　裕一(ｿﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁ) 1:12:5931 兵庫県 しあわせ村RC50

55706 大薄　誠(ｵｵｽｷ ﾏｺﾄ) 1:13:0732 大津市 ﾁｰﾑｵｵｽｷ50

55693 大岡　正宏(ｵｵｵｶ ﾏｻﾋﾛ) 1:13:1033 大津市 ｲﾄﾏﾝ大津53

55646 中川　俊典(ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾉﾘ) 1:13:4134 大津市 ﾁｰﾑ利やん55

55544 辻井　昌弘(ﾂｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ) 1:14:0135 大津市51

55694 谷口　和彦(ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ) 1:14:2636 大津市50

55511 宮林　延宏(ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ) 1:14:3637 愛知県65

55663 山下　勝可(ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾖｼ) 1:14:3838 湖南市 昭建50

55684 高山　幸男(ﾀｶﾔﾏ ﾕｷｵ) 1:14:4239 彦根市 高山内科循環器63

55564 関目　和嘉(ｾｷﾒ ｶｽﾞﾖｼ) 1:14:4740 近江八幡市52

55568 古崎　真一(ﾌﾙｻｷ ｼﾝｲﾁ) 1:14:4841 大津市54

55651 村井　英裕(ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ) 1:15:0442 近江八幡市57

55627 横田　和昭(ﾖｺﾀ ｶｽﾞｱｷ) 1:15:0443 京都府50

55524 西村　清一(ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ) 1:15:1244 彦根市57

55596 矢野　泰伸(ﾔﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ) 1:15:1745 大津市58

55610 林　良樹(ﾊﾔｼ ﾖｼｷ) 1:15:2446 大津市59

55652 高谷　眞二(ﾀｶﾀﾆ ｼﾝｼﾞ) 1:15:3147 野洲市55

55599 前田　初樹(ﾏｴﾀﾞ ﾊﾂｷ) 1:15:3348 甲賀市 土山走ろう会57

55683 新川　健二(ｱﾗｶﾜ ｹﾝｼﾞ) 1:15:5349 草津市 MAT54

55580 西川　勇(ﾆｼｶﾜ ｲｻﾑ) 1:15:5350 大津市58
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55588 井上　誠(ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ) 1:15:5851 大阪府57

55554 浦野　昇(ｳﾗﾉ ﾉﾎﾞﾙ) 1:16:5452 近江八幡市56

55560 鈴木　忠(ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ) 1:16:5753 大津市 自然を愛する会61

55574 吉川　一義(ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ) 1:16:5854 草津市 深田まじりんぐ54

55622 有田　誠(ｱﾘﾀ ﾏｺﾄ) 1:16:5955 大津市 びわこ 堅田58

55658 原口　久輝(ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋｻﾃﾙ) 1:17:0256 京都府 CFRびわこ56

55565 西原　世煥(ﾆｼﾊﾗ ｾｲｶﾝ) 1:17:1157 京都府63

55542 谷　賢二(ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ) 1:17:2558 草津市 環境改善計画66

55525 飯島　義次(ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾂｸﾞ) 1:17:2959 福井県63

55562 玉木　欣章(ﾀﾏｷ ﾖｼｱｷ) 1:17:3060 高島市53

55577 笹田　静文(ｻｻﾀﾞ ｼｽﾞﾌﾐ) 1:17:3261 大津市51

55635 奥村　武司(ｵｸﾑﾗ ﾀｹｼ) 1:17:4062 大津市 ｶﾈｶ57

55606 小野　隆夫(ｵﾉ ﾀｶｵ) 1:17:4463 京都府 KSR55

55528 三輪　昌弘(ﾐﾜ ﾏｻﾋﾛ) 1:17:5864 東近江市51

55541 白川　隆司(ｼﾗｶﾜ ﾀｶｼ) 1:18:0865 兵庫県 しあわせ村RC53

55549 西野尾　敦士(ﾆｼﾉｵ ｱﾂｼ) 1:18:1066 甲賀市50

55645 山本　たかし(ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ) 1:18:3567 京都府 京都走ろう会52

55579 春田　一郎(ﾊﾙﾀ ｲﾁﾛｳ) 1:18:3868 大津市50

55671 山口　芳功(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ) 1:18:3969 大津市 滋歯ﾗﾝﾅｰｽﾞ58

55633 北川　好一(ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ) 1:18:5370 福井県55

55546 田村　一範(ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ) 1:19:0271 大津市 ﾀﾑﾔﾝｽﾞRC61

55513 大西　卓(ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ) 1:19:0272 長浜市 ﾔﾏﾄｶﾝｺｳ55

55701 本杉　幸治(ﾓﾄｽｷﾞ ｺｳｼﾞ) 1:19:2073 大津市52

55543 浅井　博之(ｱｻｲ ﾋﾛﾕｷ) 1:19:3074 湖南市 JOY&RUN51

55536 嶋林　聡(ｼﾏﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ) 1:19:5175 栗東市54

