
2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:02Page1

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

1 ﾏｰﾃｨﾝ ﾏｻｼ 0:14:26 0:29:05 0:43:25 0:57:31

スズキ浜松ＡＣ (14:39) (14:20) (14:06)

1:00:291

ﾏｰﾃｨﾝ ﾏｻｼ

静岡

(02:58)

2 ﾜﾝｼﾞｭｷ ｼﾞｬｺﾌﾞ 0:14:26 0:29:05 0:43:25 0:57:31

愛知製鋼 (14:39) (14:20) (14:06)

1:00:325

ﾜﾝｼﾞｭｷ ｼﾞｬｺﾌﾞ

愛知

(03:01)

3 ﾒｸﾎﾞ・ｼﾞｮﾌﾞ・ﾓｸﾞｽ 0:14:26 0:29:05 0:43:25 0:57:56

アイデム陸上競技部 (14:39) (14:20) (14:31)

1:01:123

ﾒｸﾎﾞ・ｼﾞｮﾌﾞ・ﾓｸﾞｽ

東京

(03:16)

4 白栁　智也 0:15:10 0:30:36 0:45:36 1:00:31

トヨタ紡織 (15:26) (15:00) (14:55)

1:03:3956

ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ

愛知

(03:08)

5 糟谷　悟 0:15:10 0:30:36 0:45:36 1:00:31

トヨタ紡織 (15:26) (15:00) (14:55)

1:03:5011

ｶｽﾔ ｻﾄﾙ

愛知

(03:19)

6 菅谷　宗弘 0:15:12 0:30:37 0:45:45 1:00:52

トヨタ自動車 (15:25) (15:08) (15:07)

1:04:058

ｽｶﾞﾔ ﾑﾈﾋﾛ

愛知

(03:13)

7 大塚　良軌 0:15:10 0:30:36 0:45:42 1:00:51

愛知製鋼 (15:26) (15:06) (15:09)

1:04:059

ｵｵﾂｶ ﾖｼｷ

愛知

(03:14)

8 阿部　哲史 0:15:10 0:30:36 0:45:41 1:00:51

トーエネック (15:26) (15:05) (15:10)

1:04:0712

ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

愛知

(03:16)

9 池田　麻保呂 0:15:10 0:30:35 0:45:42 1:00:52

愛知製鋼 (15:25) (15:07) (15:10)

1:04:1264

ｲｹﾀﾞ ﾏﾎﾛ

愛知

(03:20)

10 川　直人 0:15:10 0:30:36 0:45:43 1:00:57

愛三工業 (15:26) (15:07) (15:14)

1:04:1681

ｶﾜ ﾅｵﾄ

愛知

(03:19)

11 水越　大輔 0:15:12 0:30:37 0:45:41 1:01:06

中央発條 (15:25) (15:04) (15:25)

1:04:31100

ﾐｽﾞｺｼ ﾀﾞｲｽｹ

愛知

(03:25)

12 山内　貴司 0:15:11 0:30:36 0:45:42 1:01:09

愛三工業 (15:25) (15:06) (15:27)

1:04:3675

ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｼ

愛知

(03:27)

13 浅羽　慶彦 0:15:10 0:30:37 0:45:46 1:01:22

トーエネック (15:27) (15:09) (15:36)

1:04:4513

ｱｻﾊﾞ ﾖｼﾋｺ

愛知

(03:23)

14 舩越　大輔 0:15:10 0:30:36 0:46:05 1:01:30

愛三工業 (15:26) (15:29) (15:25)

1:04:5457

ﾌﾅｺｼ ﾀﾞｲｽｹ

愛知

(03:24)

15 松本　淳 0:15:11 0:30:37 0:46:11 1:01:50

愛知製鋼 (15:26) (15:34) (15:39)

1:05:1483

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

愛知　

(03:24)

16 井上　裕彬 0:15:10 0:30:36 0:45:42 1:01:42

トーエネック (15:26) (15:06) (16:00)

1:05:1910

ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ

愛知

(03:37)

17 山本　安志 0:15:12 0:30:37 0:46:26 1:01:59

スズキ浜松ＡＣ (15:25) (15:49) (15:33)

1:05:2279

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ

静岡

(03:23)

18 坂井　俊介 0:15:12 0:30:37 0:46:03 1:01:54

中央発條 (15:25) (15:26) (15:51)

1:05:2567

ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ

愛知

(03:31)

19 伊藤　太賀 0:15:10 0:30:35 0:46:06 1:02:05

スズキ浜松ＡＣ (15:25) (15:31) (15:59)

1:05:3170

ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ

静岡

(03:26)

20 石田　康雄 0:15:10 0:30:37 0:46:04 1:01:56

愛知製鋼 (15:27) (15:27) (15:52)

1:05:4069

ｲｼﾀﾞ ﾔｽｵ

愛知

(03:44)

21 佐藤　彰浩 0:15:10 0:30:36 0:46:11 1:02:26

愛知製鋼 (15:26) (15:35) (16:15)

1:05:5273

ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ

愛知

(03:26)

22 住田　直紀 0:15:11 0:30:36 0:46:22 1:02:57

愛知製鋼 (15:25) (15:46) (16:35)

1:06:3078

ｽﾐﾀﾞ ﾅｵｷ

愛知

(03:33)

23 前田　貴史 0:15:11 0:30:38 0:47:08 1:03:35

愛知製鋼 (15:27) (16:30) (16:27)

1:06:5662

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ

愛知

(03:21)

24 下條　誠士 0:15:10 0:31:08 0:47:18 1:03:35

トーエネック (15:58) (16:10) (16:17)

1:06:5961

ｼﾓｼﾞｮｳ ｾｲｼﾞ

愛知

(03:24)

25 山本　修平 0:15:11 0:30:37 0:45:43 1:03:02

ＴＴランナーズ (15:26) (15:06) (17:19)

1:07:1774

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

愛知

(04:15)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
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（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

26 中田　剛司 0:15:11 0:31:34 0:47:47 1:04:05

三重中京大学 (16:23) (16:13) (16:18)

1:07:3663

ﾅｶﾀ ﾂﾖｼ

三重

(03:31)

27 中川　学 0:15:11 0:30:53 0:47:03 1:03:52

Ｈｏｎｄａ－ＲＣ (15:42) (16:10) (16:49)

1:07:3890

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

静岡

(03:46)

28 森　雅也 0:15:38 0:32:11 0:48:39 1:04:39

トーエネック (16:33) (16:28) (16:00)

1:08:0765

ﾓﾘ ﾏｻﾔ

愛知

(03:28)

29 野村　真司 0:15:10 0:31:25 0:48:07 1:04:41

トーエネック (16:15) (16:42) (16:34)

1:08:0882

ﾉﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

愛知

(03:27)

30 岸村　好満 0:15:11 0:31:39 0:48:26 1:04:39

愛三工業 (16:28) (16:47) (16:13)

1:08:0880

ｷｼﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ

愛知

(03:29)

31 風見　尚 0:15:11 0:31:14 0:47:52 1:04:41

愛知陸協 (16:03) (16:38) (16:49)

1:08:1852

ｶｻﾞﾐ ﾅｵ

愛知

(03:37)

32 佐藤　大貴 0:15:38 0:32:11 0:48:39 1:05:03

中央発條 (16:33) (16:28) (16:24)

1:08:3476

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ

愛知

(03:31)

33 野崎　真 0:16:13 0:32:49 0:48:54 1:05:12

ＴＷＲＣ (16:36) (16:05) (16:18)

1:08:5271

ﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ

愛知

(03:40)

34 野﨑　洋平 0:16:15 0:32:48 0:48:54 1:05:30

庄内ＲＴ (16:33) (16:06) (16:36)

1:08:58130

ﾉｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ

愛知

(03:28)

35 千田　尚孝 0:16:14 0:32:48 0:48:59 1:05:40

にっとＴＦＣ (16:34) (16:11) (16:41)

1:09:2185

ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾀｶ

愛知

(03:41)

36 福井　雅也 0:15:51 0:32:42 0:49:24 1:06:10

中央発條 (16:51) (16:42) (16:46)

1:09:3499

ﾌｸｲ ﾏｻﾔ

愛知

(03:24)

37 松井　良弘 0:16:34 0:33:22 0:49:58 1:06:13

日本福祉大学 (16:48) (16:36) (16:15)

1:09:38392

ﾏﾂｲ ﾖｼﾋﾛ

愛知

(03:25)

38 杉山　純一 0:16:34 0:33:22 0:49:59 1:06:13

明治チューインガム (16:48) (16:37) (16:14)

1:09:4286

ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

愛知

(03:29)

39 伊藤　健太 0:16:35 0:33:23 0:49:59 1:06:13

ＯＷＬＳ (16:48) (16:36) (16:14)

1:09:45412

ｲﾄｳ ｹﾝﾀ

愛知

(03:32)

40 廣谷　優一 0:16:21 0:33:14 0:49:41 1:06:10

トヨタスポーツマンクラブ (16:53) (16:27) (16:29)

1:09:4792

ﾋﾛﾀﾆ ﾕｳｲﾁ

愛知

(03:37)

41 瀧口　哉 0:16:35 0:33:23 0:49:59 1:06:26

ＮＴＮ磐田 (16:48) (16:36) (16:27)

1:10:0397

ﾀｷｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ

静岡

(03:37)

42 宍井　一滋 0:16:34 0:32:57 0:49:49 1:06:46

ＴＴランナーズ (16:23) (16:52) (16:57)

1:10:25103

ｼｼｲ ｶｽﾞｼ

愛知　

(03:39)

43 名和　武也 0:16:15 0:33:02 0:49:54 1:06:46

ＫＹＢ (16:47) (16:52) (16:52)

1:10:30407

ﾅﾜ ﾀｹﾔ

岐阜

(03:44)

44 松田　康成 0:16:35 0:33:22 0:50:02 1:07:09

ＴＰＡＣ (16:47) (16:40) (17:07)

1:10:43111

ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ

愛知

(03:34)

45 今田　敦士 0:16:37 0:33:48 0:50:31 1:07:09

関体協 (17:11) (16:43) (16:38)

1:10:4391

ｲﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

岐阜

(03:34)

46 澤原　雄一 0:16:36 0:33:23 0:50:13 1:07:08

庄内ＲＴ (16:47) (16:50) (16:55)

1:10:46131

ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

愛知　

(03:38)

47 田中　誠幸 0:16:34 0:33:24 0:50:34 1:07:22

福井フェニックス陸上クラブ (16:50) (17:10) (16:48)

1:10:57102

ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ

福井

(03:35)

48 渡邉　崇介 0:16:16 0:33:23 0:50:27 1:07:24

愛知陸協 (17:07) (17:04) (16:57)

1:10:59106

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｽｹ

愛知

(03:35)

49 竹中　泰知 0:16:35 0:33:23 0:50:00 1:07:25

三重マスターズ (16:48) (16:37) (17:25)

1:11:0198

ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ

三重

(03:36)

50 小川　博史 0:16:36 0:33:24 0:50:26 1:07:19

天白川走友会 (16:48) (17:02) (16:53)

1:11:03107

ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

愛知　

(03:44)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

51 齊藤　健太 0:16:35 0:33:57 0:51:18 1:07:54

富士ゼロックス (17:22) (17:21) (16:36)

1:11:2994

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ

神奈川

(03:35)

52 下村　悟 0:16:34 0:33:52 0:51:17 1:08:06

パナホーム (17:18) (17:25) (16:49)

1:11:3477

ｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ

滋賀

(03:28)

53 神谷　真規 0:16:46 0:33:41 0:50:38 1:07:52

ＴＷＲＣ (16:55) (16:57) (17:14)

