
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

H 男子5km 満50歳～満59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

21分15秒1 田中 賢一1802 タナカ ケンイチ

22分18秒2 福田 彰久1853 フクダ アキヒサ カナツ技建工業株式会社

22分30秒3 安食 剛志1847 アジキ ツヨシ 平田走ろう会

22分49秒4 山川 春夫1803 ヤマカワ ハルオ 皆生トライアスロンクラブ

23分28秒5 石原 知洋1805 イシハラ トモヒロ アヨウくん

23分41秒6 内坂 学1848 ウチサカ マナブ

24分35秒7 西川 正文1824 ニシカワ マサフミ

24分36秒8 森脇 聡1856 モリワキ サトシ

24分38秒9 亀山 泰彦1829 カメヤマ ヤスヒコ 出雲村田製作所

25分09秒10 山根 正之1844 ヤマネ マサユキ

25分25秒11 古居 誠1879 フルイ マコト 雲南市陸協

25分40秒12 佐藤 和也1852 サトウ カズヤ ＯＭランナーズ

25分47秒13 三島 康夫1843 ミシマ ヤスオ

25分58秒14 袖本 健一1857 ソデモト ケンイチ

25分59秒15 佐々木 幸夫1865 ササキ ユキオ

26分10秒16 黒田 克巳1822 クロダ カツミ ＯＭランナーズ

26分36秒17 石飛 朗雄1831 イシトビ アキオ 暖だんｅ－Ｔａｘ

26分45秒18 中野 秀彦1806 ナカノ ヒデヒコ 大阪ＲＣ

26分49秒19 後藤 憲司1859 ゴトウ ケンジ

26分49秒20 長岡 祐治1810 ナガオカ ユウジ ＮＴＴ島根支店プラス

27分18秒21 福田 武人1820 フクダ タケト

27分19秒22 糸賀 公一1828 イトガ コウイチ 出雲大同青果（株）

27分44秒23 藤井 和美1826 フジイ カズミ

27分46秒24 竹内 正彦1867 タケウチ マサヒコ ジョイフルフィットネスクラブ

27分55秒25 藤井 一章1841 フジイ カズアキ

28分00秒26 畑田 浩志1809 ハタタ ヒロシ 島根県庁

28分24秒27 細田 浩之1814 ホソダ ヒロユキ

28分46秒28 岡 秀樹1808 オカ ヒデキ 久多美走い会

29分01秒29 持田 徹1815 モチダ トオル 島根富士通マラソン部

29分14秒30 橋添 芳夫1884 ハシゾエ ヨシオ

29分15秒31 三宅 隆1898 ミヤケ タカシ 島根銀行

29分55秒32 勝部 修一1892 カツベ シュウイチ ヒラタ精機

29分57秒33 名越 究1817 ナゴシ キワム 刀水ＡＣ

30分02秒34 金築 暁1825 カネツキ サトル 鳶巣軍団

30分03秒35 長田 直文1839 ナガタ タダフミ 山陰ランクラブ

30分18秒36 吉賀 央1861 ヨシカ ヒサシ

30分27秒37 宇原 守1873 ウバラ マモル

30分31秒38 日野 治巳1850 ヒノ ハルミ ジョイフルフィットネスクラブ

30分33秒39 石原 一人1881 イシハラ カズト

30分41秒40 佐藤 靖夫1855 サトウ ヤスオ

30分49秒41 安田 正明1840 ヤスダ マサアキ

30分51秒42 佐藤 真琴1896 サトウ マコト あいうえお

30分51秒43 光川 泰三1836 ミツカワ タイゾウ

30分58秒44 山本 大介1819 ヤマモト ダイスケ

31分07秒45 森脇 明博1868 モリワキ アキヒロ ジョイフルフィットネスクラブ

31分08秒46 森 浩昌1890 モリ ヒロマサ

31分09秒47 櫻井 誠二1811 サクライ セイジ

31分39秒48 二宮 豊和1858 ニノミヤ トヨカズ

31分57秒49 山根 俊也1883 ヤマネ トシヤ 平田走ろう会

32分08秒50 坂本 政行1886 サカモト マサユキ
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32分09秒51 安食 賢1835 アジキ ケン 安食社会保険労務士事務所

32分12秒52 森脇 誠1818 モリワキ マコト 島根銀行

32分34秒53 矢田 健志1878 ヤタ タケシ 島根富士通マラソン部

32分39秒54 山内 哲也1869 ヤマウチ テツヤ

32分39秒55 古川 昌道1888 フルカワ マサミチ 北摂設備工業

32分41秒56 本常 武志1876 モトツネ タケシ

32分49秒57 井上 啓一1849 イノウエ ケイイチ

32分50秒58 渡邊 毅1871 ワタナベ ツヨシ 千鳥印刷株式会社

32分57秒59 津田 潤1872 ツダ ジュン ジョイフルフィットネスクラブ

33分00秒60 原田 敏照1887 ハラダ トシアキ 埋文センター一畑薬師マラソン部

33分01秒61 大林 由明1801 オオバヤシ ヨシアキ 中国四国農政局

33分41秒62 若林 伸1816 ワカバヤシ シン デタトコスリー

34分06秒63 石倉 伸哉1837 イシクラ シンヤ

34分14秒64 伊藤 秀和1895 イトウ シュウワ

34分22秒65 石飛 健1821 イシトビ ケン

34分24秒66 森山 勲1845 モリヤマ イサオ ブルーマリーン

34分25秒67 福間 新1842 フクマ シン 島根中央高校

34分27秒68 春木 裕史1833 ハルキ ヒロシ 山陰ランクラブ

34分52秒69 岡 和宏1880 オカ カズヒロ

35分25秒70 小村 栄1862 オムラ サカエ

35分29秒71 長岡 博延1877 ナガオカ ヒロノブ

35分31秒72 下門 信太郎1804 シモカド シンタロウ

35分39秒73 藤井 保1882 フジイ タモツ

35分41秒74 目次 宣雄1813 メツギ ノブオ

36分03秒75 宮下 浩之1885 ミヤシタ ヒロユキ

36分38秒76 原田 勝1875 ハラダ マサル

36分58秒77 烏田 文男1854 カラスダ フミオ ＪＡしまね

37分37秒78 河瀬 政徳1897 カワセ マサノリ

37分37秒79 南木 伸二1866 ナンキ シンジ

37分41秒80 坂本 博之1834 サカモト ヒロユキ

37分47秒81 河原 嘉之1891 ゴウバラ ヨシユキ 平田卓ポン会

37分58秒82 細川 英一1830 ホソカワ ヒデカズ 鳶巣軍団

38分23秒83 武田 康史1870 タケダ ヤスフミ 千鳥印刷株式会社

38分46秒84 安原 卓治1893 ヤスハラ タクジ

38分53秒85 長岡 一彦1846 ナガオカ カズヒコ 島根銀行

39分58秒86 長野 裕二1874 ナガノ ユウジ

40分39秒87 安食 治外1807 アジキ ハルト

40分53秒88 田中 吉晴1889 タナカ ヨシハル 平田卓ポン会

40分57秒89 安田 登1838 ヤスダ ノボル 山陰ランクラブ

41分13秒90 高田 和則1832 タカタ カズノリ 暖だんｅ－Ｔａｘ

46分41秒91 生越 久敏1851 オゴセ ヒサトシ

48分50秒92 池淵 純也1894 イケブチ ジュンヤ 島根オートリサイクルセンター

1時間03分40秒93 原 裕和1860 ハラ ヒロカズ 山陰ケーブルビジョン
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