
- 第15回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」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： 10:15:00

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

19分28秒1 中澤　隆4003 (米子市)ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ

20分58秒2 内田　信也4092 (広島県)ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ

21分05秒3 安田　匡4081 (米子市)ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳ

21分12秒4 迫江　茂幸4051 (広島県)ｻｺｴ ｼｹﾞﾕｷ

21分35秒5 丹波　房雄4085 (奥出雲町)ﾀﾝﾊﾞ ﾌｻｵ

21分42秒6 松田　和穂4097 (松江市)ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵ

21分55秒7 山本　悟4063 (隠岐の島町)ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ

22分50秒8 日下　敏幸4103 (松江市)ｸｻｶ ﾄｼﾕｷ

24分02秒9 和田　三喜夫4014 (松江市)ﾜﾀﾞ ﾐｷｵ

25分02秒10 陰山　春己4005 (出雲市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾐ

25分05秒11 奥谷　克朗4094 (松江市)ｵｸﾀﾆ ｶﾂﾛｳ

25分26秒12 渡部　信一4006 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ

25分29秒13 山根　敦4070 (出雲市)ﾔﾏﾈ ｱﾂｼ

25分44秒14 安田　成見4102 (米子市)ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾐ

26分16秒15 岩田　良司4066 (南部町)ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ

26分25秒16 高木　和明4037 (美郷町)ﾀｶｷ ｶｽﾞｱｷ

26分41秒17 坂野　誠4049 (安来市)ﾊﾞﾝﾉ ﾏｺﾄ

26分47秒18 嬉野　壽夫4101 (岡山県)ｳﾚｼﾉ ﾋｻｵ

27分00秒19 加藤　昌弘4007 (出雲市)ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

27分00秒20 広中　勝4050 (安来市)ﾋﾛﾅｶ ﾏｻﾙ

27分10秒21 門脇　義明4080 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾖｼｱｷ

27分29秒22 佐伯　勇4009 (安来市)ｻｴｷ ｲｻﾑ

27分42秒23 箕島　健4020 (米子市)ﾐﾉｼﾏ ｹﾝ

28分15秒24 宮内　健治4002 (安来市)ﾐﾔｳﾁ ｹﾝｼﾞ

28分20秒25 辻谷　典久4056 (安来市)ﾂｼﾞﾀﾆ ﾉﾘﾋｻ

28分34秒26 後藤　才示4031 (出雲市)ｺﾞﾄｳ ｻｲｼﾞ

28分36秒27 森広　良昭4074 (山口県)ﾓﾘﾋﾛ ﾖｼｱｷ

28分41秒28 浅倉　博一4058 (倉吉市)ｱｻｸﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

28分42秒29 小林　友行4060 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ

29分19秒30 新野　晴芳4013 (岡山県)ﾆｲﾉ ﾊﾙﾖｼ

29分22秒31 川瀬　春美4082 (出雲市)ｶﾜｾ ﾊﾙﾐ

29分28秒32 笠谷　博友4062 (出雲市)ｶｻﾔ ﾋﾛﾄﾓ

29分33秒33 岡田　武久4047 (大田市)ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋｻ

29分39秒34 北尾　正樹4061 (松江市)ｷﾀｵ ﾏｻｷ

29分49秒35 渡部　英一4018 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ

29分50秒36 渡邉　勝4067 (境港市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ

30分04秒37 金山　行雄4038 (安来市)ｶﾅﾔﾏ ﾕｷｵ

30分07秒38 河井　広道4026 (鳥取市)ｶﾜｲ ﾋﾛﾐﾁ

30分14秒39 松本　一司4087 (出雲市)ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ

30分21秒40 若松　実4011 (米子市)ﾜｶﾏﾂ ﾐﾉﾙ

30分24秒41 野津　福市4073 (出雲市)ﾉﾂ ﾌｸｲﾁ

30分28秒42 田中　康之4057 (松江市)ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ

30分29秒43 丸山　清4068 (安来市)ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖｼ

30分37秒44 楓　尚史4022 (香川県)ﾓﾐｼﾞ ﾋｻｼ

30分40秒45 市本　和義4046 (岡山県)ｲﾁﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ

30分45秒46 大櫃　俊4001 (安来市)ｵｵﾋﾞﾂ ｼｭﾝ

30分58秒47 成相　治4083 (出雲市)ﾅﾘｱｲ ｵｻﾑ

31分00秒48 後山　範行4106 (広島県)ｳｼﾛﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ

31分03秒49 田中　豊4030 (安来市)ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ

31分13秒50 原　洋信4023 (米子市)ﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
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31分23秒51 福谷　武彦4095 (米子市)ﾌｸﾀﾆ ﾀｹﾋｺ

31分26秒52 高島　善夫4100 (安来市)ﾀｶｼﾏ ﾖｼｵ

31分36秒53 大田　耕次4069 (出雲市)ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ

31分41秒54 小林　敏夫4042 (鳥取市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ

31分51秒55 竹内　哲男4028 (安来市)ﾀｹｳﾁ ﾃﾂｵ

31分53秒56 杉原　知幸4091 (松江市)ｽｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

32分06秒57 大内　英之4065 (松江市)ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

32分19秒58 杉原　玄二4016 (米子市)ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾞﾝｼﾞ

32分27秒59 宇都宮　孝一4078 (安来市)ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｳｲﾁ

32分47秒60 石飛　公一4021 (松江市)ｲｼﾄﾋﾞ ｺｳｲﾁ

33分12秒61 青戸　良浩4077 (安来市)ｱｵﾄ ﾖｼﾋﾛ

33分13秒62 穐山　恒雄4032 (北栄町)ｱｷﾔﾏ ﾂﾈｵ

33分35秒63 川口　博嗣4088 (兵庫県)ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

33分37秒64 山本　公二4096 (兵庫県)ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

34分05秒65 定常　範章4072 (倉吉市)ｻﾀﾞﾂﾈ ﾉﾘｱｷ

34分18秒66 橘　千秋4010 (松江市)ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｱｷ

34分28秒67 生馬　武弘4079 (松江市)ｲｸﾏ ﾀｹﾋﾛ

34分50秒68 池田　千寿4055 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ﾁﾄｼ

34分50秒69 亀尾　志郎4035 (安来市)ｶﾒｵ ｼﾛｳ

35分10秒70 稲田　法明4029 (安来市)ｲﾅﾀ ﾉﾘｱｷ

35分26秒71 小林　誠一4053 (米子市)ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ

35分38秒72 二岡　孝道4045 (安来市)ﾌﾀｵｶ ﾀｶﾐﾁ

35分42秒73 浜野　順次4015 (松江市)ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

37分00秒74 川上　功4033 (出雲市)ｶﾜｶﾐ ｲｻｵ

37分02秒75 濱﨑　丈治4019 (岡山県)ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ

37分38秒76 川崎　純一4017 (岡山県)ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

37分52秒77 成瀬　廉二4090 (鳥取市)ﾅﾙｾ ﾚﾝｼﾞ

38分28秒78 武内　貞夫4048 (岡山県)ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞｵ

39分30秒79 石原　裕士4004 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ

40分12秒80 奥本　徳隆4036 (愛媛県)ｵｸﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ

40分28秒81 丸橋　敏成4025 (鳥取市)ﾏﾙﾊｼ ﾄｼﾅﾘ

40分46秒82 前田　昭夫4105 (米子市)ﾏｴﾀﾞ ｱｷｵ

43分37秒83 吉川　昭平4054 (出雲市)ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾍｲ

43分51秒84 徳永　義文4008 (鹿児島県)ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼﾌﾐ

47分58秒85 花岡　悟4104 (松江市)ﾊﾅｵｶ ｻﾄﾙ

52分50秒86 大谷　隆康4043 (米子市)ｵｵﾀﾆ ﾀｶﾔｽ
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