
- 第12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 地区

 2019/10/20

スタート： 9:10:00

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

33分22秒1 高津 府制6002 萩市ﾀｶﾂ ｱﾂﾉﾘ

33分25秒2 中村 勇太6017 浜田市ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

34分03秒3 林 啓二6083 山陽小野田市ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ

34分18秒4 平野 護6079 浜田市ﾋﾗﾉ ﾏﾓﾙ

35分29秒5 古浜 功二6077 岩国市ﾌﾙﾊﾏ ｺｳｼﾞ

35分51秒6 西村 章史6007 米子市ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ

36分24秒7 沖田 和彦6006 浜田市ｵｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ

37分39秒8 木下 勇司6005 宇部市ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ

40分04秒9 松尾 章巨6025 山口市ﾏﾂｵ ｱｷﾅｵ

40分47秒10 庄田 匡宏6038 浜田市ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

41分16秒11 髙田 雅之6065 大阪市ﾀｶﾀ ﾏｻﾕｷ

41分40秒12 西村 拓史6001 萩市ﾆｼﾑﾗ ﾀｸｼ

42分12秒13 松岡 宏樹6054 益田市ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ

45分45秒14 三戸 良貴6040 益田市ﾐﾄ ﾖｼﾀｶ

47分17秒15 垰原 正訓6024 出雲市ﾀｵﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

47分21秒16 中尾 聡志6062 江津市ﾅｶｵ ｻﾄｼ

47分22秒17 川上 素明6071 江津市ｶﾜｶﾐ ﾓﾄﾊﾙ

48分43秒18 關谷 浩之6003 宇都宮市ｾｷﾔ ﾋﾛﾕｷ

48分56秒19 田中 大介6039 福山市ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

50分46秒20 宮井 陽平6080 尾道市ﾐﾔｲ ﾖｳﾍｲ

51分00秒21 田倉 将弘6046 益田市ﾀｸﾗ ﾏｻﾋﾛ

51分34秒22 近重 昌徳6010 浜田市ﾁｶｼｹﾞ ﾏｻﾉﾘ

51分36秒23 蔵本 知弥6061 鹿足郡ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾔ

52分08秒24 高田 勉6031 浜田市ﾀｶﾀ ﾂﾄﾑ

52分48秒25 伊藤 大樹6063 大阪市ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

53分24秒26 原 卓也6036 益田市ﾊﾗ ﾀｸﾔ

53分39秒27 得能 佑太6072 松江市ﾄｸﾉｳ ﾕｳﾀ

54分38秒28 村木 博6022 益田市ﾑﾗｷ ﾋﾛｼ

54分40秒29 蘇 韋丞6020 港区ｽｰ ｳｪｲﾁｪﾝ

55分34秒30 岩成 達也6028 浜田市ｲﾜﾅﾘ ﾀﾂﾔ

56分02秒31 吉田 亮介6008 浜田市ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

56分29秒32 秋吉 信潔6057 益田市ｱｷﾖｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

56分52秒33 赤木 秀憲6012 広島市ｱｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

56分55秒34 宅野 和彦6069 益田市ﾀｸﾉ ｶｽﾞﾋｺ

57分04秒35 小西 竜太6030 倉敷市ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀ

57分42秒36 中 政人6029 益田市ﾅｶ ﾏｻﾋﾄ

58分05秒37 内田 博章6033 松江市ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

58分41秒38 渡邊 大路6081 川崎市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ

58分42秒39 三浦 誠6050 益田市ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ

58分43秒40 赤松 龍二6034 下松市ｱｶﾏﾂ ﾘｭｳｼﾞ

58分50秒41 渡部 裕和6015 松江市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

59分04秒42 山中 久義6027 萩市ﾔﾏﾅｶ ﾋｻﾖｼ

59分38秒43 桃木 亮6026 大田市ﾓﾓｷ ｱｷﾗ

59分43秒44 井上 宗親6073 松江市ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ

59分51秒45 垣田 真志6045 益田市ｶｷﾀ ﾏｻｼ

59分54秒46 大畑 文誉6043 益田市ｵｵﾊﾀ ﾌﾐﾀｶ

59分54秒47 佐々木 大輔6018 益田市ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間00分33秒48 松本 好則6049 益田市ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

1時間00分36秒49 林 大祐6078 益田市ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間00分45秒50 船原 悠治6004 浜田市ﾌﾅﾊﾗ ﾕｳｼﾞ
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- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -
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 2019/10/20
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主催: 萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会

1時間01分10秒51 浅川 啓6009 浜田市ｱｻｶﾜ ﾋﾗｸ

1時間01分20秒52 山﨑 崇6023 益田市ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ

1時間01分23秒53 大畑 貴裕6048 益田市ｵｵﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間02分08秒54 豊中 允6041 益田市ﾄﾖﾅｶ ﾏｺﾄ

1時間02分53秒55 齋藤 優也6042 江津市ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ

1時間03分15秒56 八神 翔6064 吹田市ﾔｶﾞﾐ ｼｮｳ

1時間03分18秒57 浅井 大樹6016 浜田市ｱｻｲ ﾀﾞｲｷ

1時間05分20秒58 古岡 洋典6070 益田市ﾌﾙｵｶ ﾖｳｽｹ

1時間05分24秒59 大賀 隼人6051 益田市ｵｵｶ ﾊﾔﾄ

1時間05分24秒60 佐々木 雄三6074 益田市ｻｻｷ ﾕｳｿﾞｳ

1時間05分25秒61 田村 明信6075 益田市ﾀﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間05分34秒62 橋本 和成6059 益田市ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ

1時間05分56秒63 沖本 和樹6019 松江市ｵｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間06分01秒64 広瀬 知直6011 益田市ﾋﾛｾ ﾄﾓﾅｵ

1時間06分16秒65 河田 慎平6053 益田市ｶﾜﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間07分31秒66 大平 健治6068 益田市ｵｵﾋﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間10分45秒67 中 厚史6055 益田市ﾅｶ ｱﾂｼ

1時間11分44秒68 近藤 靖晃6021 広島市ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｱｷ

1時間12分27秒69 佐伯 友也6014 益田市ｻｲｷ ﾄﾓﾔ

1時間13分52秒70 鶴田 和也6056 益田市ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾔ

1時間14分50秒71 稲田 和也6047 益田市ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間15分30秒72 齋藤 大地6066 益田市ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

1時間15分31秒73 エマタ・アンドリュー・カガリ6052 益田市ｴﾏﾀ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ｶｶﾞﾘ

1時間17分18秒74 西園 耕作6032 益田市ﾆｼｿﾞﾉ ｺｳｻｸ
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