
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

男子ハーフマラソン　30歳～39歳

カナ年齢

300 友森 敬一郎 1:11:27東ソー分離剤課防府走龍会ＮＥＯ1 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ30
301 竹中 敏郎 1:11:29岩国市役所2 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾛｳ35
303 豊田 浩司 1:13:27益田市役所3 ﾄﾖﾀ ｺｳｼﾞ34
302 福永 竜也 1:14:12大竹市陸協4 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ38
307 柴田 一平 1:16:14益田市陸協5 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ36
305 長岡 査憲 1:17:38ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！6 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄｼ37
314 和田 周平 1:21:30大田市陸協7 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ31
304 谷村 浩輔 1:22:16波佐見町8 ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｽｹ32
312 佐々木 泰彦 1:23:25安芸太田町9 ｻｻｷ ﾔｽﾋｺ39
326 高橋 幸雄 1:23:55熊野町役場10 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ37
315 福村 真惟 1:23:5711 ﾌｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ34
311 黒﨑 遼太郎 1:24:0012 ｸﾛｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ37
325 佐藤 章典 1:24:0013 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ30
308 沖田 諒太 1:24:2214 ｵｷﾀ ﾘｮｳﾀ30
357 佐々木 浩太郎 1:24:2215 ｻｻｷ ｺｳﾀﾛｳ38
331 池上 幸大 1:24:41上島消防ＲＣ16 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｷﾋﾛ33
321 大塚 慎也 1:25:34くにびきジョギングクラブ17 ｵｵﾂｶ ｼﾝﾔ31
306 青戸 大祐 1:26:03浜田警察署18 ｱｵﾄ ﾀﾞｲｽｹ31
316 齋藤 修二 1:27:07(株)テライ19 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ39
352 森 賢太 1:27:4820 ﾓﾘ ｹﾝﾀ38
319 井上 裕馬 1:28:1221 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾏ33
328 小松 哲也 1:28:4822 ｺﾏﾂ ﾃﾂﾔ36
413 齋藤 陽亮 1:29:20益田市陸協23 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ36
333 江口 正訓 1:29:3624 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ35
320 松原 拓也 1:30:2025 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ34
332 宮下 和也 1:30:3926 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ39
469 森安 宏昭 1:30:4327 ﾓﾘﾔｽ  ﾋﾛｱｷ35
324 加納 裕太 1:31:0328 ｶﾉｳ ﾕｳﾀ36
322 多田 光佑 1:31:1429 ﾀﾀﾞ ｺｳｽｹ31
347 河野 遼 1:31:1430 ｺｳﾉ ﾘｮｳ38
358 杉本 隆宏 1:31:1831 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ30
344 内田 直人 1:31:37熊野町役場32 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾄ36
338 棟石 慧 1:31:39ｉｒｏ－ｈａｎａＲｕｎＣｒｅｗ33 ﾑﾈｲｼ ｹｲ34
317 山本 和宏 1:31:5734 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ32
346 金田 陽佑 1:31:5835 ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｽｹ30
356 木村 誉 1:32:3136 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ37
353 澤 純平 1:33:0337 ｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ35
323 中村 良 1:33:0638 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ30
327 中司 和希 1:33:1239 ﾅｶﾂﾞｶ ｶｽﾞｷ35
343 小倉 佑斗 1:33:1640 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ36
351 片谷 浩 1:33:5741 ｶﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛｼ32
329 坂本 寛幸 1:35:14西部石油42 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ36
334 糸山 秀一 1:35:2043 ｲﾄﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ34
342 森山 昌之 1:37:21米川陸友会44 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾕｷ39
421 野本 敏 1:37:2545 ﾉﾓﾄ ｻﾄｼ35
385 間下 靖彦 1:37:4446 ﾏｼﾀ ﾔｽﾋｺ36
368 佐々木 勇輔 1:38:3247 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ30
336 根本 雅史 1:38:3848 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ33
373 森山 健 1:38:4149 ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝ32
350 下田 泰樹 1:38:5550 ｼﾓﾀﾞ ﾀｲｷ33
