
- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

フルマラソン男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間34分58秒1 谷口　隆司300 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 46

2時間36分57秒2 河添 哲也26 ｶﾜｿｴ ﾃﾂﾔ 34

2時間40分06秒3 大森 活138 ｵｵﾓﾘ ｶﾂ 49

2時間41分38秒4 須賀　洋之296 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 35

2時間44分12秒5 山上 勇次38 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 37

2時間45分54秒6 水本 洋臣119 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛｵﾐ 47

2時間46分07秒7 羽野 明百185 ﾊﾉ ｱｷｵ 53

2時間46分17秒8 坪井 克行112 ﾂﾎﾞｲ ｶﾂﾕｷ 47

2時間46分22秒9 内田 竜太22 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 33

2時間46分27秒10 高岸 俊幸39 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ 37

2時間47分56秒11 糸洲 弘7 ｲﾄｽ ﾋﾛｼ 23

2時間48分53秒12 篠原 邦弘132 ｼﾉﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 49

2時間50分28秒13 福原 雄一68 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 41

2時間50分48秒14 則本　薫305 ﾉﾘﾓﾄ ｶｵﾙ 53

2時間51分56秒15 濱中 亨148 ﾊﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 50

2時間54分31秒16 増田 直敏140 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾄｼ 49

2時間54分41秒17 岩澤 弘登29 ｲﾜｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 35

2時間54分51秒18 紺原 祐樹21 ｺﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 33

2時間56分17秒19 若森 直樹109 ﾜｶﾓﾘ ﾅｵｷ 47

2時間56分36秒20 黒田 史法133 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ 49

2時間57分19秒21 品川 耕輔51 ｼﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 39

2時間57分55秒22 石岡 努83 ｲｼｵｶ ﾂﾄﾑ 44

2時間58分24秒23 山中 浩平18 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ 32

2時間58分24秒24 山中　敦司298 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｼ 40

2時間58分51秒25 佐倉 裕一189 ｻｸﾗ ﾕｳｲﾁ 53

2時間59分50秒26 大西 大悟64 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｺﾞ 41

2時間59分54秒27 一ノ瀬 博文208 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾌﾐ 55

3時間00分06秒28 浪越 拓実44 ﾅﾐｺｼ ﾀｸﾐ 38

3時間00分23秒29 牧 宏明94 ﾏｷ ﾋﾛｱｷ 45

3時間00分27秒30 新保 寿基172 ｼﾝﾎﾞ ﾄｼｷ 52

3時間00分31秒31 河合 健介49 ｶﾜｲ ｹﾝｽｹ 39

3時間04分44秒32 安田 誠一187 ﾔｽﾀﾞ ｾｲｲﾁ 53

3時間05分38秒33 後藤 修人11 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 26

3時間06分38秒34 古市 周平90 ﾌﾙｲﾁ ｼｭｳﾍｲ 44

3時間07分28秒35 正木 孝充65 ﾏｻｷ ﾀｶﾐﾂ 41

3時間08分21秒36 波多野 健一141 ﾊﾀﾉ ｹﾝｲﾁ 50

3時間08分47秒37 妹尾 雅海211 ｾﾉｵ ﾏｻﾐ 55

3時間08分54秒38 西廣　俊之304 ﾆｼﾋﾛ ﾄｼﾕｷ 52

3時間09分38秒39 猪口 貴郎73 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｶｵ 43

3時間10分33秒40 谷口 友洋60 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 41

3時間12分07秒41 谷野 雄一14 ﾀﾆﾉ ﾕｳｲﾁ 30

3時間12分33秒42 石川 良輔146 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 50

3時間14分18秒43 足立 光博231 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 58

3時間14分33秒44 瀧川　奨67 ﾀｷｶﾞﾜ　ｽｽﾑ 41

3時間15分56秒45 河合 康一143 ｶﾜｲ ｺｳｲﾁ 50

3時間16分01秒46 藤本 康生15 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 32

3時間16分08秒47 束河 朝彦165 ｿｸｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 51

3時間16分29秒48 中野 努159 ﾅｶﾉ ﾂﾄﾑ 51

3時間17分45秒49 出川　正章294 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 24

3時間17分54秒50 角谷 英守121 ｶｸﾀﾆ ﾋﾃﾞﾓﾘ 48
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3時間17分54秒51 安野 正功171 ﾔｽﾉ ﾏｻﾉﾘ 52

3時間17分57秒52 石川 直志197 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 54

3時間18分07秒53 宮内 紳吾33 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｺﾞ 36

3時間19分16秒54 稲坂 秀明182 ｲﾅｻｶ ﾋﾃﾞｱｷ 52

3時間19分53秒55 北崎 信也46 ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝﾔ 38

3時間19分55秒56 二見 亮102 ﾌﾀﾐ ﾘｮｳ 46

3時間20分24秒57 石橋 重俊162 ｲｼﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄｼ 51

3時間20分29秒58 松本 早富志256 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 62

3時間20分32秒59 元木 康人107 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ 46

3時間20分41秒60 小濱 正統144 ｺﾊﾏ ﾏｻﾉﾘ 50

3時間21分26秒61 井上 圭司164 ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾞ 51

3時間22分10秒62 西田 周平25 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 34

3時間22分36秒63 中森 真司92 ﾅｶﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 45

3時間22分36秒64 衣笠 孝122 ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ 48

3時間23分19秒65 野田 尚晃93 ﾉﾀﾞ ﾅｵｱｷ 45

3時間24分12秒66 杉本 茂樹151 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞｷ 50

3時間24分31秒67 藤原　勝利299 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾄｼ 42

3時間24分47秒68 福住 真仁104 ﾌｸｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 46

3時間25分44秒69 小郷 真太郎166 ｵｺﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 51

3時間25分52秒70 栗栖 慎明111 ｸﾘｽ ﾉﾘｱｷ 47

3時間26分07秒71 宮本 直樹134 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 49

3時間26分35秒72 宇戸 和秋137 ｳﾄ ｶｽﾞｱｷ 49

3時間27分12秒73 松村 達也54 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ 39

3時間27分17秒74 谷田 健司183 ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 52

3時間27分17秒75 赤松 尚明232 ｱｶﾏﾂ ﾅｵｱｷ 58

3時間27分19秒76 詫間 隆弘160 ﾀｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 51

3時間28分52秒77 上原 孝晴56 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾊﾙ 39

3時間29分25秒78 山本 達也99 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 45

3時間29分37秒79 立川 数也203 ﾀﾂｶﾜ ｶｽﾞﾔ 54

3時間30分24秒80 上平　和政295 ｳｴﾋﾗ ｶｽﾞﾏｻ 31

3時間31分13秒81 稲岡 亨59 ｲﾅｵｶ ﾄｵﾙ 40

3時間31分20秒82 蓮見 広行154 ﾊｽﾐ ﾋﾛﾕｷ 50

3時間34分24秒83 河野 慶太郎66 ｺｳﾉ ｹｲﾀﾛｳ 41

3時間35分04秒84 黒岩 正彦234 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋｺ 58

3時間35分05秒85 竹内 雅昭255 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ 62

3時間35分50秒86 中谷 健太郎194 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 53

3時間36分26秒87 塚本 英俊113 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 47

3時間36分42秒88 中野 武史34 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 36

3時間37分29秒89 辻 丈治198 ﾂｼﾞ ﾀｹﾊﾙ 54

3時間37分40秒90 後藤 裕馬27 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 34

3時間37分50秒91 蘆田 恭卓62 ｱｼﾀﾞ ﾔｽﾂﾅ 41

3時間38分29秒92 大村 和也136 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 49

3時間38分48秒93 高永 享忠150 ﾀｶﾅｶﾞ ｷﾖﾀﾀﾞ 50

3時間39分50秒94 松尾　正和35 ﾏﾂｵ ﾏｻｶｽﾞ 50

3時間41分30秒95 森本 健二95 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 45

3時間41分36秒96 廣岡 栄一98 ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 45

3時間41分50秒97 藤田 拓人168 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 51

3時間41分56秒98 竹内 康行247 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 60

3時間43分01秒99 岡本 卓也100 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 45

3時間43分57秒100 三宅 悟125 ﾐﾔｹ ｻﾄﾙ 48
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3時間44分09秒101 引地 伸嘉205 ﾋｷﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 54

3時間45分04秒102 山川 淳史76 ﾔﾏｶﾜ ｱﾂｼ 43

3時間45分28秒103 谷 健二116 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 47

3時間46分03秒104 廣田 省吾214 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 56

3時間46分09秒105 伊藤 武史200 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 54

3時間46分29秒106 岡部 力280 ｵｶﾍﾞ ﾁｶﾗ 68

3時間47分19秒107 戸谷 全良80 ﾄﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 43

3時間47分26秒108 川邊　岳夫303 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｵ 50

3時間47分56秒109 野口 将司72 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｼ 42

3時間47分59秒110 関 秀司273 ｾｷ ｼｭｳｼﾞ 66

3時間48分09秒111 山本 義夫241 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｵ 59

3時間48分31秒112 大東 斉61 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾋﾄｼ 41

3時間48分36秒113 安東 雅彦239 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 59

3時間48分37秒114 木里 勝秀265 ｷｻﾄ ｶﾂﾋﾃﾞ 65

3時間48分49秒115 山崎 博樹226 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 57

3時間49分39秒116 瀬川 康則145 ｾｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 50

3時間49分57秒117 藤井 卓也55 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ 39

3時間50分10秒118 白鳥 真吾78 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝｺﾞ 43

3時間50分28秒119 笹岡 伸吾221 ｻｻｵｶ ｼﾝｺﾞ 56

3時間50分44秒120 神谷 淳平84 ｶﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 44

3時間51分34秒121 榮 伸太郎177 ｻｶｴ ｼﾝﾀﾛｳ 52

3時間51分41秒122 吉水 幸宏277 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ 68

3時間51分46秒123 安藤 亮258 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 63

3時間51分51秒124 中内 哲175 ﾅｶｳﾁ ｻﾄｼ 52

3時間52分51秒125 上野 宏248 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 61

3時間53分01秒126 赤尾 聡史114 ｱｶｵ ｻﾄｼ 47

3時間53分15秒127 前田 雅彦196 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 54

3時間53分39秒128 兼先 利明176 ｶﾈｻｷ ﾄｼｱｷ 52

3時間53分53秒129 岡本 朋亮106 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｱｷ 46

3時間54分22秒130 中村 貴宏161 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 51

3時間54分35秒131 嶋本 勝浩252 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 61

3時間54分48秒132 和歌 友和97 ﾜｶ ﾄﾓｶｽﾞ 45

3時間55分18秒133 大塚 泰弘71 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 42

3時間55分36秒134 木下 貴史86 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 44

3時間55分51秒135 Anderson　Jarred297 Anderson Jarred 39

3時間55分55秒136 吉田 孝二63 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 41

3時間56分40秒137 三好 裕之152 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ 50

3時間57分30秒138 友定 和貴223 ﾄﾓｻﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 57

3時間57分40秒139 岡野 宏155 ｵｶﾉ ﾋﾛｼ 50

3時間57分45秒140 村石 直之291 ﾑﾗｲｼ ﾅｵﾕｷ 39

3時間58分09秒141 谷口 五郎191 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾞﾛｳ 53

3時間59分04秒142 吉田 博123 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 48

3時間59分25秒143 梶原 啓弘224 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 57

3時間59分46秒144 辻　勇輝293 ﾂｼﾞ ﾕｳｷ 23

4時間00分05秒145 叶 和宏129 ｶﾉｳ ｶｽﾞﾋﾛ 48

4時間01分00秒146 三木 孝夫287 ﾐｷ ﾀｶｵ 71

4時間01分50秒147 嶋田 一幸222 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 56

4時間03分01秒148 川勝 健一170 ｶﾜｶﾂ ｹﾝｲﾁ 52

4時間04分13秒149 小林 瑶47 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ 38

4時間06分10秒150 大槻 友宏77 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 43
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4時間07分00秒151 藤田 博157 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 51

4時間07分04秒152 長谷川 清二37 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 37

4時間07分29秒153 川口 朗179 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾗ 52

4時間07分50秒154 仲 立治289 ﾅｶ ﾀﾂﾊﾙ 74

4時間08分19秒155 細川　翔登292 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾄ 22

4時間09分39秒156 原谷 勤284 ﾊﾗﾀﾆ ﾂﾄﾑ 69

4時間09分42秒157 小倉 雅宏207 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 55

4時間09分56秒158 古市 剛大28 ﾌﾙｲﾁ ﾀｹﾋﾛ 34

4時間10分08秒159 川本 治邦74 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙｸﾆ 43

4時間10分10秒160 山本 敬235 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 58

4時間10分27秒161 鶴見 隆弘216 ﾂﾙﾐ ﾀｶﾋﾛ 56

4時間11分30秒162 久山 哲也178 ｸﾔﾏ ﾃﾂﾔ 52

4時間12分23秒163 根津　重夫306 ﾈﾂﾞ ｼｹﾞｵ 56

4時間13分10秒164 坂本 孝之153 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 50

4時間14分24秒165 王 ショウテキ52 ｵｳ ｼｮｳﾃｷ 39

4時間14分50秒166 遠又　宏輔301 ﾄｵﾏﾀ ｺｳｽｹ 46

4時間15分12秒167 久保 博司115 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 47

4時間17分21秒168 先田 栄司225 ｻｷﾀ ｴｲｼ 57

4時間19分07秒169 早川 博保193 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 53

4時間21分05秒170 米本 諭司233 ｺﾒﾓﾄ ｻﾄｼ 58

4時間22分36秒171 野崎 保志195 ﾉｻﾞｷ ﾔｽｼ 54

4時間24分33秒172 石田 定幸174 ｲｼﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 52

4時間24分40秒173 中村 重彦275 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ 67

4時間25分13秒174 兼延 昌志105 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾏｻｼ 46

4時間25分53秒175 松澤 孝至227 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ 64

4時間26分04秒176 光延 明洋188 ﾐﾂﾉﾌﾞ ｱｷﾋﾛ 53

4時間27分33秒177 長南 延明42 ﾁｮｳﾅﾝ ﾉﾌﾞｱｷ 37

4時間28分59秒178 薮本　英雄310 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 74

4時間29分17秒179 岡島 清貴128 ｵｶｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ 48

4時間29分40秒180 大本 孔作190 ｵｵﾓﾄ ｺｳｻｸ 53

4時間29分42秒181 溝口　貴之302 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 47

4時間31分06秒182 実広 雅裕147 ｼﾞﾂﾋﾛ ﾏｻﾋﾛ 50

4時間31分48秒183 鈴木 雅章184 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 53

4時間32分33秒184 東本 学89 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 44

4時間32分45秒185 高田 政文217 ﾀｶﾀ ﾏｻﾌﾐ 56

4時間34分02秒186 木野内 俊典209 ｷﾉｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 55

4時間35分32秒187 山崎 仁志213 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 56

4時間36分16秒188 柴田 竜也24 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 33

4時間36分24秒189 小島 裕昭272 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 66

4時間37分54秒190 高嶋 寛人91 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾄ 45

4時間40分23秒191 藤井 禎263 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 64

4時間40分45秒192 澤田 正勝249 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 61

4時間41分59秒193 山中 彪雅2 ﾔﾏﾅｶ ﾋｮｳｶﾞ 21

4時間42分13秒194 吉井 敏253 ﾖｼｲ ｻﾄｼ 61

4時間42分52秒195 伴 威史220 ﾊﾞﾝ ﾀｹｼ 56

4時間43分15秒196 小林 利造245 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾅﾘ 60

4時間45分37秒197 松尾 和彦279 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾋｺ 68

4時間46分14秒198 藤井 修二259 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 63

4時間46分31秒199 福島 達夫180 ﾌｸｼﾏ ﾀﾂｵ 52

4時間46分34秒200 大槻 大地13 ｵｵﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 28

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

フルマラソン男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

4時間47分00秒201 松田 勲236 ﾏﾂﾀﾞ ｲｻｵ 58

4時間48分43秒202 西口 則久17 ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾘﾋｻ 32

4時間48分45秒203 松井 慈1 ﾏﾂｲ ﾒｸﾞﾑ 21

4時間51分16秒204 村松 康司250 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼﾞ 61

4時間51分54秒205 大谷 敏雄156 ｵｵﾀﾆ ﾄｼｵ 50

4時間52分54秒206 今仁 正義286 ｲﾏﾆ ﾏｻﾖｼ 71

4時間53分18秒207 松原 浩司238 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 59

4時間56分00秒208 内田 学264 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 64

4時間56分01秒209 丸田　俊明269 ﾏﾙﾀ　ﾄｼｱｷ 65

4時間57分22秒210 四方 正樹124 ｼｶﾀ ﾏｻｷ 48

4時間57分38秒211 田中 湧弥5 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 22

4時間59分04秒212 安田 将司101 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｼ 46

4時間59分15秒213 伊達 純246 ﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ 60

5時間02分47秒214 吉村 正晴210 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 55

5時間03分49秒215 安島 千裕276 ｱｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 67

5時間05分27秒216 八木 隆史139 ﾔｷﾞ ﾀｶｼ 49

5時間09分15秒217 藤井 和津9 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞ 26

5時間11分07秒218 米本 春彦260 ﾖﾈﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 63

