
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km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： 9:20:00

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

42分49秒1 林　武男9072 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ

43分52秒2 古屋 博志9069 ﾌﾙﾔ ﾋﾛｼ

45分08秒3 西松 良夫9079 ﾆｼﾏﾂ ﾖｼｵ

46分02秒4 中村 正昭9007 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ

46分34秒5 井開 澄雄9054 江波山公園ＲＣｲｶｲ ｽﾐｵ

49分17秒6 政森　啓三9002 ﾌﾚﾝｽﾞﾏｻﾓﾘ ｹｲｿﾞｳ

49分21秒7 須山　孝秀9024 広島ｽﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

50分01秒8 前田 琢磨9037 由宇中学校ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

50分43秒9 斉藤　茂9077 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

51分11秒10 澄川 智彦9035 ｽﾐｶﾜ ﾄﾓﾋｺ

51分13秒11 宮田 聡9029 ﾐﾔﾀ ｻﾄｼ

51分19秒12 川上 泰司9022 ｶﾜｶﾐ ﾔｽｼﾞ

51分52秒13 村上　一郎9023 JR西日本広島ﾑﾗｶﾐ ｲﾁﾛｳ

53分27秒14 植田 博文9044 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

53分58秒15 村尾 有司9047 ﾑﾗｵ ﾕｳｼﾞ

54分29秒16 坂田　清司9073 ｻｶﾀ ｷﾖｼ

55分04秒17 石倉 隆9017 ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ

55分18秒18 廣澤 和夫9008 徳山ポリプロ(株)ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾞｵ

55分46秒19 村上　美己9062 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ

56分07秒20 川端 誠9049 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ

56分08秒21 植田 弘志9027 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

57分01秒22 坪田　徹9026 ﾂﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ

57分29秒23 木原 賢一9025 ｷﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

57分45秒24 稲元 正敏9053 ｲﾅﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

58分09秒25 澤江　安三9058 ｻﾜｴ ﾔｽｿﾞｳ

58分25秒26 奥　達志9061 山口走老会ｵｸ ﾀﾂｼ

58分31秒27 坂本　幸寛9052 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

59分07秒28 河本 晃9036 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾗ

59分17秒29 田中　正明9004 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ

59分19秒30 三木　康常9001 ﾐｷ ﾔｽﾋｻ

59分45秒31 梶山　潔9055 ｶｼﾞﾔﾏ ｷﾖｼ

59分47秒32 丸口　坂光9040 広島壮年走ろう会ﾏﾙｸﾞﾁ ｻｶﾐﾂ

1時間00分24秒33 廣瀬　紳一30002 吉田消防分団ﾋﾛｾ ｼﾝｲﾁ

1時間00分37秒34 中村　一夫9048 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ

1時間00分44秒35 岡﨑　雅彦9010 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

1時間00分51秒36 師井　道生9028 ﾓﾛｲ ﾐﾁｵ

1時間00分56秒37 岡部 孝9043 ｵｶﾍﾞ ﾀｶｼ

1時間01分25秒38 羽熊 健司9031 ﾊｸﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間01分51秒39 吉岡　信正9006 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間01分54秒40 山下　善正9013 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾏｻ

1時間02分00秒41 高橋 悟9041 やったぜ！玉美ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

1時間02分04秒42 小川 正志9034 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ

1時間02分07秒43 八木 雄治9046 ﾔｷﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間02分11秒44 平野　盛久9033 ﾋﾗﾉ ﾓﾘﾋｻ

1時間03分31秒45 上岡　隆博9075 ｳｴｵｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間03分32秒46 福原 正9019 広島壮年走ろう会ﾌｸﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

1時間04分01秒47 島田　憲郷9067 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾘｻﾄ

1時間05分15秒48 大畑　勉9059 大畑建設サッカー部ｵｵﾊﾀ ﾂﾄﾑ

1時間06分10秒49 須藤 秀民9009 益田西ロータリークラブｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾀﾐ

1時間06分47秒50 久保田 博9032 訪看ステーションそれいゆｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ
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1時間08分49秒51 大川　克己9060 ｵｵｶﾜ ｶﾂﾐ

1時間09分01秒52 城市　優9071 ｼﾞｮｳｲﾁ ｻﾄｼ

1時間09分53秒53 新宅 二三夫9042 ｼﾝﾀｸ ﾌﾐｵ

1時間09分53秒54 田口　政則9039 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ

1時間09分58秒55 橋本 昌明9030 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ

1時間11分09秒56 桧垣　友孝9020 ﾋｶﾞｷ ﾄﾓﾀｶ

1時間11分32秒57 弘中 博志9082 ﾋﾛﾅｶ ﾋﾛｼ

1時間16分54秒58 大久保　五郎9050 ｵｵｸﾎﾞ ｺﾞﾛｳ

1時間19分05秒59 金島 貞二9056 ｶﾈｼﾏ ｻﾀﾞｼﾞ

1時間19分55秒60 堀江　勝幸9065 大見工業株式会社ﾎﾘｴ ｶﾂﾕｷ

1時間20分00秒61 山崎 憲次郎9014 北九州ＵＲＣﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間24分15秒62 三浦　節佳9074 ﾐｳﾗ ｾﾂｶ

1時間25分28秒63 朝倉 隆弘9057 チームさわらびｱｻｸﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間30分11秒64 小郷 久美9064 ｺｺﾞｳ ﾋｻﾐ
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