1:11:34101

ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ

愛知

(03:42)

54 藤原　仁 0:16:47 0:33:41 0:50:42 1:07:53

八王子富士森走友会 (16:54) (17:01) (17:11)

1:11:36113

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ

東京

(03:43)

55 片岡　哲朗 0:16:35 0:34:12 0:51:06 1:08:05

愛知県庁クラブ (17:37) (16:54) (16:59)

1:11:4793

ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ

愛知

(03:42)

56 尾関　誠 0:15:11 0:32:25 0:49:54 1:07:47

愛三工業 (17:14) (17:29) (17:53)

1:11:5287

ｵｾﾞｷ ﾏｺﾄ

愛知

(04:05)

57 山口　貴士 0:16:46 0:33:42 0:50:42 1:08:08

三菱重工冷熱 (16:56) (17:00) (17:26)

1:12:14105

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛知

(04:06)

58 河内　正輝 0:17:11 0:34:48 0:51:52 1:08:50

セカンドウィンド (17:37) (17:04) (16:58)

1:12:16371

ｶﾜｳﾁ ﾏｻｱｷ

愛知

(03:26)

59 井上　圭人 0:16:48 0:34:12 0:51:16 1:08:40

ＴＥＡＭ　ＫＡＫＥＲＵ (17:24) (17:04) (17:24)

1:12:17132

ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾄ

愛知

(03:37)

60 河合　信晴 0:16:35 0:34:05 0:51:08 1:08:38

Ｈｏｎｄａ－ＲＣ (17:30) (17:03) (17:30)

1:12:2096

ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ

静岡

(03:42)

61 水谷　聡 0:16:57 0:34:26 0:51:41 1:08:45

名古屋市役所走友会 (17:29) (17:15) (17:04)

1:12:21104

ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾄｼ

愛知

(03:36)

62 山田　大介 0:16:47 0:33:43 0:51:16 1:08:38

三菱重工名航 (16:56) (17:33) (17:22)

1:12:24409

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

愛知

(03:46)

63 三嶋　淳司 0:16:47 0:34:26 0:51:52 1:08:50

愛知陸協 (17:39) (17:26) (16:58)

1:12:3588

ﾐｼﾏ ｱﾂｼ

愛知

(03:45)

64 河合　正行 0:16:46 0:33:42 0:51:15 1:09:05

河芳工務店 (16:56) (17:33) (17:50)

1:12:53127

ｶﾜｲ ﾏｻﾕｷ

滋賀

(03:48)

65 福田　良平 0:16:36 0:33:48 0:51:15 1:08:53

トヨタスポーツマンクラブ (17:12) (17:27) (17:38)

1:12:56110

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

愛知

(04:03)

66 中村　賢治 0:16:47 0:34:00 0:51:26 1:09:19

小牧でんでんむし (17:13) (17:26) (17:53)

1:13:04141

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

愛知

(03:45)

67 竹中　清朗 0:16:47 0:34:07 0:51:35 1:09:35

庄内ＲＴ (17:20) (17:28) (18:00)

1:13:22398

ﾀｹﾅｶ ｷﾖｱｷ

愛知

(03:47)

68 森　義記 0:16:51 0:35:21 0:52:19 1:09:44

滋賀陸協 (18:30) (16:58) (17:25)

1:13:2768

ﾓﾘ ﾖｼｷ

滋賀

(03:43)

69 米倉　英和 0:16:49 0:35:02 0:52:39 1:10:19

法政大学 (18:13) (17:37) (17:40)

1:13:48378

ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

大阪

(03:29)

70 鎌田　正行 0:17:12 0:34:48 0:52:23 1:10:10

山陽製作所 (17:36) (17:35) (17:47)

1:13:50137

ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

大阪

(03:40)

71 中村　和貴 0:17:06 0:35:03 0:52:49 1:10:20

館倶楽部 (17:57) (17:46) (17:31)

1:14:12128

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

愛知

(03:52)

72 久郷　達也 0:17:11 0:35:03 0:52:46 1:10:24

名古屋大学 (17:52) (17:43) (17:38)

1:14:15112

ｸｺﾞｳ ﾀﾂﾔ

富山

(03:51)

73 犬塚　勝美 0:16:47 0:34:24 0:52:06 1:10:27

豊田高専ＡＣ (17:37) (17:42) (18:21)

1:14:28133

ｲﾇﾂﾞｶ ｶﾂﾐ

愛知

(04:01)

74 五位野　清隆 0:17:27 0:35:32 0:53:05 1:10:39

埼玉陸協 (18:05) (17:33) (17:34)

1:14:31120

ｺﾞｲﾉ ｷﾖﾀｶ

埼玉

(03:52)

75 古田　耕治 0:17:41 0:35:32 0:53:23 1:10:56

小牧でんでんむし (17:51) (17:51) (17:33)

1:14:42157

ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ

愛知

(03:46)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:04Page4

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

76 平野　純也 0:17:41 0:35:33 0:53:08 1:11:09

Ｈｏｎｄａ－ＲＣ (17:52) (17:35) (18:01)

1:14:45149

ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

静岡

(03:36)

77 木村　雅幸 0:17:06 0:35:03 0:52:57 1:11:00

庄内ＲＴ (17:57) (17:54) (18:03)

1:14:49125

ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

愛知

(03:49)

78 原田　幸秀 0:17:48 0:35:59 0:53:49 1:11:22

小牧でんでんむし (18:11) (17:50) (17:33)

1:14:54189

ﾊﾗﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ

愛知

(03:32)

79 田口　英樹 0:17:41 0:35:33 0:53:19 1:11:10

館倶楽部 (17:52) (17:46) (17:51)

1:15:00143

ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ

愛知

(03:50)

80 関谷　高志 0:17:41 0:35:33 0:53:05 1:11:07

名古屋大学 (17:52) (17:32) (18:02)

1:15:15164

ｾｷﾔ ﾀｶｼ

愛知

(04:08)

81 下　剛典 0:17:16 0:35:40 0:53:47 1:11:44

大阪大学駅伝同好会 (18:24) (18:07) (17:57)

1:15:31153

ｼﾓ ﾀｹﾉﾘ

大阪

(03:47)

82 松本　文男 0:17:41 0:35:34 0:53:39 1:11:48

豊田合成 (17:53) (18:05) (18:09)

1:15:40171

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ

愛知

(03:52)

83 近藤　高弘 0:17:02 0:35:03 0:52:53 1:11:30

中部電力岡崎 (18:01) (17:50) (18:37)

1:15:47117

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ

愛知

(04:17)

84 岡野　伸哉 0:17:56 0:36:07 0:54:02 1:11:57

名城ＡＲＣ (18:11) (17:55) (17:55)

1:15:50173

ｵｶﾉ ｼﾝﾔ

愛知

(03:53)

85 福田　博史 0:17:47 0:35:59 0:53:49 1:11:51

日本福祉大学 (18:12) (17:50) (18:02)

1:15:51162

ﾌｸﾀ ﾋﾛｼ

愛知

(04:00)

86 安立　俊 0:17:06 0:35:13 0:53:20 1:12:12

三重陸協 (18:07) (18:07) (18:52)

1:16:00121

ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ

三重

(03:48)

87 Ｍａｔｏｚｏ　Ｃｌｏｖｉｓ 0:17:30 0:35:58 0:53:56 1:12:05

天白川走友会 (18:28) (17:58) (18:09)

1:16:03178

ﾏﾄｰｿﾞ ｸﾛﾋﾞｽ

愛知

(03:58)

88 稲木　圭介 0:17:42 0:35:58 0:53:59 1:12:17

トヨタスポーツマンクラブ (18:16) (18:01) (18:18)

1:16:07134

ｲﾅｷ ｹｲｽｹ

愛知

(03:50)

89 柴田　貴行 0:16:48 0:34:13 0:52:20 1:12:08

浜松ＲＣ (17:25) (18:07) (19:48)

1:16:11123

ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ

静岡

(04:03)

90 河合　芳隆 0:18:02 0:36:23 0:54:42 1:12:33

河芳工務店 (18:21) (18:19) (17:51)

1:16:16191

ｶﾜｲ ﾖｼﾀｶ

滋賀

(03:43)

91 藤永　紘基 0:15:58 0:33:23 0:54:55 1:12:37

名大倶楽部 (17:25) (21:32) (17:42)

1:16:1884

ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

愛知

(03:41)

92 猿渡　新悟 0:18:23 0:36:51 0:54:41 1:12:33

関体協 (18:28) (17:50) (17:52)

1:16:19182

ｻﾙﾜﾀﾘ ｼﾝｺﾞ

岐阜

(03:46)

93 三浦　太介 0:18:02 0:36:07 0:53:58 1:12:02

金山家 (18:05) (17:51) (18:04)

1:16:24116

ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ

東京

(04:22)

94 長塚　暢稔 0:17:55 0:36:22 0:54:44 1:13:02

作．ＡＣ北海道 (18:27) (18:22) (18:18)

1:16:53138

ﾅｶﾞﾂｶ ﾉﾌﾞﾄｼ

北海道

(03:51)

95 安田　遊 0:17:11 0:35:29 0:54:08 1:13:19

刈谷クラブ (18:18) (18:39) (19:11)

1:17:03135

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳ

愛知

(03:44)

96 長屋　千尋 0:18:11 0:36:41 0:54:43 1:13:01

関体協 (18:30) (18:02) (18:18)

1:17:03160

ﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ

岐阜　

(04:02)

97 樋口　正展 0:18:02 0:36:24 0:54:42 1:13:04

関体協 (18:22) (18:18) (18:22)

1:17:06124

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ

岐阜

(04:02)

98 松岡　真人 0:18:34 0:37:10 0:55:24 1:13:27

ＲＬＴＣ (18:36) (18:14) (18:03)

1:17:13179

ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ

愛知

(03:46)

99 荻原　大輔 0:18:18 0:37:16 0:55:24 1:13:31

茅ヶ崎市役所 (18:58) (18:08) (18:07)

1:17:17163

ｵｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

神奈川

(03:46)

100 安田　雅人 0:18:02 0:36:36 0:55:01 1:13:24

天白川走友会 (18:34) (18:25) (18:23)

1:17:21158

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ

愛知

(03:57)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page5

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

101 霞　健一 0:17:51 0:37:11 0:55:25 1:13:39

東レＲＣ (19:20) (18:14) (18:14)

1:17:40129

ｶｽﾐ ｹﾝｲﾁ

滋賀

(04:01)

102 横井　敬一 0:18:13 0:37:10 0:55:22 1:13:45

天白川走友会 (18:57) (18:12) (18:23)

1:17:53152

ﾖｺｲ ｹｲｲﾁ

愛知

(04:08)

103 尾崎　良輔 0:18:02 0:36:24 0:54:58 1:14:00

あいち健康の森走遊会 (18:22) (18:34) (19:02)

1:18:13187

ｵｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

愛知

(04:13)

104 杉本　芳規 0:15:20 0:34:30 0:54:53 1:14:13

愛知製鋼 (19:10) (20:23) (19:20)

1:18:1458

ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

愛知

(04:01)

105 武田　常義 0:18:10 0:36:53 0:55:47 1:14:27

びわこランナーズ (18:43) (18:54) (18:40)

1:18:17167

ﾀｹﾀﾞ ﾂﾈﾖｼ

滋賀

(03:50)

106 本多　滋明 0:18:21 0:37:07 0:55:39 1:14:15

愛知陸協 (18:46) (18:32) (18:36)

1:18:18145

ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ

愛知

(04:03)

107 高須　隆一 0:18:02 0:36:36 0:55:27 1:14:24

天白川走友会 (18:34) (18:51) (18:57)