5時間11分25秒219 梶原 浩201 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 54

5時間13分01秒220 向井 博貴126 ﾑｶｲ ﾋﾛﾀｶ 48

5時間15分22秒221 守田 武司70 ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ 42

5時間15分44秒222 曽我 和宏257 ｿｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 62

5時間16分55秒223 原田 充192 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 53

5時間17分00秒224 森川 明義243 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾖｼ 60

5時間17分46秒225 川原崎 景一215 ｶﾜﾊﾗｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 56

5時間21分52秒226 高野 博82 ﾀｶﾉ　ﾋﾛｼ 75

5時間24分06秒227 吉田 瑛貴290 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｷ 22

5時間24分06秒228 石田 圭吾3 ｲｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 21

5時間27分06秒229 楠 佑介20 ｸｽ ﾕｳｽｹ 33

5時間27分50秒230 中村 忍48 ﾅｶﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 38

5時間28分37秒231 井ノ口 旭85 ｲﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ 44

5時間28分42秒232 南木 守149 ﾅｷﾞ ﾏﾓﾙ 50

5時間29分08秒233 国友 直也40 ｸﾆﾄﾓ ﾅｵﾔ 37

5時間31分38秒234 出来 大典271 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 66

5時間43分27秒235 森 彰式75 ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 43

5時間51分21秒236 重吉 晟之介4 ｼｹﾞﾖｼ ｾｲﾉｽｹ 22

5時間51分42秒237 井村 健二30 ｲﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 35

5時間54分43秒238 田中　敏久307 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｻ 58

5時間54分54秒239 堤 一徳240 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 59

5時間57分12秒240 馬淵　紀之268 ﾏﾌﾞﾁ　ﾉﾘﾕｷ 65

5時間57分36秒241 中村 逸男288 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ 71

5時間57分43秒242 甲斐 昭成206 ｶｲ ｱｷﾅﾘ 54

5時間58分33秒243 森 淳219 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 56

6時間04分08秒244 東田 岩一267 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲﾜｲﾁ 65

6時間06分05秒245 丹生 晃瑠8 ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 25

6時間13分28秒246 吉田　広行308 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 59

6時間14分54秒247 富吉 則文278 ﾄﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ 68

6時間16分48秒248 西崎 恭司229 ﾆｼｻﾞｷ ﾔｽｼ 57

6時間24分46秒249 三島 耕二285 ﾐｼﾏ ｺｳｼﾞ 70

6時間30分31秒250 福井 尚斗10 ﾌｸｲ ﾅｵﾄ 26

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

フルマラソン女子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間04分41秒1 青木 美沙356 ｱｵｷ ﾐｻ 42

3時間30分13秒2 廣谷 茜369 ﾋﾛﾀﾆ ｱｶﾈ 41

3時間30分27秒3 中村 陽子365 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 32

3時間30分27秒4 齋木 亜紀子357 ｻｲｷ ｱｷｺ 44

3時間41分58秒5 為本　薫390 ﾀﾒﾓﾄ ｶｵﾙ 48

3時間42分56秒6 瀬野 加奈子362 ｾﾉ ｶﾅｺ 48

3時間47分58秒7 戸谷 綾子353 ﾄﾀﾆ ｱﾔｺ 44

3時間49分36秒8 植村 器宇美372 ｳｴﾑﾗ ｷｳﾐ 50

3時間55分41秒9 藤原 千恵美367 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｴﾐ 55

4時間01分22秒10 森川 尚美376 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾐ 61

4時間04分48秒11 馬越 章子373 ｳﾏｺｼ ｱｷｺ 60

4時間05分18秒12 飯尾 圭子354 ｲｲｵ ｹｲｺ 49

4時間05分37秒13 川西 純子364 ｶﾜﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 59

4時間16分22秒14 簑田 典子374 ﾐﾉﾀﾞ ﾉﾘｺ 48

4時間20分09秒15 森本　礼子386 ﾓﾘﾓﾄ　ﾚｲｺ 48

4時間22分45秒16 松本 いづみ384 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 60

4時間24分43秒17 溝口　佐希子389 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻｷｺ 45

4時間25分01秒18 久山 智恵美352 ｸﾔﾏ ﾁｴﾐ 52

4時間26分25秒19 高岸 成美385 ﾀｶｷﾞｼ ﾅﾙﾐ 29

4時間27分25秒20 笠原 伸子360 ｶｻﾊﾗ ﾉﾌﾞｺ 49

4時間47分33秒21 白木 順子358 ｼﾗｷ ｼﾞｭﾝｺ 44

4時間49分00秒22 千足 ルリコ361 ﾁｱｼ ﾙﾘｺ 60

4時間53分29秒23 平野 千里359 ﾋﾗﾉ ﾁｻﾄ 43

5時間00分13秒24 杉浦 智美355 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾐ 50

5時間08分22秒25 実広 直子381 ｻﾈﾋﾛ ﾅｵｺ 40

5時間13分30秒26 小河 加奈351 ｵｶﾞﾜ ｶﾅ 31

5時間13分30秒27 菅田 玲奈383 ｽｶﾞﾀ ﾚﾅ 31

5時間26分34秒28 上島 望380 ｳｴｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 47

5時間28分11秒29 須賀　幸恵388 ｽｶﾞ ｻﾁｴ 44

5時間33分09秒30 野崎 直美366 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾐ 52

5時間34分13秒31 川辺 治恵370 ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙｴ 55

5時間36分45秒32 久保　瞳387 ｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ 75

6時間22分28秒33 武本 絵里菜375 ﾀｹﾓﾄ ｴﾘﾅ 31

7時間03分29秒34 不動 光子377 ﾌﾄﾞｳ ﾐﾂｺ 63

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

ハーフマラソン男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間12分51秒1 石津　秀喜673 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 39

1時間13分41秒2 竹添 慧史403 ﾀｹｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 20

1時間13分41秒3 宮野 健介468 ﾐﾔﾉ ｹﾝｽｹ 40

1時間13分50秒4 北村 孝生463 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｵ 38

1時間14分01秒5 秀平 直人423 ﾋﾃﾞﾋﾗ ﾅｵﾄ 29

1時間14分08秒6 高見 真501 ﾀｶﾐ ｼﾝ 45

1時間14分08秒7 林原 啓太439 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｹｲﾀ 34

1時間14分52秒8 多和 達磨419 ﾀﾜ ﾀﾂﾏ 28

1時間16分11秒9 井上 絢貴440 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｷ 34

1時間16分18秒10 平澤 一輝408 ﾋﾗｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 23

1時間16分18秒11 阪本 啓416 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 27

1時間16分21秒12 矢野 裕己427 ﾔﾉ ﾕｳｷ 30

1時間17分15秒13 平田 篤史474 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ 41

1時間17分20秒14 荒川 満基401 ｱﾗｶﾜ ﾐﾂｷ 18

1時間20分12秒15 河田 晃487 ｶﾜﾀ ｱｷﾗ 43

1時間20分13秒16 浅井 教夫496 ｱｻｲ ﾉﾘｵ 45

1時間20分56秒17 青山 貴紀422 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 29

1時間21分47秒18 宮本 定樹582 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ 55

1時間21分52秒19 小林 弘和451 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 37

1時間21分57秒20 渡辺 健司454 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 37

1時間22分23秒21 西田 崇志488 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ 43

1時間22分25秒22 畑 悠人407 ﾊﾀ ﾕｳﾄ 23

1時間22分30秒23 古野 勝彦506 ﾌﾙﾉ ｶﾂﾋｺ 46

1時間22分39秒24 宮脇 信行559 ﾐﾔﾜｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 52

1時間22分45秒25 薗部 淳平445 ｿﾉﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 35

1時間22分52秒26 中島 充489 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 43

1時間23分30秒27 浅倉 大吾456 ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 37

1時間24分08秒28 橋野 幹生540 ﾊｼﾉ ﾐｷｵ 50

1時間24分11秒29 三原 茂生558 ﾐﾊﾗ ｼｹﾞｵ 52

1時間24分42秒30 長野 稔556 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾙ 52

1時間24分56秒31 竹内 雅人547 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ 51

1時間25分34秒32 寒川　宏太郎671 ｻﾑｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 20

1時間25分35秒33 吉田 伸生611 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ 59

1時間25分42秒34 小林 真輔473 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 40

1時間25分46秒35 松野 信次郎470 ﾏﾂﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 40

1時間25分54秒36 江川 涼介432 ｴｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 32

1時間25分59秒37 流王 登志雄460 ﾘｭｳｵｳ ﾄｼｵ 38

1時間26分06秒38 平岡 章宏466 ﾋﾗｵｶ ｱｷﾋﾛ 36

1時間26分06秒39 齋藤 直也480 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 42

1時間26分13秒40 田中 一規441 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 34

1時間26分17秒41 長野 英二514 ﾅｶﾞﾉ ｴｲｼﾞ 47

1時間27分20秒42 飯山 恭弘570 ｲｲﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 53

1時間27分21秒43 佐伯 秀雄598 ｻｴｷ ﾋﾃﾞｵ 57

1時間27分40秒44 渡辺 浩貴462 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 38

1時間28分05秒45 宮本 章弘568 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 53

1時間28分20秒46 加藤 裕晃452 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 37

1時間28分32秒47 齋藤 達也476 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 41

1時間28分38秒48 谷口 茂557 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 52

1時間28分41秒49 山本 卓561 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 52

1時間28分49秒50 中野 義人513 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾄ 47

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

ハーフマラソン男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間29分01秒51 辻坂 拓実409 ﾂｼﾞｻｶ ﾀｸﾐ 25

1時間29分23秒52 溝渕 博566 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 52

1時間29分42秒53 習田 環404 ｼｭｯﾀ ｶﾝ 21

1時間29分45秒54 秋山 昌二619 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 60

1時間30分04秒55 興梠 和義618 ｺｳﾛｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 60

1時間30分13秒56 高畑 豊弘449 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾄﾖﾋﾛ 37

1時間30分36秒57 濱田 恭彰539 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｱｷ 50

1時間31分26秒58 佐藤 隆文634 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 64

1時間31分56秒59 山本 三博625 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 62

1時間32分07秒60 岡本 裕司465 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 39

1時間32分25秒61 山本 勝博442 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 34

1時間32分30秒62 井上 英明475 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 41

1時間32分43秒63 金井 孝之520 ｶﾅｲ ﾀｶﾕｷ 48

1時間32分56秒64 北垣戸 寛之482 ｷﾀｶﾞｲﾄ ﾋﾛﾕｷ 42

1時間33分23秒65 佐々木 亮介438 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 33

1時間33分31秒66 松尾 浩486 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ 43

1時間33分36秒67 山際 慶典469 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 40

1時間33分54秒68 佐藤 直樹595 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 56

1時間34分07秒69 西崎 航402 ﾆｼｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 20

1時間34分18秒70 井上 恵介542 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 50

1時間34分41秒71 牧浦 泉596 ﾏｷｳﾗ ｲｽﾞﾐ 56

1時間34分44秒72 木村 和彦654 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 70

1時間34分50秒73 町田 元成527 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ 49

1時間34分56秒74 青井 謙太郎507 ｱｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 46

1時間35分12秒75 山脇 佑亮415 ﾔﾏﾜｷ ﾕｳｽｹ 27

1時間35分25秒76 釜田 隆569 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 53

1時間35分44秒77 福尾 龍平529 ﾌｸｵ ﾘｭｳﾍｲ 49

1時間36分00秒78 高田 俊哉560 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾔ 52

1時間36分03秒79 滝川 裕史609 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 59

1時間36分15秒80 佐谷 尚樹503 ｻﾀﾆ ﾅｵｷ 46

1時間36分53秒81 山下 誠士492 ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ 44

1時間37分16秒82 石野 光和535 ｲｼﾉ ﾃﾙｶｽﾞ 49

1時間37分36秒83 松尾 友樹426 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 30

1時間37分49秒84 島田 隆三437 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 33

1時間38分08秒85 井口 貴広459 ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 38

1時間38分09秒86 早川 尚輝434 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ 33

1時間38分49秒87 松本 一也624 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 62

1時間39分20秒88 梶谷 勲576 ｶｼﾞﾀﾆ ｲｻｵ 54

1時間39分20秒89 大島 靖生495 ｵｵｼﾏ ﾔｽｵ 44

1時間39分24秒90 黒崎 秀人509 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 46

1時間39分38秒91 宮岡 佑太411 ﾐﾔｵｶ ﾕｳﾀ 25

1時間40分07秒92 小東 才之532 ｺﾋｶﾞｼ ﾄｼﾕｷ 49

1時間40分10秒93 尼崎　佳三670 ｱﾏｻｷ　ﾖｼｿﾞｳ 65

1時間40分25秒94 森川 暁文518 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ 48

1時間40分30秒95 岡本 岳則548 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 51

1時間40分37秒96 押川 弘典628 ｵｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 62

1時間40分42秒97 田口 大輔425 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 29

1時間41分01秒98 内田 孝俊443 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 35

1時間41分06秒99 堀 和也497 ﾎﾘ ｶｽﾞﾔ 45

1時間41分14秒100 関 直哉421 ｾｷ ﾅｵﾔ 29
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1時間41分30秒101 山田 茂雄550 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｵ 51

1時間41分35秒102 山本 秀男655 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 70

1時間41分50秒103 小林 慶紀457 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 37

1時間41分52秒104 畠田　光晴662 ﾊﾀｹﾀﾞ　ﾐﾂﾊﾙ 72

1時間41分54秒105 津川　寛之674 ﾂｶﾞﾜ　ﾋﾛﾕｷ 47

1時間42分02秒106 岡本 照之583 ｵｶﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 55

1時間42分02秒107 宮尾 忠昌499 ﾐﾔｵ ﾀﾀﾞﾏｻ 45

1時間42分52秒108 中山 勝526 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 49

1時間43分02秒109 岩井 亮祐485 ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 43

1時間43分03秒110 三浦 義明504 ﾐｳﾗ ﾖｼｱｷ 46

1時間43分49秒111 岡　正治525 ｵｶ　ﾏｻﾊﾙ 48

1時間43分50秒112 星野 裕司528 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 49

1時間43分59秒113 小林 信高481 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 42

1時間44分31秒114 大野 慎一587 ｵｵﾉ ｼﾝｲﾁ 55

1時間44分33秒115 藤井 雅敏591 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄｼ 56

1時間44分35秒116 平松 庸元653 ﾋﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ 70

1時間44分39秒117 山田 敦彦502 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 45

1時間44分40秒118 清水 拓郎484 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾛｳ 42

1時間44分59秒119 藤井 尚志574 ﾌｼﾞｲ ﾋｻｼ 53

1時間45分38秒120 水川 正弘614 ﾐｽﾞｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 60

1時間45分49秒121 幸谷 充康608 ｺｳﾀﾆ ﾐﾂﾔｽ 59

1時間46分00秒122 吉瀬 考宏406 ﾖｼｾ ﾀｶﾋﾛ 22

1時間46分08秒123 竹川 和宏448 ﾀｹｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 37

1時間46分18秒124 小泉 良夫541 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｵ 50

1時間46分20秒125 遠藤 敏洋615 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 60

1時間46分35秒126 前田 竜典500 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 45

1時間46分41秒127 竹半 伸一659 ﾀｹﾅｶ ｼﾝｲﾁ 71

1時間47分00秒128 宮田 直宏594 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾋﾛ 56

1時間47分06秒129 新村 博明553 ｼﾝﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 51

1時間47分47秒130 三木 智夫585 ﾐｷ ﾄﾓｵ 55

1時間47分59秒131 樅野 毅605 ﾓﾐﾉ ﾂﾖｼ 58

1時間48分07秒132 砂川 和博554 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 52

1時間48分12秒133 小橋 寛之522 ｺﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 48

1時間48分34秒134 藤原 宏乃571 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾉ 53

1時間48分37秒135 牧田 茂人483 ﾏｷﾀ ｼｹﾞﾄ 42

1時間48分57秒136 本谷 研司622 ﾓﾄﾔ ｹﾝｼ 61

1時間49分07秒137 宮平 政一552 ﾐﾔﾋﾗ ﾏｻｶｽﾞ 51

1時間49分15秒138 井上 典崇563 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾀｶ 52

1時間49分27秒139 長谷川 勝537 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 49

1時間49分55秒140 宮本 典俊533 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘﾄｼ 49

1時間49分58秒141 小林 学602 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 58

1時間50分16秒142 小原 潤一544 ｺﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 50

1時間50分27秒143 文屋 克己648 ﾌﾞﾝﾔ ｶﾂﾐ 68

1時間50分32秒144 杉本 健太430 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 32

1時間51分10秒145 吉本 博文564 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 52

1時間51分20秒146 坂東 廣昭665 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 73

1時間51分30秒147 丸山 正雄641 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 66

1時間51分45秒148 屋久 浩典599 ﾔﾋｻ ﾋﾛﾉﾘ 57

1時間52分21秒149 亀山 慎二630 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 63

1時間52分31秒150 川元 昭義581 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾖｼ 55
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1時間52分46秒151 坂口 弘毅612 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｷ 59