55661 西堀　幸雄(ﾆｼﾎﾞﾘ ﾕｷｵ) 1:20:0276 大津市51

55592 中江　智善(ﾅｶｴ ﾄﾓﾖｼ) 1:20:0377 高島市 今津自衛隊50

55675 中村　隆信(ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ) 1:20:1978 奈良県 麺通団51

55704 前田　隆(ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ) 1:20:2479 草津市50

55692 伊東　眞一(ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ) 1:20:3080 長野県52

55611 川島　耕一(ｶﾜｼﾏ ｺｳｲﾁ) 1:20:4081 高島市53

55695 蘭　孝之(ﾗﾝ ﾀｶﾕｷ) 1:20:5382 大津市 ﾁｰﾑみやび50

55710 山元　成実(ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾙﾐ) 1:21:1683 大津市50

55558 佐野　茂(ｻﾉ ｼｹﾞﾙ) 1:21:4184 守山市54

55505 松田　三郎(ﾏﾂﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ) 1:21:4385 大津市74

55572 瀬川　功(ｾｶﾞﾜ ｲｻｵ) 1:21:4586 愛知郡51

55589 稲村　秀夫(ｲﾅﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ) 1:21:4787 京都府 RWW57

55614 松岡　正人(ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ) 1:21:5188 大津市 新薬特走隊50

55518 角　卓也(ｶﾄﾞ ﾀｸﾔ) 1:21:5789 大津市 ﾌｼﾞﾔ50

55618 田中　信(ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ) 1:22:0390 大津市 ﾁｰﾑ田中53

55504 稲田　眞士(ｲﾅﾀﾞ ｼﾝｼﾞ) 1:22:2391 大津市50

55534 井端　武司(ｲﾊﾞﾀ ﾀｹｼ) 1:22:3192 大阪府69

55502 中嶋　平義(ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾗﾖｼ) 1:22:4393 草津市 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ67

55550 今井　至(ｲﾏｲ ｲﾀﾙ) 1:22:5594 大津市62

55628 清水　一郎(ｼﾐｽﾞ ｲﾁﾛｳ) 1:23:0095 愛知県50

55659 平井　正弘(ﾋﾗｲ ﾏｻﾋﾛ) 1:23:1696 草津市57

55690 浜田　洋和(ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ) 1:23:2397 大阪府 ﾐﾉｵ LSD54

55520 田中　曉(ﾀﾅｶ ｱｷﾗ) 1:23:5798 大津市54

55582 後藤　謙次(ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ) 1:23:5899 大津市50

55624 井川　英明(ｲｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ) 1:24:26100 愛知県55
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55566 中野　護(ﾅｶﾉ ﾏﾓﾙ) 1:24:34101 大阪府54

55630 後長　正信(ｺﾞﾁｮｳ ﾏｻﾉﾌﾞ) 1:25:34102 草津市75

55537 山本　彰(ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ) 1:25:42103 大津市61

55621 高橋　清人(ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾋﾄ) 1:26:01104 栗東市62

55506 久保　喜正(ｸﾎﾞ ﾖｼﾏｻ) 1:26:08105 京都府 京都OLC71

55648 大谷　昌弘(ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ) 1:26:12106 大阪府54

55670 山元　功(ﾔﾏﾓﾄ ｲｻｵ) 1:26:16107 大津市53

55612 林　圭介(ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ) 1:26:21108 栗東市 しがぎん走友会52

55556 梅村　伊富(ｳﾒﾑﾗ ｲﾄﾑ) 1:26:22109 高島市 ｵｸﾉﾃﾞﾝｷ57

55681 飛田　栄司(ﾄﾋﾞﾀ ｴｲｼﾞ) 1:26:46110 大津市 ｼｶﾞﾌﾟﾘｽﾞﾝ58

55705 小島　武雄(ｺｼﾞﾏ ﾀｹｵ) 1:26:48111 大阪府61

55561 西山　貢(ﾆｼﾔﾏ ﾐﾂｸﾞ) 1:26:49112 長浜市63

55662 寺村　康史(ﾃﾗﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ) 1:26:49113 草津市55

55581 島本　研次(ｼﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ) 1:26:57114 大津市53

55613 川村　伸夫(ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ) 1:27:15115 京都府 京美人64

55620 山口　周三(ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｿﾞｳ) 1:27:20116 兵庫県54

55526 芹川　寛(ｾﾘｶﾜ ﾋﾛｼ) 1:28:27117 甲賀市65

55676 辻田　修(ﾂｼﾞﾀ ｵｻﾑ) 1:28:32118 彦根市53

55530 道津　豊吉(ﾄﾞｳﾂ ﾄﾖｷﾁ) 1:28:38119 蒲生郡64

55510 辻村　雄二郎(ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ) 1:28:54120 守山市 ｱﾛﾊR.C.60

55642 江崎　悟(ｴｻﾞｷ ｻﾄﾙ) 1:29:21121 京都府63

55644 小平　勲(ｺﾀﾞｲﾗ ｲｻｵ) 1:29:34122 大阪府69

55607 北川　達夫(ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾂｵ) 1:29:48123 大阪府61

