
- 2018みつ健康マラソン大会 -

H. 10km 高校生以上39歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 10:25:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

31分38秒1 小林　周平1105 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ

32分46秒2 新田　岬1196 ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 玉島の森

34分45秒3 片上　哲郎1095 ｶﾀｶﾐ ﾃﾂﾛｳ

35分16秒4 矢吹　和也1107 ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾔ チームFLEX

35分33秒5 鳥羽　哲平1011 ﾄﾊﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 桃太郎夢クラブ

35分35秒6 内山　翔太1009 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ ＪＦＥスチール熱延部

35分54秒7 中山　凌1102 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 三井E&S玉野

36分36秒8 吉光　陽紀1142 ﾖｼﾐﾂ ﾊﾙｷ 倉敷福田走友会

36分48秒9 岡本　翠1088 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ

37分13秒10 小橋　功武1094 ｺﾊﾞｼ ｲｻﾑ 旭化成ベジーレ

37分26秒11 信原　大輝1033 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

37分29秒12 田中　雄也1134 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

37分32秒13 佐々木　信耶1135 ｻｻｷ ｼﾝﾔ

37分57秒14 土本　真也1110 ﾂﾁﾓﾄ ｼﾝﾔ 竜操整形

38分01秒15 田中　遊太1164 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

38分28秒16 長尾　颯汰1004 ﾅｶﾞｵ ﾊﾔﾀ 倉敷古城池高校

38分30秒17 辻本　空1067 ﾂｼﾞﾓﾄ 御津高校

38分31秒18 石川　泰之1176 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾕｷ

38分52秒19 中川　智博1138 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

39分22秒20 小坂　修平1157 ｺｻｶ ｼｭｳﾍｲ

39分32秒21 瀧川　奨1064 ﾀｷｶﾞﾜ ｽｽﾑ

39分36秒22 賀川　元1060 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝ ＪＲ西日本岡山支社

39分43秒23 横田　直哉1001 ﾖｺﾀ ﾅｵﾔ アスランクラブ

39分44秒24 岡崎　史哲1131 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

39分45秒25 内山　正幸1125 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

40分09秒26 藤原　靖晃1015 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾃﾙ 岡山芳泉高校野球部

40分10秒27 井上　寛都1026 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 岡山芳泉高校野球部

40分50秒28 松田　純一1119 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

40分57秒29 青野　倫弘1071 ｱｵﾉ ﾐﾁﾋﾛ 金川病院

40分59秒30 浅野　学司1045 ｱｻﾉ ﾀｶｼ

41分12秒31 古市　翔也1050 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾔ グローリーＡＣ

41分19秒32 吉澤　賢之介1037 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝﾉｽｹ 岡山芳泉高校野球部

41分26秒33 近藤　充弘1054 ｺﾝﾄﾞｳ

41分54秒34 武田　昂大1032 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ 岡山芳泉高校野球部

41分58秒35 守安　貴博1200 ﾓﾘﾔｽ ﾀｶﾋﾛ 日清製粉

42分00秒36 久保　翔1145 ｸﾎﾞ ｼｮｳ

42分07秒37 藤田　楽都1025 ﾌｼﾞﾀ ｶﾞｸﾄ 岡山芳泉高校野球部

42分07秒38 大沢　修平1027 ｵｵｻﾜ ｼｭｳﾍｲ 岡山芳泉高校野球部

42分24秒39 江草　幸一1126 ｴｸﾞｻ ｺｳｲﾁ

42分31秒40 名畑　元喜1036 ﾅﾊﾞﾀ ﾓﾄｷ 岡山芳泉高校野球部

42分36秒41 國定　津雲1028 ｸﾆｻﾀﾞ ﾂｸﾓ 岡山芳泉高校野球部

42分39秒42 小野田　太陽1078 ｵﾉﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 岡山御津高校　野球部

