
- 第15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

 2019/11/3

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28分29秒1 井上　光弘1728 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾋﾛ

1時間30分11秒2 原　一夫1607 (出雲市)ﾊﾗ ｶｽﾞｵ

1時間31分40秒3 古志　真治1812 (出雲市)ｺｼ ｼﾝｼﾞ

1時間33分02秒4 藤原　伸一1740 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間34分48秒5 喜多　禎人1710 (京都府)ｷﾀ ｻﾀﾞﾄ

1時間35分01秒6 八木沼　誠一1718 (松江市)ﾔｷﾞﾇﾏ ｾｲｲﾁ

1時間37分29秒7 池田　辰巳1612 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾐ

1時間39分01秒8 石原　千美1825 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾁﾖｼ

1時間39分37秒9 余村　篤雄1657 (松江市)ﾖﾑﾗ ｱﾂｵ

1時間39分57秒10 宮脇　長男1719 (広島県)ﾐﾔﾜｷ ﾅｶﾞｵ

1時間40分14秒11 昌子　一郎1762 (松江市)ｼｮｳｼﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間40分56秒12 藤原　一明1713 (雲南市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間41分01秒13 丸本　到1745 (松江市)ﾏﾙﾓﾄ ｲﾀﾙ

1時間41分04秒14 小川　和彦1605 (出雲市)ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

1時間41分37秒15 岸本　隆夫1701 (大田市)ｷｼﾓﾄ ﾀｶｵ

1時間41分38秒16 森井　春孝1680 (鳥取市)ﾓﾘｲ ﾊﾙﾀｶ

1時間41分42秒17 槙原　進1715 (出雲市)ﾏｷﾊﾗ ｽｽﾑ

1時間42分25秒18 安食　一夫1681 (出雲市)ｱｼﾞｷ ｶｽﾞｵ

1時間42分34秒19 糸賀　義行1691 (出雲市)ｲﾄｶﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間42分43秒20 加藤　益夫1756 (広島県)ｶﾄｳ ﾏｽｵ

1時間42分55秒21 中西　慶蔵1711 (大阪府)ﾅｶﾆｼ ｹｲｿﾞｳ

1時間43分11秒22 森田　敬介1651 (松江市)ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ

1時間43分34秒23 徳永　和義1630 (鳥取市)ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間43分44秒24 多田納　哲1627 (松江市)ﾀﾀﾞﾉ ｻﾄｼ

1時間43分58秒25 川村　和幸1633 (松江市)ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1時間44分27秒26 三原　亮二1755 (松江市)ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ

1時間45分16秒27 平松　庸元1734 (岡山県)ﾋﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間45分17秒28 田中　慎一1666 (鳥取市)ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ

1時間46分04秒29 富田　修1662 (出雲市)ﾄﾐﾀ ｵｻﾑ

1時間47分17秒30 新井　千尋1776 (松江市)ﾆｲ ﾁﾋﾛ

1時間49分01秒31 木村　正司1752 (松江市)ｷﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間49分39秒32 藤原　幸吉1623 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷﾁ

1時間50分02秒33 吉村　文男1757 (埼玉県)ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐｵ

1時間50分07秒34 朝倉　博文1731 (香川県)ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾌﾐ

1時間50分24秒35 塩見　晴雄1678 (米子市)ｼｵﾐ ﾊﾙｵ

1時間50分30秒36 門脇　秀和1679 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間50分41秒37 村上　克巳1805 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾐ

1時間50分42秒38 清水　広敬1626 (大山町)ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分04秒39 遠田　博1606 (雲南市)ﾄｵﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間51分34秒40 郷堀　宏史1746 (広島県)ｺﾞｳﾎﾘ ﾋﾛｼ

1時間51分37秒41 曽田　和雄1635 (松江市)ｿﾀ ｶｽﾞｵ

1時間52分11秒42 亀山　慎二1730 (米子市)ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間52分20秒43 井塚　浩二1603 (安来市)ｲﾂｶ ｺｳｼﾞ

1時間52分20秒44 大西　孝弘1742 (北栄町)ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分23秒45 難波　修身1801 (米子市)ﾅﾝﾊﾞ ｵｻﾐ

1時間52分25秒46 佐々木　正1744 (出雲市)ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ

1時間52分33秒47 木村　吉男1650 (松江市)ｷﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間52分36秒48 小原　健一1800 (鳥取市)ｵﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間52分59秒49 柳樂　雅弘1667 (松江市)ﾅｷﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間53分01秒50 作野　幸憲1735 (安来市)ｻｸﾉ ﾕｷﾉﾘ
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1時間53分32秒51 斉藤　茂1669 (浜田市)ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

