
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　60歳以上

カナ年齢

1603 前田 満弘 1:29:30東ソー1 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ60
1600 山本 強志 1:30:15ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ2 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ60
1602 河村 一文 1:34:23リョーユーパン3 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ61
1611 向井 哲也 1:36:224 ﾑｶｲ ﾃﾂﾔ61
1605 岡田 真史 1:37:405 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ61
1614 渡 輝昭 1:38:43岩国走ろう会6 ﾜﾀﾘ ﾃﾙｱｷ69
1610 安立 朋久 1:40:10織部倶楽部7 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ60
1604 井上 盛文 1:40:53松江陸上クラブ8 ｲﾉｳｴ ﾓﾘﾌﾐ62
1618 奥田 達郎 1:41:069 ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ61
1620 民法 勝司 1:43:3310 ﾐﾝﾎﾟｳ ｶﾂｼﾞ64
1612 酒井 省二 1:44:5711 ｻｶｲ ｼｮｳｼﾞ64
1659 田中 久人 1:46:4112 ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ68
1632 土山 浩一 1:46:5113 ﾂﾁﾔﾏ ｺｳｲﾁ60
1650 吉中 睦夫 1:47:0814 ﾖｼﾅｶ ﾑﾂｵ61
1697 河村 和幸 1:47:2315 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ63
1633 影平 篤志 1:47:30米泉湖走遊会16 ｶｹﾞﾋﾗ ｱﾂｼ69
1628 宮脇 長男 1:47:44白石クラブ17 ﾐﾔﾜｷ ﾅｶﾞｵ72
1644 河野 好男 1:48:0418 ｺｳﾉ ﾖｼｵ62
1635 古山 美幸 1:48:4519 ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ61
1616 大村 清 1:49:19ランジョグ中国20 ｵｵﾑﾗ ｷﾖｼ66
1658 川村 和幸 1:50:02東淞北クラブ21 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ71
1622 梅田 一朗 1:50:36ウエスコ22 ｳﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ60
1617 岩崎 三夫 1:50:49ランナーズ山口23 ｲﾜｻｷ ﾐﾂｵ64
1663 馬場 士道 1:51:03那珂川町RC24 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾄﾞｳ70
1725 西岡 孝 1:51:26チーム勘場屋敷25 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ60
1601 藤中 紀男 1:51:3826 ﾌｼﾞﾅｶ ﾉﾘｵ62
1636 岸本 隆夫 1:52:4927 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｵ64
1642 堀内 美晴 1:52:56山口ユーアールシー28 ﾎﾘｳﾁ ﾐｾｲ71
1682 木村 孝 1:53:03浜田トライアスロンクラブ29 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ60
1623 三好 明文 1:53:0630 ﾐﾖｼ ｱｷﾌﾐ71
1649 古屋 隆 1:53:4431 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ69
1640 細川 幸信 1:54:2532 ﾎｿｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ66
1691 林 章彦 1:54:5833 ﾊﾔｼ ｱｷﾋｺ60
1676 多々納 良吉 1:55:4234 ﾀﾀﾉ ﾘｮｳｷﾁ62
1773 青木 茂 1:55:4735 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ61
1609 河内 一 1:55:4936 ｺｳﾁ ﾊｼﾞﾒ72
1701 木原 義雅 1:55:5237 ｷﾊﾗ ﾖｼﾏｻ61
1657 大久保 勝夫 1:56:35ジー・システム株式会社38 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂｵ65
1621 池田 洋一 1:57:44維新ランナーズ39 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ61
1665 古屋 芳光 1:57:4440 ﾌﾙﾔ ﾖｼﾐﾂ65
1641 上田 智 1:58:2941 ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ68
1654 谷川 清志 1:59:10山口ランネット42 ﾀﾆｶﾞﾜ ｷﾖｼ65
1685 吉岡 哲志 2:00:05旭ジョガーズ43 ﾖｼｵｶ ﾃﾂｼ68
1662 菊山 正導 2:00:10広島壮年走ろう会44 ｷｸﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ69
1680 千代延 義朋 2:00:2645 ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾖｼﾄﾓ69
1690 渡辺 安夫 2:00:2946 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ61
1672 國本 哲広 2:00:3047 ｸﾆﾓﾄ ﾃﾂﾋﾛ66
1626 松本 智 2:01:0648 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ61
1733 内田 勝彦 2:01:4249 ｳﾁﾀﾞ ｶﾂﾋｺ69
1643 田中 俊朗 2:01:4650 ﾀﾅｶ ﾄｼﾛｳ61
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男子ハーフマラソン　60歳以上