1時間53分09秒152 清水 雅彦646 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｺ 67

1時間53分19秒153 杉谷 明洋545 ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 50

1時間53分22秒154 広畑 貢656 ﾋﾛﾊﾀ ﾐﾂｷﾞ 70

1時間54分10秒155 中澤 拓436 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸ 33

1時間54分33秒156 高内 昌之472 ﾀｶｳﾁ ﾏｻﾕｷ 40

1時間54分38秒157 野村 卓矢565 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 52

1時間55分10秒158 平松 完治593 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾝｼﾞ 56

1時間55分51秒159 森本 健二郎447 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 36

1時間56分11秒160 小林 英智623 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 61

1時間56分26秒161 井上 陽介577 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 54

1時間56分29秒162 藤野 秀人508 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄ 46

1時間57分26秒163 高井 道典494 ﾀｶｲ ﾐﾁﾉﾘ 44

1時間57分42秒164 出井 篤史477 ﾃﾞｲ ｱﾂｼ 41

1時間58分23秒165 久世 義孝515 ｸｾ ﾖｼﾀｶ 47

1時間58分54秒166 土橋 慶三620 ﾂﾁﾊｼ ｹｲｿﾞｳ 61

1時間59分10秒167 幸崎 基夫645 ｺｳｻｷ ﾓﾄｵ 66

1時間59分13秒168 松田 和幸578 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 54

1時間59分27秒169 植垣 研史郎589 ｳｴｶﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 56

1時間59分28秒170 大西 孝弘636 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 65

1時間59分35秒171 高橋 寛516 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 47

1時間59分52秒172 中村 吉男658 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ 71

2時間00分27秒173 木越 実604 ｷｺﾞｼ ﾐﾉﾙ 58

2時間01分00秒174 内藤 愼一郎420 ﾅｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 29

2時間01分02秒175 内海 宏之510 ｳﾂﾐ ﾋﾛﾕｷ 47

2時間01分09秒176 平見 達哉450 ﾋﾗﾐ ﾀﾂﾔ 37

2時間01分16秒177 植田 健次637 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 65

2時間01分38秒178 垣内 隆660 ｶｷｳﾁ ﾀｶｼ 71

2時間02分49秒179 東堀　博隆538 ﾋｶﾞｼﾎﾘ　ﾋﾛﾀｶ 49

2時間03分12秒180 清水 高美530 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾐ 49

2時間03分40秒181 島塚 康幸471 ｼﾏﾂｶ ﾔｽﾕｷ 40

2時間03分45秒182 長沢 康平410 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ 25

2時間03分46秒183 和田 侑也414 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 26

2時間04分12秒184 多米 貴裕461 ﾀﾒ ﾀｶﾋﾛ 38

2時間04分27秒185 松本 直樹467 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 39

2時間04分35秒186 尾方 智孝517 ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾀｶ 47

2時間04分39秒187 杉本 憲彦478 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ 41

2時間05分22秒188 竹田 睦史431 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 32

2時間05分50秒189 清田 啓二464 ｾｲﾀﾞ ｹｲｼﾞ 38

2時間06分43秒190 小川 真滋610 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 59

2時間07分02秒191 稲岡 浩一586 ｲﾅｵｶ ｺｳｲﾁ 55

2時間07分31秒192 藤田 正631 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 63

2時間07分45秒193 橋本 和佳572 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 53

2時間07分55秒194 正木 幸一643 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 66

2時間08分41秒195 三浦 卓也562 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 52

2時間08分41秒196 岩田 修667 ｲﾜﾀ ｵｻﾑ 75

2時間09分28秒197 樋口 正幸627 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 62

2時間09分30秒198 吉原 永朗531 ﾖｼﾊﾗ ﾋｻｵ 49

2時間11分44秒199 松浦 良介435 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 33

2時間11分45秒200 溝口 明宏413 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 26
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2時間12分15秒201 近藤 雅昭661 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 72

2時間12分36秒202 三宅 俊一626 ﾐﾔｹ ｼｭﾝｲﾁ 62

2時間13分53秒203 吉田 将真424 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 29

2時間14分28秒204 金光 守607 ｶﾅﾐﾂ ﾏﾓﾙ 58

2時間15分30秒205 大河内 幹也580 ｵｵｺｳﾁ ﾐｷﾔ 54

2時間15分36秒206 大西　富士夫669 ｵｵﾆｼ　ﾌｼﾞｵ 81

2時間16分42秒207 木村　康一672 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 30

2時間17分07秒208 宮脇 淳617 ﾐﾔﾜｷ ｼﾞｭﾝ 60

2時間17分41秒209 竹下 理史521 ﾀｹｼﾀ ﾏｻｼ 48

2時間19分21秒210 栗山 政士446 ｸﾘﾔﾏ ﾏｻｼ 36

2時間21分08秒211 知念 良直444 ﾁﾈﾝ ﾖｼﾅｵ 35

2時間21分41秒212 濱田 健一666 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 74

2時間21分50秒213 小川 浩二590 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 56

2時間22分09秒214 阪本 修664 ｻｶﾓﾄ ｵｻﾑ 73

2時間24分10秒215 竹内 康夫642 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ 66

2時間24分48秒216 難波 茂524 ﾅﾝﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 48

2時間24分55秒217 黒田 友房647 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾌｻ 67

2時間25分20秒218 渡邊 良一567 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 52

2時間25分44秒219 福島 誠輝649 ﾌｸｼﾏ ｾｲｷ 68

2時間26分00秒220 幸田 啓訓573 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 53

2時間26分15秒221 嶋田 堅一417 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 28

2時間27分25秒222 三河 昌男536 ﾐｶﾜ ﾏｻｵ 49

2時間27分32秒223 岡本 崇549 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 51

2時間28分00秒224 鎌田 和男575 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 53

2時間29分13秒225 吉田 雅也632 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 63

2時間29分18秒226 簑田 哲司603 ﾐﾉﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 58

2時間29分55秒227 伊藤 隆重616 ｲﾄｳ ﾀｶｼｹﾞ 60

2時間30分46秒228 山本 明600 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 57

2時間31分16秒229 宮本 忠広613 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 60

2時間31分18秒230 牛尾 貴敏592 ｳｼｵ ﾀｶﾄｼ 56

2時間32分38秒231 松井 活裕606 ﾏﾂｲ ｶﾂﾋﾛ 58

2時間33分39秒232 植田 尚史498 ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 45

2時間36分51秒233 森田　剛546 ﾓﾘﾀ　ﾀｹｼ 50

2時間42分12秒234 嶋田 和晃405 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 21

2時間42分15秒235 丸尾 義次640 ﾏﾙｵ ﾖｼﾂｸﾞ 65

2時間42分31秒236 有吉 昭彦629 ｱﾘﾖｼ ｱｷﾋｺ 62

2時間45分21秒237 河原 祐志651 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 69

2時間47分39秒238 小原 繁663 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 73

2時間53分02秒239 長谷川 一翁493 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾁｵ 44

2時間55分05秒240 米澤 俊介455 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 37

2時間56分39秒241 和田 貴行668 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 78

2時間57分13秒242 河村 時夫644 ｶﾜﾑﾗ ﾄｷｵ 66

2時間59分42秒243 田中 義人534 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ 49

3時間19分05秒244 石川 徳尚601 ｲｼｶﾜ ﾅﾙﾋｻ 57

3時間27分47秒245 中田 茂雄621 ﾅｶﾀ ｼｹﾞｵ 61

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

ハーフマラソン女子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間25分35秒1 正木 志歩708 ﾏｻｷ ｼﾎ 28

1時間31分45秒2 岩井 裕子717 ｲﾜｲ ﾕｳｺ 46

1時間32分40秒3 植田 慶子712 ｳｴﾀ ｹｲｺ 39

1時間35分55秒4 松本 華奈718 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 47

1時間38分24秒5 岡井 ゆかり729 ｵｶｲ ﾕｶﾘ 55

1時間46分19秒6 吉峯 あけみ737 ﾖｼﾐﾈ ｱｹﾐ 60

1時間47分44秒7 中野 優香704 ﾅｶﾉ ﾕｳｶ 23

1時間48分43秒8 山本 佳奈706 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 26

1時間50分42秒9 曽我 奈央子711 ｿｶﾞ ﾅｵｺ 34

1時間51分24秒10 中川 麻里731 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾘ 56

1時間54分08秒11 横井 美姫和716 ﾖｺｲ ﾐｷﾜ 46

1時間56分40秒12 幸谷 有里子733 ｺｳﾀﾆ ﾕﾘｺ 57

1時間58分50秒13 青野 美重713 ｱｵﾉ ﾐｴ 39

1時間59分50秒14 牛尾 有里707 ｳｼｵ ﾕﾘ 26

2時間00分21秒15 野口 美絵715 ﾉｸﾞﾁ ﾐｴ 46

2時間00分30秒16 大槻 夕葵奈705 ｵｵﾂｷ ﾕｷﾅ 24

2時間05分13秒17 金沢 美智子720 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾁｺ 48

2時間07分54秒18 徳原 美乃里701 ﾄｸﾊﾗ ﾐﾉﾘ 23

2時間08分36秒19 大石 房子727 ｵｵｲｼ ﾌｻｺ 55

2時間13分38秒20 四宮 弘美738 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ 60

2時間15分44秒21 内海 夕香714 ｳﾂﾐ ﾕｳｶ 45

2時間20分38秒22 住田 瑞子736 ｽﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｺ 59

2時間21分42秒23 稲岡 めぐみ721 ｲﾅｵｶ ﾒｸﾞﾐ 49

2時間22分27秒24 寒竹 幸枝740 ｶﾝﾁｸ ﾕｷｴ 62

2時間22分47秒25 柴田 みのり726 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾘ 53

2時間23分51秒26 木村 すみえ745 ｷﾑﾗ ｽﾐｴ 71

2時間24分18秒27 簑田 みちよ732 ﾐﾉﾀﾞ ﾐﾁﾖ 56

2時間24分43秒28 中森 愛702 ﾅｶﾓﾘ ｱｲ 23

2時間25分41秒29 高山 和子741 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｺ 63

2時間25分45秒30 山本 幸代730 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ 55

2時間26分48秒31 青山 麻希724 ｱｵﾔﾏ ﾏｷ 52

2時間32分55秒32 岩藤 のり子744 ｲﾜﾌｼﾞ ﾉﾘｺ 69

2時間35分59秒33 宮本 三貴子723 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷｺ 50

2時間36分49秒34 林原 未来710 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾐｸ 30

2時間40分39秒35 森崎 佐和子743 ﾓﾘｻｷ ｻﾜｺ 68

2時間41分17秒36 城本 ゆみ子742 ｼﾛﾓﾄ ﾕﾐｺ 67

3時間28分02秒37 島津 惠美734 ｼﾏﾂﾞ ｴﾐ 57

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

10km男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

33分25秒1 片山 毅彦813 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 28

34分25秒2 石丸 治孝837 ｲｼﾏﾙ ﾊﾙﾀｶ 43

34分34秒3 深田 誠854 ﾌｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 48

34分56秒4 日茂 優真802 ﾋﾓ ﾕｳﾏ 20

36分10秒5 小林 貴広820 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 33

36分31秒6 古屋 開人807 ﾌﾙﾔ ｶｲﾄ 25

36分35秒7 高本 浩司843 ﾀｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 45

36分36秒8 植田 直816 ｳｴﾀﾞ ﾅｵ 30

36分38秒9 中田 欣秀832 ﾅｶﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 39

36分57秒10 永江 和久814 ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋｻ 29

37分20秒11 吉本　教郎817 ﾖｼﾓﾄ　ﾐﾁｵ 30

38分45秒12 井堂 倫也935 ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 39

38分54秒13 神田 崇855 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 48

39分04秒14 岡崎 郁人803 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾄ 21

39分22秒15 住田 義明898 ｽﾐﾀﾞ ﾖｼｱｷ 59

40分04秒16 和木 修司806 ﾜｷﾞ ｼｭｳｼﾞ 25

40分10秒17 勝田 進824 ｶﾂﾀﾞ ｽｽﾑ 35

40分14秒18 荻野 一男884 ｵｷﾞﾉ ﾖｼｵ 56

40分15秒19 長谷川 敏二835 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 42

40分26秒20 上野 顕彦871 ｳｴﾉ ｱｷﾋｺ 52

40分34秒21 本田 孝志907 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 63

40分46秒22 高野 弘之826 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 37

40分49秒23 松久 高志818 51

40分50秒24 後藤 光喜842 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ 45

40分50秒25 梶原　義行848 ｶｼﾞﾜﾗ　ﾖｼﾕｷ 46

41分04秒26 橋本 涼平810 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 26

42分17秒27 北出 吉弘909 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 65

42分38秒28 速水 潤一868 ﾊﾔﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 52

43分00秒29 高桑 栄次866 ﾀｶｸﾜ ｴｲｼﾞ 51

43分19秒30 南 典孝852 ﾐﾅﾐ ﾉﾘﾀｶ 48

43分21秒31 永廣 亘877 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾜﾀﾙ 53

43分45秒32 松本 一之917 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 70

44分04秒33 藤澤 和人859 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄ 49

44分05秒34 坪井 政信839 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 44

44分06秒35 田中 佑典823 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 35

44分25秒36 田口 康介819 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 33

44分41秒37 中嶋 雅孝893 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ 58

44分51秒38 衣笠 昌宏829 ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾋﾛ 37

44分57秒39 林 武男923 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 71

45分04秒40 森 貴義850 ﾓﾘ ﾀｶﾖｼ 46

45分09秒41 佐藤 真847 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 46

45分25秒42 藤井 雅隆900 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾀｶ 60

45分34秒43 児玉 嵩史815 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 29

45分44秒44 芝原 征一840 ｼﾊﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁ 44

46分04秒45 渋谷 博司838 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 43

46分09秒46 百合本 宏志875 ﾕﾘﾓﾄ ﾋﾛｼ 52

46分34秒47 宮本 隼太821 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ 34

46分36秒48 赤堀 幸信870 ｱｶﾎﾘ ﾕｷﾉﾌﾞ 52

46分56秒49 杉原 高明830 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶｱｷ 38

47分19秒50 森 俊二869 ﾓﾘ ｼｭﾝｼﾞ 52

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

10km男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

47分53秒51 谷垣 治894 ﾀﾆｶﾞｷ ｵｻﾑ 59

48分17秒52 禹 英鎮918 ｱﾘﾏ ﾏｻﾌﾐ 46

48分45秒53 福岡 数彦889 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 57

48分50秒54 北尻 成司805 ｷﾀｼﾞﾘ ｾｲｼﾞ 25

49分02秒55 大原 誠844 ｵｵﾊﾗ ﾏｺﾄ 45

49分15秒56 下村 嘉巳874 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾐ 52

49分26秒57 圓尾 智804 ﾏﾙｵ ﾄﾓ 22

49分48秒58 八重本 大樹809 ﾔｴﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 26

50分04秒59 石田 英士864 ｲｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 51

50分11秒60 高坂 哲広886 ﾀｶｻｶ ﾉﾘﾋﾛ 57

50分57秒61 岡本 武平827 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋﾗ 37

51分11秒62 西岡 孝904 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ 61

51分17秒63 原田 和貴856 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 49

51分54秒64 佐藤 義之861 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 50

52分06秒65 中井 卓也851 ﾅｶｲ ﾀｸﾔ 47

52分10秒66 大畑 俊之857 ｵｵﾊﾀ ﾄｼﾕｷ 49

52分12秒67 冷水 昭夫836 ﾋﾔﾐｽﾞ ｱｷｵ 42

52分27秒68 小谷 勝教901 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ 61

52分40秒69 上野 秀樹919 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｷ 70

52分59秒70 清田 倖生858 ｾｲﾀﾞ ｺｳｷ 10

53分18秒71 中井 信博872 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 52

53分20秒72 梶原 佳幸860 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 50

53分25秒73 大杉 昌弘905 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 61

53分26秒74 本田　陽祐828 ﾎﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ 37

53分36秒75 齊藤　剛誉876 ｻｲﾄｳ　ﾀｹﾖ 52

53分46秒76 山田 修嗣895 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 59

55分10秒77 金谷 泰人910 ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ 65

55分21秒78 高井 潔司927 ﾀｶｲ ｷﾖｼ 73

55分36秒79 原口 昌三912 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 68

56分15秒80 生田 幸男887 ｲｸﾀ ﾕｷｵ 57

56分21秒81 源本 雄一郎862 ﾐﾅﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 50

56分48秒82 谷岡 弘行888 ﾀﾆｵｶ ﾋﾛﾕｷ 57

56分50秒83 井上 浩之903 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 61

56分52秒84 高尾　直人938 ﾀｶｵ ﾅｵﾋﾄ 56

56分52秒85 江浦 政信916 ｴｳﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 69

57分24秒86 山本 長嗣879 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 53

57分40秒87 赤坂 泰一834 ｱｶｻｶ ﾔｽｶｽﾞ 40

57分46秒88 福田 磨寿穂929 ﾌｸﾀﾞ ﾏｽｵ 74

57分55秒89 田中 充士906 ﾀﾅｶ ﾐﾂｼ 63

57分59秒90 藤林 竜890 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 57

58分02秒91 藤原 彰833 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 39

58分27秒92 喜田 真二831 ｷﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 39

58分44秒93 三木 信善881 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 54

58分47秒94 小川 俊一891 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ 58

59分58秒95 三木 幸一922 ﾐｷ ｺｳｲﾁ 71

1時間00分16秒96 堀 慎太郎846 ﾎﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 46

1時間00分28秒97 山本 結城863 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 50

1時間00分29秒98 中越 和仁873 ﾅｶｺﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ 52

