
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　60歳以上
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24分25秒1 大塚 昭4086 ｵｵﾂｶ ｱｷﾗ

1時間26分46秒2 武末 博明4142 ﾀｹｽｴ ﾋﾛｱｷ

1時間29分39秒3 柴田　文規4020 ﾌｯﾄﾊﾟｰｸｼﾊﾞﾀ ﾌﾞﾝｷ

1時間29分47秒4 柿原 修治4046 フットパークｶｷﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ

1時間30分18秒5 渡邊 政勝4124 日立笠戸ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ

1時間31分48秒6 古志 真治4130 ｺｼ ｼﾝｼﾞ

1時間34分10秒7 弘中 和則4009 山口県中央会ﾋﾛﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間35分46秒8 民法 勝司4131 ﾐﾝﾎﾟｳ ｶﾂｼﾞ

1時間40分31秒9 花宮 久夫4157 はなみや接骨院ﾊﾅﾐﾔ ﾋｻｵ

1時間40分37秒10 木戸 央4161 らんランＲＵＮｷﾄﾞ ﾋｻｼ

1時間41分10秒11 堀内 美晴4091 周南市体育協会ﾎﾘｳﾁ ﾐｾｲ

1時間41分15秒12 岩崎 三夫4087 ランナーズ山口ｲﾜｻｷ ﾐﾂｵ

1時間41分28秒13 品川　嵩房4133 萩市陸協ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾌｻ

1時間41分42秒14 原田 正美4038 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間42分10秒15 田中　周二4043 ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ

1時間42分43秒16 細川　幸信4062 ﾎｿｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ

1時間42分52秒17 渡邉 信介4035 福津若木台ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ

1時間45分19秒18 河井 秀作4011 ◆Ａｎｏｘｉａｓ◆ｶﾜｲ ｼｭｳｻｸ

1時間46分53秒19 田中 泰博4074 ｋｏｓｈｉｇａｈａｍａﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間47分00秒20 藤永 礼三4007 下関走ろう会ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾚｲｿﾞｳ

1時間47分22秒21 山本 克己4144 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ

1時間47分25秒22 島田 世紀4118 ｼﾏﾀﾞ ｾｲｷ

1時間48分08秒23 田原 勝美4045 ﾀﾊﾗ ｶﾂﾐ

1時間48分18秒24 草田 節夫4032 ｸｻﾀﾞ ｾﾂｵ

1時間48分57秒25 江木 辰夫4061 ｴｷﾞ ﾀﾂｵ

1時間48分59秒26 國本 哲広4031 ｸﾆﾓﾄ ﾃﾂﾋﾛ

1時間49分35秒27 南 雅史4057 アミノ光ﾐﾅﾐ ﾏｻﾌﾐ

1時間49分36秒28 末岡　時雄4111 HOACｽｴｵｶ ﾄｷｵ

1時間50分10秒29 内田　克美4050 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間50分57秒30 河野 英徳4010 愛山城温ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間51分49秒31 安部 良治4145 益田市立吉田小学校ｱﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ

1時間52分00秒32 内田 勝彦4102 ｳﾁﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

1時間52分02秒33 岩本 真司4109 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間52分22秒34 田中 哲哉4029 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ

1時間53分05秒35 西田　恭滋4093 ﾆｼﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ

1時間54分27秒36 今津 里志4116 小野田重機ｲﾏﾂﾞ ｻﾄｼ

1時間55分08秒37 桶屋 孝夫4077 田万川走遊会ｵｹﾔ ﾀｶｵ

1時間55分17秒38 佐竹 博4033 ｻﾀｹ ﾋﾛｼ

1時間55分29秒39 本田 智4119 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間55分35秒40 辻 陽美4122 ﾂｼﾞ ﾊﾙﾐ

1時間55分44秒41 小笠原 孝之4054 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間55分50秒42 小林 由典4036 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ

1時間56分03秒43 播谷　亮4004 ﾊﾘﾀﾆ ﾏｺﾄ

1時間57分23秒44 若槻 節夫4110 ＴＳＡ益田ﾜｶﾂｷ ｾﾂｵ

1時間58分56秒45 嘉村 孝幸4066 ｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間59分00秒46 菊山 正導4067 ｷｸﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ

2時間00分08秒47 入君 昭人4071 広島壮年走ろう会ｲﾘｷﾞﾐ ｱｷﾄ

2時間00分16秒48 中島　孝之4141 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ

2時間00分50秒49 川元 正明4136 高根クラブｶﾜﾓﾄ ﾏｻｱｷ

2時間01分21秒50 平松 武4096 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｹｼ
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2時間01分32秒51 佐々木 正4121 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ

2時間01分51秒52 築谷　秀雄4103 さくらぎ薬局ﾂｸﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ

2時間02分52秒53 川上 祐治4059 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

2時間03分18秒54 波多野 光俊4156 アサヒビールﾊﾀﾉ ﾐﾂﾄｼ

2時間03分34秒55 楊井　一成4001 ﾔﾅｲ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間03分38秒56 中村 賢三4149 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ

2時間03分45秒57 岡田 忠文4140 山口ランネットｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ

2時間04分19秒58 小倉 大治4022 ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｼﾞ

2時間04分36秒59 酒井　圭治4114 ｻｶｲ ｹｲｼﾞ

2時間04分40秒60 石川 明4115 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ

2時間04分59秒61 立野 豊4089 ﾀﾁﾉ ﾕﾀｶ

2時間05分01秒62 新江田 智司4028 長門市立明倫小学校ﾆｴﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間05分03秒63 米司 実4128 ﾖﾈｼﾞ ﾐﾉﾙ

2時間07分12秒64 清水 要樹4162 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｼﾞｭ

2時間07分24秒65 本山 雅英4120 ﾓﾄﾔﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間07分44秒66 藤田 正4138 備南開発ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ

2時間08分41秒67 山本 哲4056 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ

2時間08分43秒68 片桐 敏弘4125 ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｼﾋﾛ

2時間09分44秒69 領家 哲也4137 ﾘｮｳｹ ﾃﾂﾔ

2時間10分13秒70 山田 中4070 ＴＨＫ楽走会ﾔﾏﾀﾞ ｱﾀﾙ

2時間10分20秒71 伊藤　正行4079 森宗スマイルＲＣｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ

2時間10分43秒72 大石　健造4053 ｵｵｲｼ ｹﾝｿﾞｳ

2時間10分50秒73 山根 隆4100 ﾔﾏﾈ ﾀｶｼ

2時間12分34秒74 青戸 喜明4048 ヨッシーＪＣｱｵﾄ ﾖｼｱｷ

2時間12分38秒75 山本 宏史4159 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間13分18秒76 柳 順一4135 ﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間14分05秒77 丸山　正雄4037 MPEV494ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ

2時間14分10秒78 河浪 規4012 ｊ－ｗｅｓｔｶﾜﾅﾐ ﾀﾀﾞｽ

2時間14分39秒79 板垣 光宣4108 天晴れ名賀ｲﾀｶﾞｷ ﾐﾂﾉﾌﾞ

2時間14分41秒80 西田　孝之4006 ネッツトヨタ愛知ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間14分41秒81 福田 惠介4160 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ

2時間14分48秒82 田原 良隆4147 ﾀﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間15分25秒83 清水 雅彦4092 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間15分55秒84 山本 正之4052 山口・新南陽ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

2時間16分35秒85 杉原 篤思4094 ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾂｼ

2時間17分19秒86 澄川　貢4078 ｽﾐｶﾞﾜ ﾐﾂｸﾞ

2時間17分50秒87 櫻井 博親4117 ＹＡＨＲＣｻｸﾗｲ ﾋﾛﾁｶ

2時間17分54秒88 高城 慎三4107 近畿益田会ﾀｶｼﾛ ｼﾝｿﾞｳ

2時間19分10秒89 村野 健兒4026 村野医院ﾑﾗﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間19分24秒90 古屋 芳光4030 大歳走友会ﾌﾙﾔ ﾖｼﾐﾂ

2時間19分44秒91 田原　俊二4132 ﾀﾊﾞﾗ ｼｭﾝｼﾞ

2時間20分53秒92 安部 茂寿4072 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾄｼ

2時間20分59秒93 川崎 健二4068 ｶﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ

2時間20分59秒94 俵　次男4134 ﾀﾜﾗ ﾂｷﾞｵ

2時間21分08秒95 大下 誠4008 出雲市陸協ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ

2時間23分04秒96 高橋 修三4155 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｿﾞｳ

2時間23分41秒97 鳥廣 健三4129 ﾄﾘﾋﾛ ｹﾝｿｳ

2時間24分08秒98 岩本　泉己4002 ｲﾜﾓﾄ ｲｽﾞﾐ

2時間26分27秒99 高野 博4104 小鯖クラブﾀｶﾉ ﾋﾛｼ

2時間26分50秒100 横木　修4088 ﾖｺｷﾞ ｵｻﾑ
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2時間28分28秒101 多々納　康雄4049 ﾀﾀﾉ ﾔｽｵ

2時間28分50秒102 佐々木　惠二4021 益田市議会ｻｻｷ ｹｲｼﾞ

2時間28分50秒103 山本 勉4143 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ

2時間29分16秒104 小竹　義一4003 ｺﾀｹ ﾖｼｶｽﾞ

2時間29分33秒105 松村　健4095 セイエル山口ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ

2時間31分16秒106 東 慶一郎4085 ｱｽﾞﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

2時間31分37秒107 長谷部 正和4019 ﾊｾﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間32分53秒108 田中 敦4016 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間38分15秒109 城市 幸忠4080 ＴＥＡＭ６１ｼﾞｮｳｲﾁ ﾕｷﾀﾀﾞ

2時間38分49秒110 大久保 正士4044 チーム糖尿病ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ

2時間39分32秒111 伊藤 万壽生4106 チームちぽりんｲﾄｳ ﾏｽｵ

2時間39分39秒112 祝部　由喜夫4040 大社はまゆうﾗﾝﾅｰｽﾞﾎｳﾘ ﾕｷｵ

2時間39分59秒113 大崎 真一4063 維新ランナーズｵｵｻｷ ｼﾝｲﾁ

2時間40分04秒114 清水 和男4151 三隅羊羹光明堂ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ

2時間40分46秒115 今浦 照之4083 ストレンジャーｲﾏｳﾗ ﾃﾙﾕｷ

2時間42分52秒116 齊藤 正隆4047 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ

2時間43分13秒117 宮田 勝士4064 ﾐﾔﾀ ｶﾂｼ

2時間44分13秒118 冨岡 広海4112 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛｳﾐ

2時間44分18秒119 卜部 正行4152 ｳﾗﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間44分30秒120 上田 勝久4014 スイデンＳＲＣｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋｻ

2時間45分02秒121 中村 明4058 維新ランナーズﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

2時間45分47秒122 小石 幸男4073 ｺｲｼ ﾕｷｵ

2時間48分59秒123 新山 利明4027 ﾆｲﾔﾏ ﾄｼｱｷ

2時間50分18秒124 上野 隆之4101 ｳｴﾉ ﾀｶﾕｷ

2時間55分25秒125 飯田 俊二4023 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

2時間55分40秒126 沼田 義雄4013 ﾇﾏﾀ ﾖｼｵ

2時間56分28秒127 浅野 幹夫4105 ｱｻﾉ ﾐｷｵ

2時間56分42秒128 大屋 巌4154 ｵｵﾔ ｲﾜｵ

2時間56分49秒129 小高 寿夫4015 ＷＲＴｵﾀﾞｶ ｶｽﾞｵ
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