カナ年齢

1625 小林 由典 2:02:0151 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ64
1629 面手 一義 2:02:09四季の会52 ｵﾓﾃ ｶｽﾞﾖｼ66
1653 長澤 弘明 2:02:52長澤塾53 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ68
1646 國宗 信彦 2:03:1854 ｸﾆﾑﾈ ﾉﾌﾞﾋｺ64
1639 今津 里志 2:03:27小野田重機55 ｲﾏﾂﾞ ｻﾄｼ65
1699 佐竹 博 2:03:41かけちょる山口56 ｻﾀｹ ﾋﾛｼ74
1807 静間 聖嗣 2:04:4057 ｼｽﾞﾏ ｾｲｼﾞ63
1695 三澤 博美 2:04:4858 ﾐｻﾜ ﾋﾛﾐ70
1668 永見 一夫 2:04:5859 ﾅｶﾞﾐ ｶｽﾞｵ72
1763 佐々木 正 2:05:2960 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ65
1638 栗栖 和博 2:05:3961 ｸﾘｽ ｶｽﾞﾋﾛ72
1677 南 雅史 2:06:09アミノラン・光62 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾌﾐ65
1664 栗原 春登 2:06:3563 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ73
1686 清木 英明 2:07:0464 ｾｲｷ ﾋﾃﾞｱｷ60
1631 岡部 由和 2:07:1965 ｵｶﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ69
1684 岸田 勝 2:07:3166 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾙ80
1627 荒瀬 一郎 2:07:3867 ｱﾗｾ ｲﾁﾛｳ62
1688 三原 教利 2:08:1768 ﾐﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ61
1647 西永 浩司 2:08:2969 ﾆｼﾅｶﾞ ﾋﾛｼ60
1675 刀禰 茂弘 2:09:57農試走ろう会70 ﾄﾈ ｼｹﾞﾋﾛ66
1728 的場 明彦 2:10:2771 ﾏﾄﾊﾞ ｱｷﾋｺ62
1797 品川 雄太 2:10:45畜産振興協会72 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾀ65
1712 小笠原 孝之 2:10:5873 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾕｷ68
1722 広瀬 和男 2:11:0874 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｵ62
1652 竹口 清和 2:11:43津和野町城跡観光リフト75 ﾀｹｸﾞﾁ ｷﾖｶｽﾞ67
1734 売豆紀 雅昭 2:12:07めづき医院76 ﾒｽﾞｷ ﾏｻｱｷ73
1738 前田 敏正 2:12:55マツダＴＣ77 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾏｻ65
1700 岡光 寛 2:13:0078 ｵｶﾐﾂ ﾋﾛｼ63
1719 今井 敏雄 2:13:13朝霧会ＲＣ79 ｲﾏｲ ﾄｼｵ63
1681 川本 美千夫 2:13:3080 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾁｵ66
1716 坂口 雅市 2:13:30ＡＮＡ81 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｲﾁ60
1737 佐田尾 祥治 2:14:1682 ｻﾀﾞｵ ｼｮｳｼﾞ66
1624 本田 智 2:14:4083 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ67
1718 竹田 勉 2:15:22修大協創84 ﾀｹﾀﾞ ﾂﾄﾑ63
1692 安部 良治 2:15:2885 ｱﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ65
1713 築谷 秀雄 2:15:48さくらぎ薬局86 ﾂｸﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ66
1756 我孫子 俊裕 2:16:0187 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾋﾛ62
1724 三浦 裕二 2:16:02石見交通88 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ60
1696 森野 紀徳 2:16:36広島壮年走ろう会89 ﾓﾘﾉ ﾄｼﾉﾘ74
1678 床並 哲夫 2:17:24島根マスターズ90 ﾄｺﾅﾐ ﾃﾂｵ71
1726 齊藤 正隆 2:17:3191 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ71
1810 川村 夕佳 2:18:08川村建具店92 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ65
1741 佐川 輝高 2:18:1093 ｻｶﾞﾜ ﾃﾙﾀｶ64
1746 俵 次男 2:18:1594 ﾀﾜﾗ ﾂｷﾞｵ64
1714 石村 源次 2:18:24角島公民館RF95 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ71
1661 細田 稔 2:18:40みすみ光明堂96 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾉﾙ68
1740 白石 眞 2:18:4797 ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ76
1671 播谷 亮 2:18:52東京大学98 ﾊﾘﾀﾆ ﾏｺﾄ67
1748 稲元 正敏 2:18:5999 ｲﾅﾓﾄ ﾏｻﾄｼ73
1648 江川 敏雅 2:19:27江川電気管理事務所100 ｴｶﾞﾜ ﾄｼﾏｻ67
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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　60歳以上