42分40秒43 谷本　真聡1133 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾄ

42分41秒44 中島　大貴1087 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ チームカワハラ

42分44秒45 大島　裕一郎1122 ｵｵｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

42分51秒46 矢木　良樹1116 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ

42分52秒47 近藤　佑樹1048 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ むちむち灘崎

42分55秒48 沼本　壮輝1017 ﾇﾓﾄ ｿｳｷ 岡山芳泉高校野球部

42分58秒49 村上　友我1010 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 総社高校

42分59秒50 山本　雄久1169 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋｻ
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43分06秒51 松井　利起1178 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 玉野スポーツセンター

43分06秒52 橋田　真志1000 ﾊｼﾀﾞ ﾏｻｼ

43分07秒53 山谷　拓磨1070 ﾔﾏﾔ ﾀｸﾏ 岡山御津高校

43分07秒54 森岡　大樹1029 ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

43分11秒55 黒江　正晃1069 ｸﾛｴ 山手野球スポーツ少年団

43分20秒56 石浦　一輝1146 ｲｼｳﾗ ｶｽﾞｷ

43分25秒57 堀内　浩貴1112 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ Blue dog

43分28秒58 角田　孝治1090 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｼﾞ

43分31秒59 高塚　俊光1136 ﾀｶﾂｶ ﾄｼﾐﾂ

43分40秒60 塩見　幸典1192 ｼｵﾐ ｺｳｽｹ

43分47秒61 有安　祥訓1101 ｱﾘﾔｽ ﾖｼﾉﾘ

43分51秒62 佐故　幹太1150 ｻｺ ｶﾝﾀ

43分51秒63 青木　靖雄1073 ｱｵｷ ﾔｽｵ

43分59秒64 秋田　康裕1127 ｱｷﾀ ﾔｽﾋﾛ カバヤ食品

44分09秒65 宮本　学拓1152 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

44分17秒66 松本　真明1086 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｱｷ みつオールスターズ

44分18秒67 石原　知幸1093 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

44分21秒68 山田　智丈1098 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾀｹ ランズアップ

44分22秒69 宮本　怜1083 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 岡山御津高校　野球部

44分27秒70 菅野　淳哉1184 ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ ファミランニング会

44分33秒71 木本　樹1013 ｷﾓﾄ ｲﾂｷ 岡山芳泉高校野球部

44分39秒72 竹内　快1020 ﾀｹｳﾁ ｶｲ 岡山芳泉高校野球部

44分52秒73 田嶋　大祐1031 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡山芳泉高校野球部

44分55秒74 赤堀　元洋1043 ｱｶﾎﾘ ランズアップ

45分09秒75 太田　晃生1174 ｵｵﾀ ﾃﾙｵ TEAM  Blue Dog

45分16秒76 山谷　隆一1172 ﾔﾏﾔ ﾘｭｳｲﾁ

45分21秒77 小田　幸希1181 ｵﾀﾞ ｺｳｷ

45分24秒78 小林　誠治1160 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ

45分28秒79 森本　信行1168 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

45分29秒80 江川　健太1052 ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 阿曽山手ＲＯＣＫＥＴＳ

45分36秒81 海原　大輝1030 ｶｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

45分48秒82 石田　健人1038 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 岡山芳泉高校野球部

45分48秒83 木村　匡宏1035 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 岡山芳泉高校野球部

45分52秒84 小出石　光貢1198 ｵﾃﾞｲｼ ﾐﾂｸﾞ

45分55秒85 仲西　孝夫1008 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｵ ラインブレイク

46分10秒86 高橋　翼1059 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 岡山県立　御津高等学校