1時間53分40秒52 安達　基隆1795 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾓﾄﾀｶ

1時間54分16秒53 生田　明博1814 (琴浦町)ｲｸﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間54分29秒54 新田　正吉1665 (出雲市)ﾆｯﾀ ﾏｻﾖｼ

1時間54分43秒55 小川　幸孝1792 (長崎県)ｵｶﾞﾜ ﾕｷﾀｶ

1時間54分49秒56 吉木　稔朗1829 (東京都)ﾖｼｷ ﾄｼﾛｳ

1時間55分04秒57 服部　昭1777 (米子市)ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ

1時間55分05秒58 福本　親1620 (松江市)ﾌｸﾓﾄ ﾁｶｼ

1時間56分06秒59 渡邉　明則1750 (南部町)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾉﾘ

1時間56分26秒60 本田　智1741 (広島県)ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間56分59秒61 松本　謙二1760 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間57分35秒62 河野　英徳1761 (愛媛県)ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間57分48秒63 亀高　健一1725 (米子市)ｶﾒﾀｶ ｹﾝｲﾁ

1時間58分06秒64 八木　俊彰1779 (松江市)ﾔｷﾞ ﾄｼｱｷ

1時間58分08秒65 勝部　益生1811 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾏｽｵ

1時間58分15秒66 楫　佳幸1655 (大田市)ｶｼﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間58分32秒67 春木　定1638 (松江市)ﾊﾙｷ ｻﾀﾞﾑ

1時間58分36秒68 坂根　繁1641 (松江市)ｻｶﾈ ｼｹﾞﾙ

1時間58分38秒69 川上　祐治1799 (出雲市)ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

1時間59分06秒70 大塚　博之1654 (出雲市)ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間59分21秒71 荻原　敏1709 (米子市)ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ

1時間59分23秒72 森政　克之1616 (広島県)ﾓﾘﾏｻ ｶﾂﾕｷ

1時間59分26秒73 青戸　喜明1758 (松江市)ｱｵﾄ ﾖｼｱｷ

1時間59分27秒74 西城　弘1806 (岡山県)ｻｲｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ

1時間59分35秒75 戸田　徳一1759 (琴浦町)ﾄﾀﾞ ﾄｸｲﾁ

2時間00分24秒76 お好み焼　大福1637 (松江市)ｵｺﾉﾐﾔｷ ﾀﾞｲﾌｸ

2時間00分34秒77 田中　秀和1674 (出雲市)ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間00分34秒78 長谷川　弘1804 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

2時間00分35秒79 戸板　康麿1660 (鳥取市)ﾄｲﾀ ﾔｽﾏﾛ

2時間00分37秒80 吉川　実1705 (出雲市)ﾖｼｶﾜ ﾐﾉﾙ

2時間00分43秒81 荒金　修1631 (安来市)ｱﾗｶﾈ ｵｻﾑ

2時間00分47秒82 持田　幹夫1622 (安来市)ﾓﾁﾀﾞ ﾐｷｵ

2時間00分52秒83 安部　博善1706 (雲南市)ｱﾍﾞ ﾋﾛﾖｼ

2時間00分53秒84 髙丸　道信1617 (香川県)ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

2時間01分04秒85 石尾　光1727 (東京都)ｲｼｵ ﾋｶﾙ

2時間01分32秒86 原　生語1692 (出雲市)ﾊﾗ ｾｲｺﾞ

2時間01分35秒87 上杉　恭之1796 (米子市)ｳｴｽｷﾞ ﾔｽﾕｷ

2時間01分45秒88 金谷　泰人1672 (岡山県)ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ

2時間01分47秒89 曽根　浩二1738 (松江市)ｿﾈ ｺｳｼﾞ

2時間01分49秒90 堀江　隆典1817 (松江市)ﾎﾘｴ ﾀｶﾉﾘ

2時間02分18秒91 山田　重昭1602 (湯梨浜町)ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ

2時間03分20秒92 井上　雄二1837 (愛知県)ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ

2時間03分22秒93 坂東　廣光1625 (出雲市)ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐﾂ

2時間03分24秒94 澤田　宗博1636 (大山町)ｻﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

2時間03分58秒95 河原　荘一郎1775 (松江市)ｶﾜﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

2時間04分05秒96 足立　経一1739 (出雲市)ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ

2時間04分07秒97 兒玉　誠一1827 (雲南市)ｺﾀﾞﾏ ｾｲｲﾁ

2時間04分09秒98 和久利　誓一1656 (雲南市)ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ

2時間04分16秒99 吉田　正和1618 (松江市)ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間04分47秒100 三成　誠治1682 (出雲市)ﾐﾅﾘ ｾｲｼﾞ
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2時間04分48秒101 佐藤　勉1772 (東京都)ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ

2時間05分00秒102 北垣　憲司1708 (米子市)ｷﾀｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間05分04秒103 松本　茂樹1809 (鳥取市)ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｷ

2時間05分45秒104 立木　豊和1609 (米子市)ﾂｲｷ ﾄﾖｶｽﾞ

2時間06分02秒105 小林　喜代志1743 (米子市)ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ

2時間06分24秒106 加藤　秀年1647 (雲南市)ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間06分30秒107 田中　敬二1628 (大田市)ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞ

2時間06分46秒108 辻田　哲朗1615 (米子市)ﾂｼﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ

2時間06分59秒109 永島　正嗣1729 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾂｸﾞ

2時間07分00秒110 大谷　次郎1765 (福岡県)ｵｵﾀﾆ ｼﾞﾛｳ

2時間07分05秒111 山根　一朗1645 (米子市)ﾔﾏﾈ ｲﾁﾛｳ

2時間07分15秒112 江川　敏雅1737 (浜田市)ｴｶﾞﾜ ﾄｼﾏｻ

2時間07分45秒113 永田　淳次1723 (米子市)ｴｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間07分46秒114 本田　正之1658 (出雲市)ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間08分09秒115 福間　薫1663 (松江市)ﾌｸﾏ ｶｵﾙ

2時間08分26秒116 福田　誠治1714 (邑南町)ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ

2時間08分33秒117 小坂　厚夫1785 (松江市)ｺｻｶ ｱﾂｵ

2時間08分40秒118 村田　裕彦1819 (米子市)ﾑﾗﾀ ﾕｳﾋｺ

2時間09分10秒119 青山　喜一1685 (松江市)ｱｵﾔﾏ ｷｲﾁ

2時間09分20秒120 岡空　輝夫1733 (境港市)ｵｶｿﾗ ﾃﾙｵ

2時間09分22秒121 江原　常夫1632 (米子市)ｴﾊﾗ ﾂﾈｵ

2時間09分33秒122 田村　茂樹1823 (伯耆町)ﾀﾑﾗ ｼｹﾞｷ

2時間09分34秒123 難波　勇強1642 (米子市)ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｼ

2時間10分04秒124 福田　健1717 (鳥取市)ﾌｸﾀ ﾀｹｼ

2時間10分33秒125 川田　俊雄1702 (米子市)ｶﾜﾀ ﾄｼｵ

2時間10分33秒126 糸原　正倫1695 (松江市)ｲﾄﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間10分42秒127 樋口　能弘1832 (大阪府)ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

2時間10分42秒128 松浦　洋治1753 (松江市)ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ

2時間10分53秒129 加藤　光治1673 (安来市)ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間10分53秒130 卜蔵　俊朗1716 (安来市)ﾎﾞｸﾗ ﾄｼﾛｳ

2時間10分54秒131 中村　豊1699 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ

2時間11分31秒132 池田　五郎1643 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｺﾞﾛｳ

2時間11分48秒133 山口　重光1644 (大阪府)ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐﾂ

2時間12分05秒134 山口　久人1736 (境港市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾄ

2時間12分13秒135 妹尾　信雄1604 (出雲市)ｾﾉｵ ﾉﾌﾞｵ

2時間12分22秒136 西川　敏1732 (大阪府)ﾆｼｶﾜ ｻﾄｼ

2時間12分29秒137 松本　正福1748 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄﾐ

2時間12分54秒138 伊藤　忠司1703 (湯梨浜町)ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ

2時間13分05秒139 柱野　哲朗1608 (北栄町)ﾊｼﾗﾉ ﾃﾂﾛｳ

2時間13分43秒140 吉元　雅行1789 (安来市)ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

2時間14分29秒141 清水　司1831 (大田市)ｼﾐｽﾞ ﾂｶｻ

2時間14分52秒142 植田　好雄1671 (江津市)ｳｴﾀﾞ ﾖｼｵ

2時間15分36秒143 能登路　俊郎1798 (米子市)ﾉﾄｼﾞ ﾄｼﾛｳ

2時間15分41秒144 福田　栄治郎1766 (鳥取市)ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞﾛｳ

2時間16分07秒145 中村　善明1722 (兵庫県)ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ

2時間16分26秒146 前田　静男1781 (鳥取市)ﾏｴﾀ ｼｽﾞｵ

2時間17分09秒147 神庭　幸俊1614 (松江市)ｶﾝﾊﾞ ﾕｷﾄｼ

2時間17分14秒148 山田　弘1816 (鳥取市)ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間17分16秒149 三好　邦彦1778 (岡山県)ﾐﾖｼ ｸﾆﾋｺ

2時間17分28秒150 冨谷　貢1784 (大山町)ﾄﾐﾀﾆ ﾐﾂｷﾞ
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2時間17分33秒151 勝部　俊郎1794 (大山町)ｶﾂﾍﾞ ﾄｼﾛｳ

2時間17分39秒152 濱田　進1726 (境港市)ﾊﾏﾀﾞ ｽｽﾑ

2時間18分07秒153 秀川　智彦1720 (兵庫県)ﾋﾃﾞｶﾜ ﾄﾓﾋｺ

2時間18分12秒154 陶山　清孝1786 (南部町)ｽﾔﾏ ｷﾖﾀｶ

2時間18分43秒155 沖田　修1774 (津和野町)ｵｷﾀ ｵｻﾑ

2時間19分06秒156 森本　進1687 (米子市)ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾑ

2時間19分29秒157 稲元　正敏1769 (浜田市)ｲﾅﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

2時間19分43秒158 但馬　史人1621 (米子市)ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾋﾄ

2時間19分50秒159 中倉　俊彦1652 (松江市)ﾅｶｸﾗ ﾄｼﾋｺ

2時間19分56秒160 今岡　豊1834 (出雲市)ｲﾏｵｶ ﾕﾀｶ

2時間20分15秒161 寺本　豊1664 (松江市)ﾃﾗﾓﾄ ﾕﾀｶ

2時間20分26秒162 山本　悦正1797 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾏｻ

2時間20分38秒163 田中　喜章1640 (鳥取市)ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

2時間20分38秒164 多々納　康雄1661 (出雲市)ﾀﾀﾉ ﾔｽｵ

2時間21分26秒165 沼田　秀治1773 (米子市)ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾊﾙ

2時間22分41秒166 長谷川　潔1648 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ

2時間23分20秒167 本常　智1700 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ｻﾄｼ

2時間23分40秒168 青砥　千也1697 (雲南市)ｱｵﾄ ｶｽﾞﾔ

2時間24分31秒169 小立　孝志1675 (松江市)ｵﾀﾞﾁ ﾀｶｼ

2時間25分05秒170 萬代　俊一1698 (松江市)ﾏﾝﾀﾞｲ ｼｭﾝｲﾁ

2時間25分08秒171 藤本　朗1754 (松江市)ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ

2時間25分12秒172 添田　健1791 (松江市)ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間25分50秒173 北原　佶1634 (米子市)ｷﾀﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間27分09秒174 八田　淳1818 (境港市)ﾊｯﾀ ｼﾞｭﾝ

2時間27分26秒175 祝部　由喜夫1684 (出雲市)ﾎｳﾘ ﾕｷｵ

2時間27分29秒176 東　博文1668 (大阪府)ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ

2時間27分43秒177 村松　憲1689 (雲南市)ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ

2時間27分46秒178 周藤　博美1704 (松江市)ｽﾄｳ ﾋﾛﾐ

2時間27分54秒179 清水　和男1771 (浜田市)ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ

2時間27分58秒180 林谷　勉1694 (米子市)ﾊﾔｼﾀﾆ ﾂﾄﾑ

2時間28分01秒181 小村　健二1686 (出雲市)ｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間28分14秒182 小島　晴雄1693 (安来市)ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｵ

2時間29分46秒183 高本　薫1813 (大阪府)ﾀｶﾓﾄ ｶｵﾙ

2時間31分54秒184 倉間　元樹1835 (伯耆町)ｸﾗﾏ ﾓﾄｷ

2時間32分38秒185 足立　一政1790 (出雲市)ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ

2時間33分24秒186 森田　善雅1677 (米子市)ﾓﾘﾀ ﾖｼﾏｻ

2時間33分44秒187 佐藤　利昭1833 (松江市)ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ

2時間33分59秒188 山崎　泰央1830 (八頭町)ﾔﾏｻｷ ﾔｽｵ

2時間35分30秒189 和田　晴男1824 (京都府)ﾜﾀﾞ ﾊﾙｵ

2時間35分32秒190 足立　三紀雄1803 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾐｷｵ

2時間37分01秒191 伊藤　本1610 (出雲市)ｲﾄｳ ﾓﾄｲ

2時間37分06秒192 藤田　健1782 (山口県)ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ

2時間37分18秒193 池田　修司1826 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

2時間41分13秒194 石崎　久男1751 (松江市)ｲｼｻﾞｷ ﾋｻｵ

2時間41分35秒195 谷口　秀人1836 (南部町)ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ

2時間58分21秒196 大森　康志1821 (邑南町)ｵｵﾓﾘ ｺｳｼﾞ
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