
- 第12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 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

35分25秒1 徳島 睦夫8014 広島市ﾄｸｼﾏ ﾑﾂｵ

37分00秒2 小池 仁一8060 さいたま市ｺｲｹ ｼﾞﾝｲﾁ

37分47秒3 田中 収8006 山口市ﾀﾅｶ ｵｻﾑ

39分47秒4 藤井 浩人8085 益田市ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ

40分09秒5 岡崎 哲理8100 北九州市ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾘ

40分17秒6 石川 賢8005 横浜市ｲｼｶﾜ ｹﾝ

40分24秒7 寺戸 康8082 益田市ﾃﾗﾄﾞ ﾔｽｼ

41分43秒8 島田 長弘8098 江津市ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

42分11秒9 古屋 寿樹8009 板橋区ﾌﾙﾔ ﾋｻｷ

42分35秒10 石飛 朗雄8003 出雲市ｲｼﾄﾋﾞ ｱｷｵ

43分20秒11 高羽 英文8045 益田市ﾀｶﾊﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ

45分40秒12 押村 七千夫8042 西伯郡ｵｼﾑﾗ ﾅﾁｵ

45分40秒13 安永 昌隆8001 芦屋市ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

46分35秒14 深津 英夫8093 松江市ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞｵ

47分25秒15 木原 義雅8048 西伯郡ｷﾊﾗ ﾖｼﾏｻ

47分29秒16 吉原 徳道8103 浜田市ﾖｼﾊﾗ ﾉﾘﾐﾁ

47分55秒17 岩井 清信8059 益田市ｲﾜｲ ｷﾖﾉﾌﾞ

48分31秒18 大庭 由巳8077 益田市ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾐ

48分43秒19 河本 義弘8022 岩国市ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

49分37秒20 金山 基之8017 宇部市ｶﾅﾔﾏ ﾓﾄﾕｷ

50分00秒21 山根 庄二8030 浜田市ﾔﾏﾈ ｼｮｳｼﾞ

50分02秒22 中島 竜治8084 益田市ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ

50分19秒23 和崎 克司8046 山口市ﾜｻｷ ｶﾂｼ

51分00秒24 桑本 浩泰8057 出雲市ｸﾜﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ

51分17秒25 松浦 清美8080 出雲市ﾏﾂｳﾗ ｷﾖﾐ

51分23秒26 三好 潤一8013 萩市ﾐﾖｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

51分46秒27 水津 明文8004 阿武郡ｽｲｽﾞ ｱｷﾌﾐ

52分08秒28 岡崎 徹治8081 益田市ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ

52分11秒29 三浦 康男8026 周南市ﾐｳﾗ ﾔｽｵ

52分46秒30 福島 寿哉8092 広島市ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾔ

53分26秒31 森井 和彦8072 益田市ﾓﾘｲ ｶｽﾞﾋｺ

53分29秒32 谷田 昭一8043 益田市ﾀﾆﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

53分43秒33 一木 保夫8044 萩市ｲﾁｷ ﾔｽｵ

53分47秒34 木島 誠8062 四日市ｷｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

54分34秒35 岩本 一弥8070 萩市ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

55分13秒36 伊藤 正浩8063 山口市ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

55分24秒37 小郷 修治8076 益田市ｺｺﾞｳ ｼｭｳｼﾞ

55分56秒38 井町 和正8053 広島市ｲﾏﾁ ｶｽﾞﾏｻ

56分09秒39 吉田 哲夫8029 萩市ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂｵ

56分11秒40 山﨑 敏明8073 浜田市ﾔﾏｻｷ ﾄｼｱｷ

56分12秒41 石倉 徹8094 松江市ｲｼｸﾗ ﾄｵﾙ

56分24秒42 芝田 賢一郎8019 浜田市ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

56分45秒43 岡田 龍夫8037 山口市ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｵ

57分17秒44 錦織 邦安8038 松江市ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ

57分54秒45 糸賀 知徳8066 松江市ｲﾄｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ

58分00秒46 根本 裕之8033 池田市ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

58分19秒47 山坂 良平8031 松江市ﾔﾏｻｶ ﾘｮｳﾍｲ

58分23秒48 桃川 剛志8023 成田市ﾓﾓｶﾜ ﾂﾖｼ

59分13秒49 森 憲一8101 山口市ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

59分42秒50 伊藤 博幸8071 調布市ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
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- 第12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 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00分32秒51 仲子 義彦8002 周南市ﾅｶｺ ﾖｼﾋｺ