55691 杉田　和司(ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｼ) 1:29:55124 守山市51

55643 加島　宏(ｶｼﾏ ﾋﾛｼ) 1:29:56125 大阪府69

55686 磯部　敏夫(ｲｿﾍﾞ ﾄｼｵ) 1:29:58126 大阪府62

55540 茶谷　不二雄(ﾁｬﾀﾆ ﾌｼﾞｵ) 1:30:03127 守山市54

55563 岡本　和憲(ｵｶﾓﾄ ) 1:30:04128 大津市61

55595 御所園　利美(ｺﾞｼｮｿﾞﾉ ﾄｼﾐ) 1:30:04129 兵庫県64

55709 滝口　進(ﾀｷｸﾞﾁ ｽｽﾑ) 1:30:12130 京都府 ｻﾝ･ｸﾛﾚﾗ52

55521 山本　和央(ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ) 1:30:15131 彦根市59

55656 柏木　雅也(ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾔ) 1:30:31132 愛知県57

55527 山崎　行正(ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾏｻ) 1:30:34133 大阪府56

55533 三坂　光弘(ﾐｻｶ ﾐﾂﾋﾛ) 1:30:35134 大阪府67

55685 松田　邦治(ﾏﾂﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ) 1:30:43135 草津市55

55689 小山　裕(ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ) 1:30:48136 東近江市52

55601 角井　宏司(ｶｸｲ ﾋﾛｼ) 1:30:59137 京都府 都の旅人57

55578 菅原　修二(ｽｶﾞﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ) 1:31:07138 大津市 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾁｰﾑ62

55696 小坂井　和弘(ｺｻﾞｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ) 1:31:16139 野洲市57

55655 清水　善広(ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ) 1:32:02140 長浜市50

55553 田中　新三(ﾀﾅｶ ｼﾝｿﾞｳ) 1:32:16141 大津市68

55639 平川　和重(ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ) 1:33:12142 愛知県 ﾁｰﾑﾀｶﾊｼ50

55584 大島　邦彦(ｵｵｼﾏ ｸﾆﾋｺ) 1:33:36143 大津市 皇子山走ろう会65

55697 辻　清隆(ﾂｼﾞ ｷﾖﾀｶ) 1:34:24144 彦根市54

55567 小田　光輝(ｵﾀﾞ ﾐﾂﾃﾙ) 1:35:19145 栗東市55

55668 脇田　健一(ﾜｷﾀ ｹﾝｲﾁ) 1:35:27146 奈良県 ﾁｰﾑ利やん53

55679 中井　県次(ﾅｶｲ ｹﾝｼﾞ) 1:36:25147 岐阜県53

55687 竹中　順(ﾀｹﾅｶ ｼﾞｭﾝ) 1:36:35148 大阪府51

55699 安藤　雅之(ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ) 1:37:02149 大阪府 SGMMRC64

55575 磯野　重次(ｲｿﾉ ｼｹﾞﾂｸﾞ) 1:37:04150 大津市65

Print : 2012/02/26 16:28:28 13 / 36 ページ Official Timer & Result By Finesystem



順位 No 氏名（フリガナ）タイム

2012びわ湖レイクサイドマラソン記録速報 2012.2.26（sun）

地区名 所属
＜15km 男子50歳以上の部＞

年齢
55669 原田　達(ﾊﾗﾀﾞ ﾄｵﾙ) 1:37:56151 大阪府 ﾁｰﾑ利やん60

55650 山田　診才(ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｻｲ) 1:38:27152 奈良県55

55640 板山　博(ｲﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ) 1:39:42153 大津市52

55557 横田　敏(ﾖｺﾀ ｻﾄｼ) 1:39:59154 近江八幡市61

55586 沢田　政男(ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｵ) 1:40:11155 大津市71

55514 堀部　豊(ﾎﾘﾍﾞ ﾕﾀｶ) 1:40:20156 大津市63

55649 小野　明広(ｵﾉ ｱｷﾋﾛ) 1:40:28157 大阪府55

55571 中村　隆一(ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ) 1:41:08158 彦根市61

55698 近藤　豊久(ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾖﾋｻ) 1:41:46159 兵庫県57

55523 室谷　智(ﾑﾛﾀﾆ ｻﾄｼ) 1:42:22160 守山市73

55700 前川　浩二(ﾏｴｶﾜ ｺｳｼﾞ) 1:42:39161 大津市53

55516 吉海　実治雄(ﾖｼｶﾞｲ ﾐﾁｵ) 1:43:04162 守山市61

55631 中村　幸弘(ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ) 1:45:21163 三重県 ｼﾝﾌｫﾆｱ56

55535 中村　光宏(ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ) 1:45:23164 三重県67

55641 永野　勝久(ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾋｻ) 1:46:51165 京都府53

55559 岩田　和男(ｲﾜﾀ ｶｽﾞｵ) 1:48:47166 大津市70

55629 保阪　正昭(ﾎｻｶ ﾏｻｱｷ) 1:52:32167 大阪府 竹林寺63
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