46分14秒87 嶋村　貢樹1055 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ

46分28秒88 藤原　佳祐1166 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｽｹ

46分30秒89 高取　治郎1091 ﾀｶﾄﾘ ｼﾞﾛｳ

46分37秒90 星野　高輝1040 ﾎｼﾉ ｺｳｷ 岡山芳泉高校野球部

46分39秒91 比嘉　祐弥1128 ﾋｶﾞ ﾕｳﾔ ランズアップ

46分41秒92 中土井　悠記1117 ﾅｶﾄﾞｲ ﾕｳｷ

46分43秒93 森岡　優樹1023 ﾓﾘｵｶ ﾕｳｷ 岡山芳泉高校野球部

46分56秒94 三宅　敏生1022 ﾐﾔｹ ﾄｼｷ 岡山芳泉高校野球部

46分57秒95 岡本　恭典1085 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 岡山県立岡山御津高等学校

46分59秒96 大谷　祥也1191 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳﾔ

47分20秒97 中田　駿之介1062 ﾅｶﾀ

47分23秒98 塚崎　大世1014 ﾂｶｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 岡山芳泉高校野球部

47分42秒99 西山　俊1089 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ おにぎり

47分45秒100 倉田　泰裕1006 ｸﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ
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47分45秒101 松永　成司1162 ﾏﾂﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ カバヤ食品ＲＣ

47分46秒102 東山　聖1195 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻﾄｼ

47分48秒103 福永　優輝1012 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ

48分14秒104 大野　泰典1118 ｵｵﾉ ﾔｽﾉﾘ

48分16秒105 谷本　真哉1132 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾔ S O岡山

48分17秒106 吉岡　公希1159 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

48分23秒107 祐森　伸彦1074 ｽｹﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ みつオールスターズ

48分24秒108 浅野　晃司1066 ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ

48分56秒109 畑島　陽太郎1079 ﾊﾀｼﾏ ﾖｳﾀﾛｳ 岡山御津高校　野球部

48分59秒110 上西　裕貴1005 ｳｴﾆｼ ﾕｳｷ トモ二ーきずな

48分59秒111 後藤　信太郎1092 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 川崎医大附属病院

49分06秒112 下之段　拓弥1177 ｼﾓﾉﾀﾞﾝ ﾀｸﾔ

49分13秒113 宮本　紘希1016 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｷ 岡山芳泉高校野球部

49分19秒114 坊寺　仙太郎1039 ﾎｳｼﾞ ｾﾝﾀﾛｳ 岡山芳泉高校野球部

49分36秒115 平林　鉄也1099 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ

49分36秒116 藤森　皐1019 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳ 岡山芳泉高校野球部

49分52秒117 難波　友聖1180 ﾅﾝﾊﾞ ﾄﾓｷ 御津高校

49分52秒118 清水　一樹1061 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 岡山県立御津高校

49分58秒119 中山　雄翔1021 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 岡山芳泉高校野球部

50分00秒120 松浦　和輝1046 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｷ ＳＯ山陽陸上

51分11秒121 木村　将敬1058 ｷﾑﾗ 中国銀行　金川支店

51分13秒122 中川　真児1124 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ

51分14秒123 勝谷　友裕1173 ｶﾂﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 金川病院

51分15秒124 篠原　宏明1155 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

51分19秒125 元田　篤志1041 ﾓﾄﾀﾞ ｱﾂｼ 岡山芳泉高校野球部

51分20秒126 石井　誠也1018 ｲｼｲ ｾｲﾔ 岡山芳泉高校野球部

51分22秒127 大塚　陸斗1188 ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ ファミランニング会

51分38秒128 山地　史晃1175 ﾔﾏｼﾞ ﾌﾐｱｷ あかいわモモちゃんず

51分46秒129 谷口　涼介1109 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ りょう鍼灸整骨院　RYO 

52分01秒130 南葉　駿1082 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝ 岡山御津高校　野球部

52分01秒131 藤田　啓太1186 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀ ファミランニング会

52分37秒132 岡本　拓人1120 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾄ JFE瀬戸内物流

