
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　40歳～49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12分49秒1 藤野 浩一2266 ヤンボーＳＣﾌｼﾞﾉ ｺｳｲﾁ

1時間18分50秒2 田中 賢一2282 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ

1時間19分45秒3 森藤 望2318 ＪＡ広島総合病院ﾓﾘﾌｼﾞ ﾉｿﾞﾑ

1時間19分51秒4 梅本 幸治2213 周南市役所ｳﾒﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間20分49秒5 升守 功2056 ひらちゅうﾏｽﾓﾘ ｲｻｵ

1時間21分09秒6 田丸 勇樹2312 鹿足郡陸上競技協会ﾀﾏﾙ ﾕｳｷ

1時間23分18秒7 赤澤 康洋2139 ｱｶｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

1時間23分21秒8 大園 誠2094 ひらちゅうｵｵｿﾞﾉ ﾏｺﾄ

1時間23分24秒9 内藤 誠2336 ﾅｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間23分27秒10 野田 嘉彦2031 Ｔｅａｍ　ＯＪＣﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間23分28秒11 中山 真志2012 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間23分45秒12 佐伯 祐介2353 Ｔｅａｍ　ｋｏｕｍｅｻｴｷ ﾕｳｽｹ

1時間23分47秒13 安田 育弘2319 ﾔｽﾀﾞ ｲｸﾋﾛ

1時間23分48秒14 佐藤 卓志2125 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

1時間24分24秒15 山田 洋治2177 宇部興産ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ

1時間24分37秒16 今村 達也2172 クラブアールツー西日本ｲﾏﾑﾗ ﾀﾂﾔ

1時間24分47秒17 福増 紀雄2393 ﾌｸﾏｼ ﾉﾘｵ

1時間25分16秒18 前原 幸司2400 西中国信用金庫ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間25分43秒19 津島 正広2379 ﾂｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間26分05秒20 石倉 康範2222 ＴＥＡＭＡＮＡ／ＮＲ佐倉ｲｼｸﾗ ﾔｽﾉﾘ

1時間26分17秒21 白須 顕一2014 浜田市陸協ｼﾗｽ ｹﾝｲﾁ

1時間26分34秒22 宝迫 達也2121 ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！ﾎｳｻｺ ﾀﾂﾔ

1時間27分10秒23 今村 慎二2084 ｲﾏﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

1時間27分12秒24 小川 祐二2119 ＵＢＥ走行会ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間27分12秒25 武村 一郎2250 Ｔ．ＶＩＶＡ！ﾀｹﾑﾗ ｲﾁﾛｳ

1時間27分13秒26 山崎 浩昭2088 邑南町役場ランニングクラブﾔﾏｻｷ ﾋﾛｱｷ

1時間27分14秒27 沖村 卓美2389 ｵｷﾑﾗ ﾀｸﾐ

1時間27分18秒28 浅枝 寛之2194 ｱｻｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間27分26秒29 小本 欣伸2113 ｺﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間27分30秒30 福嶋 武則2089 ﾌｸｼﾏ ﾀｹﾉﾘ

1時間27分52秒31 内藤 浩司2295 ﾅｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間27分54秒32 岡村 武2052 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間28分04秒33 小内 則男2366 ベアリスＲＣｵﾅｲ ﾉﾘｵ

1時間28分18秒34 笠原 晋2197 ｶｻﾊﾗ ｽｽﾑ

1時間28分38秒35 亀山 泰彦30001 出雲村田製作所ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間28分51秒36 石田 由紀夫2165 大津屋ｲｼﾀﾞ ﾕｷｵ

1時間28分58秒37 佐々木 雄一2371 三菱重工下関ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ

1時間29分09秒38 古味 省宏2075 山口有永道場ｺﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間29分36秒39 大久保 孝志2116 山口県庁陸上部ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ

1時間29分49秒40 倉田 昇治2190 ｸﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ

1時間30分13秒41 山下 裕二2244 大歳走友会ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間30分31秒42 上利 英史2047 ｱｶﾞﾘ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間30分44秒43 松本 勲2120 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ

1時間31分20秒44 大畑　靖孝2003 ｵｵﾊﾀ ﾔｽﾀｶ

1時間31分31秒45 横山 隆志2208 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間31分42秒46 鎌田 英明2369 ｶﾏﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間31分43秒47 隅田 耕作2203 絆星スポーツクラブｽﾐﾀﾞ ｺｳｻｸ

