
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㎞　中学生～29歳

カナ年齢

2083 堀尾 和弥 0:33:08北栄町1 ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ27
2061 川島 右也 0:34:07平田走ろう会2 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ25
2085 高見 陸 0:37:04雲南市陸協3 ﾀｶﾐ ﾘｸ16
2053 祝部 温己 0:37:58岡山理科大学4 ﾎｳﾘ ﾊﾙｷ19
2086 山本 幸斗 0:41:44江津工業高等学校5 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾄ16
2020 烏田 拓未 0:42:10大見工業株式会社6 ｶﾗｽﾀﾞ ﾀｸﾐ24
2073 河野 元宏 0:42:377 ｺｳﾉ ﾓﾄﾋﾛ24
2076 庄司 優太 0:42:50オーリーズ8 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ27
2096 角田 拓斗 0:43:349 ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾄ21
2072 大屋 一喜 0:43:37旭ジョガーズ10 ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ22
2006 和崎 裕 0:43:5011 ﾜｻｷ ﾕﾀｶ25
2066 石川 未蘭 0:44:4212 ｲｼｶﾜ ﾐﾗﾝ15
2097 大平 翔希 0:44:4513 ｵｵﾋﾗ ｼｮｳｷ26
2091 古川 雄也 0:44:5814 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ28
2065 石川 侑馬 0:45:2515 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ13
2064 渋谷 悠人 0:45:4816 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾊﾙﾄ13
2064 渋谷 悠人 0:45:4816 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾊﾙﾄ13
2089 福原 貴伸 0:46:06益田市役所17 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ29
2078 難波 史寛 0:46:2418 ﾅﾝﾊﾞ ﾌﾐﾋﾛ26
2057 中嶋 大希 0:47:1619 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ29
2054 佐々木 優人 0:47:27（株）大建コンサルタント20 ｻｻｷ ﾕｳﾄ23
2070 竹下 毅 0:48:4221 ﾀｹｼﾀ ﾂﾖｼ28
2056 黒川 周平 0:49:39みすみ光明堂22 ｸﾛｶﾜ ｼｭｳﾍｲ28
2059 原 優哉 0:49:5423 ﾊﾗ ﾕｳﾔ16
2074 村上 聖仁 0:50:3424 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄ27
2090 寺本 真紘 0:51:0925 ﾃﾗﾓﾄ ﾏﾋﾛ22
2047 古田 大智 0:51:22大見工業株式会社26 ﾌﾙﾀ ﾀﾞｲﾁ25
2041 中村 光祐 0:52:03大見工業株式会社27 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ22
2101 伊藤 直樹 0:52:23アジア風力発電株式会社28 ｲﾄｳ ﾅｵｷ26
2099 田村 夏士和 0:52:2629 ﾀﾑﾗ ｶｼﾜ14
2038 宮内 翔平 0:52:34サン電子工業株式会社益田工場30 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾍｲ24
2027 岩本 大樹 0:55:25カツデンアーキテック株式会社31 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ19
2052 森山 雅基 0:55:3932 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻｷ20
2021 村上 尚哉 0:55:5433 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾔ18
2060 柳井 飛翔 0:55:55島根県立益田養護学校34 ﾔﾅｲ ﾂﾊﾞｻ17
2055 佐藤 仁 0:55:5635 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ13
2050 堀野 元 0:56:13大畑建設サッカー部36 ﾎﾘﾉ ﾊｼﾞﾒ26
2001 中島 大智 0:56:46team Gordon37 ﾅｶｼﾏ ﾀｲﾁ24
2028 眞玉 一成 0:56:46team Gordon38 ﾏﾀﾏ ｶｽﾞﾅﾘ25
2010 竹本 和哉 0:56:48大畑建設サッカー部39 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾔ26
2051 糸原 竜之介 0:57:0340 ｲﾄﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ20
2079 木村 優太 0:57:4341 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ19
2022 三明 仁 0:57:57大見工業株式会社42 ﾐｱｹ ｼﾞﾝ21
2031 原田 桔兵 0:59:29益田東中学校43 ﾊﾗﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ14
2102 齋藤 航一郎 1:00:1044 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ28
2017 尾﨑 大悟 1:03:51大畑建設テニス部45 ｵｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ26
2094 堀田 浩生 1:04:1446 ﾎｯﾀ ﾋﾛｷ24
