
- 第44回一畑薬師マラソン大会 -

O 男子5km 満70歳以上

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

26分30秒1 小林 孝幸2352 コバヤシ タカユキ

27分20秒2 林 武男2330 ハヤシ タケオ

27分47秒3 池田 辰巳2316 イケダ タツミ

27分55秒4 安田 匡2349 ヤスダ キョウ

28分18秒5 住田 俊明2333 スミダ トシアキ

29分41秒6 川村 和幸2322 カワムラ カズユキ 松江東湘北クラブ

29分45秒7 原 生語2327 ハラ セイゴ

29分58秒8 福間 薫2310 フクマ カオル 松江ジョギングクラブ

30分17秒9 竹下 裕幸2354 タケシタ ヒロユキ スサノオ観光

32分24秒10 岩佐 重信2329 イワサ シゲノブ

32分34秒11 畑 正幸2325 ハタ マサユキ 平田走ろう会

32分43秒12 段 俊郎2307 ダン トシロウ

33分03秒13 岩成 映信2348 イワナリ テルノブ

33分26秒14 川原 大司2346 カワハラ ダイシ

33分51秒15 飯塚 守2353 イイツカ マモル

33分56秒16 陶山 興一2350 スヤマ コウイチ

34分07秒17 吉川 実2328 ヨシカワ ミノル はまゆうランナーズ

34分08秒18 妹尾 信雄2306 セノオ ノブオ 平田バドミントンクラブ

34分14秒19 青山 喜一2340 アオヤマ キイチ 松江ジョギングクラブ

34分18秒20 和久利 誓一2304 ワクリ セイイチ 島根マスターズ

34分26秒21 石倉 隆2303 イシクラ タカシ

34分31秒22 下田 修治2345 シモダ シュウジ

34分48秒23 日野 義信2313 ヒノ ヨシノブ

34分55秒24 堀江 祥吉2320 ホリエ ショウキチ

35分13秒25 安部 章一2344 アベ ショウイチ

35分17秒26 村上 成道2308 ムラカミ シゲミチ 能島村上海賊

35分29秒27 大菅 四志夫2305 オオスゲ ヨシオ 久多美走い会

35分54秒28 前田 昭治2317 マエダ ショウジ 松江ジョギングクラブ

36分01秒29 吾郷 昭夫2323 アゴウ アキオ 多伎町ランニングクラブ

36分25秒30 神田 貞男2338 カンダ サダオ 出雲ＲＣ

36分37秒31 石飛 嗣男2324 イシトビ ツグオ 多伎町ランニングクラブ

37分41秒32 石飛 富夫2337 イシトビ トミオ 平田走ろう会

37分42秒33 安食 一夫2314 アジキ カズオ 平田走ろう会

38分04秒34 小林 友行2318 コバヤシ トモユキ

38分26秒35 安井 一夫2335 ヤスイ カズオ

38分41秒36 川瀬 春美2339 カワセ ハルミ 出雲ＲＣ

40分02秒37 柴田 勝実2302 シバタ カツミ エルカエル

40分56秒38 笠谷 博友2347 カサヤ ヒロトモ

41分02秒39 持田 佳郎2331 モチダ ヨシロウ 平田走ろう会

41分48秒40 村松 憲2343 ムラマツ ケン うんなん走友会

42分39秒41 日高 明彦2321 ヒダカ アキヒコ

43分21秒42 添田 健2315 ソエダ タケシ

44分50秒43 竹下 健二2351 タケシタ ケンジ

45分41秒44 佐々木 秀登2326 ササキ ヒデト

46分25秒45 大西 富士夫2311 オオニシ フジオ

47分10秒46 金島 貞二2312 カネシマ サダジ

49分53秒47 久家 昭2332 クヤ アキラ 千鳥印刷株式会社

49分57秒48 和田 昌親2334 ワダ マサチカ 平田走ろう会

52分47秒49 宮永 宗昭2301 ミヤナガ ムネアキ

1時間00分45秒50 小松原 照夫2309 コマツバラ テルオ 松江ジョギングクラブ
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1時間05分50秒51 多々納 鉄雄2342 タタノ テツオ 平田走ろう会

1時間17分00秒52 長廻 栄2341 ナガサコ サカエ
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