
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

E 男子5km 満16歳～満29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

19分03秒1 川島 右也804 カワシマ ユウヤ 平田走ろう会

19分22秒2 竹内 達也821 タケウチ タツヤ 松江市陸協

19分50秒3 安東 潤一郎846 アンドウ ジュンイチロウ

20分21秒4 山本 祥平815 ヤマモト ショウヘイ 出雲市消防本部

20分32秒5 青山 大夢816 アオヤマ ヒロム チームタスキ

21分08秒6 湯栗 康平802 ユグリ コウヘイ

21分26秒7 小高 隼都879 オダカ ハヤト

21分44秒8 田中 柊斗841 タナカ シュウト 神戸天然物化学

22分49秒9 山根 光二843 ヤマネ コウジ

23分15秒10 梶谷 寛857 カジタニ タユト

23分30秒11 志食 歩輝876 シジキ アユキ 島根銀行

23分58秒12 山根 慶大860 ヤマネ ヨシヒロ

24分13秒13 阿川 大祐837 アガワ ダイスケ 島根中央信用金庫

25分01秒14 山口 祐生814 ヤマグチ ユウセイ

25分36秒15 足立 銀河851 アダチ ギンガ

26分02秒16 中村 昇太819 ナカムラ ショウタ

26分22秒17 勝部 隼881 カツベ ハヤト

26分26秒18 戸谷 哲平840 トダニ テッペイ 島根中央信用金庫

26分30秒19 大村 智哉861 オオムラ トモヤ

26分40秒20 後藤 光政801 ゴトウ ミツマサ

26分42秒21 高石 トアラ865 タカイシ トアラ

26分54秒22 石田 拓也867 イシダ タクヤ

27分00秒23 岩成 響太852 イワナリ キョウタ

27分12秒24 八島 健介848 ヤシマ ケンスケ

27分26秒25 吉川 陸斗838 ヨシカワ リクト 島根中央信用金庫

27分30秒26 熊谷 武義829 クマガイ タケヨシ

27分50秒27 杉山 彪雅839 スギヤマ ヒユウガ 島根中央信用金庫

28分03秒28 松原 永慈803 マツバラ トウジ

28分08秒29 神垣 亮823 カミガキ リョウ 暖だんｅ－Ｔａｘ

28分23秒30 岸 大智805 キシ ダイチ

28分33秒31 長野 翔馬826 ナガノ ショウマ

29分01秒32 竹中 啓輔808 タケナカ ケイスケ 暖だんｅ－Ｔａｘ

29分21秒33 南木 涼822 ナンキ リョウ

29分30秒34 亀尾 拓未874 カメオ タクミ

29分36秒35 菅 明日佳817 スガ アスカ あいうえお

29分52秒36 石井 堅士809 イシイ ケンシ 暖だんｅ－Ｔａｘ

29分55秒37 福田 嵩大847 フクダ タカヒロ

30分11秒38 後藤 達也855 ゴトウ タツヤ

30分27秒39 板垣 聖854 イタガキ ヒジリ

30分43秒40 神谷 涼介836 カミヤ リョウスケ 島根中央信用金庫

30分54秒41 中村 俊介880 ナカムラ シュンスケ あいうえお

30分55秒42 安喰 昌太856 アジキ ショウタ

31分03秒43 山本 翔平882 ヤマモト ショウヘイ

31分36秒44 長岡 悠斗850 ナガオカ ユウト

31分45秒45 三代 隆誠834 ミシロ リュウセイ チームＡＥＤ

32分03秒46 河合 宏太884 カワアイ コウタ

32分22秒47 國重 慧伍831 クニシゲ ケイゴ

32分35秒48 津森 世名859 ツモリ セナ

32分56秒49 大庭 健828 オオバ タケシ

33分01秒50 横森 圭875 ヨコモリ ケイ
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33分09秒51 河俣 和哉871 カワバタ カズヤ 第一生命　島根支社

33分54秒52 小草 陸812 オグサ リク

34分41秒53 田中 輝道813 タナカ テルミチ

35分35秒54 倉本 格輔830 クラモト コウスケ

35分38秒55 岡 隆誠853 オカ リュウセイ

35分40秒56 飯野 雄五858 イイノ ユウゴ

36分24秒57 野波 悠也863 ノナミ ユウヤ コスモ建設コンサルタント

36分40秒58 宮原 望810 ミヤハラ ノゾム 暖だんｅ－Ｔａｘ

37分08秒59 椋木 泰斗811 ムクノキ タイト 暖だんｅ－Ｔａｘ

37分27秒60 多久和 瑠星849 タクワ リュウセイ

37分43秒61 中島 拓海866 ナカシマ タクミ

37分51秒62 棟近 仁成806 ムネチカ ジンセイ （有）西工務店

37分54秒63 上野 武流807 ウエノ タケル 暖だんｅ－Ｔａｘ

37分57秒64 松永 稜太朗872 マツナガ リョウタロウ サクラサクセス

38分02秒65 木村 悟832 キムラ サトル 暖だんｅ－Ｔａｘ

38分22秒66 佐藤 雄亮864 サトウ ユウスケ コスモ建設コンサルタント

38分57秒67 池淵 脩877 イケブチ シュウ 出雲高等学校

39分47秒68 大谷 直生824 オオタニ ナオキ 千鳥印刷株式会社

42分03秒69 成相 洋亮862 ナリアイ ヨウスケ コスモ建設コンサルタント

42分16秒70 伊藤 大悟883 イトウ ダイゴ

42分22秒71 池淵 優878 イケブチ ユウ 島根大学

43分03秒72 母里 久志833 モリ ヒサシ チームＡＥＤ

45分04秒73 福永 亮平873 フクナガ リョウヘイ 暖だんｅ－Ｔａｘ

54分00秒74 梶谷 拓也845 カジタニ タクヤ

57分02秒75 高橋 和希825 タカハシ カズキ 千鳥印刷株式会社
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