1時間01分10秒99 木村 文男925 ｷﾑﾗ ﾌﾐｵ 73

1時間01分18秒100 山邑 英之899 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 60

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

10km男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間02分13秒101 上島 慶853 ｳｴｼﾏ ｹｲ 48

1時間03分13秒102 岡本 和明931 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 77

1時間03分41秒103 井上 大地801 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 19

1時間03分50秒104 楠元 康紀896 ｸｽﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 59

1時間04分45秒105 大學　義則908 ﾀﾞｲｶﾞｸ　ﾖｼﾉﾘ 65

1時間04分48秒106 本庄 栄一郎911 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 66

1時間05分15秒107 酒匂 将人812 ｻｺｳ ﾏｻﾄ 28

1時間06分08秒108 松岡 秀樹825 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 36

1時間06分22秒109 陶山 泰信932 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 81

1時間06分41秒110 松田 大輝808 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 25

1時間07分16秒111 安福 利章882 ﾔｽﾌｸ ﾄｼｱｷ 55

1時間08分05秒112 松岡 秀和913 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 68

1時間10分04秒113 池澤 正二928 ｲｹｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 74

1時間12分00秒114 森﨑 哲男924 ﾓﾘｻｷ ﾃﾂｵ 72

1時間14分45秒115 小谷 洋平822 ｺﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 34

1時間15分17秒116 長谷川　恭司937 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｮｳｼﾞ 52

1時間15分20秒117 山口 哲也878 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 53

1時間17分54秒118 中井　 泰彦934 ﾅｶｲ  ﾔｽﾋｺ 82

1時間21分12秒119 藤堂 尚久930 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋｻ 74

1時間24分51秒120 中山 善吾915 ﾅｶﾔﾏ ｾﾞﾝｺﾞ 69

1時間25分45秒121 今田 英紀849 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 46

1時間27分52秒122 横田　貴史933 ﾖｺﾀ　ﾀｶｼ 82

1時間40分08秒123 赤松 高吉892 ｱｶﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 58

1時間40分10秒124 内川 誠885 ｳﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 56

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

10km女子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

43分43秒1 堀本 寛子954 ﾎﾘﾓﾄ ﾋﾛｺ 39

46分21秒2 宍戸 妃陽里941 ｼｼﾄﾞ ﾋﾖﾘ 12

46分27秒3 宮谷 富士子981 ﾐﾔﾀﾆ ﾌｼﾞｺ 60

46分47秒4 松岡 晴美965 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾐ 49

48分00秒5 宮脇 直美962 ﾐﾔﾜｷ ﾅｵﾐ 45

48分27秒6 吉田 えり子953 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 38

50分49秒7 田川 信子984 ﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 61

51分14秒8 本田 佳子988 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 63

51分39秒9 小谷 裕子976 ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ 55

51分58秒10 森脇 結香955 ﾓﾘﾜｷ ﾕｶ 39

53分22秒11 伊東 純子964 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 47

54分38秒12 中田 真紀969 ﾅｶﾀ ﾏｷ 50

55分08秒13 中尾 美帆子948 ﾅｶｵ ﾐﾎｺ 26

55分28秒14 山下 浩代972 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾖ 51

57分00秒15 松岡 美智子959 ﾏﾂｵｶ ﾐﾁｺ 44

58分08秒16 鎌田 離離957 ｶﾏﾀ ﾘﾘ 40

58分31秒17 渕瀬 真寿美952 ﾌﾁｾ ﾏｽﾐ 35

58分31秒18 渕瀬 松枝989 ﾌﾁｾ ﾏﾂｴ 66

59分17秒19 浅井 明子973 ｱｻｲ ｱｷｺ 52

59分46秒20 中井 日菜子945 ﾅｶｲ ﾋﾅｺ 21

1時間00分34秒21 多加 数美968 ﾀｶﾞ ｶｽﾞﾐ 50

1時間01分00秒22 内藤 未奈子950 ﾅｲﾄｳ ﾐﾅｺ 33

1時間01分12秒23 森川 亜也子974 ﾓﾘｶﾜ ｱﾔｺ 52

1時間01分20秒24 梅本 敦子966 ｳﾒﾓﾄ ｱﾂｺ 50

1時間01分55秒25 三宅 庸子985 ﾐﾔｹ ﾖｳｺ 61

1時間02分02秒26 赤坂 敏子956 ｱｶｻｶ ﾄｼｺ 40

1時間03分00秒27 木虎 佐知子987 ｷﾄﾗ ｻﾁｺ 63

1時間03分13秒28 千田 京子980 ｾﾝﾀﾞ ｷｮｳｺ 58

1時間03分36秒29 瀧川 嘉子963 ﾀｷｶﾜ ﾖｼｺ 47

1時間04分32秒30 藤林 和美970 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 51

1時間04分39秒31 滝井 千比奈978 ﾀｷｲ ﾁﾋﾅ 58

1時間05分08秒32 辻本 眞由美979 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ 58

1時間05分46秒33 上島 葵942 ｳｴｼﾏ ｱｵｲ 17

1時間06分12秒34 坂本 珠枝971 ｻｶﾓﾄ ﾀﾏｴ 51

1時間07分04秒35 米津 明子958 ﾖﾈﾂ ｱｷｺ 42

1時間07分19秒36 伊藤 紗香944 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 21

1時間07分20秒37 松崎 光943 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋｶﾙ 21

1時間07分37秒38 片岡 かおり960 ｶﾀｵｶ ｶｵﾘ 44

1時間07分54秒39 辻原 安実紗946 ﾂｼﾞﾊﾗ ｱﾐｻ 22

1時間08分59秒40 和泉 玲967 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ 50

1時間09分45秒41 小谷 彩951 ｺﾀﾆ ｱﾔ 35

1時間10分20秒42 寺尾 ゆかり977 ﾃﾗｵ ﾕｶﾘ 57

1時間15分05秒43 田中 徳子982 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 60

1時間17分27秒44 青位　千春992 ｱｵｲ　ﾁﾊﾙ 62

1時間18分05秒45 清水 典子986 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｺ 62

1時間19分37秒46 貞山　良子991 ｻﾀﾞﾔﾏ　ﾘｮｳｺ 79

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

5km男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

16分13秒1 丸山 翔平1026 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 33

16分43秒2 加藤 大和1007 ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 15

17分01秒3 井上 隆世1008 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 15

17分04秒4 高木 凌1023 ﾀｶｷ ﾘｮｳ 31

17分13秒5 高田 秀一1030 ﾀｶﾀ ｼｭｳｲﾁ 40

17分34秒6 井上 明彦1033 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ 43

17分38秒7 村上 公基1016 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ 25

17分40秒8 大西 涼介1015 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 25

17分58秒9 栗山 哲也1025 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾔ 32

18分00秒10 稲田 宣弘1056 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 54

18分35秒11 日野 誠1042 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 47

19分10秒12 前田 雄司1049 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 51

19分19秒13 小畑 利之1058 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 56

19分26秒14 加藤 吉則1039 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 46

19分29秒15 橘 章良1070 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾗ 64

19分38秒16 日野 颯汰1001 ﾋﾉ ｿｳﾀ 10

19分41秒17 原田 康行1059 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 56

20分06秒18 肥塚 俊彦1041 ｺｴﾂﾞｶ ﾄｼﾋｺ 47

20分29秒19 山本 健太郎1029 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 40

20分30秒20 河野 正広1045 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 48

20分37秒21 土生田 貴1048 ﾊﾌﾞﾀ ﾀｶｼ 50

20分39秒22 廣瀬　敦也1017 ﾋﾛｾ　ｱﾂﾔ 25

20分46秒23 小西 明英1028 ｺﾆｼ ｱｷﾋﾃﾞ 40

20分58秒24 湯浅 崇央1046 ﾕｱｻ ﾀｶｵ 48

21分09秒25 嘉流 昭夫1068 ｶﾘｭｳ ｱｷｵ 62

21分21秒26 デラトバフォンセカ 1034 ﾃﾞﾗﾄﾊﾞﾌｫﾝｾｶ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ 43

21分28秒27 小林 壱樹1013 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 21

21分41秒28 綿野 良洋1020 ﾜﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ 29

21分51秒29 花崎　翔太1010 ﾊﾅｻﾞｷ　ｼｮｳﾀ 17

21分51秒30 河内 陽向1003 ｺｳﾁ ﾋﾅﾀ 11

22分02秒31 河内 信行1037 ｺｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 44

22分08秒32 土屋 賢治1054 ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾞ 54

22分14秒33 漆間 風祐1004 ｳﾙｼﾏ ﾌｳｽｹ 11

22分18秒34 花谷 智典1036 ﾊﾅﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ 44

22分18秒35 伊賀 龍平1012 ｲｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 21

22分25秒36 山元　章太1011 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｮｳﾀ 18

22分39秒37 小野 航1009 ｵﾉ ﾜﾀﾙ 15

22分47秒38 西江 利文1064 ﾆｼｴ ﾄｼﾌﾐ 60

22分52秒39 出井 秀樹1082 ｲﾃﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 69

22分55秒40 大西 智貴1021 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｷ 29

23分21秒41 ??川　浩伸1066 ﾖｼｶﾜ　ﾋﾛﾉﾌﾞ 61

23分55秒42 栗山 隼也1022 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶﾔ 30

23分56秒43 三木　健也1014 ﾐｷ　ｹﾝﾔ 22

24分58秒44 山田 育男1063 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸｵ 58

25分57秒45 山村 重光1065 ﾔﾏﾑﾗ ｼｹﾞﾐﾂ 60

26分16秒46 平 一範1052 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 53

26分17秒47 須加田 由雄1075 ｽｶﾞﾀ ﾖｼｵ 65

27分03秒48 中川　喜八1083 ﾅｶｶﾞﾜ　ｷﾊﾁ 69

27分15秒49 清水 幸一1069 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 63

27分25秒50 山本 正憲1060 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 56

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

5km男子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

27分36秒51 種谷 友作1050 ﾀﾈﾀﾆ ﾕｳｻｸ 51

28分07秒52 廣瀬 雅弘1031 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ 40

28分07秒53 廣瀬 智也1018 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾔ 26

28分08秒54 廣瀬 慎也1024 ﾋﾛｾ ｼﾝﾔ 32

28分29秒55 道家 悠太1019 ﾄﾞｳｹ ﾕｳﾀ 27

28分30秒56 中野 満1047 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾙ 49

29分11秒57 郷原 誠1055 ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｺﾄ 54

29分31秒58 岡原 雄高1040 ｵｶﾊﾗ ﾕﾀｶ 46

29分54秒59 中川 竜矢1027 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 33

30分14秒60 土山　秀雄1086 ﾂﾁﾔﾏ　ﾋﾃﾞｵ 70

30分24秒61 谷 充良1081 ﾀﾆ ﾐﾂﾖｼ 69

30分49秒62 水戸 潤二1090 ﾐﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 73

31分07秒63 鶴崎 幸雄1073 ﾂﾙｻｷ ﾕｷｵ 64

31分55秒64 玉越 博充1044 ﾀﾏｺｼ ﾋﾛﾐﾂ 47

31分56秒65 山田　政郎1089 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾛｳ 72

32分27秒66 夏井 玲1043 ﾅﾂｲ ﾘｮｳ 47

32分36秒67 道家 尚崇1062 ﾄﾞｳｹ ﾅｵﾀｶ 57

32分47秒68 松尾 繁樹1053 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｷ 53

32分52秒69 丸田 清士1071 ﾏﾙﾀ ｷﾖｼ 64

32分55秒70 瀧川 悟史1051 ﾀｷｶﾜ ｻﾄｼ 52

33分27秒71 栫 久巳1078 ｶｺｲ ﾋｻﾐ 68

34分43秒72 萩原 邦彦1080 ﾊｷﾞﾜﾗ ｸﾆﾋｺ 69

35分08秒73 本荘　真二1091 ﾎﾝｼﾞｮｳ　ｼﾝｼﾞ 73

35分23秒74 矢野 光1087 ﾔﾉ ﾋｶﾙ 71

35分24秒75 杉原 敏幸1079 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 69

35分27秒76 樋高 嘉治1097 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 79

38分46秒77 真鍋 憲昭1093 ﾏﾅﾍﾞ ﾉﾘｱｷ 75

38分49秒78 多加 政廣1098 ﾀｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 79

41分19秒79 中谷 智1006 ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ 13

43分28秒80 川西　良雄1084 ｶﾜﾆｼ　ﾖｼｵ 69

43分44秒81 中谷 靖1061 ﾅｶﾀﾆ ﾔｽｼ 57

45分42秒82 大西 弘幸1076 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 66

47分17秒83 福井 司1095 ﾌｸｲ ﾂｶｻ 77

48分54秒84 船越 博章1067 ﾌﾅｺｼ ﾋﾛｱｷ 61

49分42秒85 田中　進1099 ﾀﾅｶ　ｽｽﾑ 81

1時間01分43秒86 横倉 潤一1094 ﾖｺｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 76

1時間01分44秒87 山根　成治1092 ﾔﾏﾈ　ｾｲｼﾞ 74

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

5km女子総合

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 -

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

20分00秒1 日野 夏愛1111 ﾋﾉ ｶﾅ 12

20分47秒2 藤田 佳津江1124 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂｴ 49

22分27秒3 岡田 花1113 ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 14

22分29秒4 岡崎 香苗1121 ｵｶｻﾞｷ ｶﾅｴ 44

22分40秒5 日野 真愛1112 ﾋﾉ ﾏﾅ 14

22分49秒6 柴田 肖文1122 ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾐ 45

23分04秒7 井上 香里1128 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ 50

23分15秒8 岡田　雅子1147 ｵｶﾀﾞ　ﾏｻｺ 43

23分17秒9 波多野 静香1114 ﾊﾀﾉ ｼｽﾞｶ 20

24分16秒10 廣瀬 万紀子1125 ﾋﾛｾ ﾏｷｺ 49

24分24秒11 中條 さおり1130 ﾅｶｼﾞｮｳ ｻｵﾘ 53

25分28秒12 松原 寿子1136 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｺ 59

25分32秒13 嘉流 ミカル1135 ｶﾘｭｳ ﾐｶﾙ 58

26分50秒14 小野 美由紀1127 ｵﾉ ﾐﾕｷ 50

27分46秒15 西川 葉月1116 ﾆｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 26

28分08秒16 谷野 美雪1133 ﾀﾆﾉ ﾐﾕｷ 56

28分48秒17 瀬﨑 千津江1143 ｾｻﾞｷ ﾁﾂﾞｴ 65

29分10秒18 西 美由紀1134 ﾆｼ ﾐﾕｷ 56

29分10秒19 杉原 加寿子1142 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｺ 65

29分11秒20 谷川 弘子1131 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛｺ 54

29分46秒21 前田 恵子1137 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺ 60

29分49秒22 北野 則子1117 ｷﾀﾉ ﾉﾘｺ 37

31分28秒23 勢馬 のぶ子1144 ｾｲﾏ ﾉﾌﾞｺ 69

32分16秒24 赤錆 千春1119 ｱｶｻﾋﾞ ﾁﾊﾙ 43

33分25秒25 岡本　千春1141 ｵｶﾓﾄ　ﾁﾊﾙ 63

34分42秒26 田中　敏子1145 ﾀﾅｶ　ﾄｼｺ 71

34分57秒27 山本 寛子1132 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 56

35分18秒28 中塚　祐理子1118 ﾅｶﾂｶ　ﾕﾘｺ 38

35分46秒29 夏井 晶代1123 ﾅﾂｲ ｱｷﾖ 46

35分47秒30 青位　美代子1140 ｱｵｲ　ﾐﾖｺ 84

36分05秒31 滝井 伶奈1115 ﾀｷｲ ﾚﾅ 25

38分31秒32 上坪 淳子1129 ｶﾐﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ 51

43分01秒33 眞倉 由美子1139 ﾏｸﾞﾗ ﾕﾐｺ 61

46分42秒34 足立　典子1146 ｱﾀﾞﾁ　ﾉﾘｺ 78

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間47分56秒1 糸洲 弘7 ｲﾄｽ ﾋﾛｼ 23

3時間05分38秒2 後藤 修人11 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 26

3時間17分45秒3 出川　正章294 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 24

3時間59分46秒4 辻　勇輝293 ﾂｼﾞ ﾕｳｷ 23

4時間08分19秒5 細川　翔登292 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾄ 22

4時間41分59秒6 山中 彪雅2 ﾔﾏﾅｶ ﾋｮｳｶﾞ 21

4時間46分34秒7 大槻 大地13 ｵｵﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 28

4時間48分45秒8 松井 慈1 ﾏﾂｲ ﾒｸﾞﾑ 21

4時間57分38秒9 田中 湧弥5 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 22

5時間09分15秒10 藤井 和津9 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞ 26

5時間24分06秒11 吉田 瑛貴290 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｷ 22

5時間24分06秒12 石田 圭吾3 ｲｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 21

5時間51分21秒13 重吉 晟之介4 ｼｹﾞﾖｼ ｾｲﾉｽｹ 22

6時間06分05秒14 丹生 晃瑠8 ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 25

6時間30分31秒15 福井 尚斗10 ﾌｸｲ ﾅｵﾄ 26

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間36分57秒1 河添 哲也26 ｶﾜｿｴ ﾃﾂﾔ 34

