
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km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： 9:20:00

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

34分07秒1 高津　府制6001 ﾁｰﾑKAKERUﾀｶﾂ ｱﾂﾉﾘ

34分42秒2 中村 勇太6019 鹿足郡陸協ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

35分43秒3 古浜 功二6115 柳井化学ﾌﾙﾊﾏ ｺｳｼﾞ

36分08秒4 武居 和義6109 三井化学ﾀｹｽｴ ｶｽﾞﾖｼ

36分30秒5 荒銀 雄志6042 イワタクリエイトｱﾗｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ

39分15秒6 小野 宏明6032 大建ＣＴソフトボール同好会ｵﾉ ﾋﾛｱｷ

39分19秒7 篠田 武志6021 ｼﾉﾀﾞ ﾀｹｼ

39分23秒8 松尾 章巨6022 ﾏﾂｵ ｱｷﾅｵ

39分31秒9 沖田 和彦6119 ｵｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ

40分39秒10 椋木　学6080 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ☆Gﾑｸﾉｷ ﾏﾅﾌﾞ

41分18秒11 松岡　宏樹6094 益田ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ

41分47秒12 中村 兼悟6092 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

42分15秒13 西村 拓史6002 西村農園ﾆｼﾑﾗ ﾀｸｼ

43分01秒14 三戸 良貴6085 ﾐﾄ ﾖｼﾀｶ

43分17秒15 渡草 孝夫6059 北広島町消防ﾄｸｻ ﾀｶｵ

43分35秒16 中尾 聡志6079 ﾅｶｵ ｻﾄｼ

43分51秒17 入澤　真哉6051 シマネ益田電子(株）ｲﾘｻﾞﾜ ﾏｻﾔ

45分08秒18 石川 悟志6069 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ

45分51秒19 松本 倫明6123 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

46分13秒20 青木 正芳6046 全日本浪人生協会ｱｵｷ ﾏｻﾖｼ

47分11秒21 田中 大介6081 三菱電機福山ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

47分47秒22 熊谷　崇6047 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ

48分30秒23 宮井 陽平6055 ﾐﾔｲ ﾖｳﾍｲ

48分31秒24 宮下 高明6033 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｱｷ

49分16秒25 前原 寛6078 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

50分09秒26 栂 剛志6028 ﾄｶﾞ ﾀｹｼ

50分12秒27 嶋田 昌平6005 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ㈱益田工場ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

50分16秒28 桃木 亮6009 ﾓﾓｷ ｱｷﾗ

50分24秒29 庄田 匡宏6106 ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

50分39秒30 田倉　将弘6072 大畑建設サッカー部ﾀｸﾗ ﾏｻﾋﾛ

52分00秒31 中島 剛6105 ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ

52分23秒32 砂川 純一6006 ｽﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

52分26秒33 岡本 浩6010 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

52分43秒34 井上 勝仁6045 チームさいとうｲﾉｳｴ ｶﾂﾋﾄ

53分08秒35 村木 博6030 大建ＣＴソフトボール同好会ﾑﾗｷ ﾋﾛｼ

53分17秒36 久保 裕二6111 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ

53分32秒37 吉尾 壮平6110 走好酒ﾖｼｵ ｿｳﾍｲ

54分09秒38 小西 竜太6043 ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀ

54分19秒39 原　卓也6066 島根益田信用組合ﾊﾗ ﾀｸﾔ

54分23秒40 近重 昌徳6060 ﾁｶｼｹﾞ ﾏｻﾉﾘ

55分16秒41 猪股　裕樹6102 株式会社B.C.FORCEｲﾉﾏﾀ ﾕｳｷ

55分22秒42 秋好　大知6076 大畑建設サッカー部ｱｷﾖｼ ﾀﾞｲﾁ

55分49秒43 萬屋 博之6089 イームル工業株式会社ﾏﾝﾔ ﾋﾛﾕｷ

55分57秒44 門脇 裕6113 株式会社ノーブルライフｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳ

56分06秒45 友永 浩司6007 ﾄﾓﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ

56分10秒46 井上 宗親6014 日星ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ

56分14秒47 久保　邦彦6061 ㈱テライｸﾎﾞ ｸﾆﾋｺ

56分39秒48 大畑　文誉6077 大畑建設サッカー部ｵｵﾊﾀ ﾌﾐﾀｶ

57分00秒49 前嶋 一臣6082 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ

57分33秒50 福崎 健一6044 チームさいとうﾌｸｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ
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58分06秒51 岩成 達也6025 ｲﾜﾅﾘ ﾀﾂﾔ

