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32分48秒1 山根 雄一7034 東伯郡ﾔﾏﾈ ﾕｳｲﾁ

34分51秒2 新田 淳也7008 益田市ﾆｯﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

38分43秒3 和木田 悟7107 江津市ﾜｷﾀ ｻﾄﾙ

38分44秒4 長戸 政利7081 益田市ﾅｶﾞﾄ ﾏｻﾄｼ

38分51秒5 長岡 良隆7056 出雲市ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ

39分16秒6 長嶺 英夫7115 益田市ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾃﾞｵ

39分49秒7 大堀 陽7038 仙台市ｵｵﾎﾘ ｱｷﾗ

40分43秒8 末廣 栄二7103 東広島市ｽｴﾋﾛ ｴｲｼﾞ

41分47秒9 藤村 喜輝7001 萩市ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｷ

43分11秒10 城市 彰7047 益田市ｼﾞｮｳｲﾁ ｱｷﾗ

43分30秒11 篠原 洋介7082 益田市ｼﾉﾊﾗ ﾖｳｽｹ

43分33秒12 新田 喬7013 江津市ﾆｯﾀ ﾀｶｼ

46分46秒13 小川 智弘7102 東広島市ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

46分49秒14 吹金原 公史7026 益田市ﾌｸｷﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ

47分33秒15 篠田 武志7009 下松市ｼﾉﾀﾞ ﾀｹｼ

47分38秒16 平野 貴志7016 益田市ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ

48分18秒17 香川 清一7060 益田市ｶｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ

48分24秒18 高橋 輝吉7022 益田市ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾖｼ

48分36秒19 三浦 直也7035 益田市ﾐｳﾗ ﾅｵﾔ

48分53秒20 谷山 優7090 大阪市ﾀﾆﾔﾏ ﾏｻﾙ

49分11秒21 田平 貴志7023 邑智郡ﾀﾋﾞﾗ ﾀｶｼ

49分13秒22 佐々木 真平7105 江津市ｻｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ

49分18秒23 阪本 靖7092 大阪市ｻｶﾓﾄ ﾔｽｼ

50分09秒24 佐賀 将義7089 東広島市ｻｶﾞ ﾏｻﾖｼ

50分45秒25 川田 一喬7052 出雲市ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾀｶ

51分08秒26 高橋 大典7079 益田市ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ

51分10秒27 江野本 隆行7033 益田市ｴﾉﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

51分14秒28 百本 繁7021 浜田市ﾋｬｸﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

51分25秒29 荻野 孝雄7121 広島市ｵｷﾞﾉ ﾀｶｵ

51分33秒30 中島 大7043 周南市ﾅｶｼﾏ ﾌﾄｼ

52分29秒31 河野 正敏7025 益田市ｺｳﾉ ﾏｻﾄｼ

52分42秒32 平岡 敬介7112 向日市ﾋﾗｵｶ ｹｲｽｹ

53分28秒33 大見 満宏7084 益田市ｵｵﾐ ﾐﾂﾋﾛ

53分34秒34 小野村 彰一7027 萩市ｵﾉﾑﾗ ｱｷｶｽﾞ

53分48秒35 平島 馨7011 浜田市ﾋﾗｼﾏ ｶｵﾙ

53分56秒36 中田 雅己7048 益田市ﾅｶﾀ ﾏｻﾐ

54分40秒37 米重 晃寛7110 岩国市ﾖﾈｼｹﾞ ｱｷﾋﾛ

54分44秒38 渡辺 登志行7063 光市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ

54分44秒39 吉田 典史7006 松江市ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

54分53秒40 榎本 薫7086 宝塚市ｴﾉﾓﾄ ｶｵﾙ

54分57秒41 倉益 啓7065 鹿足郡ｸﾗﾏｽ ｹｲ

55分27秒42 五百蔵 桂輔7032 益田市ｲﾖﾛｲ ｹｲｽｹ

55分43秒43 中谷 繁規7055 益田市ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ

55分52秒44 河野 哲朗7046 益田市ｺｳﾉ ﾃﾂﾛｳ

55分53秒45 篠原 利幸7049 益田市ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾕｷ

55分59秒46 久保 裕二7073 益田市ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ

56分03秒47 森屋 篤7019 鹿足郡ﾓﾘﾔ ｱﾂｼ

56分14秒48 中村 拓也7018 鹿足郡ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ

56分41秒49 渡辺 淳7004 大田区ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

56分49秒50 橋本 紀之7014 広島市ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ
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57分22秒51 柄松 崇7053 庄原市ｶﾗﾏﾂ ﾀｶｼ

