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37分38秒1 明石　隆之1710 ｱｶｼ ﾀｶﾕｷ

38分37秒2 丹下　和則1868 ﾀﾝｹﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 桃太郎夢クラブ

38分49秒3 宮本　章弘1905 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 桃太郎夢クラブ

38分58秒4 内田　雄三1837 たかつかＲＣ

39分34秒5 小林　浩二1773 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ サラリーマン

39分51秒6 小林　俊彦1947 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｺ おかやまコープジョギングク・

39分59秒7 住田　義明1729 ｽﾐﾀﾞ ﾖｼｱｷ

40分09秒8 佐藤　恭久1735 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｻ

40分13秒9 高見　幸一1917 ﾀｶﾐ ｺｳｲﾁ 笠岡商店街

40分19秒10 那須　大祐1772 ﾅｽ ﾀﾞｲｽｹ

40分53秒11 堀内　勇司1742 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞ (株)ＴＫＣ

41分02秒12 玉谷　直也1706 ﾀﾏﾀﾆ ﾅｵﾔ ランプロＲＣ

41分31秒13 鳥越　敏明1764 ﾄﾘｺﾞｴ ﾄｼｱｷ 倉敷化工

41分46秒14 森川　浩行1704 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 桃太郎夢クラブ

41分50秒15 花崎　博文1871 ﾊﾅｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ

41分55秒16 榮　勝彦1874 ｻｶｴ ｶﾂﾋｺ 岡山クラブ

42分09秒17 清　哲朗1890 ｾｲ ﾃﾂﾛｳ 歩いていこう

42分43秒18 佐藤　信元1955 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾓﾄ

42分51秒19 脇坂　隆之1923 ﾜｷｻｶ ﾀｶﾕｷ ＲｏｃｋＲＵＮ

43分06秒20 岡崎　敏夫1938 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｵ

43分19秒21 所　直志1910 ﾄｺﾛ ﾅｵｼ

43分21秒22 峯　伸二1749 ﾐﾈ ｼﾝｼﾞ

43分25秒23 山縣　弘行1959 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ オーエス技研

43分25秒24 川野　定男1803 ｶﾜﾉ ｻﾀﾞｵ

43分31秒25 國末　稔1782 ｸﾆｽｴ ﾐﾉﾙ

44分02秒26 大野　利治1777 ｵｵﾉ ﾄｼﾊﾙ 南毛利走友会

44分16秒27 長谷川　仁士1845 ﾊｾｶﾞﾜ 日本原駐屯地

44分21秒28 木野内　俊典1861 ｷﾉｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 岡山県中小企業診断士会

44分27秒29 西尾　元宏1960 ﾆｼｵ ﾓﾄﾋﾛ

44分30秒30 佐藤　博信1730 ｻﾄｳ ゆずクラブ

44分49秒31 宇野　龍治1936 ｳﾉ ﾘｭｳｼﾞ 宇垣荘

44分49秒32 大下　祥文1853 ｵｵｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 中山石灰工業

44分51秒33 横関　浩二1736 ﾖｺｾﾞｷ

44分53秒34 青木　雅明1908 ｱｵｷ ﾏｻｱｷ

44分55秒35 藤原　剛司1767 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 寿そうゆう会

44分56秒36 常森　達也1739 ﾂﾈﾓﾘ ﾀﾂﾔ ランプロＲＣ

44分57秒37 田上　知明1916 ﾀｶﾞﾐ ﾄﾓｱｷ アイ・マーレ

44分58秒38 藤原　浩城1935 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 大和魂

45分01秒39 佐子　貴良1771 ｻｺ ｷﾖｼ フライングラッツ

45分10秒40 出原　純一1883 ｲﾃﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ おじやまAC

45分10秒41 浦上　憲治1751 ｳﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ

45分24秒42 串田　耕作1930 ｸｼﾀﾞ ｺｳｻｸ Natural

45分31秒43 平松　庸元1740 ﾋﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ ヒラリダンス

45分39秒44 小野田　康徳1791 ｵﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ＮＴＮ岡山

45分41秒45 箕浦　勝宏1769 ﾐﾉｳﾗ ｶﾂﾋﾛ ミノアカＪＣ

45分46秒46 土光　和博1758 ﾄﾞｺｳ ｶｽﾞﾋﾛ

45分48秒47 有森　一雄1859 ｱﾘﾓﾘ ｶｽﾞｵ

45分55秒48 福岡　時雄1894 ﾌｸｵｶ ﾄｷｵ

45分56秒49 題府　一郎1946 ﾀﾞｲﾌ ｲﾁﾛｳ

46分02秒50 池田　修1757 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ
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46分11秒51 樋口　芳紀1872 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｷ ＪＯＹな～ズ

