
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

I 男子5km 満60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

23分40秒1 井上 盛文2109 イノウエ モリフミ 松江陸上クラブ

25分05秒2 安立 朋久2111 アダチ トモヒサ 織部倶楽部

25分20秒3 井上 光弘2110 イノウエ ミツヒロ 駒沢公園ＪＣ

26分07秒4 勝田 慎司2130 カツタ シンジ 紅風母衣っ子

26分07秒5 加藤 一郎2104 カトウ イチロウ 名古屋市役所走友会

26分15秒6 和久利 厚2134 ワクリ アツシ

26分16秒7 今若 芳之2176 イマワカ ヨシユキ 湖陵ＡＳＣ

26分20秒8 古志 真治2138 コシ シンジ 神名斐ランナーズ

26分23秒9 原 俊行2142 ハラ トシユキ 松江市教育委員会

27分00秒10 古山 美幸2171 コヤマ ヨシユキ

27分33秒11 迫江 茂幸2121 サコエ シゲユキ プリウス陸友会

27分35秒12 清水 琢也2143 シミズ タクヤ

27分51秒13 西脇 正美2102 ニシワキ マサミ

28分16秒14 安部 要二2162 アベ ヨウジ

28分18秒15 柳田 雅彦2147 ヤナギダ マサヒコ ザ・ドリン禁ず

29分15秒16 藤井 雅隆2131 フジイ マサタカ

29分18秒17 住吉 勝2172 スミヨシ マサル 安心ネット

29分22秒18 木村 孝2107 キムラ タカシ 浜田トライアスロンクラブ

29分29秒19 西田 史朗2120 ニシダ シロウ

29分49秒20 土江 成夫2106 ツチエ シゲオ 北山陸友会

30分20秒21 三島 武2103 ミシマ タケシ 山陰中央新報社

30分22秒22 下崎 敏彦2135 シタザキ トシヒコ 中国四国農政局

30分39秒23 岡 弘志2101 オカ ヒロシ 松江市陸協

31分41秒24 原 増雄2169 ハラ マスオ

31分57秒25 米山 英一2170 ヨネヤマ エイイチ

32分02秒26 安田 幸司2132 ヤスダ コウジ 株式会社島根マツダ

32分23秒27 森廣 昭2160 モリヒロ アキラ

32分35秒28 今岡 豊2158 イマオカ ユタカ チームＡＥＤ

32分51秒29 熊澤 美宏2167 クマザワ ヨシヒロ

32分55秒30 久家 功2133 クヤ イサオ

33分15秒31 有田 茂雄2139 アリタ シゲオ 神名斐ランナーズ

33分32秒32 西 研治2122 ニシ ケンジ （有）西工務店

33分52秒33 青木 道之2118 アオキ ミチユキ オフィスＫ２

33分55秒34 仲村 和幸2137 ナカムラ カズユキ

34分15秒35 高橋 辰雄2148 タカハシ タツオ チーム橋前

34分16秒36 野津 真司2163 ノツ シンジ

34分19秒37 中平 茂明2157 ナカヒラ シゲアキ

34分48秒38 竹下 宏治2173 タケシタ コウジ

34分59秒39 井塚 浩二2128 イツカ コウジ

35分12秒40 小林 睦人2146 コバヤシ ムツト

35分21秒41 落合 邦夫2150 オチアイ クニオ

35分51秒42 錦織 清貴2178 ニシコリ セイキ

35分58秒43 安井 高広2123 ヤスイ タカヒロ 暖だんｅ－Ｔａｘ

36分12秒44 吉本 孝志2115 ヨシモト タカシ 久多美走い会

36分26秒45 本常 智2141 モトツネ サトシ 浜田屋陸上部

36分27秒46 シロタ ルイス2136 シロタ ルイス

37分02秒47 栗原 明弘2126 クリハラ アキヒロ

37分06秒48 冨木田 好作2117 フキタ コウサク

37分09秒49 高橋 武彦2145 タカハシ タケヒコ 島根マスターズ陸上

37分22秒50 中村 豊2174 ナカムラ ユタカ
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37分45秒51 希由 路日2151 キユ ロヒ

38分25秒52 岡本 敏朗2155 オカモト トシロウ

38分30秒53 田中 昭美2161 タナカ アキミ 大山ＲＣ

38分52秒54 正木 邦明2168 マサキ クニアキ

39分18秒55 田中 敏行2159 タナカ トシユキ 島根中央信用金庫

39分33秒56 榎 繁雄2125 エノキ シゲオ

39分56秒57 濱田 敦雄2166 ハマダ アツオ

40分37秒58 久家 稔2149 クヤ ミノル 千鳥印刷株式会社

41分03秒59 安井 義治2144 ヤスイ ヨシジ

43分10秒60 山中 鹿次2114 ヤマナカ シカツグ ランニング関西

43分36秒61 奥本 正2105 オクモト タダシ 神奈川県腰痛楽走会横須賀支部

43分48秒62 本常 精二2140 モトツネ セイジ 浜田屋陸上部

45分02秒63 永野 達也2164 ナガノ タツヤ 社会福祉協議会

45分18秒64 露木 隆2165 ツユキ タカシ

45分52秒65 吉元 雅行2127 ヨシモト マサユキ

54分17秒66 飯塚 大幸2154 イイヅカ ダイコウ 一畑寺
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