1:18:34156

ﾀｶｽ ﾘｭｳｲﾁ

愛知

(04:10)

108 筒井　啓安 0:18:53 0:37:42 0:56:08 1:14:45

中部電力名古屋 (18:49) (18:26) (18:37)

1:18:38414

ﾂﾂｲ ﾉﾘﾔｽ

愛知

(03:53)

109 山下　茂司 0:18:47 0:37:43 0:56:13 1:14:47

小牧でんでんむし (18:56) (18:30) (18:34)

1:18:40175

ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｼ

愛知

(03:53)

110 寺島　俊和 0:18:35 0:37:11 0:56:00 1:14:45

三重大学医学部 (18:36) (18:49) (18:45)

1:18:41195

ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｶｽﾞ

三重

(03:56)

111 宇山　賢二 0:18:35 0:37:21 0:56:12 1:14:49

館倶楽部 (18:46) (18:51) (18:37)

1:18:48170

ｳﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

愛知

(03:59)

112 岡田　庄平 0:17:06 0:35:04 0:53:41 1:14:09

ＴＴランナーズ (17:58) (18:37) (20:28)

1:18:49118

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

愛知

(04:40)

113 山口　幸三 0:18:35 0:37:12 0:55:46 1:14:43

愛知陸協 (18:37) (18:34) (18:57)

1:18:56176

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｿﾞｳ

愛知

(04:13)

114 鈴木　克彦 0:18:52 0:37:55 0:56:42 1:15:15

庄内ＲＴ (19:03) (18:47) (18:33)

1:19:12192

ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ

愛知

(03:57)

115 片岡　繁雄 0:18:49 0:38:01 0:56:55 1:15:34

名古屋市消防局 (19:12) (18:54) (18:39)

1:19:34186

ｶﾀｵｶ ｼｹﾞｵ

愛知

(04:00)

116 近藤　大介 0:17:01 0:36:03 0:55:45 1:15:20

関東ＲＣ (19:02) (19:42) (19:35)

1:19:34146

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

東京

(04:14)

117 中山　史信 0:19:11 0:38:17 0:57:17 1:15:42

愛教大クラブ名古屋 (19:06) (19:00) (18:25)

1:19:41188

ﾅｶﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ

愛知

(03:59)

118 西村　丈治 0:18:35 0:37:52 0:56:51 1:15:42

ｅＡ愛知 (19:17) (18:59) (18:51)

1:19:43174

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ

愛知

(04:01)

119 中嶋　博之 0:19:04 0:38:21 0:57:13 1:16:00

三菱重工冷熱 (19:17) (18:52) (18:47)

1:19:59372

ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(03:59)

120 泉川　拓 0:17:06 0:36:49 0:56:46 1:16:23

ＯＷＬＳ (19:43) (19:57) (19:37)

1:20:18109

ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀｸ

愛知

(03:55)

121 井上　盛運 0:18:40 0:37:32 0:56:07 1:15:45

碧ＡＣ (18:52) (18:35) (19:38)

1:20:19161

ｲﾉｳｴ ﾓﾘﾕｷ

愛知

(04:34)

122 平松　弘之 0:18:06 0:37:25 0:56:37 1:16:03

ＴＴランナーズ (19:19) (19:12) (19:26)

1:20:26150

ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(04:23)

123 杉浦　正二 0:18:59 0:38:13 0:57:18 1:16:18

岡崎クラブ (19:14) (19:05) (19:00)

1:20:28228

ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｼﾞ

愛知

(04:10)

124 増馬　俊之 0:18:48 0:38:01 0:56:59 1:16:15

京都ランナーズ (19:13) (18:58) (19:16)

1:20:28181

ﾏｽｳﾏ ﾄｼﾕｷ

京都

(04:13)

125 別所　信博 0:18:51 0:38:13 0:57:24 1:16:33

ウイニングラン (19:22) (19:11) (19:09)

1:20:39184

ﾍﾞｯｼｮ ﾉﾌﾞﾋﾛ

三重

(04:06)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page6

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

126 光村　泰宏 0:19:00 0:38:23 0:57:35 1:16:34

チームすー (19:23) (19:12) (18:59)

1:20:42180

ﾐﾂﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

愛知

(04:08)

127 髙須　康司 0:18:43 0:37:57 0:56:52 1:16:39

ＴＥＡＭ　ＫＡＫＥＲＵ (19:14) (18:55) (19:47)

1:20:46203

ﾀｶｽ ｺｳｼﾞ

愛知

(04:07)

128 脇　健太 0:17:55 0:36:35 0:55:40 1:16:21

ＮＴＲＣ (18:40) (19:05) (20:41)

1:21:09142

ﾜｷ ｹﾝﾀ

三重

(04:48)

129 沖田　誠実 0:18:05 0:36:58 0:57:13 1:17:01

三菱重工走友会 (18:53) (20:15) (19:48)

1:21:16148

ｵｷﾀ ﾏｻﾐ

愛知

(04:15)

130 冨田　博司 0:19:41 0:39:06 0:58:15 1:17:15

愛知陸協 (19:25) (19:09) (19:00)

1:21:17395

ﾄﾐﾀ ﾋﾛｼ

愛知

(04:02)

131 林　直孝 0:18:35 0:38:08 0:57:30 1:17:22

館倶楽部 (19:33) (19:22) (19:52)

1:21:25183

ﾊﾔｼ ﾅｵﾀｶ

愛知

(04:03)

132 日比野　啓一 0:19:33 0:39:12 0:58:42 1:17:24

愛知県庁クラブ (19:39) (19:30) (18:42)

1:21:29185

ﾋﾋﾞﾉ ｹｲｲﾁ

愛知

(04:05)

133 豆谷　幸弘 0:18:59 0:38:22 0:57:41 1:17:11

中部電力岡崎 (19:23) (19:19) (19:30)

1:21:33208

ﾏﾒﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ

愛知

(04:22)

134 水草　武久 0:19:00 0:38:21 0:57:45 1:17:16

庄内ＲＴ (19:21) (19:24) (19:31)

1:21:35202

ﾐｽﾞｸｻ ﾀｹﾋｻ

愛知

(04:19)

135 川合　智也 0:17:14 0:35:25 0:54:51 1:17:01

ＴＥＡＭ　ＫＡＫＥＲＵ (18:11) (19:26) (22:10)

1:21:38122

ｶﾜｲ ﾄﾓﾔ

愛知

(04:37)

136 三木　梢平 0:19:22 0:39:06 0:58:16 1:17:28

パナホーム (19:44) (19:10) (19:12)

1:21:46405

ﾐｷ ｼｮｳﾍｲ

滋賀

(04:18)

137 大野　英星 0:18:06 0:37:12 0:56:19 1:17:08

大阪陸協 (19:06) (19:07) (20:49)

1:21:46136

ｵｵﾉ ｴｲｾｲ

大阪

(04:38)

138 嶋崎　繁 0:18:47 0:38:12 0:57:40 1:17:44

千葉陸協 (19:25) (19:28) (20:04)

1:21:47140

ｼﾏｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ

千葉

(04:03)

139 伊藤　直樹 0:19:37 0:39:23 0:58:50 1:17:56

あいち健康の森走遊会 (19:46) (19:27) (19:06)

1:22:00211

ｲﾄｳ ﾅｵｷ

愛知

(04:04)

140 松井　正仁 0:18:56 0:38:22 0:58:09 1:17:49

ｅＡ愛知 (19:26) (19:47) (19:40)

1:22:13201

ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾄ

愛知

(04:24)

141 中村　勝也 0:19:00 0:38:44 0:58:35 1:18:07

四日市Ｔ＆ＦＣ (19:44) (19:51) (19:32)

1:22:14217

ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ

三重

(04:07)

142 渡邉　勇作 0:18:50 0:38:13 0:58:02 1:18:13

兄弟駅伝部 (19:23) (19:49) (20:11)

1:22:16415

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ

愛知

(04:03)

143 佐野　俊介 0:19:31 0:39:16 0:58:51 1:18:11

静岡陸協 (19:45) (19:35) (19:20)

1:22:19243

ｻﾉ ｼｭﾝｽｹ

静岡

(04:08)

144 竹花　春樹 0:19:59 0:39:25 0:58:46 1:18:12

東京陸協 (19:26) (19:21) (19:26)

1:22:29269

ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｷ

東京

(04:17)

145 小島　利浩 0:18:32 0:38:51 0:58:59 1:18:24

愛知陸協 (20:19) (20:08) (19:25)

1:22:45205

ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ

愛知

(04:21)

146 青木　繁 0:18:45 0:38:27 0:58:26 1:18:27

ＴＳＲ愛知 (19:42) (19:59) (20:01)

1:22:50213

ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ

愛知

(04:23)

147 青木　敏宏 0:19:48 0:39:52 0:59:45 1:18:54

チームスマイル (20:04) (19:53) (19:09)

1:22:55196

ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ

岐阜

(04:01)

148 諏訪　達也 0:18:59 0:38:22 0:57:55 1:18:23

ｅＡ愛知 (19:23) (19:33) (20:28)

1:22:57215

ｽﾜ ﾀﾂﾔ

愛知

(04:34)

149 大室　朗 0:19:00 0:38:22 0:57:47 1:18:30

三秀羊蹄クラブ (19:22) (19:25) (20:43)

1:22:59227

ｵｵﾑﾛ ｱｷﾗ

大阪

(04:29)

150 日比野　哲也 0:19:49 0:39:43 0:59:23 1:18:53

中部電力名古屋 (19:54) (19:40) (19:30)

1:23:09280

ﾋﾋﾞﾉ ﾃﾂﾔ

愛知

(04:16)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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記録主任：名倉　喜三郎
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【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page7

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

151 宮嶋　宏順 0:19:58 0:40:04 1:00:06 1:19:15

名古屋市役所走友会 (20:06) (20:02) (19:09)

1:23:21413

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(04:06)

152 有川　達郎 0:19:43 0:39:41 0:59:33 1:19:07

三重陸協 (19:58) (19:52) (19:34)

1:23:26226

ｱﾘｶﾜ ﾀﾂﾛｳ

三重

(04:19)

153 小田　立之 0:18:35 0:37:39 0:56:54 1:18:20

セカンドウィンドＡＣ (19:04) (19:15) (21:26)

1:23:31410

ｵﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ

東京

(05:11)

154 澤　拓斗 0:19:17 0:38:16 0:57:25 1:18:34

パナホーム (18:59) (19:09) (21:09)

1:23:33404

ｻﾜ ﾀｸﾄ

滋賀

(04:59)

155 佐伯　崇洋 0:19:46 0:39:42 0:59:44 1:19:19

名古屋市消防局 (19:56) (20:02) (19:35)

1:23:36251

ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ

愛知

(04:17)

156 山田　一政 0:19:52 0:40:06 0:59:55 1:19:31

岡崎クラブ (20:14) (19:49) (19:36)

1:23:52254

ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ

愛知

(04:21)

157 岩田　眞治 0:19:33 0:39:17 0:59:14 1:19:36

愛知県庁クラブ (19:44) (19:57) (20:22)

1:23:54236

ｲﾜﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知

(04:18)

158 山田　浩司 0:20:07 0:40:02 1:00:00 1:19:50

トヨタスポーツマンクラブ (19:55) (19:58) (19:50)

1:24:02408

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

愛知

(04:12)

159 市川　洋 0:19:48 0:39:42 0:59:43 1:19:43

セカンドウインド (19:54) (20:01) (20:00)

1:24:07253

ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ

愛知

(04:24)

