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ハーフ男子　60歳以上
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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26分03秒1 武末 博明4072 周南市ﾀｹｽｴ ﾋﾛｱｷ

1時間32分28秒2 柴田 文規4077 山陽小野田市ｼﾊﾞﾀ ﾌﾞﾝｷ

1時間34分17秒3 柿原 修治4024 宇部市ｶｷﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ

1時間35分24秒4 古志 真治4138 出雲市ｺｼ ｼﾝｼﾞ

1時間37分34秒5 平田 啓介4050 京都市ﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ

1時間38分48秒6 古屋 隆4017 山口市ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ

1時間39分09秒7 山本 守4148 比企郡ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ

1時間40分57秒8 原田 正美4029 山口市ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間41分55秒9 酒井 省二4145 東広島市ｻｶｲ ｼｮｳｼﾞ

1時間43分33秒10 畠田 光晴4094 三原市ﾊﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ

1時間44分14秒11 岸本 隆夫4151 大田市ｷｼﾓﾄ ﾀｶｵ

1時間44分21秒12 堀内 美晴4038 周南市ﾎﾘｳﾁ ﾐｾｲ

1時間44分33秒13 細川 幸信4118 江津市ﾎｿｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ

1時間45分07秒14 三宅 義彰4078 岩国市ﾐﾔｹ ﾖｼｱｷ

1時間45分43秒15 山本 克己4090 周南市ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ

1時間47分29秒16 丸山 正雄4047 津山市ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ

1時間47分35秒17 伊藤 正行4164 山口市ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間49分23秒18 出葉 真二4015 浜田市ｲｽﾞﾊ ｼﾝｼﾞ

1時間49分27秒19 有田 正雄4136 岩国市ｱﾘﾀ ﾏｻｵ

1時間49分37秒20 馬場 士道4104 那珂川市ﾊﾞﾊﾞ ｼﾄﾞｳ

1時間49分44秒21 田中 泰博4146 萩市ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間50分15秒22 國本 哲広4019 宇部市ｸﾆﾓﾄ ﾃﾂﾋﾛ

1時間51分15秒23 佐々木 正4096 出雲市ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ

1時間51分17秒24 木戸 央4165 益田市ｷﾄﾞ ﾋｻｼ

1時間51分39秒25 弘中 和則4004 周南市ﾋﾛﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間52分25秒26 岩本 真司4130 浜田市ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間54分00秒27 岡部 由和4095 光市ｵｶﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ

1時間54分16秒28 内田 克美4062 下関市ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間54分26秒29 菊山 正導4034 廿日市ｷｸﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ

1時間55分52秒30 長嶺 敬彦4028 防府市ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾋｺ

1時間55分56秒31 近森 正浩4126 周南市ﾁｶﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

1時間56分18秒32 本田 智4131 広島市ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間56分28秒33 播谷 亮20002 我孫子市ﾊﾘﾀﾆ ﾏｺﾄ

1時間56分44秒34 伊村 克彦4157 下関市ｲﾑﾗ ｶﾂﾋｺ

1時間56分52秒35 山田 隆司4088 周南市ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼﾞ

1時間57分18秒36 國宗 信彦4042 山口市ｸﾆﾑﾈ ﾉﾌﾞﾋｺ

1時間57分21秒37 足立 勝孝4053 丹波市ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

1時間58分13秒38 山本 尚之4005 船橋市ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

1時間58分53秒39 河井 秀作4006 山口市ｶﾜｲ ｼｭｳｻｸ

1時間59分28秒40 縄田 道彦4066 宇部市ﾅﾜﾀ ﾐﾁﾋｺ

1時間59分29秒41 小林 由典4103 下松市ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ

1時間59分50秒42 肥中 義秀4054 下関市ﾋｼﾞﾕｳ ﾖｼﾋﾃﾞ

2時間00分03秒43 原田 康利4007 広島市ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾄｼ

2時間00分27秒44 寺島 博之4009 堺市ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間01分06秒45 竹田 勉4102 広島市ﾀｹﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間01分08秒46 横沼 康男4140 山口市ﾖｺﾇﾏ ﾔｽｵ

2時間01分28秒47 松本 謙二4031 松江市ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間01分35秒48 髙村 研治4037 山口市ﾀｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間01分43秒49 三原 亮二4108 松江市ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ

2時間02分07秒50 小笠原 孝之4041 邑智郡ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾕｷ
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2時間02分08秒51 石村 源次4139 下関市ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ

2時間02分15秒52 今津 里志4111 山口市ｲﾏﾂﾞ ｻﾄｼ

2時間02分55秒53 佐田尾 祥治4158 山口市ｻﾀﾞｵ ｼｮｳｼﾞ

2時間03分25秒54 小屋 秋文4152 多摩市ｺﾔ ｱｷﾌﾐ

2時間03分28秒55 本山 雅英4134 宇部市ﾓﾄﾔﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間03分39秒56 楫 佳幸4063 大田市ｶｼﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間03分39秒57 清水 雅彦4093 東伯郡ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間04分53秒58 田中 哲哉4012 庄原市ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ

2時間04分57秒59 弘中 靖善4141 下松市ﾋﾛﾅｶ ｾｲﾖｼ

2時間05分34秒60 田原 勝美4023 宇部市ﾀﾊﾗ ｶﾂﾐ

2時間05分41秒61 築谷 秀雄4128 阿武郡ﾂｸﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ

2時間05分52秒62 竹本 修二4092 江津市ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2時間06分05秒63 中村 賢三4122 北九州市ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ

2時間06分21秒64 平松 武4125 山口市ﾋﾗﾏﾂ ﾀｹｼ

2時間06分38秒65 床並 哲夫4167 浜田市ﾄｺﾅﾐ ﾃﾂｵ

2時間06分58秒66 神田 正直4124 下関市ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾅｵ

2時間07分02秒67 山本 利男4162 山陽小野田市ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ

2時間07分18秒68 川上 祐治4080 出雲市ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

2時間07分43秒69 片桐 敏弘4071 周南市ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｼﾋﾛ

2時間07分49秒70 米山 三好4091 川崎市ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾖｼ

2時間08分38秒71 山田 直明4074 防府市ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ

2時間08分49秒72 高野 博4051 山口市ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ

2時間09分23秒73 青戸 喜明4010 松江市ｱｵﾄ ﾖｼｱｷ

2時間09分53秒74 嶋本 博至4026 小郡ｼﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間09分59秒75 小竹 義一4059 練馬区ｺﾀｹ ﾖｼｶｽﾞ

2時間10分40秒76 米司 実4040 岩国市ﾖﾈｼﾞ ﾐﾉﾙ

2時間11分05秒77 渡部 良太4149 広島市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

2時間11分14秒78 岡田 忠文4115 山口市ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ

2時間11分33秒79 吉岡 敏法4159 防府市ﾖｼｵｶ ﾄｼﾉﾘ

2時間12分24秒80 澄川 貢4025 益田市ｽﾐｶﾞﾜ ﾐﾂｸﾞ

2時間12分27秒81 渡邉 政典4168 熊毛郡ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間12分59秒82 大石 健造4064 益田市ｵｵｲｼ ｹﾝｿﾞｳ

2時間13分04秒83 俵 次男4142 益田市ﾀﾜﾗ ﾂｷﾞｵ

2時間14分59秒84 山本 宏史4135 益田市ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間15分19秒85 山田 中4070 山陽小野田市ﾔﾏﾀﾞ ｱﾀﾙ

2時間16分13秒86 村野 健兒4021 益田市ﾑﾗﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間18分14秒87 入君 昭人4060 広島市ｲﾘｷﾞﾐ ｱｷﾄ