1時間31分44秒48 坂根 輝昭2306 ｻｶﾈ ﾃﾙｱｷ

1時間32分06秒49 大堀 陽2078 にゃん太ＲＣｵｵﾎﾘ ｱｷﾗ

1時間32分12秒50 長嶺 英夫2276 益田消防ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾃﾞｵ
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1時間32分19秒51 牛見 貴陳2002 周南市陸協ｳｼﾐ ﾀｶﾖｼ

1時間32分26秒52 浴井 粛史2145 ＫＲＹランナーズｴｷｲ ｷﾖｼ

1時間32分43秒53 菊池 僚2262 東ソーｷｸﾁ ﾘｮｳ

1時間33分07秒54 小田　浩士2163 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間33分28秒55 内山 康輔2247 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ

1時間33分30秒56 上野 隆2255 ｳｴﾉ ﾀｶｼ

1時間33分50秒57 甚田 輝幸2013 ｼﾞﾝﾀ ﾃﾙﾕｷ

1時間33分52秒58 杉原 貴宏2122 津和野小学校ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間33分53秒59 井上 佳昭2143 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ

1時間33分55秒60 古川 聡2041 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｼ

1時間33分55秒61 山下 賢治2148 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間33分56秒62 井上 将規2108 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ

1時間34分05秒63 松永 渉2124 東割保育園ＡＣﾏﾂﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ

1時間34分07秒64 伊東 輝彦2294 大藤医院ｲﾄｳ ﾃﾙﾋｺ

1時間34分11秒65 市瀬 悟2225 アルカンシェルｲﾁﾉｾ ｻﾄﾙ

1時間34分14秒66 景由 英夫2191 農試走ろう会ｶｹﾞﾕ ﾋﾃﾞｵ

1時間34分21秒67 舟橋 健2320 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｹｼ

1時間34分23秒68 別所 宏和2364 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間34分30秒69 西川 仁了2160 萩剣武会ﾆｼｶﾜ ｷﾐﾄｼ

1時間34分30秒70 神田 勉2073 ｺｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ

1時間34分46秒71 宅野 聡2005 ﾀｸﾉ ｻﾄｼ

1時間34分50秒72 山中 修2169 ファーマシィ薬局ﾔﾏﾅｶ ｵｻﾑ

1時間35分06秒73 諏訪 順2313 チームマロンちゃんｽﾜ ｼﾞｭﾝ

1時間35分11秒74 加藤 清志2223 チームｔｅｎｶﾄｳ ｷﾖｼ

1時間35分12秒75 荒川 岳士2385 ＡＮＡエアポートサービスｱﾗｶﾜ ﾀｹｼ

1時間35分18秒76 木村 賢治2164 ひらちゅうＲＣｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間36分00秒77 小林 隆太2193 ◆石畳走り隊◆ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ

1時間36分09秒78 森田 真治2131 江津水道工事ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間36分37秒79 藤井　渉2102 病院ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ

1時間36分45秒80 山田 淳司2106 福岡陸協ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間36分50秒81 松田 淳一2394 アリスﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間37分03秒82 梅舎 慎二2235 東ソーｳﾒﾔ ｼﾝｼﾞ

1時間37分18秒83 岩崎 隆幸2044 ひらちゅうｲﾜｻｷ ﾀｶﾕｷ

1時間37分39秒84 山本 能久2285 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

1時間37分46秒85 大屋　孝文2151 ｵｵﾔ ﾀｶﾌﾐ

1時間38分00秒86 山根　大幸2329 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分10秒87 岡野 昇2381 ｵｶﾉ ｽｽﾑ

1時間38分49秒88 和田 至2029 益田市役所ﾜﾀﾞ ｲﾀﾙ

1時間38分57秒89 山口 信太郎2040 宇部物流ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間39分13秒90 久保 功二2303 山口県庁ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ

1時間39分34秒91 鈴木 通俊2033 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ

1時間39分42秒92 前坂 道弘2212 東ソーポリエチﾏｴｻｶ ﾐﾁﾋﾛ

1時間39分43秒93 渡辺 邦博2317 山口ランネットﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾋﾛ

1時間39分45秒94 浜崎 貴昭2006 ﾊﾏｻｷ ﾀｶｱｷ

1時間39分54秒95 鎮波 正明2360 ﾁﾝﾅﾐ ﾏｻｱｷ

1時間40分28秒96 堀越 健2011 美濃商工会ﾎﾘｺｼ ﾀｹｼ

1時間40分29秒97 坂本 幹男2171 （株）高砂醤油本店ｻｶﾓﾄ ﾐｷｵ

1時間40分30秒98 山田 義一2202 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ

1時間40分48秒99 能美 忠典2085 ﾉｳﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ

1時間41分19秒100 境田 公嗣2114 ｻｶｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ
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1時間41分31秒101 大澤 誠2399 太陽石油ｵｵｻﾞﾜ ﾏｺﾄ

1時間41分33秒102 油嶋 和義2156 ﾕｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ

1時間41分45秒103 野村 倫夫2147 ﾉﾑﾗ ﾉﾘｵ

1時間41分48秒104 中本 勇2211 ﾅｶﾓﾄ ｲｻﾑ

1時間42分00秒105 石田 和男2070 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ

1時間43分11秒106 清本 忍2362 ｷﾖﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

1時間43分34秒107 高橋 武孝2141 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾉﾘ

1時間43分39秒108 新田　喬2082 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ

1時間43分47秒109 桑原 敏輝2069 サッポロビールｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾃﾙ

1時間43分51秒110 松原 誠2095 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ

1時間43分58秒111 伊藤 誠2284 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間44分09秒112 宮本 武司2264 チーム酔走楽部ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ

1時間44分14秒113 笠原 信一郎2355 ｶｻﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間44分22秒114 藤 孝之2185 光総合病院ﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間44分33秒115 福知 正昭2097 ﾌｸﾁ ﾏｻｱｷ

1時間44分34秒116 斉藤 靖雄2382 萩山口信用金庫ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ

1時間44分42秒117 熊本 淳2126 ｸﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間44分45秒118 三浦 靖浩2028 ﾐｳﾗ ﾔｽﾋﾛ

1時間45分08秒119 岡村 威2175 山口ランネットｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間45分21秒120 土井 聡2392 ﾄﾞｲ ｻﾄｼ

1時間45分26秒121 高田　典克2081 ﾀｶﾀ ﾉﾘｶﾂ

1時間45分42秒122 浜口 豊2380 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

1時間45分43秒123 芳西 孝行2067 ﾎｳﾆｼ ﾀｶﾕｷ

1時間45分53秒124 川﨑 秀之2133 Ｓ－ｗｉｎｄｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間45分54秒125 丸山 隆富2387 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾄﾐ

1時間45分57秒126 佐々木 昭博2049 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ

1時間46分01秒127 小松原　元紀2188 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓﾄﾉﾘ

1時間46分16秒128 川谷 欣民2183 ｶﾜﾀﾆ ﾖｼﾋﾄ

1時間46分21秒129 堺 文雄2104 秋山クリニックｻｶｲ ﾌﾐｵ

1時間46分25秒130 北川 浩幸2377 ピュアハートｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分41秒131 石飛 臣一郎2236 ｲｼﾄﾋﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間46分44秒132 大畑　達郎2060 ｵｵﾊﾀ ﾀﾂﾛｳ

1時間46分44秒133 田原 弘之2030 ﾀﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分56秒134 佐々井　宗徳2270 SOYO TYREｻｻｲ ﾑﾈﾉﾘ

1時間47分04秒135 大庭 剛志2153 タカツモンｵｵﾊﾞ ﾂﾖｼ

1時間47分13秒136 山田 章生2260 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ

1時間47分21秒137 西田 敦成2337 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾅﾘ

1時間47分26秒138 安森 友和2352 ﾔｽﾓﾘ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間47分30秒139 松島 寿和2138 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼｶｽﾞ

1時間47分34秒140 應和 正一2343 ｵｳﾜ ﾏｻｶｽﾞ

1時間47分51秒141 柳井 きよみ2079 ｃｈｏｃｏｌａｔﾔﾅｲ ｷﾖﾐ

1時間47分56秒142 中山 幸司2252 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間47分59秒143 横山 靖朗2344 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽｱｷ

1時間48分15秒144 山中 祐二2363 ユージファクトリーﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ

1時間48分16秒145 石川 暢恒2261 ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾂﾈ

1時間48分18秒146 飯田 善貴2023 ｲｲﾀﾞ ﾖｼｷ

1時間48分24秒147 梅田 昌也2297 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾔ

1時間48分31秒148 岡野 隆俊2170 ｵｶﾉ ﾀｶﾄｼ

1時間48分48秒149 手嶋　輝紀2204 ゆめにゃんこﾃｼﾏ ﾃﾙﾉﾘ

1時間49分06秒150 今田 勝雄2066 ｲﾏﾀﾞ ｶﾂｵ
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1時間49分24秒151 谷口　晃久2272 チームＴﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ

1時間49分29秒152 藤村 主税2309 ＡＣ５３８ﾌｼﾞﾑﾗ ﾁｶﾗ

1時間49分41秒153 田中 友和2210 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間50分06秒154 田中 将至2231 中村被服株式会社ﾀﾅｶ ﾏｻｼ

1時間50分23秒155 町田 貢2326 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ

1時間50分28秒156 河合 俊明2135 Ｓ－ｗｉｎｄｶﾜｲ ﾄｼｱｷ

1時間50分38秒157 宮田 泰之2136 維新ランナーズﾐﾔﾀ ﾔｽﾕｷ

1時間50分39秒158 本田 聡2338 山口県庁バドミントン部ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間50分47秒159 垰山　幸太2110 山口県消防学校ﾀｵﾔﾏ ｺｳﾀ

1時間50分49秒160 佐賀 将義2354 ｻｶﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間51分03秒161 田原 淳史2054 ﾀﾊﾞﾗ ｱﾂｼ

1時間51分10秒162 小林 信宏2068 小林家ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間51分22秒163 末廣 康之2107 維新ランナーズｽｴﾋﾛ ﾔｽﾕｷ

1時間51分25秒164 田中 貴志2026 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ

1時間51分28秒165 大野 隆治2289 株式会社エバーコムｵｵﾉ ﾘｭｳｼﾞ

1時間51分37秒166 宅野 正紀2045 中西小卒ﾀｸﾉ ﾏｻﾉﾘ

1時間51分40秒167 黒光 敦史2025 ｸﾛﾐﾂ ｱﾂｼ

1時間51分51秒168 小川 智弘2234 Ｒｅｉｓｔａｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間52分09秒169 山下 考久2292 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋｻ

1時間52分25秒170 渡部 貴幸2357 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間52分31秒171 橋本 宗則2375 ＴＡＩＫＯﾊｼﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ

1時間52分44秒172 湊 勝博2345 ﾐﾅﾄ ｶﾂﾋﾛ

1時間52分53秒173 松山 健2100 共働福祉会ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝ

1時間52分54秒174 徳田 敏行2374 大阪市立大ＯＢﾄｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間53分00秒175 森末 武志2293 山口ＹＥＧﾓﾘｽｴ ﾀｹｼ

1時間53分10秒176 福岡 武仁2249 ﾌｸｵｶ ﾀｹﾋﾄ

1時間53分19秒177 中田 陽2302 ＪＣメロスﾅｶﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間53分26秒178 宇津井 智昭2275 走レンジャーｳﾂｲ ﾄﾓｱｷ

1時間53分59秒179 神崎 亮一2099 ＲＡＭＢＯｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ

1時間54分05秒180 上田 昌輝2274 にゃんじゃスポーツｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間54分24秒181 山根 智2242 山口ﾔﾏﾈ ｻﾄﾙ

1時間54分55秒182 Ｆｌｕｎｅｙ Ｊｅｒｒｙ2296 走好酒ﾌﾙﾆｰ ｼﾞｪﾘｰ

1時間55分07秒183 畝田 知一2281 島根中井工業ｳﾈﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間55分10秒184 松橋 崇2233 ﾏﾂﾊｼ ﾀｶｼ

1時間55分13秒185 市木 拓男2017 チームにょほほほｲﾁｷﾞ ﾀｸｵ

1時間55分14秒186 北林 利彦2186 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｺ

1時間55分22秒187 古川 卓志2154 ﾌﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ

1時間55分35秒188 花宮　理比等2221 ﾊﾅﾐﾔ ﾘﾋﾄ

1時間55分40秒189 甲斐 隆夫2314 森宗スマイルＲＣｶｲ ﾀｶｵ

1時間55分43秒190 中野　紀行2299 ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ萩ﾅｶﾉ ﾉﾘﾕｷ