160 阿部　靖 0:19:02 0:40:06 0:59:44 1:19:46

横浜市陸協 (21:04) (19:38) (20:02)

1:24:09391

ｱﾍﾞ ﾔｽｼ

神奈川

(04:23)

161 鈴木　達矢 0:19:01 0:38:45 0:59:58 1:19:52

大阪大学駅伝同好会 (19:44) (21:13) (19:54)

1:24:09380

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

大阪

(04:17)

162 池田　光邦 0:19:01 0:39:03 0:59:05 1:19:53

愛知陸協 (20:02) (20:02) (20:48)

1:24:12221

ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｸﾆ

愛知

(04:19)

163 伊藤　耕 0:19:21 0:39:28 0:59:34 1:20:00

ＲＬＴＣ (20:07) (20:06) (20:26)

1:24:13207

ｲﾄｳ ｺｳ

愛知

(04:13)

164 駒木　博之 0:19:25 0:39:35 0:59:57 1:19:52

ｅＡ愛知 (20:10) (20:22) (19:55)

1:24:13382

ｺﾏｷ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(04:21)

165 杉山　達人 0:19:45 0:39:57 1:00:07 1:20:02

トライアスロンチームＺＥＥＤ (20:12) (20:10) (19:55)

1:24:18250

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋﾄ

愛知

(04:16)

166 松谷　哲郎 0:19:39 0:40:08 1:00:24 1:20:16

兄弟駅伝部 (20:29) (20:16) (19:52)

1:24:22216

ﾏﾂﾀﾆ ﾃﾂﾛｳ

愛知

(04:06)

167 椛　教吉 0:19:01 0:38:40 0:58:48 1:20:11

Ｈｏｎｄａ－ＲＣ (19:39) (20:08) (21:23)

1:24:23209

ｶﾝﾊﾞ ﾀｶﾖｼ

静岡

(04:12)

168 木村　昌盛 0:19:51 0:40:06 1:00:10 1:20:08

ＦＲＵＮ (20:15) (20:04) (19:58)

1:24:24248

ｷﾑﾗ ﾏｻﾓﾘ

大阪

(04:16)

169 伊藤　拓郎 0:19:45 0:39:56 1:00:10 1:20:13

愛知陸協 (20:11) (20:14) (20:03)

1:24:28204

ｲﾄｳ ﾀｸﾛｳ

愛知

(04:15)

170 前田　敏秀 0:20:23 0:40:41 1:00:35 1:20:25

滋賀陸協 (20:18) (19:54) (19:50)

1:24:30257

ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

滋賀

(04:05)

171 土岡　直樹 0:19:52 0:40:07 0:59:59 1:20:06

ｅＡ愛知 (20:15) (19:52) (20:07)

1:24:36241

ﾂﾁｵｶ ﾅｵｷ

愛知

(04:30)

172 近藤　信男 0:19:45 0:39:42 0:59:44 1:20:15

天白川走友会 (19:57) (20:02) (20:31)

1:24:52229

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ

愛知

(04:37)

173 小川　雄大 0:19:31 0:39:50 0:59:45 1:20:13

三重陸協 (20:19) (19:55) (20:28)

1:24:54225

ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ

三重

(04:41)

174 浅野　清隆 0:19:45 0:39:55 1:00:12 1:20:27

庄内ＲＴ (20:10) (20:17) (20:15)

1:24:57199

ｱｻﾉ ｷﾖﾀｶ

愛知

(04:30)

175 岩田　行弘 0:20:23 0:40:58 1:01:15 1:21:01

愛知陸協 (20:35) (20:17) (19:46)

1:25:07198

ｲﾜﾀ ﾕｷﾋﾛ

愛知

(04:06)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page8

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

176 中嶋　浩二 0:20:10 0:40:47 1:00:55 1:20:54

札幌市陸協 (20:37) (20:08) (19:59)

1:25:09267

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ

北海道

(04:15)

177 森　貞文 0:19:39 0:40:35 1:01:07 1:21:13

愛知陸協 (20:56) (20:32) (20:06)

1:25:16232

ﾓﾘ ｻﾀﾞﾉﾘ

愛知

(04:03)

178 細木　克彦 0:19:47 0:40:06 1:00:03 1:20:45

愛知県庁クラブ (20:19) (19:57) (20:42)

1:25:17200

ｻｲｷ ｶﾂﾋｺ

愛知

(04:32)

179 松井　英之 0:19:39 0:39:56 1:00:10 1:20:47

三菱重工冷熱 (20:17) (20:14) (20:37)

1:25:19240

ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

愛知

(04:32)

180 市川　玄人 0:19:05 0:39:18 0:59:27 1:20:49

三菱重工走友会 (20:13) (20:09) (21:22)

1:25:21218

ｲﾁｶﾜ ｹﾞﾝﾄ

愛知

(04:32)

181 樋口　将基 0:20:26 0:40:55 1:00:53 1:21:03

名城ＡＲＣ (20:29) (19:58) (20:10)

1:25:21295

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ

愛知

(04:18)

182 岩川　太 0:20:02 0:40:36 1:01:00 1:21:12

知多バス (20:34) (20:24) (20:12)

1:25:29219

ｲﾜｶﾜ ﾌﾄｼ

愛知

(04:17)

183 志村　俊人 0:20:34 0:41:27 1:01:36 1:21:16

天白川走友会 (20:53) (20:09) (19:40)

1:25:31190

ｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾄ

愛知

(04:15)

184 吉本　哲郎 0:19:48 0:39:52 1:00:05 1:21:11

奈良Ｔ＆Ｆ (20:04) (20:13) (21:06)

1:25:46255

ﾖｼﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ

奈良

(04:35)

185 駒形　知之 0:19:52 0:40:30 1:00:55 1:21:27

大阪陸協 (20:38) (20:25) (20:32)

1:25:54230

ｺﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ

大阪

(04:27)

186 鈴木　貴雄 0:20:12 0:40:50 1:01:19 1:21:40

安城快足ＡＣ (20:38) (20:29) (20:21)

1:25:55220

ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ

愛知

(04:15)

187 新美　浩史 0:20:25 0:40:58 1:01:13 1:21:47

名古屋支部 (20:33) (20:15) (20:34)

1:26:30283

ﾆｲﾐ ﾋﾛｼ

愛知

(04:43)

188 大林　啓一郎 0:18:36 0:39:39 1:00:01 1:21:49

ＴＴランナーズ (21:03) (20:22) (21:48)

1:26:32172

ｵｵﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ

愛知

(04:43)

189 大庭　雄介 0:19:45 0:40:11 1:00:52 1:21:47

チームすー (20:26) (20:41) (20:55)

1:26:32261

ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ

愛知

(04:45)

190 佐藤　聡 0:19:47 0:39:45 1:00:08 1:21:37

ＮＴＲＣ (19:58) (20:23) (21:29)

1:26:41286

ｻﾄｳ ｻﾄｼ

三重

(05:04)

191 高山　尚久 0:20:42 0:41:41 1:02:00 1:22:27

ｅＡ愛知 (20:59) (20:19) (20:27)

1:26:51279

ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ

愛知

(04:24)

192 田中　博之 0:19:51 0:40:38 1:01:19 1:22:28

庄内ＲＴ (20:47) (20:41) (21:09)

1:26:52246

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(04:24)

193 福見　大地 0:19:45 0:41:20 1:02:27 1:22:27

愛知県庁クラブ (21:35) (21:07) (20:00)

1:26:58223

ﾌｸﾐ ﾀﾞｲﾁ

愛知

(04:31)

194 成田　伸一 0:20:40 0:41:20 1:02:01 1:22:42

ｅＡ愛知 (20:40) (20:41) (20:41)

1:26:59268

ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ

愛知

(04:17)

195 成田　暁穂 0:19:56 0:40:55 1:01:39 1:22:38

天白川走友会 (20:59) (20:44) (20:59)

1:27:07335

ﾅﾘﾀ ｱｷｵ

愛知

(04:29)

196 山口　直洋 0:19:51 0:40:08 1:01:12 1:22:41

中部電力岡崎 (20:17) (21:04) (21:29)

1:27:17242

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ

愛知

(04:36)

197 瀬古　敦宏 0:20:43 0:41:54 1:02:28 1:23:00

香川ＲＣ遊 (21:11) (20:34) (20:32)

1:27:20233

ｾｺ ｱﾂﾋﾛ

香川

(04:20)

198 日面　彰一 0:19:13 0:39:51 1:00:36 1:22:46

庄内ＲＴ (20:38) (20:45) (22:10)

1:27:40212

ﾋｵﾓ ｼｮｳｲﾁ

愛知

(04:54)

199 村上　泰広 0:21:04 0:42:06 1:02:32 1:23:11

名城ＡＲＣ (21:02) (20:26) (20:39)

1:27:42260

ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾋﾛ

愛知

(04:31)

200 奥村　栄治 0:20:44 0:41:49 1:02:37 1:23:25

あいち健康の森走遊会 (21:05) (20:48) (20:48)

1:27:51313

ｵｸﾑﾗ ｴｲｼﾞ

愛知

(04:26)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page9

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

201 石川　清明 0:20:48 0:41:57 1:02:48 1:23:23

あいち健康の森走遊会 (21:09) (20:51) (20:35)

1:27:52298

ｲｼｶﾜ ｷﾖｱｷ

愛知

(04:29)

202 河原　善高 0:20:49 0:41:54 1:02:47 1:23:24

菊里クラブ (21:05) (20:53) (20:37)

1:27:53284

ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾀｶ

愛知

(04:29)

203 堀田　治彦 0:21:13 0:42:19 1:02:57 1:23:25

ｅＡ三重 (21:06) (20:38) (20:28)

1:27:55270

ﾎｯﾀ ﾊﾙﾋｺ

三重

(04:30)

204 山田　裕康 0:20:39 0:41:46 1:02:29 1:23:31

ｅＡ愛知 (21:07) (20:43) (21:02)

1:27:55383

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

愛知

(04:24)

205 渡邉　和義 0:19:11 0:40:47 1:00:26 1:22:52

にっとＴＦＣ (21:36) (19:39) (22:26)

1:27:58224

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ

愛知

(05:06)

206 梶野　仁詞 0:20:26 0:41:09 1:02:14 1:23:25

庄内ＲＴ (20:43) (21:05) (21:11)

1:28:03282

ｶｼﾞﾉ ﾋﾄｼ

愛知

(04:38)

207 荒木　正巳 0:20:29 0:41:30 1:02:49 1:23:33

中部電力岡崎 (21:01) (21:19) (20:44)

1:28:05194

ｱﾗｷ ﾏｻﾐ

愛知

(04:32)

208 松井　茂樹 0:21:18 0:42:36 1:03:28 1:23:52

愛知陸協 (21:18) (20:52) (20:24)

1:28:18290

ﾏﾂｲ ｼｹｷ

愛知

(04:26)

209 松原　豊 0:19:32 0:39:51 1:00:29 1:22:48

神崎川ＲＲ (20:19) (20:38) (22:19)

1:28:18245

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾀｶ

大阪

(05:30)

210 杉野　雄一 0:19:43 0:40:13 1:01:22 1:23:33

海津市役所 (20:30) (21:09) (22:11)

1:28:23297

ｽｷﾞﾉ ﾕｳｲﾁ

岐阜

(04:50)

211 椎野　直高 0:20:50 0:41:51 1:02:53 1:23:51

大阪エフォートＡＣ (21:01) (21:02) (20:58)

1:28:28262

ｼｲﾉ ﾅｵﾀｶ

大阪

(04:37)

212 安部　秋司 0:20:36 0:42:02 1:03:03 1:23:56

愛知陸協 (21:26) (21:01) (20:53)

