
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　50歳～59歳

カナ年齢

1100 鶴田 博之 1:16:31北九州ＲｉＣ1 ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ51
1101 田中 賢一 1:18:242 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ52
1106 竹本 敬史 1:22:36山口県庁3 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ50
1109 続木 正弘 1:22:54Ｔ．ＶＩＶＡ！4 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻﾋﾛ53
1102 大下 和広 1:24:24宇部市陸協5 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ54
1121 山田 洋治 1:25:31ＵＢＥ三菱セメント6 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ50
1112 持田 淳 1:28:23宍道体協7 ﾓﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ52
1124 橋本 正司 1:28:278 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ53
1122 倉田 昇治 1:29:029 ｸﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ50
1117 青山 彰洋 1:29:0710 ｱｵﾔﾏ ｱｷﾋﾛ53
1120 杉山 信一郎 1:29:14Ｔ・ＶＩＶＡ！11 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ59
1148 川島 建司 1:29:31平田走ろう会12 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ59
1131 岩木 学 1:30:1513 ｲﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ50
1127 山下 賢治 1:30:40ＡＣ５３８14 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ50
1111 應潟 雄一 1:30:49柳井市役所15 ｵｵｶﾞﾀ ﾕｳｲﾁ53
1110 山本 純治 1:30:50日本製紙16 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ50
1123 和田 健一 1:30:50下関市役所17 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ50
1113 村田 信弘 1:31:00福岡友走ＲＣ18 ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ53
1150 登根 健一 1:31:0819 ﾄﾈ ｹﾝｲﾁ54
1151 隅田 耕作 1:31:59くだまつ絆星20 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｻｸ53
1114 緒方 正広 1:32:13佐賀陸協21 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ59
1147 伊東 輝彦 1:32:46大藤医院22 ｲﾄｳ ﾃﾙﾋｺ51
1135 井上 正明 1:33:1823 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ58
1133 木村 賢治 1:33:21ひらちゅう24 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ50
1156 西廣 俊之 1:33:3325 ﾆｼﾋﾛ ﾄｼﾕｷ53
1160 武井 久 1:33:3926 ﾀｹｲ ﾋｻｼ51
1194 佐藤 裕二 1:34:1427 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ54
1115 内藤 浩司 1:34:1828 ﾅｲﾄｳ ｺｳｼﾞ53
1132 亀山 泰彦 1:34:38出雲村田製作所29 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ51
1144 美藤 陽一 1:34:57広島ＯＬＣ30 ﾐﾄｳ ﾖｳｲﾁ56
1174 中里 雄治 1:35:03ＹＭＦＧ31 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ52
1155 梅舎 慎二 1:36:05東ソー32 ｳﾒﾔ ｼﾝｼﾞ51
1157 三代 高広 1:36:0833 ﾐｼﾛ ﾀｶﾋﾛ50
1435 別所 祐司 1:36:2634 ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｼﾞ53
1143 神出 健児 1:36:41花もゆランナー35 ｼﾞﾝﾃﾞ ｹﾝｼﾞ54
1141 山崎 浩昭 1:36:4436 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｱｷ51
1215 平田 健 1:36:4737 ﾋﾗﾀ ｹﾝ52
1119 佐々木 和夫 1:36:58萩柔道協会38 ｻｻｷ ｶｽﾞｵ59
1173 小松 伸太郎 1:37:38藤山消防団39 ｺﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ54
1237 行迫 孝治 1:37:50広島県庁40 ﾕｷｻｺ ｺｳｼﾞ52
1152 小川 祐二 1:37:51ＵＢＥ走行会41 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ50
1128 金丸 公宣 1:37:5442 ｶﾅﾏﾙ ﾏｻﾉﾘ53
1233 奥屋 利彦 1:37:57米泉湖走遊会43 ｵｸﾔ ﾄｼﾋｺ59
1129 後藤 薫 1:38:28東ソー44 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾙ59
1164 西川 正文 1:38:3945 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ51
1130 森川 真吾 1:38:5546 ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｺﾞ51
1234 今野 誠司 1:39:38ＥＮＥＯＳ47 ｺﾝﾉ ｾｲｼﾞ57
1179 芳西 孝行 1:40:3548 ﾎｳﾆｼ ﾀｶﾕｷ51
1162 清水 徳雄 1:41:02チーム■しみず49 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｵ54
1196 岡田 成人 1:41:13ＪＣメロス50 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ57
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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　50歳～59歳

