
- 2018みつ健康マラソン大会 -

J. 10km 40歳以上49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： 10:00:00

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

35分15秒1 佐々木　隆志1482 ｻｻｷ ﾀｶｼ

35分16秒2 真田　辰己1481 ｻﾅﾀﾞ ﾀﾂﾐ

36分10秒3 小橋　洋和1465 ｺﾊﾞｼ ﾋﾛｶｽﾞ

36分12秒4 妹尾　健1394 ｾﾉｵ ﾀｹｼ

36分25秒5 磯山　潤1303 ｲｿﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＪＦＥスチール熱延部

36分28秒6 橋田　剛1380 ﾊｼﾀﾞ ﾂﾖｼ

36分29秒7 中谷　臣希1308 ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ Ｊｏｙな～ズ

36分44秒8 西田　崇志1446 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ

37分27秒9 船越　周一1304 ﾌﾅｺｼ ｼｭｳｲﾁ 岡山ＡＣ

37分28秒10 秋元　伸夫1381 ｱｷﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 津山商業陸友会

37分46秒11 竹内　章雄1309 ﾀｹｳﾁ ｱｷｵ モミジヤ会陽

38分07秒12 遠藤　潤一1334 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ おかやまＡＣ

38分09秒13 片岡　泉1302 ｶﾀｵｶ ｲｽﾞﾐ 岡山クラブ

38分22秒14 塚崎　圭1483 ﾂｶｻﾞｷ ｹｲ

38分40秒15 阿部　泰紀1364 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ Festina lente.

38分48秒16 島谷　忠幸1327 ｼﾏﾀﾆ しまたろう

39分06秒17 坪井　政信1399 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 歩いていこう

39分10秒18 福尾　龍平1410 ﾌｸｵ ﾘｭｳﾍｲ 桃太郎夢クラブ

39分12秒19 戸田　英雄1379 ﾄﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 新見高校

39分15秒20 福明　智1387 ﾌｸﾐｮｳ ｻﾄｼ

39分25秒21 小竹守　幹雄1368 ｺﾀｹﾓﾘ ﾐｷｵ

39分25秒22 池上　高司1322 ｲｹｶﾞﾐ ＳＦＣ

39分26秒23 伊藤　昌彦1378 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ フジタ地質AC

39分34秒24 北村　泰寛1472 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

39分42秒25 小松　聡志1389 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 水曜走ろう会

40分13秒26 小野　浩史1435 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ

40分14秒27 河村　吉純1360 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｽﾞﾐ ペルピエ

40分18秒28 奥山　知昭1415 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓｱｷ Blue dog

40分21秒29 木南　和彦1440 ｷﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾋｺ チームWave

40分30秒30 松本　和徳1384 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

40分33秒31 石井　常祐1473 ｲｼｲ ﾂﾈｽｹ

40分41秒32 野田　尚晃1444 ﾉﾀﾞ ﾅｵｱｷ 日生信用金庫

40分50秒33 岡本　悟志1414 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 歩いていこう

40分52秒34 梶原　義行1323 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 榊原病院

41分01秒35 卜部　祐介1402 ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｽｹ はらぺこＩＴ

41分17秒36 尾崎　圭一郎1447 ｵｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 児島AC

41分21秒37 大月　紘宇1347 ｵｵﾂｷ ｺｳ 岡山食品容器（株）

41分22秒38 藤原　直樹1395 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ Team Blue Dog

41分22秒39 浅尾　晃1383 ｱｻｵ ｱｷﾗ

41分25秒40 石原　真1352 ｲｼﾊﾗ ﾏｺﾄ

41分46秒41 中田　浩平1369 ﾅｶﾀ ｺｳﾍｲ

41分46秒42 松本　周介1439 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｽｹ モミジヤＡＣ

41分47秒43 山本　卓1390 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ チーム暁

41分51秒44 河合　伸太郎1418 ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ のぞみRC

41分58秒45 角田　考史1350 ｽﾐﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

42分05秒46 髙畠　実1319 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾐﾉﾙ

42分20秒47 池田　学1405 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ランプロRC

42分31秒48 山口　茂樹1396 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ Team Blue Dog

42分33秒49 髙瀬　力1316 ﾀｶｾ ﾂﾄﾑ 理附走ＲＵＮ会

42分37秒50 井上　賀貴1312 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 水曜走ろう会
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42分40秒51 山下　優一1397 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ TEAM BLUE DOG

42分49秒52 岡　正治1306 ｵｶ ﾏｻﾊﾙ モミジヤＡＣ

42分51秒53 森野　満1331 ﾓﾘﾉ ﾐﾂﾙ 岡山芳泉高校野球部

43分19秒54 安田　淳1398 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ チームブルードッグ