1:28:29249

ｱﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ

愛知

(04:33)

213 石井　正樹 0:19:46 0:40:46 1:02:36 1:24:14

愛知陸協 (21:00) (21:50) (21:38)

1:28:38193

ｲｼｲ ﾏｻｷ

愛知

(04:24)

214 面屋　昌樹 0:20:53 0:41:46 1:03:08 1:24:35

庄内ＲＴ (20:53) (21:22) (21:27)

1:28:47272

ｵﾓﾔ ﾏｻｷ

愛知

(04:12)

215 平松　敬人 0:20:49 0:42:22 1:03:35 1:24:18

あいち健康の森走遊会 (21:33) (21:13) (20:43)

1:28:48256

ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶﾋﾄ

愛知

(04:30)

216 山中　晋太郎 0:20:00 0:41:30 1:02:40 1:24:15

あいち健康の森走遊会 (21:30) (21:10) (21:35)

1:28:48252

ﾔﾏﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ

愛知

(04:33)

217 三栗谷　理 0:20:02 0:41:25 1:02:38 1:24:08

三菱重工冷熱 (21:23) (21:13) (21:30)

1:28:51278

ﾐｸﾘﾔ ｻﾄﾙ

愛知

(04:43)

218 縣　定静 0:20:53 0:41:58 1:03:01 1:24:23

愛知陸協 (21:05) (21:03) (21:22)

1:28:55259

ｱｶﾞﾀ ｻﾀﾞﾔｽ

愛知

(04:32)

219 濱田　省吾 0:21:02 0:42:18 1:03:14 1:24:25

岡崎クラブ (21:16) (20:56) (21:11)

1:28:57306

ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

愛知

(04:32)

220 藤田　義夫 0:20:27 0:41:31 1:02:35 1:24:35

ｅＡ愛知 (21:04) (21:04) (22:00)

1:29:03214

ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｵ

愛知

(04:28)

221 丹羽　一幸 0:21:19 0:42:39 1:03:33 1:24:32

菊里クラブ (21:20) (20:54) (20:59)

1:29:03394

ﾆﾜ ｶｽﾞﾕｷ

愛知

(04:31)

222 織田　茂久 0:20:38 0:41:35 1:02:23 1:24:10

ＴＥＡＭ　ＫＡＫＥＲＵ (20:57) (20:48) (21:47)

1:29:05271

ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾋｻ

愛知

(04:55)

223 冨田　雅義 0:20:20 0:41:46 1:02:52 1:24:31

庄内ＲＴ (21:26) (21:06) (21:39)

1:29:10310

ﾄﾐﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

愛知

(04:39)

224 前田　一範 0:20:42 0:42:01 1:03:25 1:24:46

セカンドウインドＡＣ (21:19) (21:24) (21:21)

1:29:16289

ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

東京

(04:30)

225 藤田　勝美 0:21:01 0:42:00 1:03:10 1:24:42

あいち健康の森走遊会 (20:59) (21:10) (21:32)

1:29:18350

ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾐ

愛知

(04:36)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page10

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

226 渡部　弘 0:21:12 0:42:33 1:03:41 1:24:42

天白川走友会 (21:21) (21:08) (21:01)

1:29:18292

ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｼ

愛知

(04:36)

227 新山　努 0:21:07 0:42:31 1:03:17 1:24:41

ＲＬＴＣ (21:24) (20:46) (21:24)

1:29:23293

ﾆｲﾔﾏ ﾂﾄﾑ

愛知

(04:42)

228 兼松　尊信 0:21:17 0:42:34 1:03:53 1:24:51

名城ＡＲＣ (21:17) (21:19) (20:58)

1:29:27314

ｶﾈﾏﾂ ﾀｶﾉﾌﾞ

愛知

(04:36)

229 山口　英郎 0:20:23 0:41:42 1:03:02 1:24:43

三重県庁ＡＣ (21:19) (21:20) (21:41)

1:29:33238

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ

三重

(04:50)

230 森　勲 0:20:33 0:41:42 1:03:09 1:24:46

愛知陸協 (21:09) (21:27) (21:37)

1:29:33301

ﾓﾘ ｲｻｵ

愛知

(04:47)

231 近藤　伸一 0:21:18 0:42:32 1:03:27 1:24:58

ｅＡ愛知 (21:14) (20:55) (21:31)

1:29:34385

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ

愛知

(04:36)

232 臼井　伸夫 0:21:17 0:42:50 1:04:22 1:25:13

あいち健康の森走遊会 (21:33) (21:32) (20:51)

1:29:38274

ｳｽｲ ﾉﾌﾞｵ

愛知

(04:25)

233 荒木　広誠 0:20:10 0:41:36 1:02:50 1:24:59

三菱重工冷熱 (21:26) (21:14) (22:09)

1:29:42396

ｱﾗｷ ｺｳｾｲ

愛知

(04:43)

234 髙林　透 0:20:49 0:42:33 1:03:57 1:25:14

静岡陸協 (21:44) (21:24) (21:17)

1:29:47276

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

静岡

(04:33)

235 藤田　豪 0:21:06 0:42:37 1:03:54 1:25:16

菊里クラブ (21:31) (21:17) (21:22)

1:29:47300

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ

愛知

(04:31)

236 浅井　陽平 0:21:42 0:43:10 1:04:18 1:25:32

名城ＡＲＣ (21:28) (21:08) (21:14)

1:29:54349

ｱｻｲ ﾖｳﾍｲ

愛知

(04:22)

237 鎌田　浩之 0:21:42 0:43:24 1:04:47 1:25:38

ｅＡ愛知 (21:42) (21:23) (20:51)

1:29:57384

ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(04:19)

238 松宮　賢人 0:20:42 0:41:22 1:02:50 1:25:21

パナホーム (20:40) (21:28) (22:31)

1:30:15406

ﾏﾂﾐﾔ ｹﾝﾄ

滋賀

(04:54)

239 髙橋　正彦 0:20:46 0:42:30 1:04:26 1:25:47

東京陸協 (21:44) (21:56) (21:21)

1:30:23287

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ

東京

(04:36)

240 金子　智隆 0:21:20 0:42:35 1:03:34 1:25:36

あいち健康の森走遊会 (21:15) (20:59) (22:02)

1:30:26309

ｶﾈｺ ﾄﾓﾀｶ

愛知

(04:50)

241 有藤　英志 0:21:08 0:42:41 1:04:27 1:25:52

愛知陸協 (21:33) (21:46) (21:25)

1:30:40296

ｳﾄｳ ｴｲｼ

愛知

(04:48)

242 岸田　貴久 0:20:48 0:43:00 1:04:39 1:26:11

神戸市陸協 (22:12) (21:39) (21:32)

1:30:46277

ｷｼﾀﾞ ﾀｶﾋｻ

兵庫

(04:35)

243 野末　洋 0:20:33 0:42:02 1:03:28 1:26:06

庄内ＲＴ (21:29) (21:26) (22:38)

1:30:48281

ﾉｽﾞｴ ﾋﾛｼ

愛知

(04:42)

244 高橋　俊介 0:21:13 0:42:50 1:04:37 1:26:15

セカンドウインドＡＣ (21:37) (21:47) (21:38)

1:30:53291

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ

東京

(04:38)

245 伊奈　和徳 0:21:07 0:42:40 1:04:32 1:26:17

ＩＮＡＸ (21:33) (21:52) (21:45)

1:30:53307

ｲﾅ ｶｽﾞﾉﾘ

愛知

(04:36)

246 平川　伸一 0:21:16 0:42:38 1:04:35 1:26:26

東京陸協 (21:22) (21:57) (21:51)

1:31:10328

ﾋﾗｶﾜ ｼﾝｲﾁ

東京

(04:44)

247 藤原　弘章 0:21:59 0:44:24 1:05:50 1:26:41

ＵＲＣ (22:25) (21:26) (20:51)

1:31:11329

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ

北海道

(04:30)

248 鈴木　雅博 0:21:34 0:43:19 1:04:37 1:26:15

蒲郡クラブ (21:45) (21:18) (21:38)

1:31:18303

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

愛知

(05:03)

249 加藤　健 0:21:27 0:43:21 1:04:58 1:26:39

三重陸協 (21:54) (21:37) (21:41)

1:31:27258

ｶﾄｳ ｹﾝ

三重

(04:48)

250 茶谷　聡 0:21:03 0:42:38 1:04:41 1:26:47

愛知陸協 (21:35) (22:03) (22:06)

1:31:28244

ﾁｬﾀﾆ ｻﾄﾙ

愛知

(04:41)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:05Page11

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

251 高柳　年宏 0:21:41 0:43:31 1:05:14 1:27:01

中部電力岡崎 (21:50) (21:43) (21:47)

1:31:30373

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾋﾛ

愛知

(04:29)

252 伊藤　賢一 0:20:22 0:41:50 1:03:47 1:26:30

豊田合成 (21:28) (21:57) (22:43)

1:31:41375

ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

愛知

(05:11)

253 植田　真樹 0:20:46 0:42:39 1:04:46 1:26:54

セカンドウインドＡＣ (21:53) (22:07) (22:08)

1:31:45324

ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ

東京

(04:51)

254 小久江　昭仁 0:20:52 0:41:58 1:03:15 1:26:25

碧ＡＣ (21:06) (21:17) (23:10)

1:31:51206

ｺｸｴ ｱｷﾋﾄ

愛知

(05:26)

255 富永　富士夫 0:21:35 0:43:24 1:05:23 1:27:09

天白川走友会 (21:49) (21:59) (21:46)

1:31:56305

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾌｼﾞｵ

愛知

(04:47)

256 太田　勝則 0:21:44 0:43:54 1:05:55 1:27:24

セカンドウインド (22:10) (22:01) (21:29)

1:31:58323

ｵｵﾀ ｶﾂﾉﾘ

愛知

(04:34)

257 後藤　健二 0:17:14 0:37:33 1:01:38 1:26:41

名古屋市役所走友会 (20:19) (24:05) (25:03)

1:32:03126

ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ

愛知

(05:22)

258 大森　久紀 0:21:54 0:44:03 1:05:47 1:27:25

チームすー (22:09) (21:44) (21:38)

1:32:13308

ｵｵﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ

愛知

(04:48)

259 三浦　雅季 0:22:13 0:44:23 1:05:58 1:27:27

密柑山 (22:10) (21:35) (21:29)

1:32:18264

ﾐｳﾗ ﾏｻｷ

愛知

(04:51)

260 伊佐治　泰己 0:21:42 0:43:28 1:05:11 1:27:29

愛知医科大学 (21:46) (21:43) (22:18)

1:32:23399

ｲｻｼﾞ ﾀｲｷ

愛知

(04:54)

261 八幡　正勝 0:21:11 0:43:35 1:05:33 1:27:53

茅ヶ崎市役所 (22:24) (21:58) (22:20)

1:32:43294

ﾔﾊﾀ ﾏｻｶﾂ

神奈川

(04:50)

262 堀　雅浩 0:20:44 0:42:39 1:05:43 1:28:11

ブルーミング (21:55) (23:04) (22:28)

1:32:44288

ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ

京都

(04:33)

263 安本　太一 0:21:18 0:43:43 1:05:54 1:28:14

愛知陸協 (22:25) (22:11) (22:20)

1:32:45273

ﾔｽﾓﾄ ﾀｲﾁ

愛知

(04:31)

264 森川　晋司 0:20:42 0:42:23 1:04:16 1:27:37

東京陸協 (21:41) (21:53) (23:21)

1:32:48312

ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｼﾞ

東京

(05:11)