カナ年齢

1168 山田 隆信 1:41:1451 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ52
1172 井町 実成 1:41:21萩市陸協52 ｲﾏﾁ ﾐﾅﾙ55
1197 景山 高幸 1:41:44パワフル親父！53 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ53
1183 岸本 博樹 1:41:4654 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｷ51
1181 大浜 崇 1:42:1255 ｵｵﾊﾏ ﾀｶｼ51
1198 三島 康夫 1:42:4056 ﾐｼﾏ ﾔｽｵ52
1262 徳重 正志 1:42:43八道クラブ57 ﾄｸｼｹﾞ ﾏｻｼ51
1108 江木 修二 1:42:4958 ｴｷﾞ ｼｭｳｼﾞ54
1137 武村 一郎 1:42:51Ｔ．ＶＩＶＡ！59 ﾀｹﾑﾗ ｲﾁﾛｳ51
1158 上田 靖文 1:42:5560 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ54
1222 原田 義之 1:43:2261 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ55
1163 多田 浩則 1:43:25東京陸協62 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ52
1219 浜口 豊 1:43:2763 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ52
1182 後山 慎一 1:43:43藤山消防団64 ｳｼﾛﾔﾏ ｼﾝｲﾁ55
1195 宮野音 努 1:44:29広島アスリート65 ﾐﾔﾉｵﾄ ﾂﾄﾑ53
1184 川井 元晴 1:44:3666 ｶﾜｲ ﾓﾄﾊﾙ57
1167 増本 康治 1:44:37山陰ランクラブ67 ﾏｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ55
1192 堀越 健 1:44:55益田市陸協68 ﾎﾘｺｼ ﾀｹｼ50
1200 宝迫 信義 1:44:5569 ﾎｳｻｺ ﾉﾌﾞﾖｼ56
1146 南部 智秀 1:45:0770 ﾅﾝﾌﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ50
1230 米本 房永 1:45:1771 ｺﾒﾓﾄ ﾌｻﾉﾘ55
1306 福間 達哉 1:45:5372 ﾌｸﾏ ﾀﾂﾔ57
1253 熊谷 正俊 1:45:5973 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ59
1166 奥村 直孝 1:46:00広空ランナーズ74 ｵｸﾑﾗ ﾅｵﾀｶ50
1226 高瀬 太 1:46:09ちはら台走友会75 ﾀｶｾ ﾌﾄｼ58
1140 徳田 陽一 1:46:18うさぎ組76 ﾄｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ53
1231 服部 一雄 1:46:3577 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｵ55
1185 岡嶋 賢幸 1:46:41山口県庁78 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ54
1171 大谷 和弘 1:47:0679 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ59
1188 生方 健 1:47:50山陽小野田市陸80 ｳﾌﾞｶﾀ ﾀｹｼ58
1159 高田 典克 1:47:5281 ﾀｶﾀ ﾉﾘｶﾂ51
1178 原田 三千丈 1:47:54維新ランナーズ82 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾀｹ57
1202 溝下 博 1:48:20Ｌ＆Ｒ83 ﾐｿﾞｼﾀ ﾋﾛｼ57
1169 松島 正弘 1:48:55広島愉快走部84 ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾋﾛ59
1125 来島 永治 1:49:0185 ｷｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ53
1191 西村 光二 1:49:0186 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ53
1145 三浦 実 1:49:06維新ランナーズ87 ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ59
1245 佐々井 宗徳 1:49:06ＳＯＹＯＴＹＲＥ88 ｻｻｲ ﾑﾈﾉﾘ52
1134 藤村 政昭 1:49:0989 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ55
1272 栗原 吉雄 1:49:36エフアンドエフ90 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ53
1357 安田 潤 1:50:1091 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ52
1126 馬庭 豊 1:50:15出雲村田製作所（波根）92 ﾏﾆﾜ ﾕﾀｶ57
1280 國安 宏俊 1:50:41伊藤ＨＣ93 ｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄｼ58
1308 廣瀬 智美 1:51:0294 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾐ53
1264 須賀 雅彦 1:51:06熊野町役場95 ｽｶﾞ ﾏｻﾋｺ54
1254 道免 憲司 1:51:1896 ﾄﾞｳﾒﾝ ｹﾝｼﾞ57
1161 加藤 裕一郎 1:51:2197 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ55
1228 本常 良孝 1:51:4198 ﾓﾄﾂﾈ ﾖｼﾀｶ53
1395 原 秀夫 1:51:5599 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ52
1187 竹原 隆司 1:51:56麦ラン会100 ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ58
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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　50歳～59歳

