
- 第12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 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

43分37秒1 林 武男9067 松江市ﾊﾔｼ ﾀｹｵ

43分42秒2 福﨑 穰司9088 広島市ﾌｸｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ

43分55秒3 西松 良夫9010 下松市ﾆｼﾏﾂ ﾖｼｵ

46分28秒4 澄川 智彦9086 山口市ｽﾐｶﾜ ﾄﾓﾋｺ

47分07秒5 山本 和男9025 岩国市ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ

49分01秒6 斉藤 茂9018 浜田市ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

49分19秒7 村尾 有司9057 北九州市ﾑﾗｵ ﾕｳｼﾞ

49分31秒8 上野 誠也9070 目黒区ｳｴﾉ ｾｲﾔ

49分33秒9 政森 啓三9014 福山市ﾏｻﾓﾘ ｹｲｿﾞｳ

50分06秒10 中村 末次郎9075 益田市ﾅｶﾑﾗ ｽｴｼﾞﾛｳ

50分48秒11 植尾 憲治9046 広島市ｳｴｵ ｹﾝｼﾞ

51分22秒12 植田 弘志9008 山口市ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

51分30秒13 嶋田 一徳9015 益田市ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

52分37秒14 石田 正弘9052 山口市ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

53分13秒15 須山 孝秀9021 熊毛郡ｽﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

53分37秒16 植田 好雄9013 江津市ｳｴﾀﾞ ﾖｼｵ

53分37秒17 村上 一郎9003 岩国市ﾑﾗｶﾐ ｲﾁﾛｳ

53分40秒18 石倉 隆9004 出雲市ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ

54分56秒19 竹崎 善一9062 大田市ﾀｹｻﾞｷ ｾﾞﾝｲﾁ

55分24秒20 川上 泰司9012 雲南市ｶﾜｶﾐ ﾔｽｼﾞ

55分36秒21 齋藤 鉄也9023 益田市ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ

55分39秒22 藤原 武夫9042 広島市ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｵ

55分50秒23 井田 信行9064 行橋市ｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

56分47秒24 米山 隆9084 松江市ｺﾒﾔﾏ ﾀｶｼ

57分13秒25 中村 一夫9037 浜田市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ

57分37秒26 木原 賢一9048 広島市ｷﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

58分00秒27 村山 進9009 出雲市ﾑﾗﾔﾏ ｽｽﾑ

58分12秒28 梶山 潔9044 益田市ｶｼﾞﾔﾏ ｷﾖｼ

58分15秒29 村上 美己9068 益田市ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ

58分15秒30 川端 誠9027 広島市ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ

58分46秒31 坂本 幸寛9031 益田市ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

58分47秒32 吉岡 信正9032 益田市ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾏｻ

58分49秒33 小倉 大治9054 益田市ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｼﾞ

59分16秒34 浜島 和雄9007 横浜市ﾊﾏｼﾏ ｶｽﾞｵ

1時間00分39秒35 松澤 博文9047 益田市ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

1時間00分40秒36 植田 博文9011 浜田市ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間00分43秒37 廣澤 和夫9001 周南市ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾞｵ

1時間02分01秒38 日野 義信9085 雲南市ﾋﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間02分09秒39 梅本 定雄9089 大阪府ｳﾒﾓﾄ ｻﾀﾞｵ

1時間02分35秒40 廣瀬 紳一9066 京都市ﾋﾛｾ ｼﾝｲﾁ

1時間03分19秒41 山下 善正9030 東伯郡ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾏｻ

1時間03分54秒42 三浦 龍夫9019 下松市ﾐｳﾗ ﾀﾂｵ

1時間03分59秒43 八木 雄治9043 益田市ﾔｷﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間04分04秒44 城市 優9081 益田市ｼﾞｮｳｲﾁ ｻﾄｼ

1時間04分26秒45 平野 盛久9036 益田市ﾋﾗﾉ ﾓﾘﾋｻ

1時間04分49秒46 田中 正明9022 益田市ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ

1時間05分16秒47 島田 憲郷9056 益田市ｼﾏﾀﾞ ﾉﾘｻﾄ

1時間05分47秒48 越智 勇清9028 今治市ｵﾁ ﾕｳｾｲ

1時間05分50秒49 須藤 秀民9039 益田市ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾀﾐ

1時間06分17秒50 久保田 博9002 広島市ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ
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1時間06分55秒51 松浦 栄次9045 萩市ﾏﾂｳﾗ ｴｲｼﾞ

1時間07分30秒52 小川 正志9033 浜田市ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ

1時間08分21秒53 丹下 勝紀9038 東広島市ﾀﾝｹﾞ ｶﾂﾉﾘ

1時間10分13秒54 中村 明9055 山口市ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間11分11秒55 奥田 智雄9087 浜田市ｵｸﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間11分59秒56 高橋 悟9059 松江市ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

1時間12分31秒57 大屋 巌9072 浜田市ｵｵﾔ ｲﾜｵ

1時間12分38秒58 大川 克己9077 益田市ｵｵｶﾜ ｶﾂﾐ

1時間15分49秒59 岩田 征男9083 一宮市ｲﾜﾀ ﾏｻｵ

1時間16分22秒60 新宅 二三夫9051 広島市ｼﾝﾀｸ ﾌﾐｵ

1時間21分18秒61 瀬藤 良雄9050 草津市ｾﾄｳ ﾖｼｵ

1時間22分24秒62 福原 正9016 東広島市ﾌｸﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

1時間23分11秒63 三浦 節佳9082 浜田市ﾐｳﾗ ｾﾂｶ

1時間23分34秒64 金島 貞二9029 三次市ｶﾈｼﾏ ｻﾀﾞｼﾞ

1時間24分55秒65 小川 賢二9049 益田市ｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間39分34秒66 植村 伊智郎9060 山口市ｳｴﾑﾗ ｲﾁﾛｳ
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