
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

D 男子10km 満50歳～満69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

39分21秒1 川島 建司620 カワシマ ケンジ 平田走ろう会

39分30秒2 実重 誠吾628 サネシゲ セイゴ ＭＳ４－５

41分34秒3 有村 尚也626 アリムラ ヒサヤ アリオンランニングクラブ

42分18秒4 山根 一男674 ヤマネ カズオ ＲＴあまかん

42分26秒5 森山 浩二662 モリヤマ コウジ

42分33秒6 森脇 稔625 モリワキ ミノル

42分50秒7 高倉 明信652 タカクラ アキノブ 松江市陸協

43分25秒8 山岡 進695 ヤマオカ ススム

43分27秒9 山口 謙司670 ヤマグチ ケンジ 稲田本店

43分38秒10 石原 裕671 イシハラ ユタカ ブルーム

44分28秒11 日野 雅美603 ヒノ マサミ

45分34秒12 鴨木 誉641 カモギ タカシ

46分19秒13 青木 茂雄708 アオキ シゲオ

46分22秒14 相見 真吾614 アイミ シンゴ 松江北山陸友会

46分40秒15 園山 正人697 ソノヤマ マサト

47分01秒16 荒薦 章二658 アラコモ ショウジ

47分05秒17 大中 雅博646 オオナカ マサヒロ ＮＴＴ

47分10秒18 坂本 新治668 サカモト シンジ

47分16秒19 綿貫 純也648 ワタヌキ ジュンヤ Ｎ．Ｎ．ＲＵＮＮＥＲＳ

47分42秒20 永瀬 敏美636 ナガセ トシミ ハシラコイ

47分48秒21 鈴木 通俊656 スズキ ミチトシ カナツ技建工業株式会社

47分58秒22 三上 達也672 ミカミ タツヤ 厚労省中労委西日本地方事務所

48分11秒23 西田 吉治675 ニシタ ヨシハル ＳＲＣ

48分11秒24 水野 昭夫644 ミズノ アキオ

48分12秒25 槙原 進606 マキハラ ススム イズテック株式会社

48分55秒26 富田 修686 トミタ オサム

49分02秒27 大床 義郎685 オオドコ ヨシロウ

49分16秒28 本常 良孝659 モトツネ ヨシタカ

49分43秒29 多々納 良吉640 タタノ リョウキチ

50分16秒30 飯浜 富士男706 イイハマ フジオ Ｔｅａｍムカパラ

50分16秒31 吉廻 弘673 ヨシザコ ヒロシ 平田走ろう会

50分29秒32 瀧本 雄一郎607 タキモト ユウイチロウ ほていＴＣＲ

50分54秒33 原 淳647 ハラ アツシ

51分12秒34 中西 弘之704 ナカニシ ヒロユキ

51分34秒35 三浦 浩654 ミウラ ヒロシ タイヤショップハマダ

51分34秒36 平野 辰男677 ヒラノ タツオ

51分42秒37 北村 剛630 キタムラ ツヨシ 洋走倶楽部

52分05秒38 森田 哲博615 モリタ テツヒロ

52分22秒39 三成 敏雄702 ミナリ トシオ 島根中央信用金庫

52分46秒40 大森 利幸649 オオモリ トシユキ

52分54秒41 亀山 慎二609 カメヤマ シンジ

53分01秒42 道前 哲志664 ドウマエ テツシ

53分06秒43 佐藤 秀紀653 サトウ ヒデノリ 浜田屋陸上部

53分23秒44 蟹井 修三601 カニイ シュウゾウ 拝啓

53分28秒45 平 弘幸690 タイラ ヒロユキ フジアルテ

53分34秒46 清水 広敬632 シミズ ヒロユキ

53分36秒47 山本 義浩681 ヤマモト ヨシヒロ 多伎町ランニングクラブ

54分14秒48 日下 浩二611 クサカ コウジ 吉寅商店ＲＣ

54分30秒49 渡邉 正617 ワタナベ タダシ

54分49秒50 足立 貴文612 アダチ タカフミ ＲＴあまかん
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55分06秒51 下村 佳久629 シモムラ ヨシヒサ 野村證券（株）鳥取島根法人部