265 林　俊孝 0:22:26 0:45:12 1:06:57 1:28:24

ｅＡ愛知 (22:46) (21:45) (21:27)

1:32:51311

ﾊﾔｼ　ﾄｼﾀｶ

愛知

(04:27)

266 大野　順一 0:19:59 0:41:53 1:04:24 1:28:02

東海理化 (21:54) (22:31) (23:38)

1:32:58353

ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

愛知

(04:56)

267 長谷川　雅人 0:20:49 0:42:01 1:04:23 1:28:01

千葉陸協 (21:12) (22:22) (23:38)

1:33:00265

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

千葉

(04:59)

268 水越　勇也 0:20:46 0:43:51 1:06:02 1:28:22

天白川走友会 (23:05) (22:11) (22:20)

1:33:05151

ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾔ

愛知

(04:43)

269 中條　金平 0:21:42 0:43:51 1:06:04 1:28:24

天白川走友会 (22:09) (22:13) (22:20)

1:33:08321

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｶﾈﾋﾗ

愛知

(04:44)

270 小西　只剛 0:21:52 0:44:26 1:06:52 1:29:06

天白川走友会 (22:34) (22:26) (22:14)

1:34:00327

ｺﾆｼ ﾀﾀﾞﾖｼ

愛知

(04:54)

271 長崎　公彦 0:22:17 0:44:36 1:06:33 1:29:20

愛知医科大学 (22:19) (21:57) (22:47)

1:34:13401

ﾅｶﾞｻｷ ｷﾐﾋｺ

愛知

(04:53)

272 伊藤　章義 0:22:13 0:45:13 1:07:31 1:29:48

セカンドウィンド (23:00) (22:18) (22:17)

1:34:15285

ｲﾄｳ ｱｷﾖｼ

愛知

(04:27)

273 掛布　顕一朗 0:23:10 0:46:23 1:08:19 1:29:40

ｅＡ兵庫 (23:13) (21:56) (21:21)

1:34:16352

ｶｹﾌ ｹﾝｲﾁﾛｳ

兵庫

(04:36)

274 加賀　洋一 0:21:58 0:44:38 1:07:01 1:29:49

天白川走友会 (22:40) (22:23) (22:48)

1:34:36374

ｶｶﾞ ﾖｳｲﾁ

愛知

(04:47)

275 加藤　武司 0:21:41 0:43:56 1:07:18 1:30:26

長岡市陸協 (22:15) (23:22) (23:08)

1:35:09299

ｶﾄｳ ﾀｹｼ

新潟

(04:43)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:06Page12

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

276 加藤　朝康 0:21:34 0:43:33 1:06:05 1:29:57

チームすー (21:59) (22:32) (23:52)

1:35:12322

ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ

愛知

(05:15)

277 松尾　浩隆 0:22:32 0:45:13 1:07:36 1:30:07

東京陸協 (22:41) (22:23) (22:31)

1:35:16332

ﾏﾂｵ ﾋﾛﾀｶ

東京

(05:09)

278 後藤　弘一 0:22:52 0:45:14 1:07:40 1:30:25

菊里クラブ (22:22) (22:26) (22:45)

1:35:30318

ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ

愛知

(05:05)

279 後藤　伸一 0:22:25 0:45:24 1:07:57 1:30:30

ｅＡ愛知 (22:59) (22:33) (22:33)

1:35:43377

ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ

愛知

(05:13)

280 横田　有弘 0:21:33 0:44:08 1:06:38 1:30:23

泉大津ＡＣ (22:35) (22:30) (23:45)

1:35:52239

ﾖｺﾀ ｱﾘﾋﾛ

大阪

(05:29)

281 原田　秀治 0:22:40 0:45:31 1:08:06 1:30:56

桂新堂ランニングクラブ (22:51) (22:35) (22:50)

1:36:00337

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ

愛知

(05:04)

282 渡辺　保彦 0:23:01 0:46:15 1:08:56 1:31:25

ｅＡ愛知 (23:14) (22:41) (22:29)

1:36:21386

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋｺ

愛知

(04:56)

283 秋吉　伸二 0:22:58 0:46:12 1:09:13 1:31:53

三重陸協 (23:14) (23:01) (22:40)

1:36:46319

ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ

三重

(04:53)

284 平野　裕司 0:21:57 0:44:54 1:08:14 1:31:45

天白川走友会 (22:57) (23:20) (23:31)

1:36:48231

ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞ

愛知

(05:03)

285 田村　正隆 0:22:11 0:44:39 1:06:59 1:31:19

愛知医科大学 (22:28) (22:20) (24:20)

1:36:58400

ﾀﾑﾗ ﾏｻﾀｶ

愛知

(05:39)

286 武下　彰宏 0:23:01 0:46:16 1:09:14 1:32:21

ＦＲＵＮ (23:15) (22:58) (23:07)

1:37:21342

ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ

大阪

(05:00)

287 森　信二郎 0:21:02 0:43:57 1:07:31 1:32:21

ニッポンランナーズ (22:55) (23:34) (24:50)

1:37:25330

ﾓﾘ ｼﾝｼﾞﾛｳ

千葉　

(05:04)

288 舩戸　一弘 0:23:05 0:46:02 1:09:36 1:32:31

ｅＡ愛知 (22:57) (23:34) (22:55)

1:37:29379

ﾌﾅﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

愛知

(04:58)

289 亀井　智貴 0:22:12 0:45:33 1:09:01 1:32:21

ＭＹ☆ＳＴＡＲ (23:21) (23:28) (23:20)

1:37:31343

ｶﾒｲ ﾄﾓﾀｶ

東京

(05:10)

290 福井　靖夫 0:23:06 0:46:58 1:10:11 1:32:51

脚膝倶楽部 (23:52) (23:13) (22:40)

1:37:46317

ﾌｸｲ ﾔｽｵ

福岡

(04:55)

291 横山　宣祥 0:22:55 0:46:06 1:09:43 1:33:29

天白川走友会 (23:11) (23:37) (23:46)

1:38:18387

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ

愛知

(04:49)

292 森　智基 0:22:54 0:46:18 1:09:33 1:33:12

静岡陸協 (23:24) (23:15) (23:39)

1:38:25326

ﾓﾘ ﾄﾓｷ

静岡

(05:13)

293 尾崎　健次 0:23:02 0:46:34 1:09:56 1:33:50

ｅＡ愛知 (23:32) (23:22) (23:54)

1:38:53304

ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ

愛知

(05:03)

294 岡　佑典 0:23:20 0:47:25 1:10:24 1:33:49

愛知医科大学 (24:05) (22:59) (23:25)

1:38:58402

ｵｶ ﾕｳｽｹ

愛知

(05:09)

295 岩本　勝 0:24:13 0:48:16 1:11:49 1:34:16

安城スポーツマンクラブ (24:03) (23:33) (22:27)

1:39:09376

ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾙ

愛知

(04:53)

296 丸山　智由 0:23:12 0:47:04 1:10:38 1:34:34

サムズ・アップ (23:52) (23:34) (23:56)

1:39:44354

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

神奈川

(05:10)

297 田中　信行 0:23:49 0:48:04 1:11:59 1:35:04

大阪陸協 (24:15) (23:55) (23:05)

1:39:50336

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

大阪

(04:46)

298 竹内　弘行 0:23:17 0:47:10 1:10:48 1:34:53

愛知県庁クラブ (23:53) (23:38) (24:05)

1:39:55345

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

愛知

(05:02)

299 河田　学 0:22:44 0:46:42 1:10:48 1:35:46

三菱重工走友会 (23:58) (24:06) (24:58)

1:40:55338

ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

愛知

(05:09)

300 小木曽　房男 0:23:24 0:47:30 1:11:44 1:37:01

愛知県庁クラブ (24:06) (24:14) (25:17)

1:42:26360

ｺｷﾞｿ ﾌｻｵ

愛知

(05:25)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：柴田　和秀

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認男子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　  58:55　H ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ
日本記録　1:00:25　佐藤　敦之
大会記録　  59:50　N ｹﾞﾃﾞｨｵﾝ 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:25:06Page13

（広島・中国電力） 　　　07.10.14
（ETH・ｴﾁｵﾋﾟｱ）　　　　  06.01.15

（東京・日清食品）　　　 10.11.23

総　務　：外山　幸男

301 宮原　清志 0:24:26 0:49:15 1:13:34 1:37:18

セカンドウィンドＡＣ (24:49) (24:19) (23:44)

1:42:28361

ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ

東京

(05:10)

302 浅野　定逸 0:23:27 0:48:11 1:12:49 1:37:23

チームすー (24:44) (24:38) (24:34)

1:42:40339

ｱｻﾉ ｻﾀﾞｲﾂ

愛知

(05:17)

303 高木　久治 0:23:23 0:47:45 1:12:21 1:37:25

安城快足ＡＣ (24:22) (24:36) (25:04)

1:43:00348

ﾀｶｷﾞ ﾋｻｼﾞ

愛知

(05:35)

304 中澤　昌高 0:22:45 0:46:18 1:10:50 1:37:16

長野市陸協 (23:33) (24:32) (26:26)

1:43:05320

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ

長野

(05:49)

305 黒岩　祐一 0:23:46 0:47:46 1:11:08 1:37:06

チームＳｕｓｈｉ１ (24:00) (23:22) (25:58)

1:43:35316

ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁ

神奈川

(06:29)

306 宮崎　淳一 0:23:28 0:48:18 1:13:14 1:38:18

日医ジョガーズ (24:50) (24:56) (25:04)

1:43:45365

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

埼玉

(05:27)

307 髙橋　秀岳 0:24:45 0:50:01 1:15:06 1:39:27

ｅＡ愛知 (25:16) (25:05) (24:21)

1:44:13381

ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾀｶ

愛知

(04:46)

308 村山　享司 0:23:33 0:46:57 1:11:00 1:37:49

茅ヶ崎市役所 (23:24) (24:03) (26:49)

1:44:49154

ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶｼ

神奈川

(07:00)

309 松本　正和 0:24:25 0:49:30 1:14:21 1:39:51

愛知陸協 (25:05) (24:51) (25:30)

1:45:36340

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

愛知

(05:45)

310 保田　修司 0:23:25 0:48:40 1:14:16 1:40:20

愛知県庁クラブ (25:15) (25:36) (26:04)

1:46:03355

ﾎﾀ ｼｭｳｼﾞ

愛知

(05:43)

311 都築　光幸 0:24:49 0:50:00 1:15:06 1:40:45

安城快足ＡＣ (25:11) (25:06) (25:39)

1:46:20363

ﾂﾂﾞｷ ﾐﾂﾕｷ

愛知

(05:35)

312 徳富　栄次 0:25:12 0:51:07 1:16:51 1:42:06

桂新堂ランニングクラブ (25:55) (25:44) (25:15)

1:47:36364

ﾄｸﾄﾐ ｴｲｼﾞ

愛知

(05:30)

313 光田　敏夫 0:25:12 0:51:07 1:16:51 1:42:06

桂新堂ランニングクラブ (25:55) (25:44) (25:15)

1:47:36366

ﾐﾂﾀﾞ ﾄｼｵ

愛知

(05:30)

314 藤田　幸久 0:24:13 0:48:56 1:14:02 1:41:39

大阪陸協 (24:43) (25:06) (27:37)

1:48:04315

ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋｻ

大阪

(06:25)

315 甲平　信吉 0:23:29 0:48:55 1:15:35 1:43:21

岡山陸協 (25:26) (26:40) (27:46)

1:49:26356

ｺｳﾋﾞﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ

岡山

(06:05)

316 宮澤　庸二 0:24:43 0:50:18 1:16:04 1:43:32

あいち健康の森走遊会 (25:35) (25:46) (27:28)