2時間18分22秒88 安部 文哉4110 宇部市ｱﾍﾞ ﾌﾐﾔ

2時間18分48秒89 福田 泰祐4121 太宰府市ﾌｸﾀ ﾀｲｽｹ

2時間18分58秒90 山根 隆4098 山口市ﾔﾏﾈ ﾀｶｼ

2時間19分07秒91 内平 徹4147 宇部市ｳﾁﾋﾗ ﾄｵﾙ

2時間19分52秒92 立野 豊4014 下関市ﾀﾁﾉ ﾕﾀｶ

2時間19分57秒93 高城 慎三4100 長岡京市ﾀｶｼﾛ ｼﾝｿﾞｳ

2時間19分57秒94 赤澤 正治4067 徳島市ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ

2時間20分03秒95 藤井 淳4082 山口市ﾌｼﾞｲ ｱﾂｼ

2時間21分23秒96 河浪 規4016 加古川市ｶﾜﾅﾐ ﾀﾀﾞｽ

2時間22分03秒97 平川 直人4153 浜田市ﾋﾗｶﾜ ﾅｵﾄ

2時間22分23秒98 須藤 圭介4018 岡山市ｽﾄｳ ｹｲｽｹ

2時間24分30秒99 城市 幸忠4065 益田市ｼﾞｮｳｲﾁ ﾕｷﾀﾀﾞ

2時間24分47秒100 大薗 正4068 東広島市ｵｵｿﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ
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2時間25分33秒101 宮田 清4089 周南市ﾐﾔﾀ ｷﾖｼ

2時間25分39秒102 日高 茂4027 邑智郡ﾋﾀﾞｶ ｼｹﾞﾙ

2時間26分38秒103 松尾 弘之4076 安芸郡ﾏﾂｵ ﾋﾛﾕｷ

2時間26分58秒104 佐々木 惠二4143 益田市ｻｻｷ ｹｲｼﾞ

2時間27分38秒105 川上 雅民4137 長崎市ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾐ

2時間28分05秒106 松村 健4013 山口市ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ

2時間28分08秒107 石山 満春4156 浜田市ｲｼﾔﾏ ﾐﾂﾊﾙ

2時間28分31秒108 川島 靖将4086 浜田市ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾏｻ

2時間28分44秒109 大久保 正士4049 柳井市ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ

2時間28分52秒110 齊藤 正隆4001 浜田市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ

2時間29分02秒111 福田 惠介4163 光市ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ

2時間29分03秒112 三保 冨士夫4105 益田市ﾐﾎ ﾌｼﾞｵ

2時間29分03秒113 本堂 實4083 岡山市ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

2時間30分06秒114 多々納 康雄4119 出雲市ﾀﾀﾉ ﾔｽｵ

2時間30分09秒115 岩本 泉己4109 益田市ｲﾜﾓﾄ ｲｽﾞﾐ

2時間30分22秒116 山口 勝美4161 山口市ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾐ

2時間31分44秒117 田原 良隆4154 益田市ﾀﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間34分50秒118 伊藤 万壽生4045 宇部市ｲﾄｳ ﾏｽｵ

2時間34分58秒119 田原 俊二4132 浜田市ﾀﾊﾞﾗ ｼｭﾝｼﾞ

2時間36分53秒120 大崎 真一4033 宇部市ｵｵｻｷ ｼﾝｲﾁ

2時間37分50秒121 小石 幸男4055 広島市ｺｲｼ ﾕｷｵ

2時間37分53秒122 祝部 由喜夫4057 出雲市ﾎｳﾘ ﾕｷｵ

2時間38分05秒123 大下 誠4003 出雲市ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ

2時間38分10秒124 山本 勉4129 益田市ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ

2時間38分31秒125 今浦 照之4079 長門市ｲﾏｳﾗ ﾃﾙﾕｷ

2時間41分07秒126 田中 敦4081 益田市ﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間42分32秒127 大木 英明4112 下松市ｵｵｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間44分02秒128 日笠 和雄4155 松江市ﾋｶｻ ｶｽﾞｵ

2時間44分12秒129 石井 和宏4043 福山市ｲｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間44分19秒130 木村 礼司4073 広島市ｷﾑﾗ ﾚｲｼﾞ

2時間46分16秒131 横木 修4056 広島市ﾖｺｷﾞ ｵｻﾑ

2時間48分31秒132 菊池 勝義4097 西予市ｷｸﾁ ｶﾂﾖｼ

2時間51分04秒133 清水 和男4160 浜田市ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ

2時間51分30秒134 沼田 義雄4032 周南市ﾇﾏﾀ ﾖｼｵ

2時間51分46秒135 大畑 友幸4020 益田市ｵｵﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ

2時間57分12秒136 飯田 俊二4058 浜田市ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

3時間01分13秒137 桧垣 友孝4106 浜田市ﾋｶﾞｷ ﾄﾓﾀｶ

3時間04分31秒138 新山 利明4036 周南市ﾆｲﾔﾏ ﾄｼｱｷ
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