
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　30歳～39歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/21

スタート： 9:00:00

会場: 島根県益田市

主催: 萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会

1時間11分55秒1 磯村 俊祐1106 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

1時間12分30秒2 豊田 浩司1156 益田市役所ﾄﾖﾀ ｺｳｼﾞ

1時間13分34秒3 兼重 仁彦1104 宇部市役所ｶﾈｼｹﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間13分55秒4 森藤 潤1165 広島信用金庫ﾓﾘﾌｼﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間15分38秒5 松本 晃史1141 Ｔｅａｍムカパラﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ

1時間16分16秒6 黒﨑　遼太郎1071 出雲市陸協ｸﾛｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間16分48秒7 村上 貴亮1098 エネルギア豊連走ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ

1時間17分16秒8 林 啓二1209 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ

1時間17分42秒9 永下　貴久20002 東雲研究所ﾅｶﾞｼﾀ ﾖｼﾋｻ

1時間17分55秒10 柴田 一平1020 益田市陸協ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

1時間18分23秒11 長岡 査憲1153 Ｔ．ＶＩＶＡ！ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄｼ

1時間20分06秒12 座間 貴之1021 東雲研究所ｻﾞﾏ ﾀｶﾕｷ

1時間20分57秒13 小松原 勇樹1168 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ

1時間21分08秒14 後 和彦1161 大阪陸協ｳｼﾛ ｶｽﾞﾋｺ

1時間21分11秒15 東 大介1173 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間21分25秒16 佐々木 亮1022 ｻｻｷ ﾘｮｳ

1時間21分52秒17 西田 啓祐1114 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間22分31秒18 豊田　英男1060 山口県消防学校ﾄﾖﾀ ﾋﾃﾞｵ

1時間23分06秒19 佐田 晃樹1144 ＮＮＢｻﾀﾞ ｺｳｷ

1時間23分13秒20 田中 遼1212 山口県庁ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

1時間23分18秒21 桑原 大樹1085 東海旅客鉄道株式会社ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

1時間23分37秒22 杉原 光礼1194 大田市陸協ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ

1時間24分39秒23 重枝 豊実1043 ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾄﾖﾐﾂ

1時間24分54秒24 真崎 健1090 山口県庁ﾏｻｷ ﾀｹｼ

1時間25分30秒25 椙本 英嗣1008 とらくまｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ

1時間26分01秒26 馬場 真一1157 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間26分07秒27 高橋 幸雄1220 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ

1時間26分25秒28 河村 隆之1171 日立笠戸ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間26分30秒29 森上 慎哉1138 ﾓﾘｳｴ ｼﾝﾔ

1時間26分39秒30 佐川 正之1192 アスワン山荘ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

1時間26分47秒31 原 浩平1108 益田市役所ﾊﾗ ｺｳﾍｲ

1時間27分46秒32 木佐谷 健久1007 山口県広域連合ｷｻﾀﾆ ﾀｹﾋｻ

1時間27分49秒33 生方 祐史郎1012 うぶランｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳｼﾛｳ

1時間28分25秒34 松岡 良樹1137 平田走ろう会ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ

1時間28分34秒35 小野 尚徳1201 下松市陸協ｵﾉ ﾋｻﾉﾘ

1時間28分39秒36 林 智之1061 浜田市ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ

1時間28分41秒37 佐藤 高志1033 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

1時間29分02秒38 佐伯 辰徳1155 ｻｴｷ ﾀﾂﾉﾘ

1時間29分25秒39 末永 崇洋1064 長府製作所ｽｴﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間29分45秒40 河村　宏樹1179 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ

1時間29分47秒41 村谷 真彦1196 ﾑﾗﾀﾆ ﾏｻﾋｺ

1時間30分22秒42 田邉 雄一郎1195 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間30分43秒43 森山 昌之1136 光市立大和病院ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

1時間31分14秒44 桝村 浩太郎1017 ﾏｽﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ

1時間31分52秒45 岩田 雄樹1074 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

1時間32分56秒46 田村 浩司1199 山口赤十字病院ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間33分00秒47 米澤 祐哉1045 島根大学医学部ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾔ

1時間33分01秒48 今津 歩1126 ｲﾏﾂﾞ ｱﾕﾑ

1時間33分05秒49 日比野 紘大1216 ﾋﾋﾞﾉ ｺｳﾀ

1時間33分09秒50 永松 伸朗1129 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ
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1時間33分13秒51 諏訪 直紀1197 ｽﾜ ﾅｵｷ

1時間33分40秒52 佐藤 直樹1149 ｻﾄｳ ﾅｵｷ

1時間33分47秒53 小方 文吾1062 ｵｶﾞﾀ ﾌﾞﾝｺﾞ

1時間34分06秒54 齋藤　修二1120 ㈱テライｻｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ

1時間35分05秒55 大皿 陽平1076 ｵｵｻﾗ ﾖｳﾍｲ

1時間35分29秒56 百瀬 彰宏1107 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ

1時間35分52秒57 熊谷 岳文1094 ファーマシィ薬局ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾌﾐ

1時間36分48秒58 山本 健一1132 益田市ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間37分27秒59 木村 彰伸1031 ｷﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間37分27秒60 横川 大輔1222 Ｍランﾖｺｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間38分06秒61 木倉 吉朗1003 ｷｸﾗ ﾖｼﾛｳ

1時間38分12秒62 藤原 宗貴1080 大田市陸協ﾌｼﾞﾊﾗ ﾑﾈﾀｶ

1時間39分07秒63 福田 哲之1051 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾕｷ

1時間40分06秒64 黒山 敦1206 アストラゼネカｸﾛﾔﾏ ｱﾂｼ

1時間40分09秒65 井手 雅人1145 いーでランニングクラブｲﾃﾞ ﾏｻﾄ

1時間40分51秒66 和泉 健吾1214 ｲｽﾞﾐ ｹﾝｺﾞ

1時間41分07秒67 中原 広志1050 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間41分12秒68 下間 智昭1070 ｼﾓﾂﾏ ﾄﾓｱｷ

1時間41分18秒69 井出 智文1121 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ

1時間41分39秒70 東 浩一1009 ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

1時間42分47秒71 山中 徹1016 萩慈生病院ﾔﾏﾅｶ ﾄｵﾙ

1時間43分21秒72 山本 勇1075 萩市民病院ﾔﾏﾓﾄ ｲｻｵ

1時間43分26秒73 本田　和也1002 豊北アスリートﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間43分27秒74 佐藤 勇介1087 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

1時間43分52秒75 岡崎 隆文1014 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ

1時間43分57秒76 松原 秀紀1180 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間44分03秒77 中村　幹也1088 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷﾔ

1時間45分45秒78 永戸 良宗1175 ﾅｶﾞﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間46分13秒79 為近 晋1081 ＴＫＲﾀﾒﾁｶ ｽｽﾑ

1時間47分57秒80 鎌田 涼介1102 ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間48分00秒81 小倉 佑斗1027 コベルコ建機ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ

1時間48分02秒82 長府　達也1135 ﾁｮｳﾌ ﾀﾂﾔ

1時間48分20秒83 岸本 陽平1058 ｷｼﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

1時間48分30秒84 大杉 剛志1004 ｵｵｽｷﾞ ﾂﾖｼ

1時間48分43秒85 金崎 淳1018 萩慈生病院ｶﾅｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ

1時間49分05秒86 余語 淳平1056 ﾖｺﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間49分10秒87 松浦　祥弘1073 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ(株)益田工場ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

1時間49分23秒88 渡邉　政徳1174 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間49分26秒89 安達 雅史1187 マツダｱﾝﾀﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ

1時間49分34秒90 入江 浩一1083 ＴＫＲｲﾘｴ ｺｳｲﾁ

1時間49分39秒91 山根　孝太1095 ファーマシィ薬局ﾔﾏﾈ ｺｳﾀ

1時間50分14秒92 原 宏太1084 ﾊﾗ ｺｳﾀ

1時間50分17秒93 佐々木 晃一1092 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ

1時間51分25秒94 和崎 敏也1150 ﾜｻｷ ﾄｼﾔ

1時間51分56秒95 柚木 一男1032 走食系ﾕﾉｷ ｶｽﾞｵ

1時間52分09秒96 山本 良宏1163 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間52分17秒97 福永 圭吾1086 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｺﾞ

1時間52分23秒98 岩田 修治1048 ｲﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ

1時間52分38秒99 永田 一朗1103 ﾅｶﾞﾀ ｲﾁﾛｳ

1時間53分39秒100 富澤 孝輔1154 ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳｽｹ
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1時間53分45秒101 村上 悠史1203 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼ

1時間54分58秒102 岡田 昌弘1077 ストレンジャーｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間55分39秒103 岩本 圭太1024 ｲﾜﾓﾄ ｹｲﾀ

1時間55分56秒104 伊藤 亨1118 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

1時間56分07秒105 長尾 隆1130 新田鈑金自工ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ

1時間56分25秒106 前田 啓太1041 ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ

1時間56分34秒107 中村 雅徳1127 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

1時間56分45秒108 神原 宏明1143 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間57分25秒109 積田 裕二1052 ﾂﾐﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間57分40秒110 若宮 祐次郎1030 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1時間57分54秒111 小倉 豊1134 ｵｸﾞﾗ ﾕﾀｶ

1時間58分09秒112 田島 直貴1015 ＮＳＳＣﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ

1時間58分50秒113 吉田 道昭1219 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｱｷ

1時間59分42秒114 伊澤 正明1115 ｲｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ

2時間00分11秒115 藤井　誠1164 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ

2時間00分19秒116 松本　銀次郎1023 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ

2時間00分24秒117 大畑 元矢1207 西益田ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝﾔ

2時間00分28秒118 筒井 大智1047 ﾂﾂｲ ﾀﾞｲﾁ

2時間00分28秒119 筒井 宏典1046 ﾂﾂｲ ﾋﾛﾉﾘ

2時間00分33秒120 椋木 貴夫1223 ﾑｸﾉｷ ﾀｶｵ

2時間00分40秒121 渡部 慶介1019 いづもＲＦＣﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ

2時間01分16秒122 山本 悦孝1151 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ

2時間01分24秒123 三輪 博志1039 Ｂｕｎｎｙｚﾐﾜ ﾋﾛｼ

2時間01分30秒124 石橋　孟士1139 シマネ益田電子(株)ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹｼ

2時間02分03秒125 藤本 淳基1011 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ

2時間02分11秒126 揚村 和英1225 ｱｹﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

2時間02分19秒127 雪野 光洋1215 ﾕｷﾉ ﾐﾂﾋﾛ

2時間02分43秒128 吉本 満1152 大和病院ﾖｼﾓﾄ ﾐﾂﾙ

2時間03分27秒129 渦輪 典哉1128 ｳｽﾞﾜ ﾌﾐﾔ

2時間04分08秒130 澄川 隆1054 ｽﾐｶﾞﾜ ﾀｶｼ

2時間04分09秒131 吉岡 翼1055 ﾖｼｵｶ ﾂﾊﾞｻ

2時間05分21秒132 上杉 賢志1097 三昭技研陸上部ｳｴｽｷﾞ ｻﾄｼ

2時間05分28秒133 伊藤 一明1202 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ

2時間05分40秒134 岡　鋭治1183 ｵｶ ｴｲｼﾞ

2時間05分49秒135 松本 大毅1099 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾀｶ

2時間05分56秒136 亀井 靖1189 ＴＡＩＫＯｶﾒｲ ﾔｽｼ

2時間06分34秒137 朴 成眞1117 全日本空輸株式会社ﾊﾟｸ ｿﾝｼﾞﾝ

2時間06分34秒138 田中　太志1059 山口県消防学校ﾀﾅｶ ﾌﾄｼ

2時間06分48秒139 山田 康雄1049 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ

2時間07分40秒140 野副 文啓1067 Ｓ－ｗｉｎｄﾉｿﾞｴ ﾌﾐﾋﾛ

2時間08分06秒141 下田 祥史1205 ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間08分49秒142 浦賀 章仁1025 ｳﾗｶﾞ ｱｷﾋﾄ

