
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

C 男子10km 満36歳～満49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/10/30

スタート：WAVEｽﾀｰﾄ -

会場: 島根県出雲市一畑薬師山上

主催: 出雲市、山陰中央新報社

34分12秒1 石津 悟438 イシヅ サトル 大竹市陸協

36分08秒2 川端 大介402 カワバタ ダイスケ ＭＡＴＡＧＩ

36分10秒3 黒﨑 遼太郎483 クロサキ リョウタロウ

36分20秒4 谷川 秀樹494 ヤガワ ヒデキ 美郷町体協

36分47秒5 矢野 秀明405 ヤノ ヒデアキ 松江市消防本部

37分35秒6 関 隆之437 セキ タカユキ 米子アイスホッケークラブ

37分56秒7 上野 敬介445 ウエノ ケイスケ

39分05秒8 陶山 邦明471 スヤマ クニアキ カナツ技建工業株式会社

39分28秒9 島本 貴章454 シマモト タカアキ 三隅ようかん

39分44秒10 女鹿田 真宏521 メカダ マサヒロ

39分50秒11 加藤 清志420 カトウ キヨシ チーム『てん』

40分06秒12 長岡 良隆433 ナガオカ ヨシタカ 斐川ＡＣ

40分15秒13 江角 勝利457 エスミ カツトシ 山のポルカ

40分30秒14 青山 智441 アオヤマ サトシ ＳＲＣ

41分02秒15 樋野 純443 ヒノ ジュン

41分10秒16 伊藤 正幸436 イトウ マサユキ 植木屋とびす園

41分13秒17 小松 哲也493 コマツ テツヤ

41分31秒18 大塚 誠411 オオツカ マコト ＯＭランナーズ

41分50秒19 中島 智久504 ナカシマ トモヒサ

42分39秒20 内田 元気442 ウチダ モトキ 平田球会

43分19秒21 山根 博之427 ヤマネ ヒロユキ 美酒ラン

43分19秒22 山口 一之426 ヤマグチ カズユキ ＢｌｕｅＳｋｙ

43分42秒23 岩崎 満409 イワサキ ミツル 山陰ランクラブ

43分47秒24 門脇 克憲466 カドワキ カツノリ

43分47秒25 藤間 健403 トウマ ケン

43分49秒26 原 健治467 ハラ ケンジ

44分15秒27 高尾 徳寛428 タカオ ノリヒロ かのあし

44分21秒28 錦織 誠治406 ニシコオリ セイジ 斐川ＡＣ

44分30秒29 坪井 公治502 ツボイ コウジ

44分33秒30 梅本 大輔508 ウメモト ダイスケ

44分40秒31 菅原 健二498 スガハラ ケンジ

44分44秒32 坂口 裕樹518 サカグチ ヒロキ

44分46秒33 桑田 隆478 クワタ リュウ ＭＳ４－５

44分56秒34 足立 健486 アダチ ケン

45分01秒35 岩見 大輔435 イワミ ダイスケ

45分18秒36 佐々木 俊裕511 ササキ トシヒロ 出雲市

45分22秒37 持田 新404 モチダ シン 島根富士通マラソン部

45分34秒38 片寄 伸一480 カタヨセ シンイチ

46分08秒39 松浦 健513 マツウラ タケシ 介護老人保健施設もちだの郷

46分26秒40 谷野 直樹490 タニノ ナオキ

46分41秒41 川上 悟419 カワカミ サトル

46分41秒42 岩田 隆宏410 イワタ タカヒロ

46分55秒43 式部 悟503 シキブ サトル

46分58秒44 内田 卓414 ウチダ マコト

47分40秒45 藤井 利通510 フジイ トシミチ キープクラブ

47分55秒46 矢田 裕一郎492 ヤタ ユウイチロウ

48分00秒47 本田 喜之491 ホンダ ヨシノブ 四絡走友会

48分08秒48 智原 博之516 チハラ ヒロユキ

48分32秒49 岡 康宏468 オカ ヤスヒロ ＹＯＤ

48分38秒50 井上 倫実458 イノウエ トモミ
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48分43秒51 小野 徹郎453 オノ テツロウ

