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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　中学生～29歳

カナ年齢

7 古賀 友明 1:11:53大竹市陸協1 ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ26
4 吉冨 恭平 1:12:15山口市陸協2 ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ25

10 久保田 真司 1:15:323 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｼﾞ29
12 三澤 慎太郎 1:17:064 ﾐｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ26
3 金坂 裕貴 1:17:445 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ25

14 大賀 徹 1:19:45旭ジョガーズ6 ｵｵｶ ﾄｵﾙ26
2 渡邊 賢 1:20:22東ソー7 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ26
9 繁永 博行 1:26:03宇部市8 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ29

19 政屋 志優人 1:26:08中国労働金庫9 ﾏｻﾔ ｼｭｳﾄ22
23 河野 晃一郎 1:27:45下関走ろう会10 ｺｳﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ25
24 永安 悠人 1:27:5211 ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾄ22
18 田中 柊斗 1:28:38神戸天然物化学12 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾄ25
15 橋本 和明 1:29:58チームまつはし13 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ29
20 林 大智 1:30:5614 ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ29
34 大野 晋 1:31:2015 ｵｵﾉ ｼﾝ26
29 三井 豪大 1:32:3016 ﾐｲ ﾀｹﾋﾛ28
31 橋爪 雄佑 1:33:21東ソー17 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ28

101 陶山 佑大 1:34:48(株)きのこハウス18 ｽﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ28
39 原 翔一郎 1:35:2319 ﾊﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ28
40 山根 光二 1:39:40金城ＡＣ20 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ21
22 大前 達郎 1:40:2121 ｵｵﾏｴ ﾀﾂﾛｳ28
11 村田 隼駿 1:40:31防府走龍会22 ﾑﾗﾀ ﾊﾔﾄ19
33 稲尾 大輝 1:41:1123 ｲﾅｵ ﾀﾞｲｷ28
41 西野 弘晃 1:41:5924 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ28
17 森山 広志 1:42:00益田市陸上競技協会25 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ25
76 園田 旬作 1:43:0626 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝｻｸ28
16 見川 弘武 1:43:52丸善製薬27 ﾐｶﾜ ﾋﾛﾑ19
21 田部 秀和 1:44:11西川ゴム工業28 ﾀﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ28
65 石鍋 颯一 1:44:16岡山大学29 ｲｼﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ23
30 石田 直久 1:44:4130 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾋｻ21
38 遠藤 孝真 1:45:1531 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ24
93 山村 佑希 1:45:2232 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ21
36 内田 直樹 1:45:37山口銀行33 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ28
51 三好 修平 1:45:57旭ジョガーズ34 ﾐﾖｼ ｼｭｳﾍｲ25
27 田村 悠 1:47:0635 ﾀﾑﾗ ﾕｳ26
45 岡田 一寿 1:47:3836 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ22
77 マッティングリー ダンケン 1:49:3037 ﾏｯﾃｨﾝｸﾞﾘｰ ﾀﾞﾝｹﾝ26
53 松本 健児 1:49:3738 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ28
32 金沖 巧望 1:49:5939 ｶﾈｵｷ ﾀｸﾐ21
99 中島 瑠偉 1:50:3840 ﾅｶｼﾏ ﾙｲ22
42 向 寛介 1:51:3641 ﾑｶｲ ｶﾝｽｹ29
13 内田 遼 1:53:02ＴＥＡＭムカパラ42 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳ23
26 伊東 侑希 1:55:21萩高校43 ｲﾄｳ ﾕｳｷ16
82 石川 奈智 1:56:0144 ｲｼｶﾜ ﾅﾁ26
83 井上 寿紀 1:56:2745 ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ22
75 栗原 弘季 1:57:2846 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｷ27
35 河野 亮輔 1:58:5547 ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ27
96 中嵜 大貴 1:59:5048 ﾅｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ28
43 小松 和博 1:59:52西部石油株式会社49 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ26
47 糸原 虎之介 2:00:0050 ｲﾄﾊﾗ ﾄﾗﾉｽｹ20
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86 福原 廉 2:02:1251 ﾌｸﾊﾗ ﾚﾝ23
25 生方 宏顕 2:02:26うぶラン52 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛｱｷ28
62 久保田 晋平 2:04:2453 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ26
44 谷尾 聡一郎 2:06:2154 ﾀﾆｵ ｿｳｲﾁﾛｳ28
79 佐々木 陽平 2:07:12米子市観光協会55 ｻｻｷ ﾖｳﾍｲ24
95 原田 航希 2:08:0256 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ28
63 権平 貴大 2:08:3757 ｺﾞﾝﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾋﾛ29
68 島澤 慶彦 2:09:4558 ｼﾏｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ26
67 内田 啓介 2:14:4059 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ25
60 鎌田 拓斗 2:16:1260 ｶﾏﾀ ﾀｸﾄ25
70 木村 元 2:16:14熊野町役場61 ｷﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ29
94 岩本 龍人 2:16:3762 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄ22
66 内部 建 2:17:59広島修道大学63 ｳﾁﾍﾞ ﾀｹﾙ22
61 福田 恭路 2:18:1864 ﾌｸﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ27
97 堀川 幸一郎 2:19:53ＴＧＮ65 ﾎﾘｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ27
46 岸 明弘 2:20:2566 ｷｼ ｱｷﾋﾛ29
37 川井 智貴 2:22:2867 ｶﾜｲ ﾄﾓｷ29
49 三浦 伊織 2:23:0568 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ27
55 藤井 広俊 2:23:0669 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄｼ25
81 小松 勇斗 2:23:47益田高校70 ｺﾏﾂ ﾕｳﾄ23
88 山内 真喜夫 2:24:1571 ﾔﾏｳﾁ ﾏｷｵ27
85 須川 昭 2:25:1372 ｽｶﾞﾜ ｱｷﾗ29
87 柳井 隆基 2:27:16カツデンアーキテック株式会社73 ﾔﾅｲ ﾘｭｳｷ18
1 虫明 拓郎 2:31:01ミツヒロ74 ﾑｼｱｹ ﾀｸﾛｳ27

54 稲村 渡 2:33:5875 ｲﾅﾑﾗ ﾜﾀﾙ27
73 根本 卓也 2:34:1976 ﾈﾓﾄ ﾀｸﾔ27
84 前田 輝 2:37:08株式会社松永牧場77 ﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ22
89 井上 裕將 2:37:22熊野町役場78 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾏｻ29
52 中村 緯 2:37:41テケナバ宇宙79 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶﾈ29
58 伊南 陽介 2:44:1680 ｲﾅﾐ ﾖｳｽｹ24

9902 清水 皓一 2:44:1781 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ25
56 森 敬佑 2:44:4782 ﾓﾘ ｹｲｽｹ25
57 森岡 竜一 2:44:4783 ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳｲﾁ24
80 森田 晟裕 2:44:4984 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ25
98 北 悠雅 2:47:54全日本空輸株式会社85 ｷﾀ ﾕｳｶﾞ26
91 松永 一成 2:52:02株式会社松永牧場86 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｯｾｲ24
90 田根 悠作 2:52:04株式会社松永牧場87 ﾀﾈ ﾕｳｻｸ24
69 古本 隼都 2:58:21テケナバ宇宙88 ﾌﾙﾓﾄ ﾊﾔﾄ28
78 厚東 朋希 3:05:0689 ｺｳﾄｳ ﾄﾓｷ24
74 スコット シェイン 3:08:2390 ｽｺｯﾄ ｼｪｲﾝ26
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