2時間09分20秒143 中村 浩志1186 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

2時間09分23秒144 石田 裕樹1005 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

2時間09分28秒145 吉崎 達哉1069 Ｓ－ｗｉｎｄﾖｼｻﾞｷ ﾀﾂﾔ

2時間10分08秒146 田原 大地1188 ﾀﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾁ

2時間10分33秒147 森 俊輔1078 Ｓーｗｉｎｄﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

2時間11分28秒148 足立 貴弘1221 ＡＮＡＡＳｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

2時間12分22秒149 竹澤 昌宏1200 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間12分39秒150 長田 信之1159 ＮＴＴドコモﾅｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ
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2時間12分54秒151 村井 重樹1213 ちーﾑﾗｲ ｼｹﾞｷ

2時間13分28秒152 渡邉 伸也1010 ＷＲＴﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

2時間15分12秒153 一階 覚1133 ｎｅｍｅｓｉｓｲｯｶｲ ｻﾄﾙ

2時間15分20秒154 高橋 徹1113 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ

2時間15分53秒155 吉木 修1177 ﾖｼｷﾞ ｵｻﾑ

2時間16分26秒156 大驛　浩二1166 ｵｵｴｷ ｺｳｼﾞ

2時間16分31秒157 秋田 顕二1028 ｱｷﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間17分25秒158 竹藤 嘉浩1082 ＴＫＲﾀｹﾌｼﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間18分35秒159 屈岡 竜大1162 ｸﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ

2時間19分11秒160 宅野 和彦1111 ﾀｸﾉ ｶｽﾞﾋｺ

2時間21分45秒161 大石 和正1053 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾏｻ

2時間23分29秒162 堀田 健志1057 ﾎｯﾀ ﾀｹｼ

2時間24分07秒163 田原 佳祐1191 株式会社　丸田ﾀﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ

2時間24分20秒164 新庄 庸三1109 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾖｳｿﾞｳ

2時間26分41秒165 春日　元希1148 ｶｽｶﾞ ﾓﾄｷ

2時間26分43秒166 内田 博章1190 アイラブランｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間27分14秒167 田村　明信1038 ﾀﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

2時間27分14秒168 大賀　隼人1101 ｵｵｶ ﾊﾔﾄ

2時間29分32秒169 藤岡 広樹1217 林整形陸上部ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾛｷ

2時間30分59秒170 立岡 慶祐1178 島根大学ﾀﾂｵｶ ｹｲｽｹ

2時間33分28秒171 芳野 浩二1068 Ｓ－ｗｉｎｄﾖｼﾉ ｺｳｼﾞ

2時間34分08秒172 山下　朋紀1172 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾉﾘ

2時間34分24秒173 林 宏道1063 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ

2時間35分06秒174 宍戸 徹也1184 駅メモｼｼﾄﾞ ﾃﾂﾔ

2時間35分49秒175 大平　健治1167 ㈱テライｵｵﾋﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間36分26秒176 沼元 寛幸1093 ﾇﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

2時間37分45秒177 石原 正典1116 中電益田駅伝部ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間39分17秒178 吉村 卓士1142 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｼ

2時間39分27秒179 村上 友彦1185 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ

2時間39分44秒180 中河 久典1079 まつぼっくりﾅｶｶﾞﾜ ﾋｻﾉﾘ

2時間39分51秒181 齋藤　正紀1193 益田東中学校サッカー部ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ

2時間42分42秒182 田中　亮士1158 石見交通Gﾀﾅｶ ｱｷﾋﾄ

2時間45分48秒183 足立 大樹1204 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

2時間48分34秒184 田村 勇人1181 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ

2時間52分25秒185 島田 祥智1124 津和野町観光協会ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾄ

2時間59分36秒186 藤井 大輔1034 うぶランﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ
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