1:49:53358

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ

愛知

(06:21)

317 小川　道雄 0:25:19 0:52:05 1:18:35 1:45:17

ｅＡ愛知 (26:46) (26:30) (26:42)

1:51:09368

ｵｶﾞﾜ ﾐﾁｵ

愛知

(05:52)

318 吉川　恒信 0:25:08 0:51:47 1:19:45 1:48:16

セカンドウインド (26:39) (27:58) (28:31)

1:54:17369

ﾖｼｶﾜ ﾂﾈﾉﾌﾞ

愛知

(06:01)

319 内田　雅生 0:25:04 0:51:36 1:18:35 1:48:27

ＩＮＡＸ (26:32) (26:59) (29:52)

1:56:23359

ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ

愛知

(07:56)

320 福岡　秀夫 0:27:11 0:54:56 1:22:49 1:50:54

セカンドウインド (27:45) (27:53) (28:05)

1:56:38367

ﾌｸｵｶ ﾋﾃﾞｵ

愛知

(05:44)

321 谷口　政博 0:23:37 0:48:54 1:16:15 1:50:29

愛知県庁クラブ (25:17) (27:21) (34:14)

1:57:30357

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

愛知

(07:01)

322 石川　敏博 0:27:27 0:57:04 1:25:32 1:54:20

あいち健康の森走遊会 (29:37) (28:28) (28:48)

2:00:07370

ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋﾛ

愛知

(05:47)

河井　隆司 0:23:23

天白川走友会    

388

ｶﾜｲ ﾀｶｼ

愛知 DNF

 

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：榊原　茂

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認女子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　1:06:44　E ﾏｲﾔｰ
日本記録　1:07:26　福士　加代子
大会記録　1:08:28　野口　みずき 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:28:36Page1

（京都・ワコール） 　　　 06.02.05
（ＪＰＮ・日本）          99.01.15

（京都・グローバリー）　  01.11.23

総　務　：外山　幸男

1 松岡　範子 0:16:46 0:33:42 0:50:35 1:07:26

スズキ浜松ＡＣ (16:56) (16:53) (16:51)

1:11:1323

ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｺ

静岡

(03:47)

2 大南　博美 0:17:15 0:35:02 0:53:01 1:11:01

ユティック (17:47) (17:59) (18:00)

1:14:5021

ｵｵﾐﾅﾐ ﾋﾛﾐ

福井

(03:49)

3 田中　幸 0:17:22 0:35:33 0:53:51 1:12:07

スポーツ山形２１ (18:11) (18:18) (18:16)

1:16:08503

ﾀﾅｶ ｻﾁ

山形

(04:01)

4 河合　さおり 0:17:41 0:35:33 0:53:37 1:12:25

Ｈｏｎｄａ－ＲＣ (17:52) (18:04) (18:48)

1:16:20502

ｶﾜｲ ｻｵﾘ

静岡

(03:55)

5 加藤　奈津季 0:18:23 0:37:10 0:55:25 1:13:40

Ｈｏｎｄａ－ＲＣ (18:47) (18:15) (18:15)

1:17:43541

ｶﾄｳ ﾅﾂｷ

静岡

(04:03)

6 加古　光江 0:19:33 0:39:24 0:58:51 1:18:11

あいち健康の森走遊会 (19:51) (19:27) (19:20)

1:22:25510

ｶｺ ﾐﾂｴ

愛知

(04:14)

7 安川　裕子 0:20:23 0:40:42 1:00:28 1:19:48

名古屋大学 (20:19) (19:46) (19:20)

1:23:58587

ﾔｽｶﾜ ﾕｳｺ

愛知

(04:10)

8 本庄　愉美 0:19:59 0:40:25 1:00:34 1:20:09

愛知県庁クラブ (20:26) (20:09) (19:35)

1:24:15508

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕﾐ

愛知

(04:06)

9 今村　京子 0:20:25 0:40:54 1:00:34 1:20:16

庄内ＲＴ (20:29) (19:40) (19:42)

1:24:32591

ｲﾏﾑﾗ ｷｮｳｺ

愛知

(04:16)

10 馬渕　瑞穂 0:19:46 0:40:07 1:00:10 1:20:13

家政クラブ (20:21) (20:03) (20:03)

1:24:36517

ﾏﾌﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ

京都

(04:23)

11 中山　淳子 0:19:50 0:40:10 1:00:22 1:20:20

愛教大クラブ名古屋 (20:20) (20:12) (19:58)

1:24:48516

ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｺ

愛知

(04:28)

12 杉浦　美由紀 0:19:47 0:40:08 1:00:27 1:20:48

トヨタスポーツマンクラブ (20:21) (20:19) (20:21)

1:25:26514

ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾕｷ

愛知

(04:38)

13 宮内　恵子 0:20:00 0:40:54 1:01:08 1:21:23

名城ＡＲＣ (20:54) (20:14) (20:15)

1:25:34523

ﾐﾔｳﾁ ｹｲｺ

愛知

(04:11)

14 平井　恵美子 0:19:02 0:40:27 1:01:13 1:21:17

枚方マスターズ (21:25) (20:46) (20:04)

1:25:35507

ﾋﾗｲ ｴﾐｺ

大阪

(04:18)

15 三須　麻里絵 0:19:52 0:40:35 1:01:11 1:21:48

京都府立大 (20:43) (20:36) (20:37)

1:26:16533

ﾐｽ ﾏﾘｴ

滋賀

(04:28)

16 乘松　佐知子 0:19:45 0:40:27 1:01:19 1:22:10

関体協 (20:42) (20:52) (20:51)

1:26:43506

ﾉﾘﾏﾂ ｻﾁｺ

岐阜

(04:33)

17 林　麻美 0:19:52 0:40:39 1:01:20 1:22:29

庄内ＲＴ (20:47) (20:41) (21:09)

1:26:52509

ﾊﾔｼ ﾏﾐ

愛知

(04:23)

18 樫尾　園子 0:20:49 0:42:02 1:02:32 1:22:39

名城ＡＲＣ (21:13) (20:30) (20:07)

1:26:52542

ｶｼｵ ｿﾉｺ

愛知

(04:13)

19 横井　仁香 0:20:24 0:41:34 1:02:33 1:23:47

愛知陸協 (21:10) (20:59) (21:14)

1:28:14519

ﾖｺｲ ﾋﾄｶ

愛知

(04:27)

20 加納　希実 0:20:42 0:41:55 1:02:58 1:23:52

館倶楽部 (21:13) (21:03) (20:54)

1:28:16525

ｶﾉｳ ﾉｿﾞﾐ

愛知

(04:24)

21 西村　直子 0:20:37 0:41:48 1:02:50 1:24:01

岐阜陸協 (21:11) (21:02) (21:11)

1:28:41565

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ

岐阜

(04:40)

22 遠松　純子 0:21:24 0:42:32 1:03:28 1:24:32

チームＫｏｉ (21:08) (20:56) (21:04)

1:29:03522

ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ

愛知

(04:31)

23 大南　敬美 0:19:34 0:39:52 1:00:39 1:24:10

ユティック (20:18) (20:47) (23:31)

1:29:05501

ｵｵﾐﾅﾐ ﾀｶﾐ

福井

(04:55)

24 森　友紀 0:20:01 0:41:08 1:02:35 1:24:42

菊里クラブ (21:07) (21:27) (22:07)

1:29:10528

ﾓﾘ ﾕｷ

愛知

(04:28)

25 西村　直子 0:21:13 0:42:27 1:03:25 1:24:31

岐阜陸協 (21:14) (20:58) (21:06)

1:29:12543

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ

岐阜

(04:41)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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*********************************************************
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測定区分：手動1/1秒

世界記録　1:06:44　E ﾏｲﾔｰ
日本記録　1:07:26　福士　加代子
大会記録　1:08:28　野口　みずき 　　

備考
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（京都・ワコール） 　　　 06.02.05
（ＪＰＮ・日本）          99.01.15

（京都・グローバリー）　  01.11.23

総　務　：外山　幸男

26 守田　美保 0:21:08 0:42:35 1:03:36 1:24:53

ＴＴランナーズ (21:27) (21:01) (21:17)

1:29:21527

ﾓﾘﾀ ﾐﾎ

愛知

(04:28)

27 西川　佳那子 0:20:49 0:42:01 1:03:29 1:24:50

名城ＡＲＣ (21:12) (21:28) (21:21)

1:29:25590

ﾆｼｶﾜ ｶﾅｺ

愛知

(04:35)

28 土井　藍子 0:21:18 0:42:35 1:03:53 1:24:51

名城ＡＲＣ (21:17) (21:18) (20:58)

1:29:25535

ﾄﾞｲ ｱｲｺ

愛知

(04:34)

29 長井　輝美 0:20:42 0:41:35 1:02:52 1:24:37

沖縄陸協 (20:53) (21:17) (21:45)

1:29:30526

ﾅｶﾞｲ ﾃﾙﾐ

沖縄

(04:53)

30 松村　茂里 0:21:12 0:42:35 1:03:42 1:24:57

和歌山マスターズ (21:23) (21:07) (21:15)

1:29:41532

ﾏﾂﾑﾗ ｼｹﾞﾘ

和歌山

(04:44)

31 佐喜眞　淳子 0:21:18 0:42:36 1:04:22 1:25:53

ＹＭＲＣ (21:18) (21:46) (21:31)

1:30:26551

ｻｷﾏ ｼﾞｭﾝｺ

大阪

(04:33)

32 大宮　貴恵子 0:21:43 0:43:38 1:05:04 1:26:04

トライアスロンチームＺＥＥＤ (21:55) (21:26) (21:00)

1:30:36589

ｵｵﾐﾔ ｷｴｺ

愛知

(04:32)

33 矢内　潤 0:21:55 0:43:32 1:05:03 1:26:19

ｅＡ静岡 (21:37) (21:31) (21:16)

1:30:54553

ﾔｳﾁ ｼﾞｭﾝ

静岡

(04:35)

34 岩月　美貴恵 0:21:20 0:42:59 1:04:36 1:26:16

館倶楽部 (21:39) (21:37) (21:40)

1:30:56586

ｲﾜﾂｷ ﾐｷｴ

愛知

(04:40)

35 戸澤　久美 0:21:24 0:43:21 1:05:00 1:26:21

セカンドウィンド (21:57) (21:39) (21:21)

1:31:01529

ﾄｻﾞﾜ ｸﾐ

愛知

(04:40)

36 前川　惠子 0:21:20 0:43:24 1:05:08 1:26:56

愛知陸協 (22:04) (21:44) (21:48)

1:31:46538

ﾏｴｶﾜ ｹｲｺ

愛知

(04:50)

37 神谷　恵理子 0:20:52 0:41:58 1:03:16 1:26:28

碧ＡＣ (21:06) (21:18) (23:12)

1:31:52563

ｶﾐﾔ ｴﾘｺ

愛知

(05:24)

38 日栄　晴奈 0:21:29 0:43:40 1:05:45 1:27:38

あいち健康の森走遊会 (22:11) (22:05) (21:53)

1:32:05530

ﾋｴｲ ﾊﾙﾅ

愛知

(04:27)

39 二ノ宮　亜樹子 0:21:35 0:43:32 1:05:21 1:27:26

愛知陸協 (21:57) (21:49) (22:05)

1:32:11561

ﾆﾉﾐﾔ ｱｷｺ

愛知

(04:45)

40 梅原　恵子 0:21:04 0:42:54 1:04:57 1:27:17

名城ＡＲＣ (21:50) (22:03) (22:20)