2時間41分38秒2 須賀　洋之296 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 35

2時間44分12秒3 山上 勇次38 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 37

2時間46分22秒4 内田 竜太22 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 33

2時間46分27秒5 高岸 俊幸39 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ 37

2時間54分41秒6 岩澤 弘登29 ｲﾜｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 35

2時間54分51秒7 紺原 祐樹21 ｺﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 33

2時間57分19秒8 品川 耕輔51 ｼﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 39

2時間58分24秒9 山中 浩平18 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ 32

3時間00分06秒10 浪越 拓実44 ﾅﾐｺｼ ﾀｸﾐ 38

3時間00分31秒11 河合 健介49 ｶﾜｲ ｹﾝｽｹ 39

3時間12分07秒12 谷野 雄一14 ﾀﾆﾉ ﾕｳｲﾁ 30

3時間16分01秒13 藤本 康生15 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 32

3時間18分07秒14 宮内 紳吾33 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｺﾞ 36

3時間19分53秒15 北崎 信也46 ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝﾔ 38

3時間22分10秒16 西田 周平25 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 34

3時間27分12秒17 松村 達也54 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ 39

3時間28分52秒18 上原 孝晴56 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾊﾙ 39

3時間30分24秒19 上平　和政295 ｳｴﾋﾗ ｶｽﾞﾏｻ 31

3時間36分42秒20 中野 武史34 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 36

3時間37分40秒21 後藤 裕馬27 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 34

3時間49分57秒22 藤井 卓也55 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ 39

3時間55分51秒23 Anderson　Jarred297 Anderson Jarred 39

3時間57分45秒24 村石 直之291 ﾑﾗｲｼ ﾅｵﾕｷ 39

4時間04分13秒25 小林 瑶47 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ 38

4時間07分04秒26 長谷川 清二37 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 37

4時間09分56秒27 古市 剛大28 ﾌﾙｲﾁ ﾀｹﾋﾛ 34

4時間14分24秒28 王 ショウテキ52 ｵｳ ｼｮｳﾃｷ 39

4時間27分33秒29 長南 延明42 ﾁｮｳﾅﾝ ﾉﾌﾞｱｷ 37

4時間36分16秒30 柴田 竜也24 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 33

4時間48分43秒31 西口 則久17 ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾘﾋｻ 32

5時間27分06秒32 楠 佑介20 ｸｽ ﾕｳｽｹ 33

5時間27分50秒33 中村 忍48 ﾅｶﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 38

5時間29分08秒34 国友 直也40 ｸﾆﾄﾓ ﾅｵﾔ 37

5時間51分42秒35 井村 健二30 ｲﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 35
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- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間34分58秒1 谷口　隆司300 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 46

2時間40分06秒2 大森 活138 ｵｵﾓﾘ ｶﾂ 49

2時間45分54秒3 水本 洋臣119 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛｵﾐ 47

2時間46分17秒4 坪井 克行112 ﾂﾎﾞｲ ｶﾂﾕｷ 47

2時間48分53秒5 篠原 邦弘132 ｼﾉﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 49

2時間50分28秒6 福原 雄一68 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 41

2時間54分31秒7 増田 直敏140 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾄｼ 49

2時間56分17秒8 若森 直樹109 ﾜｶﾓﾘ ﾅｵｷ 47

2時間56分36秒9 黒田 史法133 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ 49

2時間57分55秒10 石岡 努83 ｲｼｵｶ ﾂﾄﾑ 44

2時間58分24秒11 山中　敦司298 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｼ 40

2時間59分50秒12 大西 大悟64 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｺﾞ 41

3時間00分23秒13 牧 宏明94 ﾏｷ ﾋﾛｱｷ 45

3時間06分38秒14 古市 周平90 ﾌﾙｲﾁ ｼｭｳﾍｲ 44

3時間07分28秒15 正木 孝充65 ﾏｻｷ ﾀｶﾐﾂ 41

3時間09分38秒16 猪口 貴郎73 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｶｵ 43

3時間10分33秒17 谷口 友洋60 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 41

3時間14分33秒18 瀧川　奨67 ﾀｷｶﾞﾜ　ｽｽﾑ 41

3時間17分54秒19 角谷 英守121 ｶｸﾀﾆ ﾋﾃﾞﾓﾘ 48

3時間19分55秒20 二見 亮102 ﾌﾀﾐ ﾘｮｳ 46

3時間20分32秒21 元木 康人107 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ 46

3時間22分36秒22 中森 真司92 ﾅｶﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 45

3時間22分36秒23 衣笠 孝122 ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ 48

3時間23分19秒24 野田 尚晃93 ﾉﾀﾞ ﾅｵｱｷ 45

3時間24分31秒25 藤原　勝利299 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾄｼ 42

3時間24分47秒26 福住 真仁104 ﾌｸｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 46

3時間25分52秒27 栗栖 慎明111 ｸﾘｽ ﾉﾘｱｷ 47

3時間26分07秒28 宮本 直樹134 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 49

3時間26分35秒29 宇戸 和秋137 ｳﾄ ｶｽﾞｱｷ 49

3時間29分25秒30 山本 達也99 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 45

3時間31分13秒31 稲岡 亨59 ｲﾅｵｶ ﾄｵﾙ 40

3時間34分24秒32 河野 慶太郎66 ｺｳﾉ ｹｲﾀﾛｳ 41

3時間36分26秒33 塚本 英俊113 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 47

3時間37分50秒34 蘆田 恭卓62 ｱｼﾀﾞ ﾔｽﾂﾅ 41

3時間38分29秒35 大村 和也136 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 49

3時間41分30秒36 森本 健二95 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 45

3時間41分36秒37 廣岡 栄一98 ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 45

3時間43分01秒38 岡本 卓也100 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 45

3時間43分57秒39 三宅 悟125 ﾐﾔｹ ｻﾄﾙ 48

3時間45分04秒40 山川 淳史76 ﾔﾏｶﾜ ｱﾂｼ 43

3時間45分28秒41 谷 健二116 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 47

3時間47分19秒42 戸谷 全良80 ﾄﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 43

3時間47分56秒43 野口 将司72 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｼ 42

3時間48分31秒44 大東 斉61 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾋﾄｼ 41

3時間50分10秒45 白鳥 真吾78 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝｺﾞ 43

3時間50分44秒46 神谷 淳平84 ｶﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 44

3時間53分01秒47 赤尾 聡史114 ｱｶｵ ｻﾄｼ 47

3時間53分53秒48 岡本 朋亮106 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｱｷ 46

3時間54分48秒49 和歌 友和97 ﾜｶ ﾄﾓｶｽﾞ 45

3時間55分18秒50 大塚 泰弘71 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 42
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- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間55分36秒51 木下 貴史86 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 44

3時間55分55秒52 吉田 孝二63 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 41

3時間59分04秒53 吉田 博123 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 48

4時間00分05秒54 叶 和宏129 ｶﾉｳ ｶｽﾞﾋﾛ 48

4時間06分10秒55 大槻 友宏77 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 43

4時間10分08秒56 川本 治邦74 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙｸﾆ 43

4時間14分50秒57 遠又　宏輔301 ﾄｵﾏﾀ ｺｳｽｹ 46

4時間15分12秒58 久保 博司115 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 47

4時間25分13秒59 兼延 昌志105 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾏｻｼ 46

4時間29分17秒60 岡島 清貴128 ｵｶｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ 48

4時間29分42秒61 溝口　貴之302 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 47

4時間32分33秒62 東本 学89 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 44

4時間37分54秒63 高嶋 寛人91 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾄ 45

4時間57分22秒64 四方 正樹124 ｼｶﾀ ﾏｻｷ 48

4時間59分04秒65 安田 将司101 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｼ 46

5時間05分27秒66 八木 隆史139 ﾔｷﾞ ﾀｶｼ 49

5時間13分01秒67 向井 博貴126 ﾑｶｲ ﾋﾛﾀｶ 48

5時間15分22秒68 守田 武司70 ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ 42

5時間28分37秒69 井ノ口 旭85 ｲﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ 44

5時間43分27秒70 森 彰式75 ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 43
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- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間46分07秒1 羽野 明百185 ﾊﾉ ｱｷｵ 53

2時間50分48秒2 則本　薫305 ﾉﾘﾓﾄ ｶｵﾙ 53

2時間51分56秒3 濱中 亨148 ﾊﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 50

2時間58分51秒4 佐倉 裕一189 ｻｸﾗ ﾕｳｲﾁ 53

2時間59分54秒5 一ノ瀬 博文208 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾌﾐ 55

3時間00分27秒6 新保 寿基172 ｼﾝﾎﾞ ﾄｼｷ 52

3時間04分44秒7 安田 誠一187 ﾔｽﾀﾞ ｾｲｲﾁ 53

3時間08分21秒8 波多野 健一141 ﾊﾀﾉ ｹﾝｲﾁ 50

3時間08分47秒9 妹尾 雅海211 ｾﾉｵ ﾏｻﾐ 55

3時間08分54秒10 西廣　俊之304 ﾆｼﾋﾛ ﾄｼﾕｷ 52

3時間12分33秒11 石川 良輔146 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 50

3時間14分18秒12 足立 光博231 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 58

3時間15分56秒13 河合 康一143 ｶﾜｲ ｺｳｲﾁ 50

3時間16分08秒14 束河 朝彦165 ｿｸｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 51

3時間16分29秒15 中野 努159 ﾅｶﾉ ﾂﾄﾑ 51

3時間17分54秒16 安野 正功171 ﾔｽﾉ ﾏｻﾉﾘ 52

3時間17分57秒17 石川 直志197 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 54

3時間19分16秒18 稲坂 秀明182 ｲﾅｻｶ ﾋﾃﾞｱｷ 52

3時間20分24秒19 石橋 重俊162 ｲｼﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄｼ 51

3時間20分41秒20 小濱 正統144 ｺﾊﾏ ﾏｻﾉﾘ 50

3時間21分26秒21 井上 圭司164 ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾞ 51

3時間24分12秒22 杉本 茂樹151 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞｷ 50

3時間25分44秒23 小郷 真太郎166 ｵｺﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 51

3時間27分17秒24 谷田 健司183 ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 52

3時間27分17秒25 赤松 尚明232 ｱｶﾏﾂ ﾅｵｱｷ 58

3時間27分19秒26 詫間 隆弘160 ﾀｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 51

3時間29分37秒27 立川 数也203 ﾀﾂｶﾜ ｶｽﾞﾔ 54

3時間31分20秒28 蓮見 広行154 ﾊｽﾐ ﾋﾛﾕｷ 50

3時間35分04秒29 黒岩 正彦234 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋｺ 58

3時間35分50秒30 中谷 健太郎194 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 53

3時間37分29秒31 辻 丈治198 ﾂｼﾞ ﾀｹﾊﾙ 54

3時間38分48秒32 高永 享忠150 ﾀｶﾅｶﾞ ｷﾖﾀﾀﾞ 50

3時間39分50秒33 松尾　正和35 ﾏﾂｵ ﾏｻｶｽﾞ 50

3時間41分50秒34 藤田 拓人168 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 51

3時間44分09秒35 引地 伸嘉205 ﾋｷﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 54

3時間46分03秒36 廣田 省吾214 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 56

3時間46分09秒37 伊藤 武史200 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 54

3時間47分26秒38 川邊　岳夫303 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｵ 50

3時間48分09秒39 山本 義夫241 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｵ 59

3時間48分36秒40 安東 雅彦239 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 59

3時間48分49秒41 山崎 博樹226 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 57

3時間49分39秒42 瀬川 康則145 ｾｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 50

3時間50分28秒43 笹岡 伸吾221 ｻｻｵｶ ｼﾝｺﾞ 56

3時間51分34秒44 榮 伸太郎177 ｻｶｴ ｼﾝﾀﾛｳ 52

3時間51分51秒45 中内 哲175 ﾅｶｳﾁ ｻﾄｼ 52

3時間53分15秒46 前田 雅彦196 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 54

3時間53分39秒47 兼先 利明176 ｶﾈｻｷ ﾄｼｱｷ 52

3時間54分22秒48 中村 貴宏161 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 51

3時間56分40秒49 三好 裕之152 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ 50

3時間57分30秒50 友定 和貴223 ﾄﾓｻﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 57
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- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間57分40秒51 岡野 宏155 ｵｶﾉ ﾋﾛｼ 50

3時間58分09秒52 谷口 五郎191 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾞﾛｳ 53

3時間59分25秒53 梶原 啓弘224 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 57

4時間01分50秒54 嶋田 一幸222 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 56

4時間03分01秒55 川勝 健一170 ｶﾜｶﾂ ｹﾝｲﾁ 52

4時間07分00秒56 藤田 博157 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 51

4時間07分29秒57 川口 朗179 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾗ 52

4時間09分42秒58 小倉 雅宏207 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 55

4時間10分10秒59 山本 敬235 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 58

4時間10分27秒60 鶴見 隆弘216 ﾂﾙﾐ ﾀｶﾋﾛ 56

4時間11分30秒61 久山 哲也178 ｸﾔﾏ ﾃﾂﾔ 52

4時間12分23秒62 根津　重夫306 ﾈﾂﾞ ｼｹﾞｵ 56

4時間13分10秒63 坂本 孝之153 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 50

4時間17分21秒64 先田 栄司225 ｻｷﾀ ｴｲｼ 57

4時間19分07秒65 早川 博保193 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 53

4時間21分05秒66 米本 諭司233 ｺﾒﾓﾄ ｻﾄｼ 58

4時間22分36秒67 野崎 保志195 ﾉｻﾞｷ ﾔｽｼ 54

4時間24分33秒68 石田 定幸174 ｲｼﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 52

4時間26分04秒69 光延 明洋188 ﾐﾂﾉﾌﾞ ｱｷﾋﾛ 53

4時間29分40秒70 大本 孔作190 ｵｵﾓﾄ ｺｳｻｸ 53

4時間31分06秒71 実広 雅裕147 ｼﾞﾂﾋﾛ ﾏｻﾋﾛ 50

4時間31分48秒72 鈴木 雅章184 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 53

4時間32分45秒73 高田 政文217 ﾀｶﾀ ﾏｻﾌﾐ 56

4時間34分02秒74 木野内 俊典209 ｷﾉｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 55

4時間35分32秒75 山崎 仁志213 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 56

4時間42分52秒76 伴 威史220 ﾊﾞﾝ ﾀｹｼ 56

4時間46分31秒77 福島 達夫180 ﾌｸｼﾏ ﾀﾂｵ 52

4時間47分00秒78 松田 勲236 ﾏﾂﾀﾞ ｲｻｵ 58

4時間51分54秒79 大谷 敏雄156 ｵｵﾀﾆ ﾄｼｵ 50

4時間53分18秒80 松原 浩司238 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 59

5時間02分47秒81 吉村 正晴210 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 55

5時間11分25秒82 梶原 浩201 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 54

5時間16分55秒83 原田 充192 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 53

5時間17分46秒84 川原崎 景一215 ｶﾜﾊﾗｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 56

5時間28分42秒85 南木 守149 ﾅｷﾞ ﾏﾓﾙ 50

5時間54分43秒86 田中　敏久307 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｻ 58

5時間54分54秒87 堤 一徳240 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 59

5時間57分43秒88 甲斐 昭成206 ｶｲ ｱｷﾅﾘ 54

5時間58分33秒89 森 淳219 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 56

6時間13分28秒90 吉田　広行308 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 59

6時間16分48秒91 西崎 恭司229 ﾆｼｻﾞｷ ﾔｽｼ 57

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間20分29秒1 松本 早富志256 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 62