48分56秒52 松崎 陽介522 マツザキ ヨウスケ コスモ建設コンサルタント

49分06秒53 川瀬 篤志481 カワセ アツシ

49分09秒54 篠原 昭司476 シノハラ ショウジ

49分21秒55 齋藤 孝夫451 サイトウ タカオ

49分21秒56 高橋 学463 タカハシ マナブ

49分43秒57 板倉 広幸499 イタクラ ヒロユキ ダイハツ浜乃木

50分09秒58 木村 昭史425 キムラ アキフミ 美郷町体協

50分15秒59 下山 翼470 シモヤマ ツバサ

50分33秒60 小豆澤 剛474 アズキザワ ツヨシ

50分38秒61 布村 裕介446 ヌノムラ ユウスケ まがたま

50分40秒62 次谷 太樹455 ツギタニ タイキ

50分54秒63 垰原 正訓485 タオハラ マサノリ ＨＲＣ６０

51分12秒64 懸樋 宏紀472 カケヒ ヒロノリ

51分15秒65 福田 卓512 フクダ スグル

51分31秒66 植田 智則459 ウエダ トモノリ

51分48秒67 高橋 健太郎407 タカハシ ケンタロウ 島根富士通マラソン部

52分05秒68 松井 則善477 マツイ ノリヨシ

52分16秒69 地川 勇人456 チカワ ハヤト 中電プラント

52分17秒70 植田 哲也517 ウエダ テツヤ

52分22秒71 富岡 泰章434 トミオカ ヤスアキ 島根大学医学部附属病院

52分30秒72 津端 昭文452 ツバタ アキフミ 山陰ランクラブ

52分31秒73 飯塚 和彦473 イイツカ カズヒコ

52分34秒74 内田 剛460 ウチダ ゴオ

52分41秒75 児玉 晴人424 コダマ ハルヒト （有）西工務店

53分08秒76 高見 敏英519 タカミ トシヒデ

53分11秒77 山﨑 充449 ヤマサキ ミツル

53分28秒78 中田 吉信514 ナカダ ヨシノブ

53分52秒79 藤江 満462 フジエ ミツル

54分12秒80 来海 隆義479 キマチ タカヨシ （株）システム工房エム

54分22秒81 柏木 良祐464 カシワギ リョウスケ

54分37秒82 後小路 英宜469 ウシロコウジ ヒデノリ

54分44秒83 中筋 啓介507 ナカスジ ケイスケ 一畑寺

55分01秒84 竹原 慎一515 タケハラ シンイチ

56分18秒85 岡本 俊二523 オカモト シュンジ コスモ建設コンサルタント

56分43秒86 伊東 孝之444 イトウ タカユキ

56分45秒87 錦織 健一417 ニシコオリ ケンイチ

56分46秒88 中村 将太509 ナカムラ ショウタ

56分59秒89 三好 將之408 ミヨシ マサユキ 水木しげるロードランクラブ

57分25秒90 小黒 伸顕421 オグロ ノブアキ ＭＥＡＤ

57分29秒91 園山 功505 ソノヤマ イサオ ＨＲＣ６０

57分37秒92 小泉 亮447 コイズミ リョウ まがたま

57分57秒93 山崎 健治487 ヤマサキ ケンジ

58分07秒94 狩野 裕昭475 カリノ ヒロアキ

1時間00分38秒95 嵐 真一450 アラシ シンイチ 四絡走友会

1時間00分51秒96 増田 将人482 マスダ マサト

1時間01分47秒97 山田 裕介489 ヤマダ ユウスケ 高橋アスリートクラブ

1時間01分48秒98 妹尾 雅史429 セノオ マサシ ＪＫＳＳ

1時間01分56秒99 木村 仁415 キムラ ジン 隠岐支庁

1時間03分15秒100 小林 啓418 コバヤシ アキラ 埋文センター一畑薬師マラソン部

一畑薬師マラソン大会



- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

C 男子10km 満36歳～満49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/10/30

スタート：WAVEｽﾀｰﾄ -

会場: 島根県出雲市一畑薬師山上

主催: 出雲市、山陰中央新報社

1時間03分38秒101 小室 範明412 コムロ ノリアキ 島根県国保連合会

1時間04分12秒102 野津 賢一527 ノツ ケンイチ

1時間09分02秒103 長坂 正423 ナガサカ タダシ

1時間10分48秒104 澤田 正明506 サワダ マサアキ 埋文センター一畑薬師マラソン部

1時間18分15秒105 小村 紀生524 オムラ ノリオ
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