1時間55分54秒191 新田　弘輝2328 ﾆｯﾀ ﾋﾛｷ

1時間55分58秒192 青木 良成2157 ｱｵｷ ﾖｼﾅﾘ

1時間55分59秒193 池田 道明2351 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁｱｷ

1時間56分07秒194 松村 吉泰2074 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間56分09秒195 曽木 芳彦2103 ｿｷﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間56分09秒196 木村 大輔2022 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間56分11秒197 松木 英2174 ﾏﾂｷ ｴｲ

1時間56分28秒198 山口 亮一2035 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ

1時間56分33秒199 藤井 政敏2228 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄｼ

1時間56分43秒200 土居 知茂2219 ﾄﾞｲ ﾄﾓｼｹﾞ
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1時間56分46秒201 宇野 英樹2322 ｳﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間57分04秒202 永野 健太郎2333 ﾅｶﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間57分14秒203 森友 信之2004 ﾓﾘﾄﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間57分32秒204 渡部 有一朗2305 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間57分39秒205 中村 卓2166 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間57分40秒206 池田 基次2229 チームクニーズｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ

1時間57分51秒207 岡田 裕之2263 春日走遊会ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分33秒208 栗栖　史生2335 ｸﾘｽ ﾌﾐｵ

1時間58分36秒209 大野 智明2278 ｵｵﾉ ﾄﾓｱｷ

1時間58分40秒210 西村 光二2024 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間58分40秒211 赤星 寛2008 ＶＡＮＩＬＬＡ　ＳＫＹｱｶﾎﾞｼ ﾋﾛｼ

1時間58分59秒212 安達 広和2384 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間59分20秒213 豊田　貴佳2339 ﾄﾖﾀ ﾀｶﾖｼ

1時間59分22秒214 森安 啓之2142 広電熊野ランナーズﾓﾘﾔｽ ﾋﾛﾕｷ

1時間59分28秒215 田中 明2192 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

1時間59分49秒216 池田 一彦2055 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1時間59分52秒217 竹谷 敦志2123 ﾀｹﾀﾆ ｱﾂｼ

1時間59分55秒218 伊藤 弘二2290 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間00分13秒219 橋本　律夫2127 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾂｵ

2時間00分20秒220 藤本 賢2086 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ

2時間00分35秒221 中山 智之2258 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

2時間00分56秒222 俵山 明2059 ﾀﾜﾗﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間00分59秒223 山口 哲朗2077 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ

2時間01分06秒224 高田 正樹2182 ﾀｶﾀ ﾏｻｷ

2時間01分12秒225 渡部　幸由2259 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾖｼ

2時間01分36秒226 段吉 雅浩2209 中電益田駅伝部ﾀﾞﾝﾖｼ ﾏｻﾋﾛ

2時間02分12秒227 村上 裕一2063 山陰ランクラブﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ

2時間02分31秒228 中 雅史2043 ﾅｶ ﾏｻｼ

2時間02分34秒229 米原 勝利2178 ﾖﾈﾊﾗ ｶﾂﾄｼ

2時間02分43秒230 橋本 展宏2370 やさかベアーズﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間02分47秒231 河野 一郎2298 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ

2時間02分52秒232 岩本　富士久2181 ｲﾜﾓﾄ ﾌｼﾞﾋｻ

2時間03分54秒233 新谷 敦司2277 ｼﾝﾀﾆ ｱﾂｼ

2時間04分02秒234 野上 郁雄2246 ﾉｶﾞﾐ ｲｸｵ

2時間04分05秒235 永田 淳一2195 協和エクシオﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間04分14秒236 田頭 宜典2042 ﾀｶﾞｼﾗ ﾖｼﾉﾘ

2時間04分22秒237 千代 修芳2386 シーエム・エンジニアリングﾁﾖ ﾉﾌﾞﾖｼ

2時間04分39秒238 竹林 一行2053 山口ランネットﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ

2時間05分01秒239 齋藤 公孝2037 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾀｶ

2時間05分01秒240 下小浦 孝仁2007 維新ランナーズｼﾓｺｳﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間05分11秒241 高松 知広2237 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ

2時間05分18秒242 松尾 直樹2378 ブラックハートﾏﾂｵ ﾅｵｷ

2時間05分46秒243 青井 聡2098 福山通運ｱｵｲ ｻﾄｼ

2時間05分57秒244 和井元 隆2161 ﾜｲﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間06分05秒245 中島 伸博2036 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間06分06秒246 水越 洋一2205 ﾐｽﾞｺｼ ﾖｳｲﾁ