3時間35分05秒2 竹内 雅昭255 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ 62

3時間41分56秒3 竹内 康行247 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 60

3時間46分29秒4 岡部 力280 ｵｶﾍﾞ ﾁｶﾗ 68

3時間47分59秒5 関 秀司273 ｾｷ ｼｭｳｼﾞ 66

3時間48分37秒6 木里 勝秀265 ｷｻﾄ ｶﾂﾋﾃﾞ 65

3時間51分41秒7 吉水 幸宏277 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ 68

3時間51分46秒8 安藤 亮258 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 63

3時間52分51秒9 上野 宏248 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 61

3時間54分35秒10 嶋本 勝浩252 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 61

4時間09分39秒11 原谷 勤284 ﾊﾗﾀﾆ ﾂﾄﾑ 69

4時間24分40秒12 中村 重彦275 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ 67

4時間25分53秒13 松澤 孝至227 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ 64

4時間36分24秒14 小島 裕昭272 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 66

4時間40分23秒15 藤井 禎263 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 64

4時間40分45秒16 澤田 正勝249 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 61

4時間42分13秒17 吉井 敏253 ﾖｼｲ ｻﾄｼ 61

4時間43分15秒18 小林 利造245 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾅﾘ 60

4時間45分37秒19 松尾 和彦279 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾋｺ 68

4時間46分14秒20 藤井 修二259 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 63

4時間51分16秒21 村松 康司250 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼﾞ 61

4時間56分00秒22 内田 学264 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 64

4時間56分01秒23 丸田　俊明269 ﾏﾙﾀ　ﾄｼｱｷ 65

4時間59分15秒24 伊達 純246 ﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ 60

5時間03分49秒25 安島 千裕276 ｱｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 67

5時間11分07秒26 米本 春彦260 ﾖﾈﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 63

5時間15分44秒27 曽我 和宏257 ｿｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 62

5時間17分00秒28 森川 明義243 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾖｼ 60

5時間31分38秒29 出来 大典271 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 66

5時間57分12秒30 馬淵　紀之268 ﾏﾌﾞﾁ　ﾉﾘﾕｷ 65

6時間04分08秒31 東田 岩一267 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲﾜｲﾁ 65

6時間14分54秒32 富吉 則文278 ﾄﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ 68

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン男子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

4時間01分00秒1 三木 孝夫287 ﾐｷ ﾀｶｵ 71

4時間07分50秒2 仲 立治289 ﾅｶ ﾀﾂﾊﾙ 74

4時間28分59秒3 薮本　英雄310 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 74

4時間52分54秒4 今仁 正義286 ｲﾏﾆ ﾏｻﾖｼ 71

5時間21分52秒5 高野 博82 ﾀｶﾉ　ﾋﾛｼ 75

5時間57分36秒6 中村 逸男288 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ 71

6時間24分46秒7 三島 耕二285 ﾐｼﾏ ｺｳｼﾞ 70

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン女子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

4時間26分25秒1 高岸 成美385 ﾀｶｷﾞｼ ﾅﾙﾐ 29

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン女子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間30分27秒1 中村 陽子365 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 32

5時間13分30秒2 小河 加奈351 ｵｶﾞﾜ ｶﾅ 31

5時間13分30秒3 菅田 玲奈383 ｽｶﾞﾀ ﾚﾅ 31

6時間22分28秒4 武本 絵里菜375 ﾀｹﾓﾄ ｴﾘﾅ 31

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン女子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間04分41秒1 青木 美沙356 ｱｵｷ ﾐｻ 42

3時間30分13秒2 廣谷 茜369 ﾋﾛﾀﾆ ｱｶﾈ 41

3時間30分27秒3 齋木 亜紀子357 ｻｲｷ ｱｷｺ 44

3時間41分58秒4 為本　薫390 ﾀﾒﾓﾄ ｶｵﾙ 48

3時間42分56秒5 瀬野 加奈子362 ｾﾉ ｶﾅｺ 48

3時間47分58秒6 戸谷 綾子353 ﾄﾀﾆ ｱﾔｺ 44

4時間05分18秒7 飯尾 圭子354 ｲｲｵ ｹｲｺ 49

4時間16分22秒8 簑田 典子374 ﾐﾉﾀﾞ ﾉﾘｺ 48

4時間20分09秒9 森本　礼子386 ﾓﾘﾓﾄ　ﾚｲｺ 48

4時間24分43秒10 溝口　佐希子389 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻｷｺ 45

4時間27分25秒11 笠原 伸子360 ｶｻﾊﾗ ﾉﾌﾞｺ 49

4時間47分33秒12 白木 順子358 ｼﾗｷ ｼﾞｭﾝｺ 44

4時間53分29秒13 平野 千里359 ﾋﾗﾉ ﾁｻﾄ 43

5時間08分22秒14 実広 直子381 ｻﾈﾋﾛ ﾅｵｺ 40

5時間26分34秒15 上島 望380 ｳｴｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 47

5時間28分11秒16 須賀　幸恵388 ｽｶﾞ ｻﾁｴ 44

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン女子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

3時間49分36秒1 植村 器宇美372 ｳｴﾑﾗ ｷｳﾐ 50

3時間55分41秒2 藤原 千恵美367 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｴﾐ 55

4時間05分37秒3 川西 純子364 ｶﾜﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 59

4時間25分01秒4 久山 智恵美352 ｸﾔﾏ ﾁｴﾐ 52

5時間00分13秒5 杉浦 智美355 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾐ 50

5時間33分09秒6 野崎 直美366 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾐ 52

5時間34分13秒7 川辺 治恵370 ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙｴ 55

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン女子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

4時間01分22秒1 森川 尚美376 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾐ 61

4時間04分48秒2 馬越 章子373 ｳﾏｺｼ ｱｷｺ 60

4時間22分45秒3 松本 いづみ384 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 60

4時間49分00秒4 千足 ルリコ361 ﾁｱｼ ﾙﾘｺ 60

7時間03分29秒5 不動 光子377 ﾌﾄﾞｳ ﾐﾂｺ 63

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

1部　フルマラソン女子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

5時間36分45秒1 久保　瞳387 ｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ 75

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間13分41秒1 竹添 慧史403 ﾀｹｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 20

1時間14分01秒2 秀平 直人423 ﾋﾃﾞﾋﾗ ﾅｵﾄ 29

1時間14分52秒3 多和 達磨419 ﾀﾜ ﾀﾂﾏ 28

1時間16分18秒4 平澤 一輝408 ﾋﾗｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 23

1時間16分18秒5 阪本 啓416 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 27

1時間17分20秒6 荒川 満基401 ｱﾗｶﾜ ﾐﾂｷ 18

1時間20分56秒7 青山 貴紀422 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 29

1時間22分25秒8 畑 悠人407 ﾊﾀ ﾕｳﾄ 23

1時間25分34秒9 寒川　宏太郎671 ｻﾑｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 20

1時間29分01秒10 辻坂 拓実409 ﾂｼﾞｻｶ ﾀｸﾐ 25

1時間29分42秒11 習田 環404 ｼｭｯﾀ ｶﾝ 21

1時間34分07秒12 西崎 航402 ﾆｼｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 20

1時間35分12秒13 山脇 佑亮415 ﾔﾏﾜｷ ﾕｳｽｹ 27

1時間39分38秒14 宮岡 佑太411 ﾐﾔｵｶ ﾕｳﾀ 25

1時間40分42秒15 田口 大輔425 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 29

1時間41分14秒16 関 直哉421 ｾｷ ﾅｵﾔ 29

1時間46分00秒17 吉瀬 考宏406 ﾖｼｾ ﾀｶﾋﾛ 22

2時間01分00秒18 内藤 愼一郎420 ﾅｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 29

2時間03分45秒19 長沢 康平410 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ 25

2時間03分46秒20 和田 侑也414 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 26

2時間11分45秒21 溝口 明宏413 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 26

2時間13分53秒22 吉田 将真424 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 29

2時間26分15秒23 嶋田 堅一417 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 28

2時間42分12秒24 嶋田 和晃405 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 21

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間12分51秒1 石津　秀喜673 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 39

1時間13分50秒2 北村 孝生463 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｵ 38

1時間14分08秒3 林原 啓太439 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｹｲﾀ 34

1時間16分11秒4 井上 絢貴440 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｷ 34

1時間16分21秒5 矢野 裕己427 ﾔﾉ ﾕｳｷ 30

1時間21分52秒6 小林 弘和451 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 37

1時間21分57秒7 渡辺 健司454 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 37

1時間22分45秒8 薗部 淳平445 ｿﾉﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 35

1時間23分30秒9 浅倉 大吾456 ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 37

1時間25分54秒10 江川 涼介432 ｴｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 32

1時間25分59秒11 流王 登志雄460 ﾘｭｳｵｳ ﾄｼｵ 38

1時間26分06秒12 平岡 章宏466 ﾋﾗｵｶ ｱｷﾋﾛ 36

1時間26分13秒13 田中 一規441 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 34

1時間27分40秒14 渡辺 浩貴462 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 38

1時間28分20秒15 加藤 裕晃452 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 37

1時間30分13秒16 高畑 豊弘449 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾄﾖﾋﾛ 37

1時間32分07秒17 岡本 裕司465 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 39

1時間32分25秒18 山本 勝博442 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 34

1時間33分23秒19 佐々木 亮介438 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 33

1時間37分36秒20 松尾 友樹426 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 30

1時間37分49秒21 島田 隆三437 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 33

1時間38分08秒22 井口 貴広459 ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 38

1時間38分09秒23 早川 尚輝434 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ 33

1時間41分01秒24 内田 孝俊443 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 35

1時間41分50秒25 小林 慶紀457 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 37

1時間46分08秒26 竹川 和宏448 ﾀｹｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 37

1時間50分32秒27 杉本 健太430 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 32

1時間54分10秒28 中澤 拓436 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸ 33

1時間55分51秒29 森本 健二郎447 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 36

2時間01分09秒30 平見 達哉450 ﾋﾗﾐ ﾀﾂﾔ 37

2時間04分12秒31 多米 貴裕461 ﾀﾒ ﾀｶﾋﾛ 38

2時間04分27秒32 松本 直樹467 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 39

2時間05分22秒33 竹田 睦史431 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 32

2時間05分50秒34 清田 啓二464 ｾｲﾀﾞ ｹｲｼﾞ 38

2時間11分44秒35 松浦 良介435 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 33

2時間16分42秒36 木村　康一672 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 30

2時間19分21秒37 栗山 政士446 ｸﾘﾔﾏ ﾏｻｼ 36

2時間21分08秒38 知念 良直444 ﾁﾈﾝ ﾖｼﾅｵ 35

2時間55分05秒39 米澤 俊介455 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 37

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間13分41秒1 宮野 健介468 ﾐﾔﾉ ｹﾝｽｹ 40

1時間14分08秒2 高見 真501 ﾀｶﾐ ｼﾝ 45

1時間17分15秒3 平田 篤史474 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ 41

1時間20分12秒4 河田 晃487 ｶﾜﾀ ｱｷﾗ 43

1時間20分13秒5 浅井 教夫496 ｱｻｲ ﾉﾘｵ 45

1時間22分23秒6 西田 崇志488 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ 43

1時間22分30秒7 古野 勝彦506 ﾌﾙﾉ ｶﾂﾋｺ 46

1時間22分52秒8 中島 充489 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 43

1時間25分42秒9 小林 真輔473 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 40

1時間25分46秒10 松野 信次郎470 ﾏﾂﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 40

1時間26分06秒11 齋藤 直也480 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 42

1時間26分17秒12 長野 英二514 ﾅｶﾞﾉ ｴｲｼﾞ 47

1時間28分32秒13 齋藤 達也476 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 41

1時間28分49秒14 中野 義人513 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾄ 47

1時間32分30秒15 井上 英明475 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 41

1時間32分43秒16 金井 孝之520 ｶﾅｲ ﾀｶﾕｷ 48

1時間32分56秒17 北垣戸 寛之482 ｷﾀｶﾞｲﾄ ﾋﾛﾕｷ 42

1時間33分31秒18 松尾 浩486 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ 43

1時間33分36秒19 山際 慶典469 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 40

1時間34分50秒20 町田 元成527 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ 49

1時間34分56秒21 青井 謙太郎507 ｱｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 46

1時間35分44秒22 福尾 龍平529 ﾌｸｵ ﾘｭｳﾍｲ 49

1時間36分15秒23 佐谷 尚樹503 ｻﾀﾆ ﾅｵｷ 46

1時間36分53秒24 山下 誠士492 ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ 44

1時間37分16秒25 石野 光和535 ｲｼﾉ ﾃﾙｶｽﾞ 49

1時間39分20秒26 大島 靖生495 ｵｵｼﾏ ﾔｽｵ 44

1時間39分24秒27 黒崎 秀人509 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 46

1時間40分07秒28 小東 才之532 ｺﾋｶﾞｼ ﾄｼﾕｷ 49

1時間40分25秒29 森川 暁文518 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ 48

1時間41分06秒30 堀 和也497 ﾎﾘ ｶｽﾞﾔ 45

1時間41分54秒31 津川　寛之674 ﾂｶﾞﾜ　ﾋﾛﾕｷ 47

1時間42分02秒32 宮尾 忠昌499 ﾐﾔｵ ﾀﾀﾞﾏｻ 45

1時間42分52秒33 中山 勝526 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 49

1時間43分02秒34 岩井 亮祐485 ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 43

1時間43分03秒35 三浦 義明504 ﾐｳﾗ ﾖｼｱｷ 46

1時間43分49秒36 岡　正治525 ｵｶ　ﾏｻﾊﾙ 48

1時間43分50秒37 星野 裕司528 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 49

1時間43分59秒38 小林 信高481 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 42

1時間44分39秒39 山田 敦彦502 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 45

1時間44分40秒40 清水 拓郎484 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾛｳ 42

1時間46分35秒41 前田 竜典500 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 45

1時間48分12秒42 小橋 寛之522 ｺﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 48

1時間48分37秒43 牧田 茂人483 ﾏｷﾀ ｼｹﾞﾄ 42

1時間49分27秒44 長谷川 勝537 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 49

1時間49分55秒45 宮本 典俊533 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘﾄｼ 49

1時間54分33秒46 高内 昌之472 ﾀｶｳﾁ ﾏｻﾕｷ 40

1時間56分29秒47 藤野 秀人508 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄ 46

1時間57分26秒48 高井 道典494 ﾀｶｲ ﾐﾁﾉﾘ 44

1時間57分42秒49 出井 篤史477 ﾃﾞｲ ｱﾂｼ 41

1時間58分23秒50 久世 義孝515 ｸｾ ﾖｼﾀｶ 47

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間59分35秒51 高橋 寛516 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 47

2時間01分02秒52 内海 宏之510 ｳﾂﾐ ﾋﾛﾕｷ 47

2時間02分49秒53 東堀　博隆538 ﾋｶﾞｼﾎﾘ　ﾋﾛﾀｶ 49

2時間03分12秒54 清水 高美530 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾐ 49

2時間03分40秒55 島塚 康幸471 ｼﾏﾂｶ ﾔｽﾕｷ 40

2時間04分35秒56 尾方 智孝517 ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾀｶ 47

2時間04分39秒57 杉本 憲彦478 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ 41

2時間09分30秒58 吉原 永朗531 ﾖｼﾊﾗ ﾋｻｵ 49

2時間17分41秒59 竹下 理史521 ﾀｹｼﾀ ﾏｻｼ 48

2時間24分48秒60 難波 茂524 ﾅﾝﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 48

2時間27分25秒61 三河 昌男536 ﾐｶﾜ ﾏｻｵ 49

2時間33分39秒62 植田 尚史498 ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 45

2時間53分02秒63 長谷川 一翁493 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾁｵ 44

2時間59分42秒64 田中 義人534 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ 49

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間21分47秒1 宮本 定樹582 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ 55

1時間22分39秒2 宮脇 信行559 ﾐﾔﾜｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 52

1時間24分08秒3 橋野 幹生540 ﾊｼﾉ ﾐｷｵ 50

1時間24分11秒4 三原 茂生558 ﾐﾊﾗ ｼｹﾞｵ 52

1時間24分42秒5 長野 稔556 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾙ 52

1時間24分56秒6 竹内 雅人547 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ 51

1時間25分35秒7 吉田 伸生611 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ 59

1時間27分20秒8 飯山 恭弘570 ｲｲﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 53

1時間27分21秒9 佐伯 秀雄598 ｻｴｷ ﾋﾃﾞｵ 57

1時間28分05秒10 宮本 章弘568 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 53

1時間28分38秒11 谷口 茂557 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 52

1時間28分41秒12 山本 卓561 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 52

1時間29分23秒13 溝渕 博566 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 52

1時間30分36秒14 濱田 恭彰539 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｱｷ 50

1時間33分54秒15 佐藤 直樹595 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 56

1時間34分18秒16 井上 恵介542 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 50

1時間34分41秒17 牧浦 泉596 ﾏｷｳﾗ ｲｽﾞﾐ 56

1時間35分25秒18 釜田 隆569 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 53

1時間36分00秒19 高田 俊哉560 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾔ 52

1時間36分03秒20 滝川 裕史609 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 59

1時間39分20秒21 梶谷 勲576 ｶｼﾞﾀﾆ ｲｻｵ 54

1時間40分30秒22 岡本 岳則548 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 51

1時間41分30秒23 山田 茂雄550 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｵ 51

1時間42分02秒24 岡本 照之583 ｵｶﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 55

1時間44分31秒25 大野 慎一587 ｵｵﾉ ｼﾝｲﾁ 55

1時間44分33秒26 藤井 雅敏591 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄｼ 56

1時間44分59秒27 藤井 尚志574 ﾌｼﾞｲ ﾋｻｼ 53

1時間45分49秒28 幸谷 充康608 ｺｳﾀﾆ ﾐﾂﾔｽ 59

1時間46分18秒29 小泉 良夫541 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｵ 50

1時間47分00秒30 宮田 直宏594 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾋﾛ 56

1時間47分06秒31 新村 博明553 ｼﾝﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 51

1時間47分47秒32 三木 智夫585 ﾐｷ ﾄﾓｵ 55

1時間47分59秒33 樅野 毅605 ﾓﾐﾉ ﾂﾖｼ 58

1時間48分07秒34 砂川 和博554 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 52

1時間48分34秒35 藤原 宏乃571 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾉ 53

1時間49分07秒36 宮平 政一552 ﾐﾔﾋﾗ ﾏｻｶｽﾞ 51

1時間49分15秒37 井上 典崇563 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾀｶ 52

1時間49分58秒38 小林 学602 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 58

1時間50分16秒39 小原 潤一544 ｺﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 50

1時間51分10秒40 吉本 博文564 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 52

1時間51分45秒41 屋久 浩典599 ﾔﾋｻ ﾋﾛﾉﾘ 57

1時間52分31秒42 川元 昭義581 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾖｼ 55

1時間52分46秒43 坂口 弘毅612 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｷ 59

1時間53分19秒44 杉谷 明洋545 ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 50

1時間54分38秒45 野村 卓矢565 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 52

1時間55分10秒46 平松 完治593 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾝｼﾞ 56

