
順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

男子10㎞　40歳～49歳

カナ年齢

2540 谷川 延久 0:33:15海上自衛隊岩国1 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ41
2568 片寄 博幸 0:35:31雲南市陸協2 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ49
2534 新田 淳也 0:36:38益田市陸協3 ﾆｯﾀ ｼﾞｭﾝﾔ44
2571 中川 照章 0:38:024 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ43
2573 友永 慎太郎 0:38:31ＹＷＰＲＣ5 ﾄﾓﾅｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ48
2579 陶山 邦明 0:38:45Ｔｅａｍムカパラ6 ｽﾔﾏ ｸﾆｱｷ43
2533 中村 康秀 0:39:18萩市役所陸上部7 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ42
2508 吉山 和彦 0:40:218 ﾖｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ42
2549 長岡 良隆 0:40:27お掃除ランナー9 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ46
2561 西村 拓史 0:41:14西村農園10 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸｼ42
2562 末廣 栄二 0:41:48Ｒｅｉｓｔａ11 ｽｴﾋﾛ ｴｲｼﾞ49
2589 清原 充浩 0:42:2612 ｷﾖﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ46
2577 竹土井 太郎 0:43:16ＭＩＲＡＩ13 ﾀｹﾄﾞｲ ﾀﾛｳ49
2572 安成 健司 0:43:1914 ﾔｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ49
2585 田方 勇二 0:43:2615 ﾀｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ42
2522 甲谷 壮彦 0:43:41元下関市役所陸上部16 ｶﾝｶﾞｲ ﾀｹﾋｺ42
2553 城市 彰 0:43:57（株）大建コンサルタント17 ｼﾞｮｳｲﾁ ｱｷﾗ48
2582 内山 晋爾 0:44:4818 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｼﾞ48
2516 長戸 政利 0:46:0719 ﾅｶﾞﾄ ﾏｻﾄｼ49
2546 石川 弾 0:47:31森林大学共走部20 ｲｼｶﾜ ﾀﾞﾝ45
2551 品川 英嗣 0:48:0721 ｼﾅｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ48
2538 小田川 勇樹 0:49:13小田川商事22 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ47
2564 中間 央志 0:49:1723 ﾅｶﾏ ｴｲｼﾞ45
2536 小川 智弘 0:50:18Ｒｅｉｓｔａ24 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ49
2587 近藤 善久 0:50:5425 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ41
2528 叶 泰輔 0:51:19サン電子工業株式会社益田工場26 ｶﾉｳ ﾀｲｽｹ48
2567 垰原 正訓 0:51:37ＨＲＣ６０27 ﾀｵﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ42
2513 篠原 譲 0:51:4228 ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ47
2569 渡辺 聡 0:51:51サトラン29 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ40
2542 田中 政和 0:52:14ＪＣメロス30 ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ48
2586 伊達 一弘 0:52:1531 ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾋﾛ46
2502 中湯 敬之 0:53:06ダイワボウレーヨン(株)益田工場32 ﾅｶﾕ ﾀｶﾕｷ41
2511 田原 高男 0:53:25ダイワボウレーヨン(株)益田工場33 ﾀﾊﾞﾗ ﾀｶｵ44
2560 白石 章夫 0:54:2734 ｼﾗｲｼ ｱｷｵ49
2555 柚木 一男 0:55:2235 ﾕﾉｷ ｶｽﾞｵ43
2588 原 直利 0:55:3336 ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ40
2509 百本 繁 0:56:2037 ﾋｬｸﾓﾄ ｼｹﾞﾙ47
2557 河野 哲朗 0:56:27（株）大建コンサルタント38 ｺｳﾉ ﾃﾂﾛｳ44
2556 井戸 光 0:57:1939 ｲﾄﾞ ﾋｶﾙ45
2565 三浦 健二 0:57:46ユヅカーズ40 ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ43
2584 石川 哲哉 0:58:45（株）大建コンサルタント41 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ46
2506 中谷 繁規 0:58:51サン電子工業株式会社益田工場42 ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ48
2550 原 浩之 0:59:0543 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ48
2570 濱 俊介 0:59:22ミツヒロＲＣ44 ﾊﾏ ｼｭﾝｽｹ40
2504 河野 正敏 0:59:2745 ｺｳﾉ ﾏｻﾄｼ44
2575 荒木 正明 0:59:3346 ｱﾗｷ ﾏｻｱｷ49
2547 福山 幸成 1:00:3147 ﾌｸﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ49
2537 増田 健 1:01:0348 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ48
2543 石川 慎吾 1:01:0949 ｲｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ48
2512 山口 裕幸 1:03:23サン電子工業株式会社益田工場50 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ42
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2510 岩田 秀治 1:03:35サン電子工業株式会社益田工場51 ｲﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ46
2576 胡麻田 隆志 1:03:5052 ｺﾞﾏﾀﾞ ﾀｶｼ46
2501 澄川 和宏 1:04:06石見交通G53 ｽﾐｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ49
2545 原 洋行 1:05:0354 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ48
2523 石川 晃久 1:05:10サン電子工業株式会社益田工場55 ｲｼｶﾜ ﾃﾙﾋｻ45
2590 村岡 哲郎 1:05:1056 ﾑﾗｵｶ ﾃﾂﾛｳ48
2544 中尾 洋哉 1:05:3457 ﾅｶｵ ﾋﾛｷ47
2591 山崎 貴行 1:06:37須藤建材58 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾕｷ44
2529 久保 裕二 1:07:1759 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ43
2518 登石 将司 1:08:11ダイワボウレーヨン(株)益田工場60 ﾄｲｼ ｼｮｳｼﾞ44
2554 中田 雅己 1:10:17（株）大建コンサルタント61 ﾅｶﾀ ﾏｻﾐ49
2507 山本 浩二 1:10:41匹見中ＲＣ62 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ45
2563 若山 喜和 1:12:58Ｔ・ナオコ63 ﾜｶﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ46
2503 礒垣 昌史 1:13:21サン電子工業株式会社益田工場64 ｲｿｶﾞｷ ﾏｻｼ49
2592 原 昌史 1:15:0065 ﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ44
2583 三浦 洋治 1:15:35（株）大建コンサルタント66 ﾐｳﾗ ﾖｳｼﾞ47
2558 松川 泰弘 1:17:0167 ﾏﾂｶﾜ ﾔｽﾋﾛ40
2524 桑原 武弘 1:17:04サン電子工業株式会社益田工場68 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾛ46
2527 横路 智之 1:17:1469 ﾖｺﾛ ﾄﾓﾕｷ48
2520 鎌谷 治仁 1:17:30カツデンアーキテック株式会社70 ｶﾏﾔ ﾊﾙﾋﾄ48
2517 田口 尊規 1:20:33(株)テライ71 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ43
2514 小柴 憲之 1:21:37サン電子工業株式会社益田工場72 ｺｼﾊﾞ ﾉﾘﾕｷ45
2505 桑原 啓造 1:22:0073 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｿﾞｳ48
2578 今関 聡 1:23:0774 ｲﾏｾﾞｷ ｻﾄｼ47
2566 原田 慎太郎 1:29:0475 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ43
2581 松田 修典 1:32:27熊野町役場76 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳｽｹ42
2525 村上 一貴 1:39:09サン電子工業株式会社益田工場77 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｷ44
2559 高橋 幸雄 1:46:2078 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ43
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