57分25秒52 今田 尚幸7100 浜田市ｲﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

57分31秒53 増田 健7037 広島市ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ

57分49秒54 河内山 哲史7036 浜田市ｺｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾌﾐ

58分03秒55 湊 高志7024 益田市ﾐﾅﾄ ﾀｶｼ

58分54秒56 横路 智之7074 山県郡ﾖｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

59分19秒57 柴田 洋二7098 益田市ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｼﾞ

59分44秒58 大木 正博7116 浜田市ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間00分15秒59 山本 浩二7059 益田市ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間00分34秒60 赤松 勝7070 益田市ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ

1時間00分59秒61 永田 和也7083 益田市ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ

1時間01分21秒62 澁谷 淳一郎7072 益田市ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間01分23秒63 中川 貴博7020 川越市ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間01分32秒64 笹倉 淳也7094 益田市ｻｻｸﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間02分01秒65 西田 英俊7068 広島市ﾆｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間02分14秒66 空 孝雄7069 岩国市ｿﾗ ﾀｶｵ

1時間03分40秒67 鎌田 寛史7071 北九州市ｶﾏﾀ ﾋﾛﾌﾐ

1時間04分18秒68 水津 大輔7039 山口市ｽｲﾂﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間04分44秒69 安永 孝7080 益田市ﾔｽﾅｶﾞ ﾀｶｼ

1時間04分46秒70 上西 剛7106 向日市ｳｴﾆｼ ﾂﾖｼ

1時間05分00秒71 徳田 崇夫7029 山口市ﾄｸﾀﾞ ﾀｶｵ

1時間05分07秒72 田口 尊規7093 益田市ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ

1時間05分13秒73 久保田 康司7030 出雲市ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間05分22秒74 品川 義行7078 山口市ｼﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ

1時間05分27秒75 登石 将司7044 益田市ﾄｲｼ ｼｮｳｼﾞ

1時間05分32秒76 前原 誠7076 浜田市ﾏｴﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ

1時間06分31秒77 石橋 聡7054 浜田市ｲｼﾊﾞｼ ｻﾄｼ

1時間07分13秒78 吉村 篤7097 益田市ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間07分59秒79 平川 茂樹7095 浜田市ﾋﾗｶﾜ ｼｹﾞｷ

1時間08分42秒80 上杉 将史7108 益田市ｳｴｽｷﾞ ﾏｻｼ

1時間08分42秒81 森脇 靖7124 大田市ﾓﾘﾜｷ ﾔｽｼ

1時間08分52秒82 桑原 啓造7057 益田市ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｿﾞｳ

1時間09分20秒83 荻原 秀年7041 香取市ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間09分32秒84 漆原 正己7075 益田市ｳﾙｼﾊﾗ ﾏｻｷ

1時間09分36秒85 鈴木 克洋30002 北区ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ

1時間10分33秒86 和田 浩明7087 広島市ﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間10分44秒87 新田 正一30005 下松市ﾆｯﾀ ﾏｻｶｽﾞ

1時間12分05秒88 原田 慎太郎7109 益田市ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間13分09秒89 猪俣 文雄7091 大阪市ｲﾉﾏﾀ ﾌﾐｵ

1時間13分33秒90 中村 充志7062 萩市ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間13分44秒91 帖佐 武彦7050 益田市ﾁｮｳｻ ﾀｹﾋｺ

1時間14分03秒92 上野 時浩7119 益田市ｳｴﾉ ﾄｷﾋﾛ

1時間16分12秒93 濱田 龍7064 山口市ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳ

1時間16分31秒94 大井 崇弘7117 岩出市ｵｵｲ ﾀｶﾋﾛ

1時間17分21秒95 大沼 正司7118 防府市ｵｵﾇﾏ ｼｮｳｼﾞ

1時間18分04秒96 小鳥田 和詞7120 安芸郡ｺﾄﾘﾀﾞ ｶｽﾞｼ

1時間18分55秒97 麻生 直人7012 長生郡ｱｿｳ ﾅｵﾋﾄ

1時間21分58秒98 中矢 朋也7017 広島市ﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ

1時間22分49秒99 谷本 秀和7099 益田市ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間23分09秒100 中ノ瀬 浩二7085 益田市ﾅｶﾉｾ ｺｳｼﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km男子　40歳～49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

1時間24分22秒101 中村 一之7002 山口市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1時間25分36秒102 阿部 栄信7051 米子市ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER


