
- 第14回なかうみマラソン全国大会 -

中海架橋コース「ハーフマラソン」男60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/11/4

スタート： 10:10:00

会場: 安来市和鋼博物館前広場

主催: 安来市、なかうみマラソン大会実行委員会

1時間25分41秒1 井上　光弘1640 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾋﾛ

1時間29分16秒2 藤原　伸一1657 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間30分21秒3 古志　真治1719 (出雲市)ｺｼ ｼﾝｼﾞ

1時間30分49秒4 原　一夫1521 (出雲市)ﾊﾗ ｶｽﾞｵ

1時間32分37秒5 小川　和彦1506 (出雲市)ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

1時間34分03秒6 橋本　聡1652 (出雲市)ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間34分45秒7 青木　豊一1629 (東京都)ｱｵｷ ﾄﾖｶｽﾞ

1時間35分29秒8 徳永　和義1540 (鳥取市)ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間37分21秒9 若木　伸行1606 (鳥取市)ﾜｶｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間37分53秒10 池田　辰巳1729 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾐ

1時間38分37秒11 徳安　隆志1688 (倉吉市)ﾄｸﾔｽ ﾀｶｼ

1時間38分47秒12 余村　篤雄1525 (松江市)ﾖﾑﾗ ｱﾂｵ

1時間38分58秒13 安井　誠1666 (和歌山県)ﾔｽｲ ﾏｺﾄ

1時間39分58秒14 安食　一夫1583 (出雲市)ｱｼﾞｷ ｶｽﾞｵ

1時間40分24秒15 白石　義光1655 (米子市)ｼﾗｲｼ ﾖｼﾐﾂ

1時間40分30秒16 宮脇　長男1626 (広島県)ﾐﾔﾜｷ ﾅｶﾞｵ

1時間41分40秒17 生田　祐介1711 (浜田市)ｲｸﾀ ﾕｳｽｹ

1時間41分44秒18 森田　敬介1584 (松江市)ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ

1時間43分08秒19 井川　孝昭1620 (米子市)ｲｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ

1時間43分15秒20 糸賀　義行1537 (出雲市)ｲﾄｶﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間43分23秒21 村上　恭一1523 (隠岐の島町)ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｲﾁ

1時間43分52秒22 岸本　隆夫1555 (大田市)ｷｼﾓﾄ ﾀｶｵ

1時間44分08秒23 藤原　一明1618 (雲南市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間44分29秒24 多田納　哲1501 (松江市)ﾀﾀﾞﾉ ｻﾄｼ

1時間45分20秒25 藤原　幸吉1582 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷﾁ

1時間46分24秒26 山本　訓久1739 (鳥取市)ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾋｻ

1時間46分31秒27 三原　亮二1670 (松江市)ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ

1時間46分56秒28 村上　克巳1714 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾐ

1時間46分59秒29 千原　由巳1587 (松江市)ﾁﾊﾗ ﾖｼﾐ

1時間47分24秒30 清水　広敬1516 (大山町)ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間47分30秒31 田中　慎一1589 (鳥取市)ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ

1時間47分37秒32 楫　隆彦1551 (大田市)ｶｼﾞ ﾀｶﾋｺ

1時間47分52秒33 黒木　正治1664 (宮崎県)ｸﾛｷ ﾏｻﾊﾙ

1時間48分04秒34 川村　和幸1517 (松江市)ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1時間48分05秒35 柳樂　雅弘1602 (松江市)ﾅｷﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間48分22秒36 作野　幸憲1650 (安来市)ｻｸﾉ ﾕｷﾉﾘ

1時間48分31秒37 本田　智1658 (広島県)ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間48分41秒38 原　生語1581 (出雲市)ﾊﾗ ｾｲｺﾞ

1時間50分09秒39 木村　正司1665 (松江市)ｷﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間50分17秒40 吉岡　哲志1635 (浜田市)ﾖｼｵｶ ﾃﾂｼ

1時間51分14秒41 吉元　雅行1702 (安来市)ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間51分24秒42 勝部　益生1718 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾏｽｵ

1時間51分30秒43 門脇　秀和1575 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間52分39秒44 森井　春孝1608 (鳥取市)ﾓﾘｲ ﾊﾙﾀｶ

1時間52分50秒45 井塚　浩二1512 (安来市)ｲﾂｶ ｺｳｼﾞ

1時間53分00秒46 竹崎　善一1730 (出雲市)ﾀｹｻﾞｷ ｾﾞﾝｲﾁ

1時間53分01秒47 中村　幸利1643 (岡山県)ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾄｼ

1時間53分03秒48 有田　茂雄1552 (出雲市)ｱﾘﾀ ｼｹﾞｵ

1時間53分31秒49 亀山　慎二1642 (米子市)ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間53分35秒50 春木　定1519 (松江市)ﾊﾙｷ ｻﾀﾞﾑ
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1時間53分39秒51 大西　孝弘1659 (北栄町)ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

1時間54分28秒52 松尾　賢一1560 (伯耆町)ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ

1時間54分37秒53 吉木　稔朗1630 (東京都)ﾖｼｷ ﾄｼﾛｳ

1時間54分40秒54 佐々木　正1661 (出雲市)ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ

1時間54分45秒55 坂本　新治1715 (出雲市)ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間55分17秒56 中西　慶蔵1615 (大阪府)ﾅｶﾆｼ ｹｲｿﾞｳ

1時間55分26秒57 佐藤　秀紀1568 (松江市)ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間55分31秒58 藪内　利彦1507 (琴浦町)ﾔﾌﾞｳﾁ ﾄｼﾋｺ

1時間55分32秒59 朝倉　博文1644 (香川県)ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾌﾐ

1時間55分47秒60 柳楽　照夫1536 (松江市)ﾅｷﾞﾗ ﾃﾙｵ

1時間55分50秒61 松村　憲樹1616 (松江市)ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞｭ

1時間55分54秒62 遠田　博1505 (雲南市)ﾄｵﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間56分17秒63 辻田　哲朗1515 (米子市)ﾂｼﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ

1時間56分49秒64 亀高　健一1637 (米子市)ｶﾒﾀｶ ｹﾝｲﾁ

1時間57分03秒65 長野　博1737 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

1時間57分20秒66 伊藤　義則1598 (広島県)ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

1時間57分37秒67 梶谷　義幸1565 (出雲市)ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾕｷ

1時間57分39秒68 山本　和市郎1654 (鳥取市)ﾔﾏﾓﾄ ﾜｲﾁﾛｳ

1時間57分50秒69 松浦　洋治1667 (松江市)ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ

1時間57分59秒70 八木　俊彰1693 (松江市)ﾔｷﾞ ﾄｼｱｷ

1時間58分02秒71 石尾　光1639 (東京都)ｲｼｵ ﾋｶﾙ

1時間58分21秒72 楫　佳幸1578 (大田市)ｶｼﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間58分38秒73 花田　信明1647 (広島県)ﾊﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間58分39秒74 安部　博善1571 (雲南市)ｱﾍﾞ ﾋﾛﾖｼ

1時間58分39秒75 福間　廣之1601 (出雲市)ﾌｸﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分52秒76 生田　明博1720 (琴浦町)ｲｸﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間59分22秒77 妹尾　信雄1504 (出雲市)ｾﾉｵ ﾉﾌﾞｵ

2時間00分13秒78 持田　幹夫1513 (安来市)ﾓﾁﾀﾞ ﾐｷｵ

2時間00分20秒79 吉川　実1604 (出雲市)ﾖｼｶﾜ ﾐﾉﾙ

2時間00分49秒80 木村　俊二1548 (米子市)ｷﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ

2時間01分14秒81 森川　寛司1544 (安来市)ﾓﾘｶﾜ ｶﾝｼﾞ

2時間01分15秒82 江角　淳1689 (松江市)ｴｽﾐ ｱﾂｼ

2時間01分19秒83 和久利　誓一1532 (雲南市)ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ

2時間01分29秒84 福間　薫1557 (松江市)ﾌｸﾏ ｶｵﾙ

2時間01分29秒85 福島　辰雄1563 (米子市)ﾌｸｼﾏ ﾀﾂｵ

2時間01分31秒86 安達　基隆1707 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾓﾄﾀｶ

2時間01分32秒87 森政　克之1722 (広島県)ﾓﾘﾏｻ ｶﾂﾕｷ

2時間01分42秒88 青山　喜一1610 (松江市)ｱｵﾔﾏ ｷｲﾁ

2時間01分56秒89 里田　和徳1617 (米子市)ｻﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間01分59秒90 縄田　道彦1633 (山口県)ﾅﾜﾀ ﾐﾁﾋｺ

2時間02分06秒91 山根　一朗1530 (米子市)ﾔﾏﾈ ｲﾁﾛｳ

2時間02分12秒92 中村　豊1607 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ

2時間02分21秒93 長谷川　雄二1645 (雲南市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

2時間02分40秒94 澤田　宗博1550 (大山町)ｻﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

2時間02分52秒95 髙丸　道信1509 (香川県)ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

2時間03分18秒96 有松　修一1671 (岡山県)ｱﾘﾏﾂ ｼｭｳｲﾁ

2時間03分19秒97 米司　実1687 (山口県)ﾖﾈｼﾞ ﾐﾉﾙ

2時間03分26秒98 中川　和夫1675 (米子市)ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ

2時間03分41秒99 青戸　喜明1673 (松江市)ｱｵﾄ ﾖｼｱｷ

2時間03分45秒100 山根　和博1694 (倉吉市)ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾋﾛ
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2時間03分58秒101 三代　広昭1627 (松江市)ﾐｼﾛ ﾋﾛｱｷ

2時間04分19秒102 川上　義則1595 (出雲市)ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾉﾘ

2時間04分31秒103 永田　淳次1632 (米子市)ｴｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間04分48秒104 川田　俊雄1588 (米子市)ｶﾜﾀ ﾄｼｵ

2時間04分51秒105 荒金　修1735 (安来市)ｱﾗｶﾈ ｵｻﾑ

2時間05分00秒106 山本　實1653 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間05分01秒107 川上　祐治1710 (出雲市)ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

2時間05分04秒108 岩元　卓雄1514 (大分県)ｲﾜﾓﾄ ﾀｸｵ

2時間05分18秒109 山口　久人1522 (境港市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾄ

2時間05分29秒110 北垣　憲司1533 (米子市)ｷﾀｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間05分42秒111 藤原　稔1713 (千葉県)ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ

2時間05分43秒112 坂根　繁1511 (松江市)ｻｶﾈ ｼｹﾞﾙ

2時間06分22秒113 長谷　繁樹1717 (大田市)ﾅｶﾞﾀﾆ ｼｹﾞｷ

2時間06分25秒114 戸板　康麿1734 (鳥取市)ﾄｲﾀ ﾔｽﾏﾛ

2時間06分26秒115 坂東　廣光1531 (出雲市)ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐﾂ

2時間06分52秒116 福間　和幸1686 (雲南市)ﾌｸﾏ ｶｽﾞﾕｷ

2時間07分09秒117 林谷　勉1576 (米子市)ﾊﾔｼﾀﾆ ﾂﾄﾑ

2時間07分10秒118 中田　茂実1572 (鳥取市)ﾅｶﾀﾞ ｼｹﾞﾐ

2時間08分11秒119 長廻　務1612 (出雲市)ﾅｶﾞｻｺ ﾂﾄﾑ

2時間08分13秒120 吉田　正和1503 (松江市)ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間08分21秒121 力武　順1623 (神奈川県)ﾘｷﾀｹ ｽﾅｵ

2時間08分25秒122 鈴村　寿一1676 (愛媛県)ｽｽﾞﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ

2時間08分32秒123 三成　誠治1559 (出雲市)ﾐﾅﾘ ｾｲｼﾞ

2時間08分56秒124 曽田　和雄1528 (松江市)ｿﾀ ｶｽﾞｵ

2時間09分02秒125 難波　勇強1510 (米子市)ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｼ

2時間09分06秒126 永島　正嗣1641 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾂｸﾞ

2時間09分16秒127 小坂　厚夫1700 (松江市)ｺｻｶ ｱﾂｵ

2時間09分27秒128 金田　則幸1566 (琴浦町)ｶﾈﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ

2時間09分47秒129 長谷川　弘1712 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

2時間09分51秒130 矢田　秋義1590 (出雲市)ﾔﾀ ｱｷﾖｼ

2時間10分28秒131 山口　重光1558 (大阪府)ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐﾂ

2時間10分51秒132 加藤　秀年1706 (雲南市)ｶﾄｳ ｼｭｳﾈﾝ

2時間11分11秒133 松本　謙二1677 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間12分21秒134 稲葉　功一1619 (大阪府)ｲﾅﾊﾞ ｺｳｲﾁ

2時間12分40秒135 森本　進1592 (米子市)ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾑ

2時間13分08秒136 安部　哲夫1579 (奥出雲町)ｱﾍﾞ ﾃﾂｵ

2時間13分24秒137 松本　正福1663 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄﾐ

2時間14分05秒138 宮永　秀昭1561 (米子市)ﾐﾔﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間14分07秒139 植月　保視1684 (岡山県)ｳｴﾂｷ ﾔｽｼ

2時間14分19秒140 勝部　俊郎1705 (大山町)ｶﾂﾍﾞ ﾄｼﾛｳ

2時間14分29秒141 池田　五郎1535 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｺﾞﾛｳ

2時間14分34秒142 荻原　敏1611 (米子市)ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ

2時間14分44秒143 原田　美行1697 (兵庫県)ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間14分49秒144 門脇　廣1668 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛｼ

2時間15分10秒145 持田　尚秀1591 (松江市)ﾓﾁﾀﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ

2時間15分11秒146 福田　栄治郎1683 (鳥取市)ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞﾛｳ

2時間15分28秒147 岡空　輝夫1648 (境港市)ｵｶｿﾗ ﾃﾙｵ

2時間15分43秒148 林原　敏夫1721 (南部町)ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾄｼｵ

2時間16分19秒149 藤井　英治1542 (岡山県)ﾌｼﾞｲ ｴｲｼﾞ

2時間16分20秒150 田端　啓一1638 (兵庫県)ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ
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2時間16分37秒151 深津　勉1539 (出雲市)ﾌｶﾂ ﾂﾄﾑ

2時間16分54秒152 小島　晴雄1586 (安来市)ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｵ

2時間17分37秒153 村上　美己1724 (益田市)ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐ

2時間18分49秒154 前田　靜男1556 (鳥取市)ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｵ

2時間19分10秒155 中村　善明1631 (兵庫県)ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ

2時間19分30秒156 福島　克明1564 (神奈川県)ﾌｸｼﾏ ｶﾂｱｷ

2時間19分37秒157 高岡　優1674 (広島県)ﾀｶｵｶ ﾏｻﾙ

2時間20分01秒158 糸原　正倫1520 (松江市)ｲﾄﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間20分04秒159 穐山　恒雄1547 (北栄町)ｱｷﾔﾏ ﾂﾈｵ

2時間20分22秒160 大田　信雄1672 (境港市)ｵｵﾀ ﾉﾌﾞｵ

2時間20分51秒161 東　博文1580 (大阪府)ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ

2時間20分56秒162 長谷川　潔1549 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ

2時間21分01秒163 枝光　武志1585 (鳥取市)ｴﾀﾞﾐﾂ ﾀｹｼ

2時間21分02秒164 生馬　勲1723 (出雲市)ｲｸﾏ ｲｻｵ

2時間21分16秒165 瀧本　朝光1613 (神奈川県)ﾀｷﾓﾄ ﾄﾓﾐﾂ

2時間23分11秒166 冨谷　貢1699 (大山町)ﾄﾐﾀﾆ ﾐﾂｷﾞ

2時間23分22秒167 清水　和男1690 (浜田市)ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ

2時間23分34秒168 加賀　勝美1716 (北海道)ｶｶﾞ ｶﾂﾐ

2時間24分34秒169 森田　善雅1577 (米子市)ﾓﾘﾀ ﾖｼﾏｻ

2時間25分06秒170 小村　健二1554 (出雲市)ｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間25分22秒171 山中　隆一1656 (愛知県)ﾔﾏﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ

2時間25分59秒172 添田　健1704 (松江市)ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間26分17秒173 大西　富士夫1534 (隠岐の島町)ｵｵﾆｼ ﾌｼﾞｵ

2時間26分49秒174 辻本　実1738 (米子市)ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾉﾙ

2時間27分42秒175 中倉　俊彦1508 (松江市)ﾅｶｸﾗ ﾄｼﾋｺ

2時間27分57秒176 高梨　俊夫1646 (隠岐の島町)ﾀｶﾅｼ ﾄｼｵ

2時間28分14秒177 こんどう　しげき1669 (愛知県)ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ

2時間28分34秒178 北原　佶1526 (米子市)ｷﾀﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間29分44秒179 正木　邦明1731 (広島県)ﾏｻｷ ｸﾆｱｷ

2時間30分12秒180 萬代　俊一1605 (松江市)ﾏﾝﾀﾞｲ ｼｭﾝｲﾁ

2時間33分19秒181 山岡　尚1692 (出雲市)ﾔﾏｵｶ ﾋｻｼ

2時間34分28秒182 青砥　千也1599 (雲南市)ｱｵﾄ ｶｽﾞﾔ

2時間36分08秒183 黒田　光穂1600 (日吉津村)ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｵ

2時間36分29秒184 祝部　由喜夫1562 (出雲市)ﾎｳﾘ ﾕｷｵ

2時間38分06秒185 多々納　康雄1574 (出雲市)ﾀﾀﾉ ﾔｽｵ

2時間38分10秒186 北川　宏1567 (安来市)ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ

2時間40分10秒187 足立　一政1703 (出雲市)ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ

2時間40分19秒188 藤田　健1696 (山口県)ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ

2時間42分36秒189 大園　正1603 (広島県)ｵｵｿﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ

2時間45分58秒190 秋山　廣之1678 (倉吉市)ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間48分53秒191 中垣　信一1543 (米子市)ﾅｶｶﾞｷ ｼﾝｲﾁ

2時間49分53秒192 渡部　舟海1727 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｶｲ
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