43分21秒55 宮川　直人1452 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵﾄ

43分25秒56 難波　千亜樹1443 ﾅﾝﾊﾞ ﾁｱｷ 宗家源吉兆庵

43分31秒57 新木　勝利1361 ｼﾝｷﾞ ｶﾂﾄｼ

43分35秒58 松浦　誠1344 ﾏﾂｳﾗ ﾏｺﾄ

43分50秒59 金谷　和之1355 ｶﾈﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ

44分02秒60 湯淺　晋輔1437 ﾕｱｻ ｼﾝｽｹ 岡山県庁 ももっち部

44分14秒61 丸尾　隆行1363 ﾏﾙｵ ﾀｶﾕｷ

44分22秒62 関　文彰1370 ｾｷ ﾌﾐｱｷ 歩いていこう

44分24秒63 河藤　慎二1431 ｶﾜﾄｳ ｼﾝｼﾞ ゴリラグループ

44分25秒64 谷本　康幸1328 ﾀﾆﾓﾄ ﾔｽﾕｷ

44分26秒65 伊藤　健次1475 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ ドングラーズ

44分26秒66 岡崎　吉正1373 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ フェニテック陸上部

44分27秒67 大谷　茂樹1433 ｵｵﾀﾆ ｼｹﾞｷ フェニテック

44分29秒68 池上　誠1466 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ

44分54秒69 宗定　雅之1372 ﾑﾈｻﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

44分57秒70 小林　俊治1365 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｼﾞ 電気Ａ

45分12秒71 片山　晃1321 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ Ｂｌｕｅ　Ｄｏｇ

45分28秒72 和田　繁基1385 ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ 山手野球スポーツ少年団

45分51秒73 小原　誠一1421 ｺﾊﾗ ｾｲｲﾁ

45分58秒74 井上　英之1476 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ドングラーズ

46分00秒75 松下　素三1487 ﾏﾂｼﾀ ﾓﾄｶｽﾞ 松下クラブ

46分02秒76 中原　悟史1332 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ

46分07秒77 村尾　剛介1429 ﾑﾗｵ ｺﾞｳｽｹ

46分16秒78 平松　克之1354 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾂﾕｷ

46分40秒79 内田　立志1313 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂｼ

46分41秒80 大久保　純哉1419 ｵｵｸﾎﾟ ｼﾞｭﾝﾔ

46分47秒81 山本　哲夫1382 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ PWP

46分49秒82 柏原　誠1317 ｶｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 柏原ファーム

46分50秒83 瀧口　宜樹1348 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼｷ 福渡郵便局

46分56秒84 清水　博志1450 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ TEAM走想走愛

46分59秒85 大山　幹生1342 ｵｵﾔﾏ ﾐｷｵ 阿曽山手ＲＯＣＫＥＴＳ

47分05秒86 鳥落　宏樹1325 ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ

47分08秒87 尾川　秀文1314 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ

47分11秒88 大島　靖生1335 ｵｵｼﾏ

47分59秒89 森　勝彦1392 ﾓﾘ ｶﾂﾋｺ

48分07秒90 兼尾　昌宏1427 ｶﾈｵ ﾏｻﾋﾛ

48分15秒91 河本　尚樹1484 ｺｳﾓﾄ ﾅｵｷ

48分24秒92 難波　英樹1310 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 難波工務店マラソン部

48分26秒93 粟津　隆宏1337 ｱﾜﾂ ﾀｶﾋﾛ

48分31秒94 小野　祐作1400 ｵﾉ ﾕｳｻｸ ばらいろめがね English 

48分40秒95 穴見　晋一1371 ｱﾅﾐ ｼﾝｲﾁ

49分01秒96 岡崎　浩二1438 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ

49分03秒97 岡　伸紀1386 ｵｶ ﾉﾌﾞｷ ペルピエRC

49分05秒98 永井　義範1474 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾉﾘ ドングラーズ

49分13秒99 佐故　賢作1460 ｻｺ ｹﾝｻｸ

49分15秒100 山本　洋司1464 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ
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49分18秒101 朝山　雅樹1330 ｱｻﾔﾏ ﾏｻｷ 和気中学校

49分37秒102 洲脇　秀稔1388 ｽﾜｷ ﾋﾃﾞﾄｼ

49分38秒103 栄徳　隆裕1339 ｴｲﾄｸ ﾀｶﾋﾛ

49分44秒104 高原　力造1461 ﾀｶﾊﾗ ﾘｷｿﾞｳ

49分59秒105 奥村　貴光1424 ｵｸﾑﾗ ﾀｶﾐﾂ

50分05秒106 山本　温1320 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ ＴＥＡＭ　Ｂｌｕｅ　Ｄｏｇ

50分19秒107 髙橋　　義治1478 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾊﾙ ファミランニング会