1時間01分00秒52 岡﨑 國郎8065 松江市ｵｶｻﾞｷ ｸﾆﾛｳ

1時間01分00秒53 木村 圭三8089 岩国市ｷﾑﾗ ｹｲｿﾞｳ

1時間02分10秒54 久保田 俊二8020 益田市ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ

1時間04分11秒55 森口 裕二8097 江津市ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

1時間04分22秒56 石指 守8015 浜田市ｲｼｻｼ ﾏﾓﾙ

1時間05分10秒57 紙屋 宏行8087 大阪市ｶﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ

1時間05分21秒58 米澤 龍治8024 東広島市ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

1時間05分29秒59 鈴木 克実8096 周南市ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ

1時間05分37秒60 實重 真8021 益田市ｻﾈｼｹﾞ ﾏｺﾄ

1時間05分53秒61 和﨑 善信8075 益田市ﾜｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間06分26秒62 月森 裕二8040 三次市ﾂｷﾓﾘ ﾕｳｼﾞ

1時間06分34秒63 佐藤 仁8051 米子市ｻﾄｳ ﾋﾄｼ

1時間06分41秒64 横田 哲彦8035 浜田市ﾖｺﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間07分07秒65 清水 啓介8105 目黒区ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ

1時間07分15秒66 大西 貴也8079 国分寺市ｵｵﾆｼ ﾀｶﾅﾘ

1時間08分51秒67 大石 歩8018 福岡市ｵｵｲｼ ｱﾕﾐ

1時間09分18秒68 和崎 俊治8074 益田市ﾜｻｷ ﾄｼﾊﾙ

1時間09分29秒69 村田 裕人8090 豊中市ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾄ

1時間09分49秒70 若本 春樹8052 益田市ﾜｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

1時間10分52秒71 服部 勝則8016 横浜市ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾉﾘ

1時間11分10秒72 大森 治樹8049 益田市ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ

1時間11分28秒73 水岡 健一8039 広島市ﾐｽﾞｵｶ ｹﾝｲﾁ

1時間11分38秒74 村上 勇8041 益田市ﾑﾗｶﾐ ｲｻﾑ

1時間12分56秒75 清水 芳明8069 益田市ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ

1時間13分11秒76 津森 道弘8106 益田市ﾂﾓﾘ ﾐﾁﾋﾛ

1時間13分50秒77 中村 祥尚8008 国分寺市ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ

1時間14分19秒78 熊谷 和夫8095 浜田市ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｵ

1時間14分32秒79 山野井 彰8050 益田市ﾔﾏﾉｲ ｱｷﾗ

1時間14分58秒80 山藤 一弘8067 浜田市ｻﾝﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間17分32秒81 松永 竜夫8086 防府市ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｵ

1時間18分16秒82 常安 学8036 世羅郡ﾂﾈﾔｽ ﾏﾅﾌﾞ

1時間20分39秒83 黒岩 秀樹8012 福岡市ｸﾛｲﾜ ﾋﾃﾞｷ

1時間21分14秒84 宇都宮 吉徳8078 赤磐市ｳﾂﾉﾐﾔ ﾖｼﾉﾘ

1時間22分45秒85 鈴木 豊人8034 大垣市ｽｽﾞｷ ﾄﾖﾋﾄ

1時間24分30秒86 本田 雅裕8027 名古屋市ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分41秒87 佐藤 裕治8028 周南市ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ
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