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H)5ｋｍ40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： 10:05:00

 鳥取砂丘オアシス広場

 鳥取市・鳥取市教育委員会

18分26秒1 浅井　教夫904 ｱｻｲ ﾉﾘｵ

18分38秒2 田中　義昭824 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

19分12秒3 米田　博文837 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

19分30秒4 山本　公司923 TEAM ☆B’zﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

19分45秒5 米澤　朗877 のうりんずﾖﾈｻﾞﾜ

20分02秒6 若原　裕幸878 中ノ郷駅伝部ﾜｶﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

20分28秒7 北村　茂雄866 SHORE！ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｵ

20分51秒8 金岡　浩史819 鳥取市役所マラソン部ｶﾈｵｶ ﾋﾛｼ

21分08秒9 梅津　克善885 ＪＲ鳥取鉄道部ｳﾒｽﾞ ｶﾂﾖｼ

23分02秒10 小林　常夫901 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｵ

23分15秒11 山名　正道903 倉吉走ろう会ﾔﾏﾅ ﾏｻﾐﾁ

23分26秒12 岩井　良840 ｲﾜｲ ﾘｮｳ

23分27秒13 杉原　一夫833 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

23分33秒14 山口　和彦895 サブトラＲＣﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

23分45秒15 杉森　晶907 ｽｷﾞﾓﾘ ｱｷﾗ

24分04秒16 松浦　和也804 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾔ

24分25秒17 渡部　兼司911 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

24分57秒18 西澤　正和862 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ

25分47秒19 北尾　幸寛909 ＤＳＫｷﾀｵ ﾕｷﾋﾛ

26分02秒20 小川　寛恭915 Ｚｅｒｏ　ＲＣｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ

26分07秒21 山田　浩二876 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

26分44秒22 瀧川　靖浩858 ﾀｷｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

26分46秒23 中田　幸一897 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁ

26分52秒24 吉村　富士夫875 ﾖｼﾑﾗ ﾌｼﾞｵ

27分40秒25 竹本　政博826 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

27分45秒26 石破　克規847 石破漢法院ｲｼﾊﾞ ｶﾂﾉﾘ

27分47秒27 山本　邦治815 サンキ津山ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆﾊﾙ

27分59秒28 坂本　啓一852 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

28分23秒29 福市　信838 ﾌｸｲﾁ ﾏｺﾄ

28分28秒30 西川　厚821 ﾆｼｶﾜ ｱﾂｼ

29分01秒31 畝木　敏和899 ｳﾈｷ ﾄｼｶｽﾞ

29分03秒32 林原　郁夫886 ＪＲ鳥取鉄道部ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｲｸｵ

29分40秒33 橋本　隆宏857 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

29分48秒34 米増　祐一855 ＮＬＣﾖﾈﾏｽ ﾕｳｲﾁ

29分52秒35 後藤　真也868 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾔ

30分07秒36 神之田　剛822 ｶﾐﾉﾀﾞ ｺﾞｳ

30分13秒37 梅津　敏之助854 ｳﾒﾂﾞ ﾄｼﾉｽｹ

30分17秒38 谷口　慎一朗872 こうほうえんﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ

30分40秒39 松原　信成913 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾅﾘ

30分53秒40 藤川　康典831 さとに田園クリニックﾌｼﾞｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

30分55秒41 福永　進856 ﾌｸﾅｶﾞ ｽｽﾑ

30分57秒42 田中　裕三883 ﾀﾅｶ ﾕｳｿﾞｳ

31分06秒43 上原　優二811 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

31分20秒44 勝連　隆志805 ランランクラブｶﾂﾗ ﾀｶｼ

31分35秒45 橋本　誠816 チーム小次郎ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ

32分00秒46 蓮佛　克彦918 runrunrenrenﾚﾝﾌﾞﾂ ｶﾂﾋｺ

32分16秒47 谷口　雄二825 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

32分26秒48 飼牛　徳幸890 ｶｲｺﾞ ﾄｸﾕｷ

32分52秒49 中村　誠817 チーム小次郎ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

33分54秒50 村田　照雄851 流しびな走ろう会ﾑﾗﾀ ﾃﾙｵ
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34分01秒51 花坂　文明887 ＪＲ鳥取鉄道部ﾊﾅｻｶ ﾌﾐｱｷ

34分03秒52 小林　敏夫807 因幡の白うさぎｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ

34分27秒53 畝木　恒明900 ｳﾈｷ ﾂﾈｱｷ

34分32秒54 渡邊　雅人863 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ

34分52秒55 浜﨑　大輔914 Ｚｅｒｏ　ＲＣﾊﾏｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

35分27秒56 山本　潔848 佐治ランナーズﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｼ

35分55秒57 田村　穣860 ﾀﾑﾗ ﾐﾉﾙ

36分14秒58 松本　広志867 戸田建設㈱ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

36分26秒59 松下　明紀814 ﾏﾂｼﾀ

37分03秒60 西尾　友和813 ﾆｼｵ ﾄﾓｶｽﾞ

37分05秒61 恩田　紀夫912 ｵﾝﾀﾞ ﾉﾘｵ

37分35秒62 今嶋　敬905 ｲﾏｼﾞﾏ ﾀｶｼ

38分08秒63 長谷坂　栄治832 温泉走ろう会ﾊｾｻｶ ｴｲｼﾞ

38分15秒64 小谷　正章802 ｵﾀﾞﾆ ﾏｻｱｷ

39分12秒65 荊尾　正士823 ゼロRCｶﾀﾗｵ ﾏｻｼ

39分25秒66 小谷　貴彦880 ｺﾀﾆ

39分48秒67 門村　隆久871 アスリートクラブどんどんｶﾄﾞﾑﾗ ﾀｶﾋｻ

39分55秒68 細谷　慶介849 ﾎｿﾔ ｹｲｽｹ

41分34秒69 宇和田　美保818 ｳﾜﾀﾞ ﾖｼｵ

42分30秒70 岸本　多計公884 ｷｼﾓﾄ ﾀｹﾛ

42分47秒71 小西　賢869 アスリートクラブどんどんｺﾆｼ ｹﾝ

44分36秒72 中村　智明874 ㈱因幡組ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ

47分40秒73 永田　光司808 ＺＫＭ兵庫ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｼ

51分20秒74 小谷　信義830 村岡山名ＡＣｺﾀﾞﾆ ﾉﾌﾞﾖｼ

52分28秒75 春名　勇835 ZKM岡山支部ﾊﾙﾅ ｲｻﾑ
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