58分12秒52 渡部 裕和6107 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

59分49秒53 中　政人6013 山口銀行ﾅｶ ﾏｻﾋﾄ

59分54秒54 四熊 朋久6020 ｼｸﾏ ﾄﾓﾋｻ

59分54秒55 佐々木　大輔6067 石見クリニックｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

59分58秒56 畑　真一6101 山陰ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株)ﾊﾀ ｼﾝｲﾁ

59分59秒57 木村 正志6016 ｷﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間00分05秒58 澁谷 淳一郎6023 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間00分38秒59 野間 優6103 ﾉﾏ ﾏｻﾙ

1時間00分44秒60 岩本 映徹6056 ｲﾜﾓﾄ ﾄｵﾙ

1時間00分47秒61 白肌 桂典6035 ｼﾗﾊﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間00分55秒62 森山 順一6112 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間01分00秒63 大畑　貴裕6071 大畑建設サッカー部ｵｵﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間01分13秒64 下垣 慎之介6062 ｼﾓｶﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

1時間02分03秒65 松本　好則6070 大畑建設サッカー部ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

1時間02分24秒66 森脇 俊太郎6108 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ

1時間02分47秒67 内田　貴之6012 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間02分54秒68 山﨑 崇6031 大建ＣＴソフトボール同好会ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ

1時間02分57秒69 堀川　晃司6097 大見工業株式会社ﾎﾘｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間03分46秒70 杉橋 竜一6083 ｽｷﾞﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ

1時間03分55秒71 広瀬 知直6017 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾅｵ

1時間04分00秒72 藤本　幸司6095 大見工業株式会社ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間04分02秒73 浅川 啓6027 ｱｻｶﾜ ﾋﾗｸ

1時間04分16秒74 山中 久義6088 ﾔﾏﾅｶ ﾋｻﾖｼ

1時間04分57秒75 松村 哲也6068 ﾏﾂﾑﾗ ﾃﾂﾔ

1時間05分12秒76 桐田　哲也6099 ｷﾘﾀ ﾃﾂﾔ

1時間05分12秒77 河野 洋介6118 ｺｳﾉ ﾖｳｽｹ

1時間05分26秒78 三浦　陽平6050 シマネ益田電子(株)ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ

1時間05分31秒79 杉山 信二6034 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間05分42秒80 井上 元博6121 ＡＮＡｲﾉｳｴ ﾓﾄﾋﾛ

1時間06分13秒81 沖本 和樹6029 ニコニコ薬局ｵｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間06分22秒82 中川　雅博6096 大見工業株式会社ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間06分42秒83 石川 丈二6057 島根益田信用組合ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間08分09秒84 瓦屋 大樹6008 ｶﾜﾗﾔ ﾀｲｷ

1時間08分25秒85 山根　康博6065 大畑建設テニス部ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ

1時間09分39秒86 長田　耕信6091 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾝ

1時間09分42秒87 阿武 秀教6114 ナベルｱﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間09分45秒88 的場 健太6049 ﾏﾄﾊﾞ ｹﾝﾀ

1時間10分38秒89 前田　翼6037 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

1時間12分27秒90 石井 行直6048 ＡＳＢ羽田ｲｼｲ ﾕｷﾅｵ

1時間13分05秒91 田口　尊規6040 ㈱テライﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ

1時間14分18秒92 大野 英樹6122 ユークラブｵｵﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間15分00秒93 野村 寿6024 ﾉﾑﾗ ﾋｻｼ

1時間15分06秒94 吉田 一貴6117 ＷＳＰﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間15分07秒95 中矢 朋也6054 株ノエビアﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ

1時間15分19秒96 松永　直也6004 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵﾔ

1時間17分34秒97 山川 周馬6086 ﾔﾏｶﾜ ｼｭｳﾏ

1時間19分15秒98 谷 智樹6015 近畿益田会ﾀﾆ ﾄﾓｷ

1時間20分11秒99 宮廻　友和6100 山陰ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株)ﾐﾔｻﾞｺ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間26分42秒100 齋藤　大地6090 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
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1時間35分18秒101 齋藤　正弘6039 ㈱テライｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
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