カナ年齢

1190 高羽 英文 1:51:59101 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ53
1249 飯原 康広 1:52:20102 ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ56
1353 宮本 典俊 1:52:25103 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘﾄｼ50
1348 西野 泰史 1:52:29104 ﾆｼﾉ ﾔｽｼ50
1210 渡辺 寿 1:52:35石央森組105 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ53
1251 北脇 弘之 1:52:51106 ｷﾀﾜｷ ﾋﾛﾕｷ58
1269 二宮 万久 1:53:05北九州ウルトラ107 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾋｻ59
1252 石橋 勇美 1:53:11ランチボックス108 ｲｼﾊﾞｼ ｲｻﾐ57
1279 三浦 靖浩 1:53:25トーイツ陸上部109 ﾐｳﾗ ﾔｽﾋﾛ52
1236 庄司 彰 1:53:29110 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾗ57
1225 森田 竜也 1:53:30111 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ51
1193 原田 信志 1:53:31日立笠戸112 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ56
1247 畝田 知一 1:53:56113 ｳﾈﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ50
1209 相良 健 1:53:57114 ｻｶﾞﾗ ﾀｹｼ57
1165 野村 倫夫 1:53:59115 ﾉﾑﾗ ﾉﾘｵ53
1257 坂本 伸宏 1:54:24116 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ58
1289 稻田 修敏 1:54:52117 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ50
1412 坂根 太平 1:54:53118 ｻｶﾈ ﾀｲﾍｲ51
1244 川野 孝二 1:55:01119 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ58
1384 坂本 治雄 1:55:02リオン有限会社120 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｵ59
1154 森山 浩二 1:55:13121 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ54
1216 銭本 徹 1:55:17農試走ろう会122 ｾﾞﾆﾓﾄ ﾄｵﾙ56
1271 栗原 誠 1:55:19123 ｸﾘﾊﾗ ﾏｺﾄ53
1224 大石 学 1:56:06がまがえる124 ｵｵｲｼ ﾏﾅﾌﾞ54
1418 大森 浩行 1:56:06125 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ58
1276 佐々木 敏一 1:56:20126 ｻｻｷ ﾄｼｶｽﾞ57
1229 松山 正悟 1:56:28127 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ54
1277 林 幹太 1:56:43128 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ55
1321 福岡 数彦 1:56:49ランジョク129 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ58
1355 西山 幸大 1:56:51130 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ51
1186 深ヶ迫 徹 1:57:05浜田ＨＲＣ131 ﾌｶｶﾞｻｺ ﾄｵﾙ57
1211 藤井 昭夫 1:57:29132 ﾌｼﾞｲ ｱｷｵ57
1437 内田 勉 1:57:29133 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ56
1217 渡部 貴幸 1:57:33熊野町役場134 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾕｷ50
1304 藤村 治人 1:57:42三隅ようかん135 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾄ55
1283 江村 正明 1:57:54136 ｴﾑﾗ ﾏｻｱｷ54
1300 吉冨 健一 1:58:03137 ﾖｼﾄﾞﾐ ｹﾝｲﾁ54
1221 実原 哲也 1:58:23138 ｼﾞﾂﾊﾗ ﾃﾂﾔ55
1334 黒田 克巳 1:58:27ＯＭランナーズ139 ｸﾛﾀﾞ ｶﾂﾐ57
1352 城崎 敬祐 1:58:56140 ｼﾞｮｳｻﾞｷ ｹｲｽｹ50
1290 山家 通宏 1:59:01141 ﾔﾏｶﾞ ﾐﾁﾋﾛ50
1286 鬼武 史郎 1:59:06142 ｵﾆﾀｹ ｼﾛｳ55
1354 更谷 正行 1:59:12143 ｻﾗﾀﾆ ﾏｻﾕｷ58
1371 西森 快雄 1:59:16シマネ益田電子（株）144 ﾆｼﾓﾘ ﾔｽｵ57
1201 橋本 利和 1:59:42145 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ56
1294 藤井 央己 1:59:49146 ﾌｼﾞｲ ﾃﾙｷ57
1288 賀元 修司 1:59:55147 ｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ53
1324 竹島 孝宜 2:00:27雨雲軍団148 ﾀｹｼﾏ ﾀｶﾖｼ52
1241 村本 和久 2:00:45149 ﾑﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ55
1240 久保 徹朗 2:01:01裸足ランニングクラブ香川150 ｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ58
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男子ハーフマラソン　50歳～59歳

カナ年齢

1351 大西 裕貴 2:01:19151 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾀｶ50
1373 藤井 祥晴 2:01:46152 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾊﾙ53
1242 高山 良一 2:01:50にこにこ整骨院153 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ53
1335 三巻 浩一 2:02:06154 ﾐﾏｷ ｺｳｲﾁ54
1203 中 成晃 2:02:09155 ﾅｶ ﾏｻｱｷ50
1220 中野 賢治 2:02:24都志見病院156 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ59
1356 山根 信昭 2:03:03浅江おやじの会157 ﾔﾏﾈ ﾉﾌﾞｱｷ50
1326 平野 辰男 2:03:31158 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｵ54
1332 石川 耕司 2:03:32徳山興産159 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ56
1223 木原 秀樹 2:04:07160 ｷﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ55
1177 坂口 悟 2:04:08ＣＲ２中日本161 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾙ59
1363 岩本 富士久 2:04:15162 ｲﾜﾓﾄ ﾌｼﾞﾋｻ52
1282 宅野 正紀 2:04:22163 ﾀｸﾉ ﾏｻﾉﾘ50
1333 辻野 佳人 2:04:38164 ﾂｼﾞﾉ ﾖｼﾄ55
1339 白崎 茂一郎 2:04:47165 ｼﾗｻｷ ｼｹﾞｲﾁﾛｳ50
1278 田中 健一 2:04:58166 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ54
1295 新良貴 元彦 2:05:07ランジョグ中国167 ｼﾗｷ ﾓﾄﾋｺ51
1314 森山 あとむ 2:05:34キューサイファーム島根168 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾄﾑ54
1207 野村 泰 2:05:46169 ﾉﾑﾗ ﾔｽｼ54
1361 三浦 浩 2:06:06170 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ54
1370 藤田 真弘 2:06:23171 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ59
1213 清水 健 2:06:43172 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ57
1427 大槻 剛志 2:06:56173 ｵｵﾂｷ ﾀｹｼ52
1447 新川 宏司 2:07:06174 ｼﾝｶﾜ ｺｳｼﾞ56
1204 藤岡 正綱 2:07:08175 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻﾂﾅ54
1368 吉田 哲夫 2:07:08176 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂｵ54
1142 本田 聡 2:07:11山口県庁バドミントンクラブ177 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ53
1298 大谷 亨 2:07:36神戸大学178 ｵｵﾔ ﾄｵﾙ52
1401 森脇 伸哉 2:07:48179 ﾓﾘﾜｷ ｼﾝﾔ53
1432 小松 正道 2:08:02安来高校180 ｺﾏﾂ ﾏｻﾐﾁ59
1325 石飛 臣一郎 2:08:32181 ｲｼﾄﾋﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ51
1343 深田 昌俊 2:09:12182 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻﾄｼ53
1212 中島 豊文 2:09:29沼陰ＡＣ183 ﾅｶｼﾏ ﾄﾖﾌﾐ56
1323 花田 孝一 2:09:40184 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ52
1299 下村 佳久 2:10:00野村證券　鳥取島根法人部185 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾋｻ54
1433 石田 悦二 2:10:47186 ｲｼﾀﾞ ｴｯｼﾞ58
1273 佐藤 崇 2:10:56187 ｻﾄｳ ﾀｶｼ52
1366 久原 宜哲 2:11:46チームあんの188 ｸﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ52
1408 國芳 康宏 2:11:47189 ｸﾆﾖｼ ﾔｽﾋﾛ57
1347 大屋 輝夫 2:11:53ＡＮＡウィングフェローズ190 ｵｵﾔ ﾃﾙｵ51
1349 長田 直文 2:12:24山陰ランクラブ191 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾌﾐ54
1383 池田 知弘 2:12:24192 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ50
1296 笠木 直彦 2:12:53マツダ株式会社193 ｶｻｷ ﾅｵﾋｺ56
1250 池田 稔 2:13:08194 ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ59
1227 久保田 知行 2:13:18195 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ57
1303 橋本 武将 2:13:21196 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾏｻ51
1302 船津 孝 2:13:26197 ﾌﾅﾂ ﾀｶｼ58
1170 石田 英明 2:13:37長州楽走会198 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ55
1293 塩路 裕太 2:13:46新興発条工業199 ｼｵｼﾞ ﾕｳﾀ54
1389 中山 智之 2:14:07200 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ52
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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　50歳～59歳

