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10km男子　中学生～29歳
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 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04秒1 石田 智之5136 浜田市ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

35分16秒2 繁永 博行5025 宇部市ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

36分06秒3 祝部 温己5120 出雲市ﾎｳﾘ ﾊﾙｷ

36分29秒4 大庭 一心5013 益田市ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ

36分32秒5 藤田 祐作5029 萩市ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｻｸ

36分54秒6 和崎 裕5039 益田市ﾜｻｷ ﾕﾀｶ

37分13秒7 柏木 秀隆5119 成田市ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

37分26秒8 松本 雄哉5101 山口市ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ

38分05秒9 中谷 和詩5030 松江市ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞｼ

39分57秒10 中田 正悟5073 益田市ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

41分23秒11 杉内 亮太5015 益田市ｽｷﾞｳﾁ ﾘｮｳﾀ

41分32秒12 森屋 省吾5036 鹿足郡ﾓﾘﾔ ｼｮｳｺﾞ

41分36秒13 森山 広志5002 益田市ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ

41分46秒14 土岐 直弘5005 広島市ﾄｷ ﾅｵﾋﾛ

42分13秒15 佐々木 優人5028 益田市ｻｻｷ ﾕｳﾄ

42分16秒16 森山 健5004 益田市ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝ

42分38秒17 塚本 優太5051 鹿足郡ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ

43分44秒18 堀野 元5075 萩市ﾎﾘﾉ ﾊｼﾞﾒ

44分46秒19 近藤 巧5010 西宮市ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

44分52秒20 高橋 俊伍5018 出雲市ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｺﾞ

46分02秒21 塩満 亮太5042 益田市ｼｵﾐﾂ ﾘｮｳﾀ

46分06秒22 春木 直也5122 江津市ﾊﾙｷ ﾅｵﾔ

46分24秒23 三好 澄仁5135 山口市ﾐﾖｼ ｽﾐﾋﾄ

47分09秒24 冨永 早登5096 益田市ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ

47分41秒25 神田 愛仁5064 益田市ｶﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ

48分06秒26 長谷川 恵太5074 成田市ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ

48分11秒27 牛尾 仁紀5126 益田市ｳｼｵ ﾋﾄｷ

48分52秒28 牛尾 暁紀5125 益田市ｳｼｵ ｱｶﾂｷ

49分06秒29 宅野 水輝5058 益田市ﾀｸﾉ ﾐｽﾞｷ

49分15秒30 吉末 洋幸5130 防府市ﾖｼｽｴ ﾋﾛﾕｷ

49分27秒31 佐々木 陽5047 益田市ｻｻｷ ﾊﾙ

49分29秒32 山根 一眞5014 益田市ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ

49分30秒33 烏田 拓未5083 益田市ｶﾗｽﾀﾞ ﾀｸﾐ

50分05秒34 中村 歩夢5026 鹿足郡ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ

50分06秒35 江谷 稟空5017 鹿足郡ｴﾀﾆ ﾘﾝﾌ

50分21秒36 柳井 飛翔5049 益田市ﾔﾅｲ ﾂﾊﾞｻ

50分34秒37 大木 雅人5012 八街市ｵｵｷ ﾏｻﾄ

50分37秒38 佐々木 直義5006 益田市ｻｻｷ ﾅｵﾖｼ

50分52秒39 大串 龍5060 益田市ｵｵｸﾞｼ ﾘｭｳ

50分56秒40 中嶋 大希5079 浜田市ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ

51分00秒41 新田 翔平5116 浜田市ﾆｯﾀ ｼｮｳﾍｲ

51分23秒42 水津 健二5067 益田市ｽｲｽﾞ ｹﾝｼﾞ

51分40秒43 佐々木 洋孝5032 益田市ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ

51分41秒44 竹本 和哉5077 益田市ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

51分53秒45 ドミニク・チェラ5097 益田市ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾁｪﾗ

51分59秒46 河野 俐空5061 益田市ｺｳﾉ ﾘｸ

52分22秒47 三宅 悠斗5054 益田市ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ

52分28秒48 高橋 拓也5078 佐倉市ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

52分31秒49 竹下 毅5034 広島市ﾀｹｼﾀ ﾂﾖｼ

52分33秒50 吉田 幹人5041 浜田市ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾄ
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52分49秒51 中村 元太5048 益田市ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ

53分04秒52 田原 拓空5045 益田市ﾀﾊﾞﾗ ﾀｸ

53分12秒53 橋本 勝太5127 府中市ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ

53分16秒54 一木 春志5021 萩市ｲﾁｷ ﾊﾙﾕｷ

53分19秒55 後藤 颯志5066 益田市ｺﾞﾄｳ ｿｳｼ

53分20秒56 田代 和也5090 益田市ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾔ

53分57秒57 青木 彩人5057 益田市ｱｵｷ ｱﾔﾄ

54分00秒58 平野 暖生5062 益田市ﾋﾗﾉ ﾊﾙｲ

54分19秒59 佐々木 駿一5121 江津市ｻｻｷ ｼｭﾝｲﾁ

54分36秒60 木束地 翔太5052 益田市ｷﾂｶﾞｼﾞ ｼｮｳﾀ

54分37秒61 高橋 司5023 益田市ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ

54分39秒62 岡﨑 慶太5065 益田市ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ

54分56秒63 新井 良介5027 益田市ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

55分21秒64 伊藤 ひなた5046 益田市ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ

55分36秒65 山本 剛志5111 益田市ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ

55分38秒66 神崎 蓮5105 益田市ｶﾝｻﾞｷ ﾚﾝ

56分04秒67 青木 玄弥5056 益田市ｱｵｷ ｹｲﾔ

56分10秒68 青木 虎白5069 益田市ｱｵｷ ｺﾊｸ

56分17秒69 岡田 陽介5131 町田市ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ

56分28秒70 三谷 竜之介5118 出雲市ﾐﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ

56分28秒71 齊藤 雅樹5076 萩市ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ

56分31秒72 石橋 隼和5055 益田市ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾔﾄ

56分36秒73 水津 裕之5086 益田市ｽｲｽﾞ ﾔｽﾕｷ

56分40秒74 和崎 拓也5114 益田市ﾜｻｷ ﾀｸﾔ

56分43秒75 柴田 明斗5104 益田市ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾄ

57分14秒76 金山 孟5072 益田市ｶﾅﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ

57分18秒77 近藤 翔太5040 益田市ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

57分26秒78 桐田 壱悟5068 益田市ｷﾘﾀ ｲﾁｺﾞ

57分36秒79 村上 尚哉5071 益田市ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾔ

58分09秒80 河村 恒巳5085 益田市ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ

58分57秒81 桝屋 周平5117 浜田市ﾏｽﾔ ｼｭｳﾍｲ

59分10秒82 作野 光5044 広島市ｻｸﾉ ﾋｶﾘ

59分23秒83 伊藤 靖浩5124 益田市ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

59分37秒84 グエン バン チョン5112 益田市ｸﾞｴﾝ ﾊﾞﾝ ﾁｮﾝ

1時間00分04秒85 佐倉 省吾5132 大田区ｻｸﾗ ｼｮｳｺﾞ

1時間00分29秒86 尾﨑 大悟5091 鹿足郡ｵｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ

1時間00分42秒87 中村 正雄5110 益田市ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ

1時間00分47秒88 千振 直樹5084 益田市ﾁﾌﾞﾘ ﾅｵｷ

1時間00分59秒89 桐田 結大5070 益田市ｷﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

1時間01分04秒90 澄岡 力生5053 萩市ｽﾐｵｶ ﾘｷ

1時間01分49秒91 中本 愁人5035 江津市ﾅｶﾓﾄ ｼｭｳﾄ

1時間02分02秒92 上村 冬弥5008 さいたま市ｶﾐﾑﾗ ﾄｳﾔ

1時間02分59秒93 平吹 達雄5095 益田市ﾍｲﾌﾞｷ ﾀﾂｵ

1時間03分03秒94 京極 聖5103 大阪市ｷｮｳｺﾞｸ ｻﾄｼ

1時間03分09秒95 徳冨 晃也5037 北九州市ﾄｸﾄﾐ ｺｳﾔ

1時間03分21秒96 三浦 幸治5115 益田市ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ

1時間04分16秒97 グエン ヒュー チェン5107 益田市ｸﾞｴﾝ ﾋｭｰ ﾁｪﾝ

1時間04分34秒98 ブー ヴァン ダイ5109 益田市ﾌﾞｰ ｳﾞｧﾝ ﾀﾞｲ

1時間04分57秒99 レー チェン ヒェウ5108 益田市ﾚｰ ﾁｪﾝ ﾋｪｳ

1時間04分57秒100 グエン ティー ズエット5106 益田市ｸﾞｴﾝ ﾃｨｰ ｽﾞｴｯﾄ
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1時間05分00秒101 秦穴 安將5113 益田市ﾊﾀｱﾅ ﾔｽﾏｻ

1時間06分00秒102 三浦 雄司5100 浜田市ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間06分06秒103 山本 一樹5088 益田市ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間06分08秒104 和﨑 昭太5031 益田市ﾜｻｷ ｼｮｳﾀ

1時間06分55秒105 坂根 勇介5092 益田市ｻｶﾈ ﾕｳｽｹ

1時間07分09秒106 宮平 乃斗5022 大阪市ﾐﾔﾋﾗ ﾅｲﾄ

1時間08分16秒107 伊藤 篤志5038 調布市ｲﾄｳ ｱﾂｼ

1時間08分29秒108 岡野 晋太郎5019 防府市ｵｶﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間08分57秒109 勢力 剛30003 川崎市ｾｲﾘｷ ﾀｹｼ

1時間08分57秒110 安達 旬5134 大田区ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ

1時間09分00秒111 西田 理史5133 川崎市ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間09分09秒112 湊 大地5129 益田市ﾐﾅﾄ ﾀﾞｲﾁ

1時間09分29秒113 吉野 尚弥5063 益田市ﾖｼﾉ ﾅｵﾔ

1時間11分01秒114 久保田 恭平5009 益田市ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ

1時間11分39秒115 藤井 博志5087 益田市ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ

1時間12分39秒116 鈴木 公爾5016 松江市ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間13分09秒117 吉村 和也5102 大阪市ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間13分24秒118 柴田 太稀5059 益田市ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｷ

1時間13分31秒119 村上 祥平5128 目黒区ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾍｲ

1時間15分28秒120 益田 竜太郎5080 益田市ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1時間15分55秒121 西村 諒5020 山口市ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ

1時間17分16秒122 柳楽 和希5024 萩市ﾅｷﾞﾗ ｶｽﾞｷ

1時間17分21秒123 岡崎 ゆうき5093 益田市ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ

1時間17分54秒124 三原 紫輝5081 益田市ﾐﾊﾗ ｼｷ

1時間20分18秒125 永田 史弥5089 益田市ﾅｶﾞﾀ ﾌﾐﾔ

1時間21分40秒126 串崎 隼斗5043 松江市ｸｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ

1時間21分52秒127 昼田 拓哉5011 岡山市ﾋﾙﾀ ﾀｸﾔ

1時間23分58秒128 大庭 正嗣5094 益田市ｵｵﾊﾞ ﾏｻｼ

1時間26分26秒129 柳井 直樹5082 益田市ﾔﾅｲ ﾅｵｷ
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