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330 安部 達弥 1:39:2251 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ36
389 金丸 博文 1:39:4052 ｶﾈﾏﾙ ﾋﾛﾌﾐ39
313 村中 貴大 1:39:47阿知須からの刺客53 ﾑﾗﾅｶ ﾀｶﾋﾛ31
378 石坂 勇太 1:40:0354 ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾀ39
445 昌子 淳一 1:40:5655 ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ33
372 松浦 祥弘 1:41:0156 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾋﾛ36
337 高橋 宏一郎 1:41:21ＴｅａｍＯＪＣ57 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁﾛｳ36
360 野村 峻平 1:41:52(株)テライ58 ﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ31
363 松末 考司 1:42:3959 ﾏﾂｽｴ ｺｳｼﾞ39
377 眞鍋 聡一朗 1:43:1560 ﾏﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ31
384 藤田 貴士 1:43:1661 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ31
371 水津 祐一 1:43:2962 ｽｲｽﾞ ﾕｳｲﾁ37
366 吉崎 浩之 1:43:4463 ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ39
375 田中 健也 1:44:2664 ﾀﾅｶ ｹﾝﾔ39
468 竹本 洋志 1:44:3265 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｼ38
436 酒井 槙佐也 1:44:5166 ｻｶｲ ﾏｻﾔ34
369 岩田 修治 1:44:5567 ｲﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ39
365 横田 健三 1:45:0068 ﾖｺﾀ ｹﾝｿﾞｳ32
340 福冨 弘崇 1:45:2869 ﾌｸﾄﾐ ﾋﾛﾀｶ34
354 小林 弘宜 1:45:5470 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ34
379 小田原 孝 1:46:06ミズスミカイ71 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀｶｼ32
459 奥山 樹 1:47:0072 ｵｸﾔﾏ ﾀﾂｷ34
461 岩﨑 俊也 1:47:2873 ｲﾜｻｷ ﾄｼﾔ32
455 鈴木 翔大 1:47:5674 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ35
380 山本 健一 1:49:0675 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ39
364 石川 智 1:51:1376 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ38
381 原 克典 1:51:20益田赤十字病院77 ﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ30
390 飯田 恒三 1:51:31ランチボックス78 ｲｲﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ36
398 尾田 治樹 1:52:1879 ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ37
417 池田 昌平 1:52:3980 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ31
362 椙本 英嗣 1:52:53虎熊81 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ39
403 石橋 孟士 1:52:5482 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹｼ34
361 原 浩平 1:53:18益田市役所83 ﾊﾗ ｺｳﾍｲ36
382 金本 貴行 1:53:2884 ｶﾈﾓﾄ ﾀｶﾕｷ35
422 中川 慶彦 1:53:3885 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ35
404 佐々木 晃一 1:54:4086 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ38
396 宮﨑 真司 1:54:5187 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ35
410 和木田 昌 1:54:5788 ﾜｷﾀ ﾏｻﾙ39
411 松本 駿 1:55:0989 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ38
414 川邊 宗一朗 1:55:37益田赤十字病院90 ｶﾜﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ35
428 山本 和広 1:56:0591 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ39
395 福島 拓 1:57:0192 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾑ30
318 田村 浩司 1:57:22防府市役所93 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ34
348 甲斐 慎二郎 1:57:24ＡＮＡあきんど株式会社94 ｶｲ ｼﾝｼﾞﾛｳ38
339 神原 宏明 1:57:25藤商事95 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ39
434 松橋 昂大 1:58:34ＢＴＣ96 ﾏﾂﾊｼ ﾀｶﾋﾛ32
427 白肌 桂典 1:58:3997 ｼﾗﾊﾀﾞ ｹｲｽｹ36
355 新城 亮太 2:00:4898 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ33
419 片岡 舜 2:00:5899 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝ30
457 柴田 恭兵 2:01:21100 ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ32
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370 石津 政典 2:01:22101 ｲｼｽﾞ ﾏｻﾉﾘ30
