
- 第1回やまぐちクロカンハーフマラソン -

ハーフマラソン：男子（49歳以下）

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2021/3/28

スタート： 10:30:00

会場: 山口県セミナーパーク

主催: やまぐちクロカンハーフマラソン実行委員会

1時間14分43秒1 吉岡　龍一18 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

1時間14分52秒2 友森　敬一郎2 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 東ソー　走龍会

1時間15分03秒3 森山　将平4 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 東海カーボン

1時間17分22秒4 伊藤　吉洋6 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

1時間17分28秒5 木村　典弘5 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 福岡陸協

1時間17分58秒6 冨高　一成3 ﾄﾐﾀｶ ｶｽﾞﾅﾘ 北九州ＲiＣ

1時間18分00秒7 福本　恭久10 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ

1時間18分17秒8 友原　達矢9 ﾄﾓﾊﾗ ﾀﾂﾔ ＪＦＥマグパウダー

1時間20分36秒9 吉田　尚斗15 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ

1時間20分53秒10 和田　善之12 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 本城陸上クラブ

1時間22分24秒11 河村　駿8 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ

1時間22分53秒12 山田　拓司23 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ αランナーズ

1時間24分33秒13 山口　遥生60 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

1時間25分34秒14 奥住　蓮37 ｵｸｽﾞﾐ ﾚﾝ SubX

1時間27分08秒15 湊　政昭16 ﾐﾅﾄ ﾏｻｱｷ 本城陸上クラブ

1時間27分38秒16 津田　拳児38 ﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ サケルグミ

1時間28分04秒17 山本　順也155 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間28分12秒18 増山　修次50 ﾏｼﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 萩市役所陸上部

1時間29分27秒19 松岡　保弘41 ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間29分27秒20 丹羽　知嗣33 ﾆﾜ ﾄﾓﾂｸﾞ

1時間30分12秒21 村中　貴大57 ﾑﾗﾅｶ ﾀｶﾋﾛ Ｓｕｂｘ

1時間30分19秒22 安村　健太郎52 ﾔｽﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間30分26秒23 三宅　研司55 ﾐﾔｹ ｹﾝｼﾞ

1時間30分28秒24 髙山　博吉110 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ

1時間31分01秒25 大亀　正経59 ｵｵｶﾒ ﾏｻﾂﾈ

1時間32分08秒26 南出　隆博54 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間33分11秒27 大久保　泰宏51 ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間33分31秒28 織田　幸一87 ｵﾀﾞ ｺｳｲﾁ GMRC

1時間33分36秒29 照峰　直伸28 ﾃﾙﾐﾈ ﾅｵﾉﾌﾞ

1時間34分04秒30 岩木　学47 ｲﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ

1時間35分28秒31 立場　寛之43 ﾀﾃﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 東山口信用金庫

1時間35分45秒32 田中　輝111 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 長門市役所

1時間35分54秒33 河野　晃一郎34 ｺｳﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 下関ブルーランナーズ

1時間37分05秒34 小林　隆太64 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ

1時間37分23秒35 松永　渉45 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 東割保育園ＡＣ

1時間37分29秒36 尾山　靖治48 ｵﾉﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ

1時間37分31秒37 藤村　喜輝53 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｷ 萩市役所陸上部

1時間37分33秒38 村山　広輝134 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 岡田病院

1時間37分41秒39 山本　知弘77 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ とくれつ

1時間38分02秒40 吉谷　邦宏71 ﾖｼﾀﾆ ｸﾆﾋﾛ

1時間38分03秒41 山口　直人178 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ

1時間38分33秒42 幡生　基紀112 ﾊﾀﾌﾞ ﾓﾄﾉﾘ

1時間38分42秒43 清水　元気66 ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ

1時間38分46秒44 安藤　大40 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間38分50秒45 浜崎　貴昭44 ﾊﾏｻｷ ﾀｶｱｷ

1時間38分54秒46 横山　隆志63 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間40分06秒47 和田　健一32 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 下関市役所

1時間40分50秒48 在木　大介75 ｱﾘｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間41分11秒49 佐々野　憲一56 ｻｻﾉ ｹﾝｲﾁ

1時間42分36秒50 松田　淳一74 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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1時間43分16秒51 岡野　大作103 ｵｶﾉ ﾀﾞｲｻｸ

1時間43分45秒52 片岡　真135 ｶﾀｵｶ ｼﾝ

1時間44分50秒53 吉松　利樹131 ﾖｼﾏﾂ ﾄｼｷ

1時間46分14秒54 國田　純一90 ｸﾆﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ SON山口

1時間48分03秒55 原田　裕司72 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間48分32秒56 櫨元　隆94 ﾊｾﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間49分58秒57 原田　倫136 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ

1時間50分36秒58 山根　誉輝89 ﾔﾏﾈ ﾀｶﾃﾙ

1時間51分22秒59 形山　勉76 ｶﾀﾔﾏ ﾂﾄﾑ

1時間56分09秒60 藤村　博明108 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

2時間00分10秒61 白浜　一雄143 ｼﾗﾊﾏ ｶｽﾞｵ

2時間01分18秒62 曽根　清一128 ｿﾈ ｷﾖｶｽﾞ

2時間01分38秒63 谷口　寛158 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2時間01分54秒64 山田　真一93 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間03分06秒65 長田　宏治127 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾊﾙ さわやか３組

2時間09分52秒66 原田　航平133 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ

2時間11分21秒67 中越　岳120 ﾅｶｺﾞｴ ﾀｶｼ

2時間11分46秒68 佐伯　清隆150 ｻｴｷ ｷﾖﾀｶ

2時間12分06秒69 新谷　貴博148 ｼﾝﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

2時間12分09秒70 竹林　一行109 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ

2時間13分27秒71 宗樂　充将145 ｿｳﾗｸ ﾐﾂﾏｻ

2時間19分22秒72 永田　一朗132 ﾅｶﾞﾀ ｲﾁﾛｳ ランナッツ

2時間33分04秒73 中尾　浩一157 ﾅｶｵ ｺｳｲﾁ

2時間44分44秒74 海田　宣崇168 ｶｲﾀ ﾉﾘﾀｶ 山口ランニングネット
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