
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

G 男子5km 満40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

20分40秒1 津川 広志1557 ツガワ ヒロシ 松江市陸協

20分48秒2 片寄 博幸1522 カタヨセ ヒロユキ 雲南市陸協

21分00秒3 藤原 貴司1509 フジハラ タカシ ＫＴＣ／土曜練習会

21分19秒4 立石 慎一1504 タテイシ シンイチ 出雲村田製作所

21分55秒5 二川 浩司1506 フタガワ コウジ 讃岐やいの會

21分59秒6 井上 礼二1511 イノウエ レイジ 松江北山陸友会

22分03秒7 渡部 敏暢1581 ワタナベ トシノブ 中国電気保安協会

22分09秒8 原 寿樹1503 ハラ トシキ

22分11秒9 宇野 浩央1544 ウノ ヒロオ 浜田市消防本部

22分45秒10 吉岡 宏幸1558 ヨシオカ ヒロユキ

23分07秒11 嘉藤 信一1526 カトウ シンイチ

23分35秒12 小野 克起1531 オノ ヨシカズ 金城町陸上部

24分02秒13 井原 周治1505 イバラ シュウジ

24分25秒14 小草 健1538 オグサ ケン

24分32秒15 蒲生 桂1560 ガモウ カツラ

24分45秒16 長廻 龍次1596 ナガサコ リュウジ

25分24秒17 名原 秀一1539 ナバラ シュウイチ 雲南消防

25分24秒18 井上 智之1576 イノウエ トモユキ 出雲の地酒　旭日酒造

25分28秒19 溢田 真典1578 エキダ マサノリ チ－ム華弥

25分32秒20 曽田 賢一1542 ソタ ケンイチ 曽田商店

25分37秒21 濱崎 洋光1515 ハマサキ ヒロミツ ＳＲＣ

25分37秒22 山田 拓史1616 ヤマダ タクフミ ＬＩＣＨＴ＋

25分41秒23 大田 真次1508 オオタ シンジ チーム　タゴサク

26分02秒24 岸高 悟1514 キシダカ サトル デタトコスリー

26分11秒25 森田 真治1548 モリタ シンジ

26分13秒26 吉田 貴俊1524 ヨシダ タカトシ

26分14秒27 木村 賢治1527 キムラ ケンジ 土曜練習会

26分24秒28 錦織 健二1561 ニシコオリ ケンジ

26分24秒29 岸 孝史1523 キシ タカシ ＳＲＣ

26分24秒30 石金 充1593 イシガネ ミツル

26分39秒31 矢田 一1529 ヤタ ハジメ 上郷アスリート

26分43秒32 出川 貴一1519 デガワ タカカズ 元保険年金課

26分47秒33 笹岡 貴之1567 ササオカ タカユキ フルペンション

26分50秒34 土井 洋1592 ドイ ヒロシ

26分52秒35 三島 博史1537 ミシマ ヒロシ 山陰ランクラブ

26分59秒36 勝部 高彰1532 カツベ タカアキ 山陰ランクラブ

27分03秒37 鎌田 祐1606 カマダ ユウ

27分21秒38 山本 心治1583 ヤマモト シンジ

27分23秒39 能美 忠典1525 ノウミ タダノリ

27分43秒40 遠藤 幸司1597 エンドウ コウジ

28分02秒41 藤森 元輝1545 フジモリ モトテル

28分08秒42 安松 伸晃1534 ヤスマツ ノブアキ

28分19秒43 井上 誠治1546 イノウエ セイジ

28分51秒44 打越 友浩1587 ウチコシ トモヒロ 島根中央信用金庫

29分21秒45 勝部 直晴1541 カツベ ナオハル

29分28秒46 橋本 雄一1535 ハシモト ユウイチ

29分48秒47 嘉本 英司1562 カモト エイジ

29分48秒48 佐藤 大1568 サトウ ダイ

29分53秒49 江藤 雄生1550 エトウ ユウセイ

29分59秒50 濱田 誠一1573 ハマダ セイイチ 千鳥印刷株式会社
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30分04秒51 安食 竹峰1513 アジキ タケミ デタトコスリー