407 矢野 貴之 2:01:44102 ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ31
465 渡部 健一 2:01:49103 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ31
393 鍜治 昌宏 2:02:06山口ランネット104 ｶｼﾞ ﾏｻﾋﾛ38
359 猪股 桂吾 2:02:26105 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｺﾞ37
437 森本 考洋 2:02:37106 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ35
442 佐藤 峻次 2:02:41107 ｻﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ35
408 大賀 拓治 2:02:57108 ｵｵｶﾞ ﾀｸｼﾞ30
430 山川 祥太 2:03:02109 ﾔﾏｶﾜ ｼｮｳﾀ34
425 大畑 雄暉 2:04:23大畑建設サッカー部110 ｵｵﾊﾀ ﾕｳｷ32
341 藤原 宗貴 2:04:27大田市陸協111 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾑﾈﾀｶ37
423 柘植 純 2:06:06112 ﾂｹﾞ ｼﾞｭﾝ35
387 高野 博之 2:07:11113 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ35
426 本田 和也 2:07:12豊北アスリート114 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ39
391 小田 裕一 2:07:41115 ｵﾀﾞ ﾕｳｲﾁ39
345 ツジ マサ 2:08:15山口バンドマンランニング部116 ﾂｼﾞ ﾏｻ32
446 三原 達也 2:11:59ダイワボウレーヨン(株)益田工場117 ﾐﾊﾗ ﾀﾂﾔ32
412 伊達 康人 2:12:06118 ﾀﾞﾃ ﾔｽﾋﾄ38
431 江崎 惇 2:12:35119 ｴｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ39
439 竹内 満 2:12:50浜田市陸協120 ﾀｹｳﾁ ﾐﾁﾙ30
460 薮木 勇 2:12:54（株）ハイレックス島根121 ﾔﾌﾞｷ ｲｻﾑ36
401 曽田 祐太郎 2:13:50122 ｿﾀ ﾕｳﾀﾛｳ37
397 岸原 尚也 2:14:42123 ｷｼﾊﾗ ﾅｵﾔ36
405 西原 直樹 2:15:47124 ﾆｼﾊﾗ ﾅｵｷ31
448 田村 薫平 2:16:25柿木村サ道部125 ﾀﾑﾗ ｸﾝﾍﾟｲ39
447 長嶺 皓介 2:20:09126 ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳｽｹ36
464 長嶋 友己 2:21:13127 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓｷ35
429 岡本 純也 2:21:34128 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ32
420 中村 将太 2:22:37129 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ39
453 佐々木 裕 2:23:13ＭＭＢ130 ｻｻｷ ﾕｳ39
386 石川 悟志 2:23:15131 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ39
406 松岡 大祐 2:23:36Ｓ－ｗｉｎｄ132 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ33
418 岡田 暁 2:24:59133 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ37
451 伊藤 卓志 2:25:44134 ｲﾄｳ ﾀｶｼ31
449 平野 浩一 2:27:52＃料理バカ135 ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ37
424 永田 誠 2:29:09136 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ39
416 佐々木 潤 2:30:58137 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ30
444 長崎 潤一郎 2:31:27138 ﾅｶﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ31
409 加藤 雄太 2:40:15有限会社髙村139 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ37
462 田中 英光 2:40:25140 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾐﾂ35
443 中村 樹 2:41:09141 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｷ34
463 吉岡 真一 2:41:53142 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ39
466 中川 貴弘 2:42:41143 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ39
392 村田 知昭 2:43:17ＴＥＡＭ伊佐144 ﾑﾗﾀ ﾄﾓｱｷ38
433 重永 顕 2:43:25145 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｱｷﾗ34
441 緒方 太紀 2:44:15146 ｵｶﾞﾀ ﾀｲｷ30
432 島田 祥智 2:45:59一般社団法人津和野町観光協会147 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾄ35
454 村田 真登 2:58:28148 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ32
415 出崎 了寛 3:01:27149 ﾃﾞｻｷ ﾘｮｳｶﾝ32
452 石川 康 3:09:06150 ｲｼｶﾜ ｺｳ35

Printed : 2022/10/16 21:09:23 6 / 43 ページ Official Timer & Results By I.SAM



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

男子ハーフマラソン　30歳～39歳

カナ年齢

450 佐貫 友哉 3:09:49優勝しようなんて絶対に考えるな151 ｻﾇｷ ﾄﾓﾔ33
458 中道 一志 3:12:31152 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｼ36
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