1時間56分26秒47 井上 陽介577 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 54

1時間59分13秒48 松田 和幸578 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 54

1時間59分27秒49 植垣 研史郎589 ｳｴｶﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 56

2時間00分27秒50 木越 実604 ｷｺﾞｼ ﾐﾉﾙ 58

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間06分43秒51 小川 真滋610 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 59

2時間07分02秒52 稲岡 浩一586 ｲﾅｵｶ ｺｳｲﾁ 55

2時間07分45秒53 橋本 和佳572 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 53

2時間08分41秒54 三浦 卓也562 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 52

2時間14分28秒55 金光 守607 ｶﾅﾐﾂ ﾏﾓﾙ 58

2時間15分30秒56 大河内 幹也580 ｵｵｺｳﾁ ﾐｷﾔ 54

2時間21分50秒57 小川 浩二590 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 56

2時間25分20秒58 渡邊 良一567 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 52

2時間26分00秒59 幸田 啓訓573 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 53

2時間27分32秒60 岡本 崇549 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 51

2時間28分00秒61 鎌田 和男575 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 53

2時間29分18秒62 簑田 哲司603 ﾐﾉﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 58

2時間30分46秒63 山本 明600 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 57

2時間31分18秒64 牛尾 貴敏592 ｳｼｵ ﾀｶﾄｼ 56

2時間32分38秒65 松井 活裕606 ﾏﾂｲ ｶﾂﾋﾛ 58

2時間36分51秒66 森田　剛546 ﾓﾘﾀ　ﾀｹｼ 50

3時間19分05秒67 石川 徳尚601 ｲｼｶﾜ ﾅﾙﾋｻ 57

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間29分45秒1 秋山 昌二619 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 60

1時間30分04秒2 興梠 和義618 ｺｳﾛｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 60

1時間31分26秒3 佐藤 隆文634 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 64

1時間31分56秒4 山本 三博625 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 62

1時間38分49秒5 松本 一也624 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 62

1時間40分10秒6 尼崎　佳三670 ｱﾏｻｷ　ﾖｼｿﾞｳ 65

1時間40分37秒7 押川 弘典628 ｵｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 62

1時間45分38秒8 水川 正弘614 ﾐｽﾞｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 60

1時間46分20秒9 遠藤 敏洋615 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 60

1時間48分57秒10 本谷 研司622 ﾓﾄﾔ ｹﾝｼ 61

1時間50分27秒11 文屋 克己648 ﾌﾞﾝﾔ ｶﾂﾐ 68

1時間51分30秒12 丸山 正雄641 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 66

1時間52分21秒13 亀山 慎二630 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 63

1時間53分09秒14 清水 雅彦646 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｺ 67

1時間56分11秒15 小林 英智623 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 61

1時間58分54秒16 土橋 慶三620 ﾂﾁﾊｼ ｹｲｿﾞｳ 61

1時間59分10秒17 幸崎 基夫645 ｺｳｻｷ ﾓﾄｵ 66

1時間59分28秒18 大西 孝弘636 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 65

2時間01分16秒19 植田 健次637 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 65

2時間07分31秒20 藤田 正631 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 63

2時間07分55秒21 正木 幸一643 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 66

2時間09分28秒22 樋口 正幸627 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 62

2時間12分36秒23 三宅 俊一626 ﾐﾔｹ ｼｭﾝｲﾁ 62

2時間17分07秒24 宮脇 淳617 ﾐﾔﾜｷ ｼﾞｭﾝ 60

2時間24分10秒25 竹内 康夫642 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ 66

2時間24分55秒26 黒田 友房647 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾌｻ 67

2時間25分44秒27 福島 誠輝649 ﾌｸｼﾏ ｾｲｷ 68

2時間29分13秒28 吉田 雅也632 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 63

2時間29分55秒29 伊藤 隆重616 ｲﾄｳ ﾀｶｼｹﾞ 60

2時間31分16秒30 宮本 忠広613 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 60

2時間42分15秒31 丸尾 義次640 ﾏﾙｵ ﾖｼﾂｸﾞ 65

2時間42分31秒32 有吉 昭彦629 ｱﾘﾖｼ ｱｷﾋｺ 62

2時間45分21秒33 河原 祐志651 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 69

2時間57分13秒34 河村 時夫644 ｶﾜﾑﾗ ﾄｷｵ 66

3時間27分47秒35 中田 茂雄621 ﾅｶﾀ ｼｹﾞｵ 61

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間34分44秒1 木村 和彦654 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 70

1時間41分35秒2 山本 秀男655 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 70

1時間41分52秒3 畠田　光晴662 ﾊﾀｹﾀﾞ　ﾐﾂﾊﾙ 72

1時間44分35秒4 平松 庸元653 ﾋﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ 70

1時間46分41秒5 竹半 伸一659 ﾀｹﾅｶ ｼﾝｲﾁ 71

1時間51分20秒6 坂東 廣昭665 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 73

1時間53分22秒7 広畑 貢656 ﾋﾛﾊﾀ ﾐﾂｷﾞ 70

1時間59分52秒8 中村 吉男658 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ 71

2時間01分38秒9 垣内 隆660 ｶｷｳﾁ ﾀｶｼ 71

2時間08分41秒10 岩田 修667 ｲﾜﾀ ｵｻﾑ 75

2時間12分15秒11 近藤 雅昭661 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 72

2時間21分41秒12 濱田 健一666 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 74

2時間22分09秒13 阪本 修664 ｻｶﾓﾄ ｵｻﾑ 73

2時間47分39秒14 小原 繁663 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 73

2時間56分39秒15 和田 貴行668 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 78

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン男子　80歳以上

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間15分36秒1 大西　富士夫669 ｵｵﾆｼ　ﾌｼﾞｵ 81

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン女子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間25分35秒1 正木 志歩708 ﾏｻｷ ｼﾎ 28

1時間47分44秒2 中野 優香704 ﾅｶﾉ ﾕｳｶ 23

1時間48分43秒3 山本 佳奈706 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 26

1時間59分50秒4 牛尾 有里707 ｳｼｵ ﾕﾘ 26

2時間00分30秒5 大槻 夕葵奈705 ｵｵﾂｷ ﾕｷﾅ 24

2時間07分54秒6 徳原 美乃里701 ﾄｸﾊﾗ ﾐﾉﾘ 23

2時間24分43秒7 中森 愛702 ﾅｶﾓﾘ ｱｲ 23

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン女子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間32分40秒1 植田 慶子712 ｳｴﾀ ｹｲｺ 39

1時間50分42秒2 曽我 奈央子711 ｿｶﾞ ﾅｵｺ 34

1時間58分50秒3 青野 美重713 ｱｵﾉ ﾐｴ 39

2時間36分49秒4 林原 未来710 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾐｸ 30

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン女子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間31分45秒1 岩井 裕子717 ｲﾜｲ ﾕｳｺ 46

1時間35分55秒2 松本 華奈718 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 47

1時間54分08秒3 横井 美姫和716 ﾖｺｲ ﾐｷﾜ 46

2時間00分21秒4 野口 美絵715 ﾉｸﾞﾁ ﾐｴ 46

2時間05分13秒5 金沢 美智子720 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾁｺ 48

2時間15分44秒6 内海 夕香714 ｳﾂﾐ ﾕｳｶ 45

2時間21分42秒7 稲岡 めぐみ721 ｲﾅｵｶ ﾒｸﾞﾐ 49

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン女子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間38分24秒1 岡井 ゆかり729 ｵｶｲ ﾕｶﾘ 55

1時間51分24秒2 中川 麻里731 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾘ 56

1時間56分40秒3 幸谷 有里子733 ｺｳﾀﾆ ﾕﾘｺ 57

2時間08分36秒4 大石 房子727 ｵｵｲｼ ﾌｻｺ 55

2時間20分38秒5 住田 瑞子736 ｽﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｺ 59

2時間22分47秒6 柴田 みのり726 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾘ 53

2時間24分18秒7 簑田 みちよ732 ﾐﾉﾀﾞ ﾐﾁﾖ 56

2時間25分45秒8 山本 幸代730 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ 55

2時間26分48秒9 青山 麻希724 ｱｵﾔﾏ ﾏｷ 52

2時間35分59秒10 宮本 三貴子723 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷｺ 50

3時間28分02秒11 島津 惠美734 ｼﾏﾂﾞ ｴﾐ 57

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン女子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間46分19秒1 吉峯 あけみ737 ﾖｼﾐﾈ ｱｹﾐ 60

2時間13分38秒2 四宮 弘美738 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ 60

2時間22分27秒3 寒竹 幸枝740 ｶﾝﾁｸ ﾕｷｴ 62

2時間25分41秒4 高山 和子741 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｺ 63

2時間32分55秒5 岩藤 のり子744 ｲﾜﾌｼﾞ ﾉﾘｺ 69

2時間40分39秒6 森崎 佐和子743 ﾓﾘｻｷ ｻﾜｺ 68

2時間41分17秒7 城本 ゆみ子742 ｼﾛﾓﾄ ﾕﾐｺ 67

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

2部　ハーフマラソン女子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

2時間23分51秒1 木村 すみえ745 ｷﾑﾗ ｽﾐｴ 71

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

33分25秒1 片山 毅彦813 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 28

34分56秒2 日茂 優真802 ﾋﾓ ﾕｳﾏ 20

36分31秒3 古屋 開人807 ﾌﾙﾔ ｶｲﾄ 25

36分57秒4 永江 和久814 ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋｻ 29

39分04秒5 岡崎 郁人803 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾄ 21

40分04秒6 和木 修司806 ﾜｷﾞ ｼｭｳｼﾞ 25

41分04秒7 橋本 涼平810 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 26

45分34秒8 児玉 嵩史815 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 29

48分50秒9 北尻 成司805 ｷﾀｼﾞﾘ ｾｲｼﾞ 25

49分26秒10 圓尾 智804 ﾏﾙｵ ﾄﾓ 22

49分48秒11 八重本 大樹809 ﾔｴﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 26

52分59秒12 清田 倖生858 ｾｲﾀﾞ ｺｳｷ 10

1時間03分41秒13 井上 大地801 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 19

1時間05分15秒14 酒匂 将人812 ｻｺｳ ﾏｻﾄ 28

1時間06分41秒15 松田 大輝808 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 25

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

36分10秒1 小林 貴広820 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 33

36分36秒2 植田 直816 ｳｴﾀﾞ ﾅｵ 30

36分38秒3 中田 欣秀832 ﾅｶﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 39

37分20秒4 吉本　教郎817 ﾖｼﾓﾄ　ﾐﾁｵ 30

38分45秒5 井堂 倫也935 ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 39

40分10秒6 勝田 進824 ｶﾂﾀﾞ ｽｽﾑ 35

40分46秒7 高野 弘之826 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 37

44分06秒8 田中 佑典823 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 35

44分25秒9 田口 康介819 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 33

44分51秒10 衣笠 昌宏829 ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻﾋﾛ 37

46分34秒11 宮本 隼太821 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ 34

46分56秒12 杉原 高明830 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶｱｷ 38

50分57秒13 岡本 武平827 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋﾗ 37

53分26秒14 本田　陽祐828 ﾎﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ 37

58分02秒15 藤原 彰833 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 39

58分27秒16 喜田 真二831 ｷﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 39

1時間06分08秒17 松岡 秀樹825 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 36

1時間14分45秒18 小谷 洋平822 ｺﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 34

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

34分25秒1 石丸 治孝837 ｲｼﾏﾙ ﾊﾙﾀｶ 43

34分34秒2 深田 誠854 ﾌｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 48

36分35秒3 高本 浩司843 ﾀｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 45

38分54秒4 神田 崇855 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 48

40分15秒5 長谷川 敏二835 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 42

40分50秒6 後藤 光喜842 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ 45

40分50秒7 梶原　義行848 ｶｼﾞﾜﾗ　ﾖｼﾕｷ 46

43分19秒8 南 典孝852 ﾐﾅﾐ ﾉﾘﾀｶ 48

44分04秒9 藤澤 和人859 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄ 49

44分05秒10 坪井 政信839 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 44

45分04秒11 森 貴義850 ﾓﾘ ﾀｶﾖｼ 46

45分09秒12 佐藤 真847 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 46

45分44秒13 芝原 征一840 ｼﾊﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁ 44

46分04秒14 渋谷 博司838 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 43

48分17秒15 禹 英鎮918 ｱﾘﾏ ﾏｻﾌﾐ 46

49分02秒16 大原 誠844 ｵｵﾊﾗ ﾏｺﾄ 45

51分17秒17 原田 和貴856 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 49

52分06秒18 中井 卓也851 ﾅｶｲ ﾀｸﾔ 47

52分10秒19 大畑 俊之857 ｵｵﾊﾀ ﾄｼﾕｷ 49

52分12秒20 冷水 昭夫836 ﾋﾔﾐｽﾞ ｱｷｵ 42

57分40秒21 赤坂 泰一834 ｱｶｻｶ ﾔｽｶｽﾞ 40

1時間00分16秒22 堀 慎太郎846 ﾎﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 46

1時間02分13秒23 上島 慶853 ｳｴｼﾏ ｹｲ 48

1時間25分45秒24 今田 英紀849 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 46

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

39分22秒1 住田 義明898 ｽﾐﾀﾞ ﾖｼｱｷ 59

40分14秒2 荻野 一男884 ｵｷﾞﾉ ﾖｼｵ 56

40分26秒3 上野 顕彦871 ｳｴﾉ ｱｷﾋｺ 52

40分49秒4 松久 高志818 51

42分38秒5 速水 潤一868 ﾊﾔﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 52

43分00秒6 高桑 栄次866 ﾀｶｸﾜ ｴｲｼﾞ 51

43分21秒7 永廣 亘877 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾜﾀﾙ 53

44分41秒8 中嶋 雅孝893 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ 58

46分09秒9 百合本 宏志875 ﾕﾘﾓﾄ ﾋﾛｼ 52

46分36秒10 赤堀 幸信870 ｱｶﾎﾘ ﾕｷﾉﾌﾞ 52

47分19秒11 森 俊二869 ﾓﾘ ｼｭﾝｼﾞ 52

47分53秒12 谷垣 治894 ﾀﾆｶﾞｷ ｵｻﾑ 59

48分45秒13 福岡 数彦889 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 57

49分15秒14 下村 嘉巳874 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾐ 52

50分04秒15 石田 英士864 ｲｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 51

50分11秒16 高坂 哲広886 ﾀｶｻｶ ﾉﾘﾋﾛ 57

51分54秒17 佐藤 義之861 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 50

53分18秒18 中井 信博872 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 52

53分20秒19 梶原 佳幸860 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 50

53分36秒20 齊藤　剛誉876 ｻｲﾄｳ　ﾀｹﾖ 52

53分46秒21 山田 修嗣895 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 59

56分15秒22 生田 幸男887 ｲｸﾀ ﾕｷｵ 57

56分21秒23 源本 雄一郎862 ﾐﾅﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 50

56分48秒24 谷岡 弘行888 ﾀﾆｵｶ ﾋﾛﾕｷ 57

56分52秒25 高尾　直人938 ﾀｶｵ ﾅｵﾋﾄ 56

57分24秒26 山本 長嗣879 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 53

57分59秒27 藤林 竜890 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 57

58分44秒28 三木 信善881 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 54

58分47秒29 小川 俊一891 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ 58

1時間00分28秒30 山本 結城863 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 50

1時間00分29秒31 中越 和仁873 ﾅｶｺﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ 52

