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39分17秒1 梶本　広康1764 由良育英クラブｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ

41分26秒2 古田　二郎1801 ﾌﾙﾀ ｼﾞﾛｳ

42分14秒3 福田　哲也1747 布施ジョガーズﾌｸﾀ ﾃﾂﾔ

42分27秒4 梅野　勝1863 ｳﾒﾉ ﾏｻﾙ

43分26秒5 松本　浩次1736 布勢ＡＣﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ

43分49秒6 下田　智明1848 佐治ランナーズｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

44分30秒7 小崎　幸市1867 ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ

44分41秒8 若木　伸行1737 ﾜｶｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

45分10秒9 清水　達也1762 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ

45分17秒10 宮本　長人1707 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｶﾞﾋﾄ

45分21秒11 大西　秀幸1734 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ

45分39秒12 成本　文明1735 ﾅﾘﾓﾄ ﾌﾐｱｷ

45分49秒13 大久保　仁志1811 ＪＲ鳥取鉄道部ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｼ

46分04秒14 石名　勝実1845 岩美ランニングクラブｲｼﾅ ｶﾂﾐ

46分19秒15 片山　学1748 鳥取市役所マラソン部ｶﾀﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ

46分24秒16 平井　圭介1749 鳥取市役所マラソン部ﾋﾗｲ ｹｲｽｹ

46分25秒17 陶　敏之1804 布勢ジョガーズｽｴ ﾄｼﾕｷ

46分28秒18 諸山　賢1836 ﾓﾛﾔﾏ ｻﾄｼ

46分51秒19 竹内　正泰1781 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾔｽ

47分03秒20 岡田　正1743 パサージュＲＣｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

47分03秒21 河村　博美1704 ひだまりｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾐ

47分11秒22 小谷　勝教1705 ワールド薬局ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ

47分19秒23 吉村　幸治1751 鳥取市役所マラソン部ﾖｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ

47分50秒24 角田　信也1813 ＪＲ鳥取鉄道部ﾂﾉﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ

47分50秒25 藤原　剛司1759 寿そうゆう会ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ

48分02秒26 上紙　正規1841 グッドヒルｳｴｶﾞﾐ ﾏｻｷ

48分19秒27 三島　真1714 ﾐｼﾏ ﾏｺﾄ

48分47秒28 村上　哲司1738 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾂｼ

48分49秒29 小原　健治1790 ｺﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

49分06秒30 小西　光宣1784 ｺﾆｼ ﾐﾂﾉﾘ

49分27秒31 松南　雅己1824 ﾏﾂﾅﾐ ﾏｻﾐ

49分34秒32 坂田　正樹1756 なかむら食堂ＡＣｻｶﾀ ﾏｻｷ

49分44秒33 高橋　典男1815 鳥取税務署総務課ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ

49分48秒34 田中　愼一1812 ＪＲ鳥取鉄道部ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ

49分48秒35 岸本　健治1869 ｷｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

50分25秒36 水戸　隆1775 ﾐﾄ ﾀｶｼ

50分30秒37 橋口　英俊1769 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ

50分31秒38 笠原　秀一1834 ｶｻﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ

50分33秒39 森　亮二1861 ﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ

50分38秒40 壹岐　勝1807 中放走団ｲｷ ﾏｻﾙ

50分42秒41 西田　隆彦1853 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ

50分43秒42 田中　敏雄1773 姫路走友会ﾀﾅｶ ﾄｼｵ

51分18秒43 山田　浩1820 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

51分30秒44 谷岡　弘行1709 ﾀﾆｵｶ ﾋﾛﾕｷ

51分41秒45 中村　寿和1826 中ノ郷駅伝部ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ

52分12秒46 築山　辰彦1777 ＫＲＬＨﾂｷﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ

52分14秒47 山下　哲郎1850 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾛｳ

52分24秒48 藤井　道夫1740 ひだまり倶楽部ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｵ

52分27秒49 大下　達也1828 ｵｵｼﾀ ﾀﾂﾔ

52分29秒50 山本　正人1823 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ
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53分02秒51 太田　匡彦1766 さとに田園クリニックｵｵﾀ ﾏｻﾋｺ

53分05秒52 石井　富夫1866 ｲｼｲ ﾄﾐｵ

53分26秒53 山田　剛1779 布勢ジョガーズﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ

53分33秒54 牛尾　泉1789 舞ペースＲＵＮｳｼｵ ｲｽﾞﾐ

53分36秒55 中村　理人1750 鳥取市役所マラソン部ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾄ

54分06秒56 長谷川　弘1825 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

54分13秒57 稲葉　浩和1752 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

54分17秒58 山根　秀敏1792 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾄｼ

54分20秒59 谷村　憲一1862 岩美南小学校ﾀﾆﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

