
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km男子　50歳～59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

35分54秒1 田中 収8045 山口県庁陸上部ﾀﾅｶ ｵｻﾑ

37分25秒2 石川　賢8008 ｲｼｶﾜ ｹﾝ

37分54秒3 大石　武8009 金城陸上部ｵｵｲｼ ﾀｹｼ

38分12秒4 川島 建司8070 平田走ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ

39分47秒5 岡　修8078 石見交通Gｵｶ ｵｻﾑ

41分11秒6 八木沼 誠一8023 ﾔｷﾞﾇﾏ ｾｲｲﾁ

41分20秒7 中村 一孝8032 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

41分34秒8 寺戸 康8056 ﾃﾗﾄﾞ ﾔｽｼ

41分45秒9 石飛 朗雄8018 暖談ｅ－Ｔａｘｲｼﾄﾋﾞ ｱｷｵ

42分57秒10 藤井 浩人8076 大畑建設サッカー部ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ

44分54秒11 原 浩一郎8061 ﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

45分25秒12 児山 則和8004 瀬戸内駅伝倶楽部ＰＵＣＨＩｺﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

46分01秒13 上田　康司8086 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ

46分40秒14 岡崎 徹治8050 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ

47分20秒15 押村 七千夫8051 ｵｼﾑﾗ ﾅﾁｵ

47分31秒16 岩井　清信8047 益田福祉用具事業所さくらんｲﾜｲ ｷﾖﾉﾌﾞ

47分52秒17 藪下 真吾8006 極真空手　兵庫ﾔﾌﾞｼﾀ ｼﾝｺﾞ

48分44秒18 山﨑　敏明8068 ﾔﾏｻｷ ﾄｼｱｷ

48分44秒19 原田 淳美8029 萩市ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂﾐ

49分30秒20 増田 豊8043 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ

49分34秒21 中村　末次郎8085 益田ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑﾅｶﾑﾗ ｽｴｼﾞﾛｳ

49分34秒22 嶋田　一徳8013 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

49分39秒23 横山 隆宏8036 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

49分59秒24 安永 昌隆8019 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

50分39秒25 三好 潤一8017 ﾐﾖｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

51分15秒26 大庭　由巳8053 シマネ益田電子(株)ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾐ

51分48秒27 米山　和秀8049 ㈱テライｺﾒﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

51分53秒28 岩本　一弥8066 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

51分57秒29 根本 裕之8064 全日本空輸関西支社ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

52分45秒30 小野 義倫8088 ｵﾉ ﾖｼﾐﾁ

52分48秒31 芝田　賢一郎8002 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

53分06秒32 小郷　修治8084 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝｺｺﾞｳ ｼｭｳｼﾞ

53分32秒33 児玉　栄8057 ｺﾀﾞﾏ ｻｶｴ

53分35秒34 塚田 友宏8063 定例会ﾂｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

53分49秒35 三浦 康男8012 ﾐｳﾗ ﾔｽｵ

53分54秒36 錦織 邦安8072 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ

54分22秒37 井町 和正8062 ｲﾏﾁ ｶｽﾞﾏｻ

54分50秒38 井上 健8011 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

55分38秒39 永井 武8041 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ

55分49秒40 峯園　数浩8087 大見工業株式会社ﾐﾈｿﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

56分33秒41 伊藤　正浩8073 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

57分11秒42 大坪 諭8091 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄｼ

57分41秒43 山坂 良平8015 ﾔﾏｻｶ ﾘｮｳﾍｲ

58分05秒44 谷田　昭一8040 ﾀﾆﾀﾞｼｮｳｲﾁ

59分42秒45 伊藤 博幸8081 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

59分57秒46 水野 勝典8025 ＮＡＳﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾉﾘ

1時間00分13秒47 石指 守8026 ｲｼｻｼ ﾏﾓﾙ

1時間01分45秒48 木村 圭三8077 定例会ｷﾑﾗ ｹｲｿﾞｳ

1時間01分53秒49 伊藤 政美8092 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ

1時間02分14秒50 熊谷　幹根8059 石見交通Gｸﾏｶﾞｲ ﾐｷﾈ
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1時間02分32秒51 和﨑　善信8060 石見交通Gﾜｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間02分38秒52 岡崎 昇8082 ｵｶｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ

1時間02分39秒53 森井 和彦8093 吉賀高校応援隊ﾓﾘｲ ｶｽﾞﾋｺ

1時間03分18秒54 川村 之博8039 ひょうたんｶﾜﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ

1時間03分27秒55 東村 雄一郎8080 赤い彗星ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間03分55秒56 鈴木 克実8007 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ

1時間04分18秒57 村田 活稔8055 ﾑﾗﾀ ｶﾂﾄｼ

1時間06分16秒58 米澤 龍治8020 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

1時間07分02秒59 水岡 健一8024 ﾐｽﾞｵｶ ｹﾝｲﾁ

1時間07分26秒60 大森　治樹8074 石見クリニックｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ

1時間07分27秒61 月森 裕二8044 ﾂｷﾓﾘ ﾕｳｼﾞ

1時間07分31秒62 村上　勇8027 ﾑﾗｶﾐ ｲｻﾑ

1時間07分36秒63 南原　成二8028 ﾒﾙｺﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ(株)ﾐﾅﾐﾊﾗ ｾｲｼﾞ

1時間10分32秒64 横田 哲彦8048 ﾖｺﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間11分19秒65 熊谷　和夫8083 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｵ

1時間12分22秒66 牛尾 克弘8052 ｳｼｵ ｶﾂﾋﾛ

1時間14分25秒67 清水　芳明8065 石見交通Gｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ

1時間14分55秒68 常安 学8054 ﾂﾈﾔｽ ﾏﾅﾌﾞ

1時間16分36秒69 吉田　守8069 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ

1時間17分18秒70 松永 竜夫8089 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｵ

1時間19分07秒71 小川　賢二8058 石見交通Gｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間21分25秒72 本田　雅裕8001 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間22分16秒73 森 憲一8037 山口有永道場ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

1時間28分14秒74 佐藤 裕治8033 周南ＣＲｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ

1時間36分35秒75 福原 雅信8035 西日本クリーンサービス株式ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ
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