30分28秒52 今岡 徹1575 イマオカ トオル

30分31秒53 野間 健史1604 ノマ タケシ （有）三和農産

30分31秒54 菅原 啓吾1559 スガハラ ケイゴ

30分32秒55 大屋 数晃1589 オオヤ カズアキ

30分33秒56 深田 裕1520 フカダ ユタカ スーパーホテル松江駅前

30分49秒57 佐藤 健一1566 サトウ ケンイチ

30分51秒58 稲田 陽介1614 イナタ ヨウスケ 埋文センター一畑薬師マラソン部

30分53秒59 長廻 慶1611 ナガサコ ケイ

31分13秒60 村上 弘明1512 ムラカミ ヒロアキ 島根富士通マラソン部

31分14秒61 坂田 啓士1540 サカタ ヒロシ イーグルハイキャスト株式会社

31分15秒62 片寄 雄一1607 カタヨセ ユウイチ

31分23秒63 矢野 亨1556 ヤノ トオル

32分16秒64 佐々木 真司1595 ササキ シンジ くにびきジョギングクラブ

32分30秒65 井田 知宏1564 イダ トモヒロ ＴＥＡＭ　ＩＤＡ

32分55秒66 内田 竹志1620 ウチダ タケシ

33分09秒67 今岡 隆文1598 イマオカ タカフミ ＨＲＣ６０

33分38秒68 須田 隆之1553 スダ タカユキ

33分44秒69 森山 剛1579 モリヤマ タケシ

33分49秒70 藤井 克宗1518 フジイ カツヒロ トリトン大社

33分52秒71 品川 輝之1605 シナガワ テルユキ 丸高工業

34分10秒72 長谷川 頼嗣1547 ハセガワ ヨリツグ 日立メタルプレシジョン

34分15秒73 重栖 伸也1563 シゲスミ シンヤ

34分30秒74 小林 直樹1507 コバヤシ ナオキ 久多美走い会

35分26秒75 金築 仁1530 カネツキ ヒトシ イーグルス

35分35秒76 玖島 康之1599 クシマ ヤスユキ

35分49秒77 泉 智明1517 イズミ トモアキ 出雲直走

35分52秒78 神田 治1615 カンダ オサム

36分00秒79 長野 隆志1554 ナガノ タカシ チーム艶

36分04秒80 矢野 健太郎1609 ヤノ ケンタロウ 埋文センター一畑薬師マラソン部

36分07秒81 大森 恵介1591 オオモリ ケイスケ

36分14秒82 三島 聡1622 ミシマ サトシ 協和通信工業株式会社

36分40秒83 渡辺 聖志1584 ワタナベ サトシ ベアーズ

36分47秒84 大峠 進1543 オオトウゲ ススム

36分49秒85 米原 裕之1590 ヨネハラ ヒロユキ

36分58秒86 森埜 嘉文1619 モリノ ヨシフミ

38分11秒87 高橋 亘1613 タカハシ ワタル 平田消防署

38分11秒88 松本 修1600 マツモト オサム

38分35秒89 神柱 靖彦1586 カミバシラ ヤスヒコ 埋文センター一畑薬師マラソン部

38分37秒90 高橋 敏幸1551 タカハシ トシユキ グラニテ

38分47秒91 長廻 徹1618 ナガサコ トオル

39分16秒92 田村 弘人1577 タムラ ヒロト はよ走らん会

39分34秒93 熱田 健二1621 アツタ ケンジ

40分33秒94 和田 一教1571 ワダ カズノリ 千鳥印刷株式会社

40分46秒95 福田 善之1574 フクダ ヨシユキ 千鳥印刷株式会社

40分49秒96 松本 啓介1594 マツモト ケイスケ まがたま

41分22秒97 松本 寿生1570 マツモト スミオ 千鳥印刷株式会社

42分44秒98 坂本 徹1521 サカモト トオル

42分47秒99 高石 直紀1610 タカイシ ナオキ

42分51秒100 三原 隼人1536 ミハラ ハヤト
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47分33秒101 井上 大輔1549 イノウエ ダイスケ 柳井市役所

50分08秒102 内田 公太郎1516 ウチダ コウタロウ

52分03秒103 安部 悟志1572 アベ サトシ 千鳥印刷株式会社
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