
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㎞　50歳～59歳

カナ年齢

2720 徳島 睦夫 0:36:46高齢者の会1 ﾄｸｼﾏ ﾑﾂｵ53
2709 岡﨑 龍治 0:37:16(株)テライ2 ｵｶｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ50
2745 田中 収 0:38:33山口県庁陸上部3 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ56
2725 内坂 学 0:39:434 ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ52
2703 藤井 浩人 0:40:13大畑建設サッカー部5 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ54
2728 岡﨑 哲理 0:40:54北九州市建築都市局6 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾘ53
2743 柳池 英之 0:42:387 ﾔﾅﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ53
2721 石川 賢 0:43:56チーム??ウルトラ8 ｲｼｶﾜ ｹﾝ54
2710 入江 直樹 0:45:039 ｲﾘｴ ﾅｵｷ53
2752 山田 一成 0:45:1310 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ50
2793 石飛 重幸 0:45:3911 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｹﾞﾕｷ54
2788 橋本 貴弘 0:48:09芦田川ランニングクラブ12 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ51
2708 井上 裕隆 0:49:29山口銀行益田支店13 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ51
2706 香川 清一 0:50:5814 ｶｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ52
2740 森脇 孝 0:51:1015 ﾓﾘﾜｷ ﾀｶｼ59
2711 吹金原 公史 0:51:3116 ﾌｷﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ52
2766 金山 基之 0:52:1917 ｶﾅﾔﾏ ﾓﾄﾕｷ59
2738 澄川 清孝 0:52:3718 ｽﾐｶﾞﾜ ｷﾖﾀｶ58
2774 桑原 誠二 0:53:2519 ｸﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ54
2704 大見 満宏 0:54:11大見工業株式会社20 ｵｵﾐ ﾐﾂﾋﾛ51
2778 佐々木 哲視 0:54:11ミツヒロＲＣ21 ｻｻｷ ﾃﾂﾐ52
2797 浅井 亮治 0:54:1122 ｱｻｲ ﾘｮｳｼﾞ52
2737 石飛 朗雄 0:54:17暖だんｅーＴａｘ23 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｷｵ56
2734 河本 義弘 0:54:2024 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ58
2715 岡部 和浩 0:55:43Ｒｅｉｓｔａ25 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ52
2701 佐藤 安治 0:56:06ケルベロス26 ｻﾄｳ ﾔｽｼﾞ56
2794 高野 聡 0:56:0727 ﾀｶﾉ ｻﾄｼ59
2764 原田 淳美 0:56:15大屋消防組28 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂﾐ59
2762 米澤 龍治 0:56:5829 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ57
2789 森山 眞治 0:57:08益田養護学校30 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｼﾞ52
2776 波多野 浩 0:57:2531 ﾊﾀﾉ ﾋﾛｼ59
2717 井上 健 0:57:2832 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ59
2714 仲田 慎治 0:57:5333 ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ58
2702 高橋 一徳 0:58:24サン電子工業株式会社34 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ52
2784 森下 裕一 0:58:3835 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｲﾁ53
2724 小野 義倫 0:58:4536 ｵﾉ ﾖｼﾐﾁ57
2757 永井 武 0:58:4937 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ58
2755 渡辺 登志行 0:59:1838 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ50
2782 南 政彦 0:59:4139 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋｺ58
2700 平島 馨 0:59:5040 ﾋﾗｼﾏ ｶｵﾙ50
2732 高田 正樹 0:59:5541 ﾀｶﾀ ﾏｻｷ50
2750 岩本 一弥 1:00:01シージーエス42 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ55
2783 板持 浩二 1:00:19美ｇｉｎランクラブ43 ｲﾀﾓﾁ ｺｳｼﾞ59
2749 三好 潤一 1:00:2144 ﾐﾖｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ56
2735 原 博之 1:01:5845 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ51
2761 桑原 甲成 1:02:4246 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ58
2731 和崎 克司 1:03:1247 ﾜｻｷ ｶﾂｼ53
2775 勝田 勉 1:03:2348 ｶﾂﾀ ﾂﾄﾑ58
2748 田中 明 1:03:5349 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ51
2787 平本 康喜 1:04:0150 ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ50
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2777 武田 達哉 1:04:2751 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ59
2781 神林 龍裕 1:04:31ＪＲ東日本52 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ50
2795 高橋 慎一 1:04:5653 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ54
2712 草刈 敬太 1:04:5754 ｸｻｶﾘ ｹｲﾀ56
2727 細野 和平 1:05:0855 ﾎｿﾉ ｶｽﾞﾄｼ55
2736 三浦 俊宏 1:05:2156 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋﾛ52
2772 石倉 伸哉 1:05:3857 ｲｼｸﾗ ｼﾝﾔ50
2791 武部 敬三 1:05:5258 ﾀｹﾍﾞ ｹｲｿﾞｳ57
2780 松田 敏則 1:06:0759 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ56
2719 Ｇ.Ｔ.エフライン 1:07:2360 G.T.ｴﾌﾗｲﾝ56
2796 稲田 悌志 1:07:41みずほ丸紅リース61 ｲﾅﾀﾞ ﾔｽｼ58
2790 上田 直樹 1:07:4362 ｳｴﾀﾞ ﾅｵｷ59
2753 山岡 久人 1:08:0363 ﾔﾏｵｶ ﾋｻﾄ58
2741 嘉田 伸久 1:08:3664 ｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ57
2751 福原 大輝 1:11:1865 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ56
2785 長岡 一彦 1:12:31島根銀行66 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾋｺ55
2705 和田 広正 1:13:23益田東中学校67 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ52
2760 水野 秀樹 1:13:4068 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｷ57
2768 寺尾 優 1:13:56三和69 ﾃﾗｵ ﾏｻﾙ55
2729 岩井 武志 1:13:5870 ｲﾜｲ ﾀｹｼ53
2798 金子 栄 1:14:0871 ｶﾈｺ ｻｶｴ55
2744 若本 春樹 1:14:1372 ﾜｶﾓﾄ ﾊﾙｷ53
2759 津島 良希 1:15:0473 ﾂｼﾏ ﾖｼｷ58
2767 津森 道弘 1:15:1374 ﾂﾓﾘ ﾐﾁﾋﾛ59
2746 橋本 寛之 1:16:49みずほ丸紅リース75 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ51
2756 水岡 健一 1:17:2076 ﾐｽﾞｵｶ ｹﾝｲﾁ58
2747 村田 活稔 1:18:5877 ﾑﾗﾀ ｶﾂﾄｼ55
2770 石黒 徹 1:21:29イシグロコウゲイ78 ｲｼｸﾞﾛ ﾄｵﾙ55
2769 帖佐 武彦 1:22:14メルコパワーデバイス株式会社79 ﾁｮｳｻ ﾀｹﾋｺ50
2754 山根 康弘 1:22:4080 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ58
2739 豊田 浩 1:23:07フルール益田81 ﾄﾖﾀ ﾋﾛｼ50
2779 福田 英樹 1:24:4382 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ54
2713 神門 良博 1:26:10team Gordon83 ｺﾞｳﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ52
2722 佐藤 裕治 1:37:43周南ＣＲ84 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ55
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