2009 新井 良介 1:04:3047 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ27
2069 中本 愁人 1:04:3048 ﾅｶﾓﾄ ｼｭｳﾄ20
2098 水品 俊紀 1:05:11島根銀行49 ﾐｽﾞｼﾅ ﾄｼｷ25
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2092 生田 佑也 1:05:1750 ｲｸﾀ ﾕｳﾔ25
2105 岡村 祐希 1:06:0551 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ29
2043 瀬口 幸也 1:06:16大見工業株式会社52 ｾｸﾞﾁ ｺｳﾔ19
2018 三原 紫輝 1:08:11大見工業株式会社53 ﾐﾊﾗ ｼｷ24
2033 グエン フイ ヴオン 1:08:13カツデンアーキテック株式会社54 ｸﾞｴﾝ ﾌｲ ｳﾞｵﾝ28
2034 ユオン キム ロック 1:08:44カツデンアーキテック株式会社55 ﾕｵﾝ ｷﾑ ﾛｯｸ26
2004 水津 裕之 1:09:05大見工業株式会社56 ｽｲｽﾞ ﾔｽﾕｷ25
2000 川口 涼太 1:09:22ダイワボウレーヨン(株)益田工場57 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ26
2011 井出 琉登 1:09:35大見工業株式会社58 ｲﾃﾞ ﾘｭｳﾄ21
2045 南 駿輔 1:10:01大見工業株式会社59 ﾐﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ23
2037 伊藤 義之 1:10:43サン電子工業株式会社益田工場60 ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ24
2084 桑原 結人 1:10:45（株）大建コンサルタント61 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ19
2044 岩月 駿介 1:11:55大見工業株式会社62 ｲﾜﾂｷ ｼｭﾝｽｹ20
2048 中島 竜馬 1:12:38大見工業株式会社63 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳﾏ19
2071 佐々木 洋孝 1:15:09広島文教大学64 ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ18
2036 杉本 力弥 1:15:57カツデンアーキテック株式会社65 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｷﾔ18
2003 福原 豪留 1:15:58カツデンアーキテック株式会社66 ﾌｸﾊﾗ ﾀｹﾙ18
2026 田中 佑樹 1:15:58カツデンアーキテック株式会社67 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ19
2030 坂本 大空 1:16:18益田東中学校68 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ14
2100 福田 純生 1:16:5869 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ25
2049 佐々木 陽 1:18:01大畑建設サッカー部70 ｻｻｷ ﾊﾙｶ25
2039 神谷 知輝 1:19:13大見工業株式会社71 ｶﾐﾔ ﾄﾓｷ24
2095 佐伯 志輝 1:19:2672 ｻｴｷ ﾓﾄｷ28
2058 串崎 隼斗 1:19:4173 ｸｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ25
2062 篠原 颯冶 1:21:4574 ｼﾉﾊﾗ ｿｳﾔ22
2103 杉内 海太 1:21:55島根銀行75 ｽｷﾞｳﾁ ｶｲﾀ24
2007 岡﨑 祐己 1:24:27大見工業株式会社76 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ28
2042 東 優心 1:24:45大見工業株式会社77 ｱｽﾞｱ ﾕｳｼﾝ20
2040 倉本 翔 1:27:41大見工業株式会社78 ｸﾗﾓﾄ ｼｮｳ22
2025 長﨑 光星 1:28:06カツデンアーキテック株式会社79 ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｾｲ28
2035 チャン ゴック チュオン 1:28:09カツデンアーキテック株式会社80 ﾁｬﾝ ｺﾞｯｸ ﾁｭｵﾝ22
2016 山本 祐督 1:28:10カツデンアーキテック株式会社81 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ21
2067 高橋 康太 1:28:22エーエヌエーエアポートサービス82 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ29
2008 永田 史弥 1:28:37大見工業株式会社83 ﾅｶﾞﾀ ﾌﾐﾔ26
2023 梅地 駿 1:29:02大見工業株式会社84 ｳﾒｼﾞ ｼｭﾝ19
2082 野村 建輔 1:29:16山口大学85 ﾉﾑﾗ ｹﾝｽｹ28
2077 岩﨑 智也 1:30:0186 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ19
2005 溝口 賢 1:32:30大見工業株式会社87 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝ21
2002 庄野 海聖 1:35:11カツデンアーキテック株式会社88 ｼｮｳﾉ ｶｲｾｲ19
2024 石田 彬 1:35:11カツデンアーキテック株式会社89 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾗ20
2019 柳井 直樹 1:41:04大見工業株式会社90 ﾔﾅｲ ﾅｵｷ24
2014 中村 寛大 1:41:18大見工業株式会社91 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾀ19
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