53分08秒133 池上　雄人1161 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ

53分27秒134 岡村　祭冬1104 ｵｶﾑﾗ ﾏﾂﾘ ＭＡＣ

53分29秒135 小山　毅1063 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ 御津支所

53分45秒136 前川　貴正1114 ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾏｻ 自営業

53分48秒137 河田　隆宏1068 ｶﾜﾀ カバヤ食品

53分51秒138 平山　康太1121 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳﾀ

53分51秒139 三宅　将貴1148 ﾐﾔｹ ﾏｻｷ SO山陽陸上

54分03秒140 佐藤　翼1080 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 岡山御津高校

54分15秒141 原　佳紀1056 ﾊﾗ

54分23秒142 藤井　博1179 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ ドングラーズ

54分31秒143 岡田　武1140 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 岡田ファミリー

54分34秒144 斎藤　文哉1053 ｻｲﾄｳ ＳＯ岡山

54分43秒145 楠田　竜也1165 ｸｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ papagonia

54分48秒146 坂本　頼映1151 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ

54分55秒147 中川　真一1141 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ モリマシナリー走遊会

54分56秒148 齋藤　仁知嗣1130 ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ クラブM

55分22秒149 岡部　一馬1190 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾏ カバヤ食品

55分32秒150 宇賀　翼1187 ｳｶ ﾂﾊﾞｻ ファミランニング会
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55分35秒151 関藤　昭雄1182 ｾｷﾄｳ ｱｷｵ ファミランニング会

56分12秒152 秋吉　駿一1144 ｱｷﾖｼ ｼｭﾝｲﾁ 日本年金機構　高梁年金事

56分19秒153 西村　隆雄1103 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｵ 日本エクスラン

56分29秒154 黒瀬　修一朗1139 ｸﾛｾ ｼｭｳｲﾁﾛｳ TNB

57分17秒155 荒木　聡1113 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 日本エクスラン

58分08秒156 渡辺　一平1147 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ

58分08秒157 北山　恭平1163 ｷﾀﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

58分32秒158 河内　俊宏1065 ｺｳﾁ ﾄｼﾋﾛ

58分36秒159 西嶋　智彦1051 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ まび記念病院

58分57秒160 行守　尚雅1170 ﾕｷﾓﾘ ﾅｵﾏｻ ランズアップ

59分01秒161 穐田　直樹1002 ｱｷﾀ ﾅｵｷ 難波工務店マラソン部

59分01秒162 菅田　啓介1047 ｶﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ

59分33秒163 上田　淳平1042 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岡山芳泉高校野球部

59分36秒164 中西　洋平1100 ﾅｶﾆｼ ﾖｳﾍｲ

59分43秒165 武元　晋也1049 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾔ 東豊精機株式会社

59分58秒166 池口　弘記1143 ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

1時間00分27秒167 豊田　直生1111 ﾄﾖﾀ ﾅｵｷ ミルクハウス

1時間00分49秒168 辻　純平1189 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ファミランニング会

1時間01分02秒169 小林　了1129 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

1時間01分15秒170 橋本　航1084 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 岡山御津高校　野球部

1時間03分51秒171 平山　尚樹1183 ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ ファミランニング会

1時間03分53秒172 石川　正和1185 ｲｼｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ ファミランニング会

1時間05分43秒173 設楽　真明1003 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻｱｷ ももたろうパートナーズ

1時間06分14秒174 奥田　祥平1153 ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間07分29秒175 髙橋　光輝1081 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 岡山御津高校　野球部

1時間07分30秒176 大鳥　龍生1076 ｵｵﾄﾘ ﾀﾂｷ 岡山御津高校　野球部

1時間07分42秒177 野﨑　流道1077 ﾉｻﾞｷ ﾘｭｳﾄﾞｳ 御津高等学校

1時間07分43秒178 三浦　航大1075 ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡山御津高等学校

1時間10分26秒179 小礒　昌弘1197 ｺｲｿ ﾏｻﾋﾛ

1時間10分52秒180 石井　雅人1123 ｲｼｲ ﾏｻﾄ 住友生命

1時間11分03秒181 田中　潤1137 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ
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