カナ年齢

1739 西澤 裕司 2:19:52101 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ68
1753 吉村 文比古 2:21:14102 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ65
1634 佐々木 秀文 2:21:34ひでちん103 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ62
1651 藤永 礼三 2:21:37下関走ろう会104 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾚｲｿﾞｳ81
1802 山本 宏史 2:21:43105 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ66
1705 福原 健一 2:21:48106 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ62
1745 澄川 貢 2:21:57107 ｽﾐｶﾞﾜ ﾐﾂｸﾞ66
1683 新江田 智司 2:22:39仙崎みすゞ108 ﾆｴﾀﾞ ｻﾄｼ64
1660 中島 孝之 2:22:43109 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ65
1710 伊藤 功二 2:22:57110 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ61
1702 松浦 孝治 2:23:28111 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｼﾞ66
1666 山田 中 2:24:20楽走会112 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾀﾙ64
1784 山田 巧 2:24:44113 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ61
1761 東 一昭 2:25:32114 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｱｷ64
1783 川上 祐治 2:26:14115 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ66
1679 渡邉 政典 2:28:22116 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ64
1670 横沼 康男 2:28:37伊藤いちごクラブ117 ﾖｺﾇﾏ ﾔｽｵ69
1767 三上 成也 2:28:37キャプテン118 ﾐｶﾐ ｼｹﾞﾔ70
1747 吾郷 隆 2:28:57松江北山陸友会119 ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ62
1787 平岡 栄一 2:28:59120 ﾋﾗｵｶ ｴｲｲﾁ66
1808 松浦 恒久 2:29:01日本ハウズイング121 ﾏﾂｳﾗ ﾂﾈﾋｻ66
1674 肥中 義秀 2:29:02122 ﾋｼﾞﾕｳ ﾖｼﾋﾃﾞ65
1752 藤田 雅臣 2:29:10123 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｵﾐ62
1709 高野 眞二 2:29:16124 ﾀｶﾉ ｼﾝｼﾞ64
1812 森政 克之 2:29:31広島壮年走ろう会125 ﾓﾘﾏｻ ｶﾂﾕｷ64
1689 藤井 祐一 2:29:51えすかるご126 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｲﾁ73
1708 片山 清風 2:30:32127 ｶﾀｶﾏ ｷﾖｶｾﾞ68
1791 佐々木 惠二 2:31:31益田市議会議員128 ｻｻｷ ｹｲｼﾞ64
1730 河野 徹 2:32:16129 ｺｳﾉ ﾄｵﾙ62
1706 中村 史郎 2:32:56130 ﾅｶﾑﾗ ｼﾛｳ69
1751 須藤 圭介 2:33:39131 ｽﾄｳ ｹｲｽｹ63
1743 丸小山 光宣 2:33:54132 ﾏﾙｺﾔﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ69
1703 栗栖 将志 2:35:45古賀市走ろう会133 ｸﾘｽ ﾏｻｼ60
1809 山中 隆明 2:35:55134 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｱｷ71
1707 福地 正憲 2:36:19135 ﾌｸﾁ ﾏｻﾉﾘ60
1758 村野 健兒 2:36:39村野医院136 ﾑﾗﾉ ｹﾝｼﾞ64
1793 藤原 武夫 2:38:17137 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｵ68
1757 増田 英 2:38:37庄原日赤設備員138 ﾏｽﾀﾞ ｽｸﾞﾙ64
1755 水木 力 2:39:36横河ブリッジ139 ﾐｽﾞｷ ﾁｶﾗ60
1727 木村 礼司 2:40:42140 ｷﾑﾗ ﾚｲｼﾞ67
1768 大石 健造 2:40:44141 ｵｵｲｼ ｹﾝｿﾞｳ72
1780 高岡 優 2:41:02142 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾙ66
1795 村崎 賢一 2:41:08143 ﾑﾗｻｷ ｹﾝｲﾁ60
1794 三宅 雅 2:43:42ＫＣＨ走歩部144 ﾐﾔｹ ﾏｻﾙ64
1732 安部 文哉 2:44:10145 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾔ75
1766 金坂 行展 2:44:13ＲＴ末吉146 ｶﾈｻｶ ﾕｷﾉﾌﾞ61
1801 宮下 次男 2:45:32147 ﾐﾔｼﾀ ﾂｸﾞｵ69
1754 平岩 豊 2:46:04148 ﾋﾗｲﾜ ﾕﾀｶ66
1789 小日山 英介 2:46:53149 ｺﾋﾔﾏ ｴｲｽｹ60
1759 中村 明 2:47:56維新ランナーズ150 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ68
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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　60歳以上

カナ年齢

1698 西本 悟 2:49:36電設コンサルタンツＲＣ151 ﾆｼﾓﾄ ｻﾄﾙ62
1800 祝部 由喜夫 2:50:09走れとうふ152 ﾎｳﾘ ﾕｷｵ68
1711 楫 佳幸 2:50:46153 ｶｼﾞ ﾖｼﾕｷ64
1775 小石 幸男 2:50:53154 ｺｲｼ ﾕｷｵ65
1645 田中 哲哉 2:52:46155 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ66
1750 大下 誠 2:54:16出雲市陸協156 ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ64
1790 岩本 泉己 2:54:29157 ｲﾜﾓﾄ ｲｽﾞﾐ69
1782 西田 孝之 2:55:31ネッツトヨタ愛知158 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ64
1792 髙原 敬明 2:55:52159 ﾀｶﾊﾗ ﾀｶｱｷ62
1769 月森 俊光 2:55:54160 ﾂｷﾓﾘ ﾄｼﾐﾂ61
1765 日比野 政彦 2:56:23広島壮年走ろう会161 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾋｺ71
1772 山本 勉 2:57:49162 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ65
1770 山口 潔 2:57:55163 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ61
1771 多々納 康雄 3:03:50164 ﾀﾀﾉ ﾔｽｵ69
1779 益田 伴樹 3:05:55新菱冷熱工業165 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｷ63
1715 米司 実 3:06:26166 ﾖﾈｼﾞ ﾐﾉﾙ70
1749 山本 泰 3:07:58167 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ61
1804 古満 伊里 3:12:31168 ﾌﾙﾐﾂ ｲｻﾄ64
1781 福田 泰祐 3:13:18誠愛リハビリテーション病院169 ﾌｸﾀ ﾀｲｽｹ64
1778 齋藤 寿章 3:14:13170 ｻｲﾄｳ ﾋｻｱｷ61
1776 有村 泰弘 3:14:38171 ｱﾘﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ61
1803 山下 博 3:14:53172 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ61
1785 豊田 宏樹 3:22:46ぷらいど173 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ61
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