1:32:11534

ｳﾒﾊﾗ ｹｲｺ

愛知

(04:54)

41 中原　明美 0:21:38 0:43:40 1:05:46 1:27:44

あいち健康の森走遊会 (22:02) (22:06) (21:58)

1:32:25531

ﾅｶﾊﾗ ｱｹﾐ

愛知

(04:41)

42 樋口　直美 0:21:18 0:43:25 1:05:17 1:27:36

ｅＡ愛知 (22:07) (21:52) (22:19)

1:32:30548

ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾐ

愛知

(04:54)

43 関　洋子 0:21:36 0:43:39 1:05:05 1:27:42

ｅＡ静岡 (22:03) (21:26) (22:37)

1:32:43554

ｾｷ ﾖｳｺ

静岡

(05:01)

44 松本　千景 0:21:19 0:43:36 1:05:40 1:27:53

愛知教育大 (22:17) (22:04) (22:13)

1:32:45513

ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶｹﾞ

愛知

(04:52)

45 鈴木　あすか 0:21:18 0:43:40 1:05:55 1:28:15

ＴＴランナーズ (22:22) (22:15) (22:20)

1:32:53520

ｽｽﾞｷ ｱｽｶ

愛知

(04:38)

46 河合　京子 0:22:02 0:44:57 1:07:09 1:28:30

ネバーギブアップＲＣ (22:55) (22:12) (21:21)

1:33:01545

ｶﾜｲ ｹｲｺ

愛知

(04:31)

47 渡辺　たまき 0:21:43 0:43:58 1:06:06 1:28:41

チームｋｏｉ (22:15) (22:08) (22:35)

1:33:37537

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ

愛知

(04:56)

48 松岡　美紀 0:21:59 0:44:11 1:06:37 1:29:11

三重陸協 (22:12) (22:26) (22:34)

1:34:13568

ﾏﾂｵｶ ﾐｷ

三重

(05:02)

49 吉田　文子 0:22:19 0:45:02 1:07:20 1:29:48

菊里クラブ (22:43) (22:18) (22:28)

1:34:39549

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｺ

愛知

(04:51)

50 荻野　由里惠 0:21:24 0:44:00 1:06:58 1:30:15

名大倶楽部 (22:36) (22:58) (23:17)

1:35:06594

ｵｷﾞﾉ ﾕﾘｴ

愛知

(04:51)

（備考凡例：DNF：途中棄権）
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記録

審 判 長：榊原　茂

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認女子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　1:06:44　E ﾏｲﾔｰ
日本記録　1:07:26　福士　加代子
大会記録　1:08:28　野口　みずき 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:28:37Page3

（京都・ワコール） 　　　 06.02.05
（ＪＰＮ・日本）          99.01.15

（京都・グローバリー）　  01.11.23

総　務　：外山　幸男

51 吉村　真澄 0:22:52 0:45:15 1:07:40 1:30:28

菊里クラブ (22:23) (22:25) (22:48)

1:35:32550

ﾖｼﾑﾗ ﾏｽﾐ

愛知

(05:04)

52 桐木　文英 0:22:39 0:45:15 1:07:35 1:30:34

岡崎クラブ (22:36) (22:20) (22:59)

1:35:32559

ｷﾘｷ ﾌﾐｴ

愛知

(04:58)

53 今泉　さおり 0:22:35 0:45:42 1:08:37 1:31:02

ネバーギブアップＲＣ (23:07) (22:55) (22:25)

1:35:50515

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｵﾘ

愛知

(04:48)

54 家入　眞由美 0:22:03 0:45:00 1:07:42 1:30:54

チームＫｏｉ (22:57) (22:42) (23:12)

1:36:01556

ｲｴｲﾘ ﾏﾕﾐ

愛知

(05:07)

55 林　幸子 0:21:37 0:44:59 1:08:03 1:31:12

福岡陸協 (23:22) (23:04) (23:09)

1:36:15599

ﾊﾔｼ ｻﾁｺ

福岡

(05:03)

56 原　美奈子 0:22:40 0:45:25 1:08:25 1:31:49

愛知マスターズ (22:45) (23:00) (23:24)

1:36:41544

ﾊﾗ ﾐﾅｺ

愛知

(04:52)

57 吉田　能厘子 0:21:57 0:44:54 1:08:15 1:31:45

熊本ＣＡＣ (22:57) (23:21) (23:30)

1:36:49562

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ

熊本

(05:04)

58 水谷　ゆかり 0:23:01 0:46:11 1:08:45 1:32:09

美濃加茂陸上クラブ (23:10) (22:34) (23:24)

1:37:30558

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶﾘ

岐阜

(05:21)

59 川谷　陽子 0:22:12 0:45:33 1:09:02 1:32:21

ｅＡ愛知 (23:21) (23:29) (23:19)

1:37:33569

ｶﾜﾀﾆ ﾖｳｺ

愛知

(05:12)

60 岡野　由紀 0:22:41 0:46:27 1:09:56 1:32:47

名城ＡＲＣ (23:46) (23:29) (22:51)

1:37:45567

ｵｶﾉ ﾕｷ

愛知

(04:58)

61 原　美代 0:23:06 0:46:14 1:09:44 1:33:34

美濃加茂陸上クラブ (23:08) (23:30) (23:50)

1:38:33573

ﾊﾗ ﾐﾖ

岐阜

(04:59)

62 竹田　佳世子 0:23:02 0:46:43 1:10:30 1:34:06

ｅＡ三重 (23:41) (23:47) (23:36)

1:39:10547

ﾀｹﾀﾞ ｶﾖｺ

三重

(05:04)

63 岩本　真理子 0:22:39 0:45:37 1:09:14 1:33:48

トキハ (22:58) (23:37) (24:34)

1:39:27582

ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘｺ

大分

(05:39)

64 棚田　千尋 0:23:21 0:47:12 1:10:48 1:34:19

ＴＥＡＭ　ＫＡＫＥＲＵ (23:51) (23:36) (23:31)

1:39:37576

ﾀﾅﾀﾞ ﾁﾋﾛ

愛知

(05:18)

65 徳永　絢子 0:22:05 0:45:45 1:10:17 1:34:32

名大倶楽部 (23:40) (24:32) (24:15)

1:39:53521

ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｺ

愛知

(05:21)

66 朝倉　舞 0:21:09 0:44:01 1:08:32 1:34:41

ミズノ (22:52) (24:31) (26:09)

1:39:53564

ｱｻｸﾗ ﾏｲ

大阪

(05:12)

67 高谷　麻里 0:22:13 0:46:05 1:10:29 1:35:10

安城快足ＡＣ (23:52) (24:24) (24:41)

1:40:30597

ﾀｶﾔ ﾏﾘ

愛知

(05:20)

68 三郷　千代子 0:21:47 0:45:07 1:09:09 1:34:51

豊田合成森町 (23:20) (24:02) (25:42)

1:40:38555

ｻﾝｺﾞｳ ﾁﾖｺ

静岡

(05:47)

69 西口　理恵 0:23:21 0:47:34 1:11:47 1:35:44

セカンドウインド (24:13) (24:13) (23:57)

1:40:56566

ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｴ

愛知

(05:12)

70 安福　悦子 0:23:22 0:47:13 1:11:04 1:35:29

愛知マスターズ (23:51) (23:51) (24:25)

1:40:58572

ﾔｽﾌｸ ｴﾂｺ

愛知

(05:29)

71 丸山　典子 0:22:39 0:46:43 1:10:59 1:35:29

愛知陸協 (24:04) (24:16) (24:30)

1:41:11585

ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｺ

愛知

(05:42)

72 柴田　明子 0:23:16 0:47:27 1:12:22 1:37:25

千葉陸協 (24:11) (24:55) (25:03)

1:43:04575

ｼﾊﾞﾀ ｱｷｺ

千葉

(05:39)

73 牧野　あゆみ 0:22:51 0:48:13 1:13:33 1:39:28

椙山女学園大学 (25:22) (25:20) (25:55)

1:44:41578

ﾏｷﾉ ｱﾕﾐ

愛知

(05:13)

74 吉田　祥子 0:24:16 0:49:12 1:14:11 1:39:17

安城快足ＡＣ (24:56) (24:59) (25:06)

1:44:57579

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ

愛知

(05:40)

75 小川　ゆんしん 0:24:15 0:49:49 1:15:11 1:40:50

大垣陸友クラブ (25:34) (25:22) (25:39)

1:46:30581

ｵｶﾞﾜ ﾕﾝｼﾝ

岐阜

(05:40)

（備考凡例：DNF：途中棄権）



2010名古屋ハーフマラソン

氏　名順位 所属団体名No. 　５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ ２０ｋｍ

2010年 11月 23日　10時00分ｽﾀｰﾄ

記録

審 判 長：榊原　茂

記録主任：名倉　喜三郎
2010 NAGOYA HALF MARATHON

主　催：愛知陸上競技協会／中日新聞社

【 記 録 表 】

コース：瑞穂公園陸上競技場付属公認ハーフマラソンコース

*********************************************************

　*　公認女子ハーフマラソン　*
*********************************************************

測定区分：手動1/1秒

世界記録　1:06:44　E ﾏｲﾔｰ
日本記録　1:07:26　福士　加代子
大会記録　1:08:28　野口　みずき 　　

備考

リスト出力日付： 2010-11-23（火） 時刻 14:28:37Page4

（京都・ワコール） 　　　 06.02.05
（ＪＰＮ・日本）          99.01.15

（京都・グローバリー）　  01.11.23

総　務　：外山　幸男

76 野田　佳与子 0:24:07 0:49:45 1:16:09 1:41:18

庄内ＲＴ (25:38) (26:24) (25:09)

1:47:29592

ﾉﾀﾞ ｶﾖｺ

愛知

(06:11)

77 玉井　仁美 0:24:50 0:50:02 1:15:43 1:42:31

宮城陸協 (25:12) (25:41) (26:48)

1:48:19571

ﾀﾏｲ ﾋﾄﾐ

宮城

(05:48)

78 澤原　由佳里 0:24:36 0:50:45 1:17:18 1:44:20

庄内ＲＴ (26:09) (26:33) (27:02)

1:50:28593

ｻﾜﾊﾗ ﾕｶﾘ

愛知　

(06:08)

79 田中　直美 0:24:29 0:51:00 1:17:43 1:44:53

ｅＡ愛知 (26:31) (26:43) (27:10)

1:50:53584

ﾀﾅｶ ﾅｵﾐ

愛知

(06:00)

80 加藤　あい 0:25:56 0:51:27 1:17:09 1:45:02

ＴＥＡＭ　ＫＡＫＥＲＵ (25:31) (25:42) (27:53)

1:51:11577

ｶﾄｳ ｱｲ

愛知

(06:09)

81 上野　泰子 0:27:17 0:55:10 1:22:42 1:50:57

東京陸協 (27:53) (27:32) (28:15)

1:57:07580

ｳｴﾉ ﾔｽｺ

東京

(06:10)

82 沖田　千恵 0:26:57 0:54:18 1:21:26 1:50:31

庄内ＲＴ (27:21) (27:08) (29:05)

1:57:10595

ｵｷﾀ ﾁｴ

愛知

(06:39)

83 藤田　圭以子 0:26:54 0:53:43 1:20:49 1:52:44

大阪陸協 (26:49) (27:06) (31:55)

1:59:28588

ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺ

大阪

(06:44)

高須　里美 0:23:09

天白川走友会    

546

ﾀｶｽ ｻﾄﾐ

愛知 DNF

 

（備考凡例：DNF：途中棄権）