55分09秒52 小林 修627 コバヤシ オサム 島根ＣＣ

55分15秒53 川上 登志郎602 カワカミ トシロウ

55分16秒54 小川 真滋669 オガワ シンジ 山陰ランクラブ

55分43秒55 門脇 秀和705 カドワキ ヒデカズ

56分26秒56 岩本 謙司663 イワモト ケンジ

56分28秒57 山下 邦雄683 ヤマシタ クニオ 日産部品山陰販売

56分31秒58 江角 慶698 エスミ ケイ 個人

56分46秒59 錦織 正徳703 ニシコオリ マサノリ 島根中央信用金庫

56分57秒60 神澤 智利696 カミザワ チトシ

56分58秒61 本田 正之661 ホンダ マサユキ

57分07秒62 長谷川 忠616 ハセガワ タダシ

57分10秒63 中村 道盛692 ナカムラ ミチモリ

57分17秒64 錦織 和弘694 ニシコオリ カズヒロ

57分22秒65 新見 和教643 ニイミ カズノリ

57分34秒66 松浦 孝治684 マツウラ コウジ

57分48秒67 荒木 聡709 アラキ サトシ

58分02秒68 甲斐 伸治621 カイ シンジ

58分36秒69 佐々木 正622 ササキ タダシ

58分55秒70 松本 謙二635 マツモト ケンジ 松江ジョギングクラブ

59分22秒71 和田 晴男680 ワダ ハルオ 株式会社和楽庵

59分27秒72 西林 光一624 ニシバヤシ コウイチ フォーサイト

59分31秒73 東 一昭618 ヒガシ カズアキ 日鉄テックスエンジ

59分48秒74 石川 浩一郎619 イシカワ コウイチロウ

59分51秒75 梶谷 房生631 カジタニ フサオ 出雲市役所

1時間00分14秒76 中曽称 幸弘637 ナカソネ ユキヒロ

1時間00分20秒77 山口 昌吾665 ヤマグチ ショウゴ 米子ミニテニスクラブ

1時間00分31秒78 佐藤 達明657 サトウ タツアキ 山陰ランクラブ

1時間00分33秒79 三浦 輝明651 ミウラ テルアキ

1時間00分49秒80 土田 健嗣700 ツチダ ケンジ 第一生命

1時間01分00秒81 山本 正633 ヤマモト タダシ 松江ｊｂｃ

1時間02分27秒82 布施 未貴701 フセ ヒデキ 島根中央信用金庫

1時間02分33秒83 桑原 浩司638 クワバラ コウジ

1時間03分11秒84 山口 俊司667 ヤマグチ シュンジ

1時間03分36秒85 福間 和幸642 フクマ カズユキ

1時間03分40秒86 布施 敏伸679 フセ トシノブ フィールドテクノ

1時間04分02秒87 藤井 健望639 フジイ ケンモツ

1時間04分05秒88 山崎 淳699 ヤマザキ アツシ 第一生命

1時間04分15秒89 田中 成幸682 タナカ シゲユキ

1時間04分33秒90 手島 賢二666 テシマ ケンジ ＴＳＡ

1時間04分59秒91 長谷川 豊655 ハセガワ ユタカ 株式会社ダスキンまつえ

1時間05分34秒92 宮下 次男689 ミヤシタ ツグオ

1時間06分02秒93 田中 正樹650 タナカ マサキ 松江市

1時間06分45秒94 矢田 勝美660 ヤタ カツミ ブルーマリーン

1時間07分09秒95 西 令治645 ニシ レイジ （有）西工務店

1時間07分29秒96 祝部 由喜夫676 ホウリ ユキオ 走れとうふ

1時間07分44秒97 遠藤 和則687 エンドウ カズノリ

1時間07分45秒98 梅木 秀707 ウメキ シュウ

1時間12分09秒99 平田 功孝678 ヒラタ ノリユキ ラン
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