カナ年齢

1372 住吉 正紀 2:14:33ホノマラ201 ｽﾐﾖﾝ ﾏｻﾉﾘ50
1292 宮崎 幸司 2:14:48202 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ54
1367 田中 学 2:16:02203 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ59
1330 須藤 宏 2:16:31北九州走ろう会204 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ57
1255 宮田 泰之 2:16:50維新ランナーズ205 ﾐﾔﾀ ﾔｽﾕｷ53
1345 大石 和育 2:16:55206 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｲｸ52
1411 白上 憲和 2:17:00207 ｼﾗｶﾞﾐ ﾉﾘｶｽﾞ56
1318 山本 佳志 2:17:16西日本旅客鉄道株式会社208 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ59
1381 古川 和宏 2:17:22209 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ57
1317 川野 英明 2:17:23210 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｱｷ54
1316 森山 浩 2:17:27211 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ51
1260 若槻 明 2:17:32212 ﾜｶﾂｷ ｱｷﾗ56
1382 吉賀 央 2:17:45213 ﾖｼｶ ﾋｻｼ52
1218 松村 吉泰 2:18:07214 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ52
1322 鐘築 健 2:18:08215 ｶﾈﾁｸ ﾀｹｼ56
1386 高橋 正幸 2:18:21216 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ53
1350 坪野 利光 2:18:57217 ﾂﾎﾞﾉ ﾄｼﾐﾂ50
1365 窪田 裕之 2:19:24218 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ50
1416 釜谷 由貴 2:19:46岡山大鵬219 ｶﾏﾀﾆ ﾕﾀｶ58
1428 林 亨 2:19:49220 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ54
1261 青井 聡 2:20:00福山通運221 ｱｵｲ ｻﾄｼ53
1394 生沼 深志 2:20:41222 ｵｲﾇﾏ ｼﾝｼﾞ57
1379 甲斐 伸治 2:20:56223 ｶｲ ｼﾝｼﾞ53
1275 渡部 幸由 2:21:09224 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾖｼ50
1270 田中 義孝 2:21:34ニッポンランナーズ佐倉225 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ59
1341 西村 亜土 2:21:38226 ﾆｼﾑﾗ ｱﾄﾞ57
1407 吉村 昌憲 2:22:16227 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ57
1399 松浦 康洋 2:22:34228 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾋﾛ57
1400 石田 克久 2:22:40229 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｻ50
1238 田中 文仁 2:22:41230 ﾀﾅｶ ﾌﾐﾋﾄ54
1263 廣石 泰則 2:22:46萩市231 ﾋﾛｲｼ ﾔｽﾉﾘ55
1444 田中 大作 2:22:55232 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ54
1287 百合本 宏志 2:23:29233 ﾕﾘﾓﾄ ﾋﾛｼ53
1390 須原 雅弘 2:23:38ダイワボウレーヨン234 ｽﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ59
1337 村井 孝嘉 2:24:42235 ﾑﾗｲ ﾀｶﾖｼ51
1256 安村 義夫 2:25:00津和野町236 ﾔｽﾑﾗ ﾖｼｵ55
1403 小川 俊一 2:25:42もりっこらん237 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ59
1346 八束 政義 2:25:43238 ﾔﾂｶ ﾏｻﾖｼ52
1309 汐見 啓介 2:25:53239 ｼｵﾐ ｹｲｽｹ57
1206 坂根 智博 2:26:12山陰ランクラブ240 ｻｶﾈ ﾄﾓﾋﾛ51
1336 石飛 文太郎 2:26:15241 ｲｼﾄﾋﾞ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ53
1315 岡崎 充博 2:26:31紫分団242 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾁﾋﾛ52
1266 片山 憲治 2:26:57243 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝｼﾞ59
1387 下村 和正 2:27:09244 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ57
1331 寺岡 克美 2:27:13245 ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾐ58
1392 石本 裕己 2:27:50246 ｲｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ52
1446 小川 雅隆 2:27:58247 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ51
1424 豊田 政昭 2:29:03248 ﾄﾖﾀ ﾏｻｱｷ51
1431 内部 宏 2:29:18島根県249 ｳﾁﾍﾞ ﾋﾛｼ53
1338 春名 秀輝 2:29:27湯田温泉250 ﾊﾙﾅ ﾋﾃﾞｷ51
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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　50歳～59歳