54分27秒60 谷垣　雅人1837 ﾀﾆｶﾞｷ ﾏｻﾄ

54分55秒61 鴨川　岩雄1852 ｶﾓｶﾞﾜ ｲﾜｵ

54分58秒62 髙丸　道信1712 三海ランナーズﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

55分21秒63 中尾　健二1808 ﾅｶｵ ｹﾝｼﾞ

55分46秒64 三崎　雅史1785 ﾐｻｷ ﾏｻｼ

55分48秒65 坂本　和則1787 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

55分50秒66 大塩　真司1795 ｵｵｼｵ ｼﾝｼﾞ

55分57秒67 北村　義寛1780 水野商事㈱ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

56分00秒68 小野田　輝彦1833 ｵﾉﾀﾞ ﾃﾙﾋｺ

56分06秒69 竹本　昭治1760 ニューオータニﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

56分13秒70 松下　峰男1831 ローズソワンﾏﾂｼﾀ ﾐﾈｵ

56分17秒71 下郡　角蔵1703 倉敷ランニングクラブｼﾓｺﾞｵﾘ ｶｸｿﾞｳ

56分27秒72 岸田　茂1827 ｷｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

56分31秒73 西谷　仁1702 飛歩（トンボ）走会ﾆｼﾀﾆ ﾋﾄｼ

56分39秒74 森　美大1720 読友会ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ

57分10秒75 石田　昭博1799 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

57分25秒76 小玉　秀明1805 ごうぎんｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

57分29秒77 小笠原　藤夫1770 倉敷ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｵｶﾞｻﾜﾗ ﾌｼﾞｵ

57分41秒78 貞森　則保1865 SCｻﾀﾞﾓﾘ ﾉﾘﾔｽ

57分46秒79 安養寺　訓久1776 ｱﾝﾖｳｼﾞ ｸﾆﾋｻ

57分49秒80 福成　寛通1788 布勢ジョガーズﾌｸﾅﾘ ﾋﾛﾐﾁ

57分54秒81 奥本　春信1772 ｵｸﾓﾄ

57分57秒82 福田　栄治郎1763 ﾌｸﾀ ｴｲｼﾞﾛｳ

57分57秒83 上田　悦雄1778 ＫＲＬＨｳｴﾀ ｴﾂｵ

57分57秒84 上田　喜海也1757 Ｌｅｔ’ｓトライ！ｳｴﾀﾞ ｷﾐﾔ

58分02秒85 森井　哲司1719 ﾓﾘｲ ﾃﾂｼ

58分06秒86 山田　有一1716 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

58分18秒87 谷口　哲治1721 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂｼﾞ

58分33秒88 前田　静男1810 ＪＲ鳥取鉄道部ﾏｴﾀ ｼｽﾞｵ

58分44秒89 安木　博昭1816 布勢ジョガーズﾔｽｷﾞ

58分45秒90 福浜　隆宏1847 鳥取県議会議員ﾌｸﾊﾏ ﾀｶﾋﾛ

58分51秒91 矢谷　章典1870 ﾔﾀﾆ ｱｷﾉﾘ

58分51秒92 石賀　敏1796 ｲｼｶﾞ ｻﾄｼ

59分04秒93 中原　洋二1821 おはよう堂ﾅｶﾊﾗ ﾖｳｼﾞ

59分19秒94 竹内　久幸1814 布勢ジョガーズﾀｹｳﾁ ﾋｻﾕｷ

59分26秒95 中山　秀樹1840 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

59分31秒96 古武家　善信1739 戸田建設ｺﾌﾞｹ ﾖｼﾉﾌﾞ

59分33秒97 岸本　好男1732 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｵ

59分45秒98 加苅　克久1710 ｶｶﾞﾘ ｶﾂﾋｻ

1時間00分04秒99 尾前　充弘1854 ｵﾏｴ ﾐﾂﾋﾛ

1時間00分12秒100 坪内　眞一1806 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼﾝｲﾁ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第３１回鳥取砂丘らっきょう花マラソン -

M)10ｋｍ50歳以上男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/10/29

スタート： 10:00:00

 鳥取砂丘オアシス広場

 鳥取市・鳥取市教育委員会

1時間00分17秒101 谷浦　晴二郎1842 ﾀﾆｳﾗ ｾｲｼﾞﾛｳ

1時間00分27秒102 二宮　建1856 tri-Gﾆﾉﾐﾔ ｹﾝ

1時間00分46秒103 植田　耕司1818 チューチューＲＣｳｴﾀ ｺｳｼﾞ

1時間00分58秒104 石本　晴繁1754 倉吉養護学校ｲｼﾓﾄ ﾊﾙｼｹﾞ

1時間01分02秒105 徳田　正賢1744 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間01分19秒106 宮脇　千吉1767 香住走ろう会ﾐﾔﾜｷ ｾﾝｷﾁ

1時間02分52秒107 伊藤　學1829 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ

1時間03分02秒108 小谷　一秋1708 椿山ACｺﾀﾆ ｶｽﾞｱｷ

1時間03分23秒109 中濱　芳喜1774 ゆうゆう学園ﾅｶﾊﾏ ﾖｼｷ

1時間03分57秒110 西垣　浩司1819 ﾆｼｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間04分17秒111 田中　喜章1728 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

1時間04分53秒112 河田　直正1786 ｶﾜﾀ ﾅｵﾏｻ

1時間05分02秒113 富田　道治1722 広畑走友会ﾄﾐﾀ ﾐﾁﾊﾙ

1時間06分09秒114 入江　隆1725 ｲﾘｴ ﾀｶｼ

1時間06分33秒115 高橋　啓太1832 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

1時間08分18秒116 青木　一雄1724 あおやＲＣｱｵｷ ｶｽﾞｵ

1時間09分03秒117 樋高　嘉治1727 出光ＯＢﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ

1時間09分11秒118 森　幸司1791 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ

1時間11分14秒119 浦木　秀樹1742 ｳﾗｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間11分47秒120 田熊　昭彦1797 ﾀｸﾏ ｱｷﾋｺ

1時間14分00秒121 細野　保朗1860 ﾎｿﾉ ﾔｽﾛｳ

1時間16分53秒122 木谷　高1782 村岡山名ＡＣｷﾀﾆ ﾀｶｼ
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