50分22秒108 宇津木　渉1463 ｳﾂｷﾞ ﾜﾀﾙ

50分49秒109 梶井　貴寛1470 ｶｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

50分53秒110 守屋　義弘1318 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾋﾛ

50分58秒111 長谷山　正幸1403 ﾊｾﾔﾏ ﾏｻﾕｷ はらぺこＩＴ

50分59秒112 藤井　章夫1404 ﾌｼﾞｲ ｱｷｵ はらぺこＩＴ

51分03秒113 高原　英一1469 ﾀｶﾊﾗ ｴｲｲﾁ 児島湾土地改良区

51分08秒114 角田　明洋1453 ﾂﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

51分40秒115 岡崎　順一1413 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 歩いていこう

51分41秒116 大賀　亮1345 ｵｵｶﾞ ﾘｮｳ ＵＭＣ内山工業

51分46秒117 三宅　隆1338 ﾐﾔｹ ﾀｶｼ

52分07秒118 奥村　真一1422 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

52分12秒119 加藤　剛1351 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ

52分39秒120 中島　基之1356 ﾅｶｼﾏ ﾓﾄﾕｷ

53分12秒121 高原　俊成1315 ﾀｶﾊﾗ ﾄｼﾅﾘ

53分31秒122 梶谷　英之1359 ｶｼﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ

53分32秒123 逸見　忠則1425 ﾍﾝﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ

53分48秒124 名越　直1486 ﾅｺﾞｼ ｽﾅｵ ももたろうパートナーズ

53分49秒125 中島　映信1362 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾌﾞ チームカワハラ

54分05秒126 湯浅　猛1406 ﾕｱｻ ﾀｹｼ

54分08秒127 宮武　健治1456 ﾐﾔﾀｹ ｹﾝｼﾞ チームナガオ

54分38秒128 小林　伸一1376 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ トマトリース

54分45秒129 高杉　伸一1374 ﾀｶｽｷﾞ ｼﾝｲﾁ 株式会社大熊

54分55秒130 金井　拓央1448 ｶﾅｲ ﾀｸｵ 日本電技株式会社

55分11秒131 森本　治1340 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ

55分13秒132 井原　邦夫1423 ｲﾊﾗ ｸﾆｵ 公庫

55分31秒133 岡田　修1329 ｵｶﾀﾞ ｵｻﾑ

55分47秒134 岸本　芳明1426 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｱｷ

55分51秒135 島口　雄馬1420 ｼﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

55分53秒136 瀧本　浩司1301 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ

56分31秒137 小林　雅尚1445 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾅｵ

56分33秒138 湯浅　義行1349 ＮＢＩ

56分47秒139 村木　正和1411 ﾑﾗｷ ﾏｻｶｽﾞ

56分59秒140 道広　貴之1377 ﾐﾁﾋﾛ ﾀｶﾕｷ

57分46秒141 児嶋　弘樹1326 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

58分21秒142 小倉　芳信1311

58分29秒143 守屋　知伸1459 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾉﾌﾞ 日の本園

58分39秒144 篠山　智宏1441 ｻｻﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ ＲＳＣ

58分44秒145 三見　明弘1366 ｻﾝﾐ ｱｷﾋﾛ

58分51秒146 松本　教之1357 ﾏﾂﾓﾄ

58分53秒147 前田　貴広1462 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 満栄工業株式会社

58分54秒148 佐々木　智彦1428 ｻｻｷ ﾄﾓﾋｺ チームとも

59分09秒149 中島　英三1416 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾐ

59分29秒150 井上　康1457 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 新和高圧機工
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59分46秒151 山内　孝郎1412 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｵ 日本エクスラン

59分51秒152 塩尻　正則1467 ｼｵｼﾞﾘ ﾏｻﾉﾘ

1時間00分00秒153 中村　浩一1409 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 走遊会

1時間00分00秒154 木下　直樹1393 ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ ＪＯＹな～ズ

1時間00分50秒155 新垣　健1336 ｱﾗｶﾞｷ ﾀｹｼ カバヤＲＣ

1時間01分21秒156 杉守　忍1451 ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾉﾌﾞ

1時間01分36秒157 田辺　雄一1432 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 岡山県農業信用基金協会

1時間01分48秒158 浦野　洋1442 ｳﾗﾉ ﾋﾛｼ 福富東体育部

1時間01分49秒159 渡辺　護1430 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾓﾙ

1時間02分20秒160 山室　英輝1408 ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ

1時間04分57秒161 松尾　健吾1479 ﾏﾂｵ ｹﾝｺﾞ ファミランニング会

1時間05分43秒162 長尾　修1458 ﾅｶﾞｵ ｵｻﾑ

1時間06分56秒163 小豆　忠博1449 ｼｮｳｽﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 旭川荘RC

1時間08分21秒164 東　幸司1455 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ (株)猿川

1時間12分25秒165 高井　崇志1333 ﾀｶｲ ﾀｶｼ 高井崇志事務所

1時間13分03秒166 三原　英之1324 ﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間14分59秒167 富永　わたる1353 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ

1時間15分20秒168 杉山　優1434 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ
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