カナ年齢

1310 松下 博紀 2:29:41251 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾉﾘ54
1391 岡田 健一 2:30:53252 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ55
1369 松本 有司 2:31:14全日本空輸㈱山陰支店253 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ53
1344 北熨斗 克徳 2:31:26254 ｷﾀﾉｼ ｶﾂﾉﾘ56
1388 柏井 功 2:31:40255 ｶｼﾜｲ ｲｻｵ53
1396 伊藤 博幸 2:32:35256 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ57
1410 上杉 将史 2:33:10257 ｳｴｽｷﾞ ﾏｻｼ52
1423 山中 勝昭 2:33:41258 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂｱｷ50
1436 原 一彦 2:34:20259 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ51
1419 阿川 健二 2:35:03熊野町役場260 ｱｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ54
1378 中川 孝 2:35:16261 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ59
1413 石川 義人 2:36:01262 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾄ55
1329 小森 憲二 2:36:11全日本空輸株式会社263 ｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ55
1291 川原 謙一郎 2:37:16264 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ59
1439 濱口 健 2:37:17あなぶき不動産流通265 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾝ50
1319 平川 学 2:38:33266 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ57
1405 椋木 鉄也 2:38:46267 ﾑｸﾉｷ ﾃﾂﾔ53
1342 井勢 康之 2:39:02ＭＩＩＫ＋Ｇ268 ｲｾ ﾔｽﾕｷ55
1380 吉村 学 2:39:30日本郵便269 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ56
1385 芳川 裕章 2:40:18270 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ51
1429 葛城 宏 2:40:27271 ｶﾂﾗｷﾞ ﾋﾛｼ58
1409 石根 昌幸 2:40:30清水サバーズ272 ｲｼﾈ ﾏｻﾕｷ52
1375 久保田 俊二 2:41:01273 ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ58
1359 岡村 俊宏 2:41:48274 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ55
1445 森脇 靖 2:41:52キアリス275 ﾓﾘﾜｷ ﾔｽｼ51
1305 安田 登 2:43:02山陰ランクラブ276 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ55
1239 大竹 利昭 2:43:55277 ｵｵﾀｹ ﾄｼｱｷ58
1297 春木 裕史 2:46:02山陰ランクラブ278 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ54
1397 神田 誠司 2:46:06山口労働局279 ｺｳﾀﾞ ｾｲｼﾞ59
1404 大嶌 貴弘 2:46:13日本製鋼所280 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ54
1430 烏田 文男 2:47:41ＪＡしまね281 ｶﾗｽﾀﾞ ﾌﾐｵ56
1402 松尾 隆之 2:49:13282 ﾏﾂｵ ﾀｶﾕｷ59
1374 清水 正剛 2:49:40ＴＨＫ楽走会283 ｼﾐｽﾞ ｾｲｺﾞｳ57
1422 永田 俊彦 2:50:04284 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ58
1406 小山 久満 2:50:54285 ｺﾔﾏ ﾋｻﾐﾂ55
1311 谷本 智美 2:51:20286 ﾀﾆﾓﾄ ﾄﾓﾐ59
1440 角田 雅勇 2:51:28287 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｵ57
1274 影山 仁 2:51:38288 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ54
1414 松本 謙吾 2:53:34289 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ59
1320 齋藤 公孝 2:54:50益田東高等学校290 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾀｶ51
1415 小西 広宣 2:55:01291 ｺﾆｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ57
1417 中田 一哉 2:55:20292 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾔ57
1340 三輪 由浩 2:58:57マルサン293 ﾐﾜ ﾖｼﾋﾛ54
1450 白井 明 3:00:34浜田水産高校294 ｼﾗｲ ｱｷﾗ57
1398 佐久間 真治 3:01:05卯年倶楽部295 ｻｸﾏ ｼﾝｼﾞ59
1393 柏 直志 3:02:00296 ｶｼﾜ ﾅｵﾕｷ59
1267 小松 正樹 3:09:01ホテル白鳥297 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ57
1442 羽原 道治 3:10:44298 ﾊﾊﾞﾗ ﾐﾁﾊﾙ59
1443 藤原 英二 3:11:41299 ﾌｼﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ56
1434 上条 仁志 3:14:34300 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾄｼ50
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