2時間06分16秒247 永戸 信吾2087 石見クリニックﾅｶﾞﾄ ｼﾝｺﾞ

2時間06分34秒248 兼田　幸和2111 山口県消防学校ｶﾈﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間07分01秒249 荻野 孝雄2358 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｵ

2時間07分28秒250 坂根 大雅2158 ｻｶﾈ ﾋﾛﾏｻ
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2時間07分29秒251 浅井 一郎2253 ｱｻｲ ｲﾁﾛｳ

2時間07分40秒252 平松 慎司2176 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ

2時間08分39秒253 上木 淳2173 安芸地区医師会ｳｴｷ ｼﾞｭﾝ

2時間08分45秒254 杉本 正光2020 阿武建設株式会社ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ

2時間08分55秒255 岩本 徳人2220 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ

2時間08分57秒256 沖本 善樹2308 ｵｷﾓﾄ ﾖｼｷ

2時間09分34秒257 中田　直弥2330 ﾅｶﾀ ﾅｵﾔ

2時間10分07秒258 岡崎 充博2307 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾁﾋﾛ

2時間10分13秒259 森谷 浩昌2316 ﾓﾘﾀﾆ ﾋﾛﾏｻ

2時間10分15秒260 山下 勝三2167 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂｿﾞｳ

2時間10分23秒261 松原 哲郎2152 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾂﾛｳ

2時間10分30秒262 橋本 紀之2032 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ

2時間10分34秒263 金築 暁2046 ｶﾈﾂｷ ｻﾄﾙ

2時間10分45秒264 稲場 信吉2083 ｲﾅﾊﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ

2時間10分56秒265 畑岡 満男2058 カロリーオフﾊﾀｵｶ ﾐﾂｵ

2時間10分57秒266 益田 豊一2184 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾖｶｽﾞ

2時間11分17秒267 原 博之2140 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間12分01秒268 澄川　和宏2279 石見交通Gｽﾐｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間12分23秒269 柳井 隆志2288 ﾔﾅｲ ﾀｶｼ

2時間12分34秒270 岩田 隆寿2388 ｲﾜﾀ ﾀｶﾋｻ

2時間12分56秒271 角田 賢二2356 ｶｸﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間13分08秒272 小川 英一2365 チーム男爵ｵｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ

2時間13分42秒273 村上 孝次2269 ＪＡしまねﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ

2時間13分44秒274 半田 康晴2265 広島愉快走部ﾊﾝﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ

2時間14分00秒275 山本　和之2071 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

2時間14分04秒276 河野 哲也2019 ｺｳﾉ ﾃﾂﾔ

2時間14分09秒277 栗林 慎太郎2117 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間15分14秒278 桑原 秀司2390 林整形陸上部ｸﾜﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ

2時間15分31秒279 小森 信昭2200 もくよう会ｺﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間15分42秒280 原　周司2050 まめﾗﾝﾅｰｽﾞﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ

2時間16分00秒281 和崎 幸秀2009 チーム真砂ﾜｻｷ ﾕｷﾋﾃﾞ

2時間16分16秒282 三宅 宏一2038 ﾐﾔｹ ﾋﾛｶｽ

2時間16分35秒283 小松 亮太2091 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

2時間16分47秒284 前田 伸也2001 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝﾔ

2時間16分59秒285 亀本 欣吾2072 ＨＣＭＪ中国四国ｶﾒﾓﾄ ｷﾝｺﾞ

2時間17分01秒286 田中 雅之2331 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ

2時間17分29秒287 祝部 寿行2267 ﾎｳﾘ ﾋｻﾕｷ

2時間17分37秒288 坪内 健2198 チーム６１ﾂﾎﾞｳﾁ ｹﾝ

2時間17分53秒289 大沼 正司2280 株式会社真ｵｵﾇﾏ ｼｮｳｼﾞ

2時間19分08秒290 田中 亮2189 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

2時間19分13秒291 長尾 純一2112 ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間19分24秒292 柏井 功2256 ｶｼﾜｲ ｲｻｵ

2時間19分32秒293 坂東 直樹2180 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

2時間19分36秒294 秋山 裕基2341 ジャパン建材株式会社ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｷ

2時間20分18秒295 永吉 博文2062 飛翔会ﾅｶﾞﾖｼ ﾋﾛﾌﾐ

2時間20分32秒296 三浦 真吾2315 ｓｈｉ．Ｍﾐｳﾗ ｼﾝｺﾞ

2時間20分40秒297 石川 謙二2015 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間21分23秒298 長沼　清2061 ﾅｶﾞﾇﾏ ｷﾖｼ

2時間21分49秒299 藤本 幸男2187 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷｵ

2時間22分21秒300 生駒 豊2230 ネメシスｲｺﾏ ﾕﾀｶ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　40歳～49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

2時間22分42秒301 植木 紀貴2324 ｳｴｷ ﾉﾘﾀｶ

2時間23分03秒302 西山 正幸2162 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

2時間23分10秒303 吉津　哲夫2080 山口銀行ﾖｼﾂﾞ ﾃﾂｵ

2時間23分43秒304 斉藤 篤史2118 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

2時間24分08秒305 古志野 成則2373 ｺｼﾉ ﾏｻﾉﾘ

2時間24分18秒306 西村 哲史2368 ﾆｼﾑﾗ ﾃﾂｼ

2時間24分24秒307 納　幸平2027 ｵｻﾒ ｺｳﾍｲ

2時間24分46秒308 土屋 勝俊2199 ＤＢＪﾂﾁﾔ ｶﾂﾄｼ

2時間25分55秒309 八木 滋2018 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間26分06秒310 上定 昭仁2051 ＤＢＪｳｴｻﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

2時間26分12秒311 中野 隆一2240 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｲﾁ

2時間26分47秒312 井上 周一2149 チカミミルテックｲﾉｳｴ ｼｭｳｲﾁ

2時間27分17秒313 益田 智史2248 ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間27分43秒314 松本 太郎2201 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾛｳ

2時間27分51秒315 中村 弘典2332 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ

2時間28分10秒316 中野　勝利2334 ﾅｶﾉ ｶﾂﾄｼ

2時間28分51秒317 福田 誠次2396 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ

2時間28分52秒318 道広 貴之2214 ﾐﾁﾋﾛ ﾀｶﾕｷ

2時間29分15秒319 内田 朝雄2216 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｵ

2時間30分38秒320 大峠　耕治2257 シマネ益田電子(株)ｵｵﾀｵ ｺｳｼﾞ

2時間32分06秒321 佐々木 康2271 ｻｻｷ ﾔｽｼ

2時間32分16秒322 野村 りゅうへい2155 ﾉﾑﾗ ﾘﾕｳﾍｲ

2時間32分28秒323 石根 昌幸2093 ｲｼﾈ ﾏｻﾕｷ

2時間34分27秒324 高橋 覚2224 タカツモンﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

2時間35分13秒325 坪田 勝也2090 ﾂﾎﾞﾀ ｶﾂﾔ

2時間35分18秒326 荻原 秀年2109 ＲＵＮＷＡＹｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間35分48秒327 橋本　秀治2238 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2時間36分49秒328 椋木 鉄也2215 ﾑｸﾉｷ ﾃﾂﾔ

2時間38分53秒329 松本　勇二2245 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

2時間39分24秒330 田部　博康2105 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ

2時間40分25秒331 桐田 賢悟2076 ｷﾘﾀ ｹﾝｺﾞ

2時間41分27秒332 日向 伸一2391 ＡＳＢﾋﾅﾀ ｼﾝｲﾁ

2時間46分01秒333 石川 俊明2137 くずｲｼｶﾜ ﾄｼｱｷ

2時間47分02秒334 景岡 一幸2207 ｶｹﾞｵｶ ｶｽﾞﾕｷ

2時間48分04秒335 貝原 康弘2196 ｶｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間48分46秒336 松本 大樹2287 全日空商事ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ

2時間52分06秒337 大亀 尚幸2101 ＴＨＫ楽走会ｵｵｶﾒ ﾅｵﾕｷ

2時間54分02秒338 原納 正佳2096 高島屋呉服店ﾊﾗﾉｳ ﾏｻﾖｼ

2時間55分14秒339 吾郷 均2179 平田東ＲＣｱｺﾞｳ ﾋﾄｼ

2時間55分34秒340 桑原　啓造2227 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｿﾞｳ

2時間56分52秒341 城戸 貴明2321 オオノ・キド法律事務所ｷﾄﾞ ﾀｶｱｷ

3時間02分14秒342 兵藤 光史2251 美容院ＣＵＴＴＥＲ（カッター）ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾃﾙﾌﾐ
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