1時間03分50秒32 楠元 康紀896 ｸｽﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 59

1時間07分16秒33 安福 利章882 ﾔｽﾌｸ ﾄｼｱｷ 55

1時間15分17秒34 長谷川　恭司937 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｮｳｼﾞ 52

1時間15分20秒35 山口 哲也878 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 53

1時間40分08秒36 赤松 高吉892 ｱｶﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 58

1時間40分10秒37 内川 誠885 ｳﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 56

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

40分34秒1 本田 孝志907 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 63

42分17秒2 北出 吉弘909 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 65

45分25秒3 藤井 雅隆900 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾀｶ 60

51分11秒4 西岡 孝904 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ 61

52分27秒5 小谷 勝教901 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ 61

53分25秒6 大杉 昌弘905 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 61

55分10秒7 金谷 泰人910 ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ 65

55分36秒8 原口 昌三912 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 68

56分50秒9 井上 浩之903 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 61

56分52秒10 江浦 政信916 ｴｳﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 69

57分55秒11 田中 充士906 ﾀﾅｶ ﾐﾂｼ 63

1時間01分18秒12 山邑 英之899 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 60

1時間04分45秒13 大學　義則908 ﾀﾞｲｶﾞｸ　ﾖｼﾉﾘ 65

1時間04分48秒14 本庄 栄一郎911 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 66

1時間08分05秒15 松岡 秀和913 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 68

1時間24分51秒16 中山 善吾915 ﾅｶﾔﾏ ｾﾞﾝｺﾞ 69

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

43分45秒1 松本 一之917 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 70

44分57秒2 林 武男923 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 71

52分40秒3 上野 秀樹919 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｷ 70

55分21秒4 高井 潔司927 ﾀｶｲ ｷﾖｼ 73

57分46秒5 福田 磨寿穂929 ﾌｸﾀﾞ ﾏｽｵ 74

59分58秒6 三木 幸一922 ﾐｷ ｺｳｲﾁ 71

1時間01分10秒7 木村 文男925 ｷﾑﾗ ﾌﾐｵ 73

1時間03分13秒8 岡本 和明931 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 77

1時間10分04秒9 池澤 正二928 ｲｹｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 74

1時間12分00秒10 森﨑 哲男924 ﾓﾘｻｷ ﾃﾂｵ 72

1時間21分12秒11 藤堂 尚久930 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋｻ 74

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km男子　80歳以上

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間06分22秒1 陶山 泰信932 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 81

1時間17分54秒2 中井　 泰彦934 ﾅｶｲ  ﾔｽﾋｺ 82

1時間27分52秒3 横田　貴史933 ﾖｺﾀ　ﾀｶｼ 82

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km女子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

46分21秒1 宍戸 妃陽里941 ｼｼﾄﾞ ﾋﾖﾘ 12

55分08秒2 中尾 美帆子948 ﾅｶｵ ﾐﾎｺ 26

59分46秒3 中井 日菜子945 ﾅｶｲ ﾋﾅｺ 21

1時間05分46秒4 上島 葵942 ｳｴｼﾏ ｱｵｲ 17

1時間07分19秒5 伊藤 紗香944 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 21

1時間07分20秒6 松崎 光943 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋｶﾙ 21

1時間07分54秒7 辻原 安実紗946 ﾂｼﾞﾊﾗ ｱﾐｻ 22

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km女子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

43分43秒1 堀本 寛子954 ﾎﾘﾓﾄ ﾋﾛｺ 39

48分27秒2 吉田 えり子953 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 38

51分58秒3 森脇 結香955 ﾓﾘﾜｷ ﾕｶ 39

58分31秒4 渕瀬 真寿美952 ﾌﾁｾ ﾏｽﾐ 35

1時間01分00秒5 内藤 未奈子950 ﾅｲﾄｳ ﾐﾅｺ 33

1時間09分45秒6 小谷 彩951 ｺﾀﾆ ｱﾔ 35

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km女子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

46分47秒1 松岡 晴美965 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾐ 49

48分00秒2 宮脇 直美962 ﾐﾔﾜｷ ﾅｵﾐ 45

53分22秒3 伊東 純子964 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 47

57分00秒4 松岡 美智子959 ﾏﾂｵｶ ﾐﾁｺ 44

58分08秒5 鎌田 離離957 ｶﾏﾀ ﾘﾘ 40

1時間02分02秒6 赤坂 敏子956 ｱｶｻｶ ﾄｼｺ 40

1時間03分36秒7 瀧川 嘉子963 ﾀｷｶﾜ ﾖｼｺ 47

1時間07分04秒8 米津 明子958 ﾖﾈﾂ ｱｷｺ 42

1時間07分37秒9 片岡 かおり960 ｶﾀｵｶ ｶｵﾘ 44

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km女子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

51分39秒1 小谷 裕子976 ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ 55

54分38秒2 中田 真紀969 ﾅｶﾀ ﾏｷ 50

55分28秒3 山下 浩代972 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾖ 51

59分17秒4 浅井 明子973 ｱｻｲ ｱｷｺ 52

1時間00分34秒5 多加 数美968 ﾀｶﾞ ｶｽﾞﾐ 50

1時間01分12秒6 森川 亜也子974 ﾓﾘｶﾜ ｱﾔｺ 52

1時間01分20秒7 梅本 敦子966 ｳﾒﾓﾄ ｱﾂｺ 50

1時間03分13秒8 千田 京子980 ｾﾝﾀﾞ ｷｮｳｺ 58

1時間04分32秒9 藤林 和美970 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 51

1時間04分39秒10 滝井 千比奈978 ﾀｷｲ ﾁﾋﾅ 58

1時間05分08秒11 辻本 眞由美979 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ 58

1時間06分12秒12 坂本 珠枝971 ｻｶﾓﾄ ﾀﾏｴ 51

1時間08分59秒13 和泉 玲967 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ 50

1時間10分20秒14 寺尾 ゆかり977 ﾃﾗｵ ﾕｶﾘ 57

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km女子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

46分27秒1 宮谷 富士子981 ﾐﾔﾀﾆ ﾌｼﾞｺ 60

50分49秒2 田川 信子984 ﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 61

51分14秒3 本田 佳子988 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 63

58分31秒4 渕瀬 松枝989 ﾌﾁｾ ﾏﾂｴ 66

1時間01分55秒5 三宅 庸子985 ﾐﾔｹ ﾖｳｺ 61

1時間03分00秒6 木虎 佐知子987 ｷﾄﾗ ｻﾁｺ 63

1時間15分05秒7 田中 徳子982 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 60

1時間17分27秒8 青位　千春992 ｱｵｲ　ﾁﾊﾙ 62

1時間18分05秒9 清水 典子986 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｺ 62

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

3部　10km女子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：11：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

1時間19分37秒1 貞山　良子991 ｻﾀﾞﾔﾏ　ﾘｮｳｺ 79

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

16分43秒1 加藤 大和1007 ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 15

17分01秒2 井上 隆世1008 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 15

17分38秒3 村上 公基1016 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ 25

17分40秒4 大西 涼介1015 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 25

19分38秒5 日野 颯汰1001 ﾋﾉ ｿｳﾀ 10

20分39秒6 廣瀬　敦也1017 ﾋﾛｾ　ｱﾂﾔ 25

21分28秒7 小林 壱樹1013 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 21

21分41秒8 綿野 良洋1020 ﾜﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ 29

21分51秒9 花崎　翔太1010 ﾊﾅｻﾞｷ　ｼｮｳﾀ 17

21分51秒10 河内 陽向1003 ｺｳﾁ ﾋﾅﾀ 11

22分14秒11 漆間 風祐1004 ｳﾙｼﾏ ﾌｳｽｹ 11

22分18秒12 伊賀 龍平1012 ｲｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 21

22分25秒13 山元　章太1011 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｮｳﾀ 18

22分39秒14 小野 航1009 ｵﾉ ﾜﾀﾙ 15

22分55秒15 大西 智貴1021 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｷ 29

23分56秒16 三木　健也1014 ﾐｷ　ｹﾝﾔ 22

28分07秒17 廣瀬 智也1018 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾔ 26

28分29秒18 道家 悠太1019 ﾄﾞｳｹ ﾕｳﾀ 27

41分19秒19 中谷 智1006 ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ 13

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

16分13秒1 丸山 翔平1026 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 33

17分04秒2 高木 凌1023 ﾀｶｷ ﾘｮｳ 31

17分58秒3 栗山 哲也1025 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾔ 32

23分55秒4 栗山 隼也1022 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶﾔ 30

28分08秒5 廣瀬 慎也1024 ﾋﾛｾ ｼﾝﾔ 32

29分54秒6 中川 竜矢1027 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 33

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

17分13秒1 高田 秀一1030 ﾀｶﾀ ｼｭｳｲﾁ 40

17分34秒2 井上 明彦1033 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ 43

18分35秒3 日野 誠1042 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 47

19分26秒4 加藤 吉則1039 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 46

20分06秒5 肥塚 俊彦1041 ｺｴﾂﾞｶ ﾄｼﾋｺ 47

20分29秒6 山本 健太郎1029 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 40

20分30秒7 河野 正広1045 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 48

20分46秒8 小西 明英1028 ｺﾆｼ ｱｷﾋﾃﾞ 40

20分58秒9 湯浅 崇央1046 ﾕｱｻ ﾀｶｵ 48

21分21秒10 デラトバフォンセカ 1034 ﾃﾞﾗﾄﾊﾞﾌｫﾝｾｶ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ 43

22分02秒11 河内 信行1037 ｺｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 44

22分18秒12 花谷 智典1036 ﾊﾅﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ 44

28分07秒13 廣瀬 雅弘1031 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ 40

28分30秒14 中野 満1047 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾙ 49

29分31秒15 岡原 雄高1040 ｵｶﾊﾗ ﾕﾀｶ 46

31分55秒16 玉越 博充1044 ﾀﾏｺｼ ﾋﾛﾐﾂ 47

32分27秒17 夏井 玲1043 ﾅﾂｲ ﾘｮｳ 47

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

18分00秒1 稲田 宣弘1056 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 54

19分10秒2 前田 雄司1049 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 51

19分19秒3 小畑 利之1058 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 56

19分41秒4 原田 康行1059 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 56

20分37秒5 土生田 貴1048 ﾊﾌﾞﾀ ﾀｶｼ 50

22分08秒6 土屋 賢治1054 ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾞ 54

24分58秒7 山田 育男1063 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸｵ 58

26分16秒8 平 一範1052 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 53

27分25秒9 山本 正憲1060 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 56

27分36秒10 種谷 友作1050 ﾀﾈﾀﾆ ﾕｳｻｸ 51

29分11秒11 郷原 誠1055 ｺﾞｳﾊﾗ ﾏｺﾄ 54

32分36秒12 道家 尚崇1062 ﾄﾞｳｹ ﾅｵﾀｶ 57

32分47秒13 松尾 繁樹1053 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｷ 53

32分55秒14 瀧川 悟史1051 ﾀｷｶﾜ ｻﾄｼ 52

43分44秒15 中谷 靖1061 ﾅｶﾀﾆ ﾔｽｼ 57

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

19分29秒1 橘 章良1070 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾗ 64

21分09秒2 嘉流 昭夫1068 ｶﾘｭｳ ｱｷｵ 62

22分47秒3 西江 利文1064 ﾆｼｴ ﾄｼﾌﾐ 60

22分52秒4 出井 秀樹1082 ｲﾃﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 69

23分21秒5 ??川　浩伸1066 ﾖｼｶﾜ　ﾋﾛﾉﾌﾞ 61

25分57秒6 山村 重光1065 ﾔﾏﾑﾗ ｼｹﾞﾐﾂ 60

26分17秒7 須加田 由雄1075 ｽｶﾞﾀ ﾖｼｵ 65

27分03秒8 中川　喜八1083 ﾅｶｶﾞﾜ　ｷﾊﾁ 69

27分15秒9 清水 幸一1069 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 63

30分24秒10 谷 充良1081 ﾀﾆ ﾐﾂﾖｼ 69

31分07秒11 鶴崎 幸雄1073 ﾂﾙｻｷ ﾕｷｵ 64

32分52秒12 丸田 清士1071 ﾏﾙﾀ ｷﾖｼ 64

33分27秒13 栫 久巳1078 ｶｺｲ ﾋｻﾐ 68

34分43秒14 萩原 邦彦1080 ﾊｷﾞﾜﾗ ｸﾆﾋｺ 69

35分24秒15 杉原 敏幸1079 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 69

43分28秒16 川西　良雄1084 ｶﾜﾆｼ　ﾖｼｵ 69

45分42秒17 大西 弘幸1076 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 66

48分54秒18 船越 博章1067 ﾌﾅｺｼ ﾋﾛｱｷ 61

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

30分14秒1 土山　秀雄1086 ﾂﾁﾔﾏ　ﾋﾃﾞｵ 70

30分49秒2 水戸 潤二1090 ﾐﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 73

31分56秒3 山田　政郎1089 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾛｳ 72

35分08秒4 本荘　真二1091 ﾎﾝｼﾞｮｳ　ｼﾝｼﾞ 73

35分23秒5 矢野 光1087 ﾔﾉ ﾋｶﾙ 71

35分27秒6 樋高 嘉治1097 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 79

38分46秒7 真鍋 憲昭1093 ﾏﾅﾍﾞ ﾉﾘｱｷ 75

38分49秒8 多加 政廣1098 ﾀｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 79

47分17秒9 福井 司1095 ﾌｸｲ ﾂｶｻ 77

1時間01分43秒10 横倉 潤一1094 ﾖｺｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 76

1時間01分44秒11 山根　成治1092 ﾔﾏﾈ　ｾｲｼﾞ 74

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　男子　80歳以上

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：00 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

49分42秒1 田中　進1099 ﾀﾅｶ　ｽｽﾑ 81

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　29歳以下

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

20分00秒1 日野 夏愛1111 ﾋﾉ ｶﾅ 12

22分27秒2 岡田 花1113 ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 14

22分40秒3 日野 真愛1112 ﾋﾉ ﾏﾅ 14

23分17秒4 波多野 静香1114 ﾊﾀﾉ ｼｽﾞｶ 20

27分46秒5 西川 葉月1116 ﾆｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 26

36分05秒6 滝井 伶奈1115 ﾀｷｲ ﾚﾅ 25

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　30歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

29分49秒1 北野 則子1117 ｷﾀﾉ ﾉﾘｺ 37

35分18秒2 中塚　祐理子1118 ﾅｶﾂｶ　ﾕﾘｺ 38

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　40歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

20分47秒1 藤田 佳津江1124 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂｴ 49

22分29秒2 岡崎 香苗1121 ｵｶｻﾞｷ ｶﾅｴ 44

22分49秒3 柴田 肖文1122 ｼﾊﾞﾀ ｱﾕﾐ 45

23分15秒4 岡田　雅子1147 ｵｶﾀﾞ　ﾏｻｺ 43

24分16秒5 廣瀬 万紀子1125 ﾋﾛｾ ﾏｷｺ 49

32分16秒6 赤錆 千春1119 ｱｶｻﾋﾞ ﾁﾊﾙ 43

35分46秒7 夏井 晶代1123 ﾅﾂｲ ｱｷﾖ 46

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　50歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

23分04秒1 井上 香里1128 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ 50

24分24秒2 中條 さおり1130 ﾅｶｼﾞｮｳ ｻｵﾘ 53

25分28秒3 松原 寿子1136 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｺ 59

25分32秒4 嘉流 ミカル1135 ｶﾘｭｳ ﾐｶﾙ 58

26分50秒5 小野 美由紀1127 ｵﾉ ﾐﾕｷ 50

28分08秒6 谷野 美雪1133 ﾀﾆﾉ ﾐﾕｷ 56

29分10秒7 西 美由紀1134 ﾆｼ ﾐﾕｷ 56

29分11秒8 谷川 弘子1131 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛｺ 54

34分57秒9 山本 寛子1132 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 56

38分31秒10 上坪 淳子1129 ｶﾐﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ 51

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　60歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

28分48秒1 瀬﨑 千津江1143 ｾｻﾞｷ ﾁﾂﾞｴ 65

29分10秒2 杉原 加寿子1142 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｺ 65

29分46秒3 前田 恵子1137 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺ 60

31分28秒4 勢馬 のぶ子1144 ｾｲﾏ ﾉﾌﾞｺ 69

33分25秒5 岡本　千春1141 ｵｶﾓﾄ　ﾁﾊﾙ 63

43分01秒6 眞倉 由美子1139 ﾏｸﾞﾗ ﾕﾐｺ 61

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　70歳代

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

34分42秒1 田中　敏子1145 ﾀﾅｶ　ﾄｼｺ 71

46分42秒2 足立　典子1146 ｱﾀﾞﾁ　ﾉﾘｺ 78

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第30回　赤穂義士マラソン大会 -

4部　5km　女子　80歳以上

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 年齢

 2021/12/5

スタート：10：05 

 会場: 兵庫県立赤穂海浜公園

主催:赤穂義士マラソン実行委員会 

35分47秒1 青位　美代子1140 ｱｵｲ　ﾐﾖｺ 84

Athlete-Tag by CHOPPER