46分13秒52 水舟　稔1750 ﾐｽﾞﾌﾈ ﾐﾉﾙ

46分23秒53 小川　晃範1929 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ

46分27秒54 難波　彰1836 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 津山運転区

46分34秒55 松枝　英作1813 ﾏﾂｴﾀﾞ (株)ニシエイ

46分37秒56 山本　浩司1954 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 太陽美術

46分44秒57 石丸　富也1824 ｲｼﾏﾙ ﾄﾐﾔ オーニット（株）

46分46秒58 黒住　和宏1721 ｸﾛｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ

46分51秒59 笹岡　猛弘1878 ｻｻｵｶ ﾀｹﾋﾛ 歩いていこう

47分00秒60 小泉　仁1860 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 歩いていこう

47分01秒61 末盛　浩昭1949 ｽｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ オカケン

47分02秒62 中吉　浩一郎1804 岡山中央学区おやじの会

47分04秒63 菰口　泰正1886 ｺﾓｸﾞﾁ ﾔｽﾏｻ

47分05秒64 大西　末富1789 ｵｵﾆｼ ｽｴﾄﾐ カバヤ食品ＲＣ

47分09秒65 安田　博1703 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｼ

47分32秒66 友杉　雅夫1807 ﾄﾓｽｷﾞ ﾏｻｵ ニシナ

47分36秒67 高橋　康博1934 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 走ゆう会

47分40秒68 竹野　巧1901 ﾀｹﾉ ﾀｸﾐ Ｒ＆Ｄ爽走

47分45秒69 守谷　直樹1880 ﾓﾘﾀﾆ ﾅｵｷ

47分50秒70 村松　勲1759 ﾑﾗﾏﾂ ｲｻｵ

48分16秒71 小林　修一1755 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 宮内踊り保存会

48分19秒72 松本　荘1785 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ 桃太郎夢クラブ

48分22秒73 行成　辰次1919 ﾕｷﾅﾘ ﾀﾂｼﾞ チームwave

48分29秒74 木村　日出夫1914 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

48分32秒75 石田　和英1925 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

48分35秒76 藤原　亮1862 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ

48分43秒77 間野　憲彦1879 ﾏﾉ ﾉﾘﾋｺ ランプロＲＣ

48分50秒78 山本　長嗣1738 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ かんさいくらぶ

48分51秒79 岡元　良明1943 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ うみかぜクラブ

48分55秒80 重康　寛1726 ｼｹﾞﾔｽ ﾕﾀｶ モミジヤＡＣ

49分03秒81 貝貫　孝夫1843 ｶｲﾇｷ ﾀｶｵ かいちゃんず

49分07秒82 黒住　真也1877 ｸﾛｽﾞﾐ ｼﾝﾔ

49分18秒83 小谷　勝教1887 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ ワールド薬局

49分25秒84 那須　史郎1922 ﾅｽ ｼﾛｳ なんばＲＣ

49分32秒85 大森　俊明1741 ｵｵﾓﾘ ﾄｼｱｷ

49分40秒86 藤田　正1784 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ ＢＤＣ

49分49秒87 尾島　忠1796 ｵｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ チーム朋連走

49分52秒88 渡辺　慎治1940 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ

50分04秒89 景山　恭延1941 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 倉敷マスカット大型

50分09秒90 楠木　武吉1745 ｸｽﾉｷ ﾀｹﾖｼ

50分24秒91 菱川　輝夫1912 ﾋｼｶﾜ ﾃﾙｵ

50分31秒92 木村　典昭1931 ｷﾑﾗ ﾉﾘｱｷ パナソニック岡山

50分32秒93 大角　和正1722 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾏｻ

50分32秒94 長谷川　秀明1846 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ チームＯＫＰ

50分39秒95 森川　直人1786 ﾓﾘｶﾜ ＭＡＣ

50分39秒96 岡村　穣1893 ｵｶﾑﾗ ﾕﾀｶ ＭＡＣ

50分40秒97 野口　郁夫1927 ﾉｸﾞﾁ ｲｸｵ

50分41秒98 平　一範1763 ﾀｲﾗ

50分42秒99 山本　弘樹1904 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

50分42秒100 髙橋　宏幸1835 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ チームカワハラ
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50分44秒101 安井　徳光1805 ﾔｽｲ ﾄｸﾐﾂ ＪＲ岡山

50分44秒102 大森　昭1840 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ チームＷＡＶＥ

51分02秒103 髙丸　道信1718 ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ 三海ランナーズ

51分09秒104 太田　健一1937 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ

51分16秒105 松本　力1733 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ

51分23秒106 藤田　英生1793 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 日本エクスラン

51分26秒107 浅海　新一郎1951 ｱｻｳﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ファミランニング会

51分41秒108 吉田　晴一1818 ﾖｼﾀﾞ

51分47秒109 井上　俊之1863 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾕｷ 桃太郎夢クラブ

51分59秒110 豊田　昌稔1896 ﾄﾖﾀ ﾏｻﾄｼ ミルクハウス

52分07秒111 多和　寛二1902 ﾀﾜ ｶﾝｼﾞ

52分14秒112 片山　喜久次1831 ｶﾀﾔﾏ ｷｸｼﾞ

52分15秒113 永井　俊彦1895 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾋｺ ラン友

52分20秒114 片山　勝志1891 ｶﾀﾔﾏ ｶﾂｼ 日本エクスラン

52分20秒115 中村　進一郎1884 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 姫路赤十字病院

52分23秒116 中村　孝行1928 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

52分47秒117 岡野　仁1711 ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

52分48秒118 林　宗男1728 ﾊﾔｼ ももルルＲＣ

53分02秒119 岡﨑　由孝1715 ｵｶｻﾞｷ ﾕﾀｶ

53分02秒120 赤木　忠1743 ｱｶｷﾞ ﾀﾀﾞｼ ミノアカＪＣ

53分21秒121 奥田　真1717 ｵｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 小野青山荘

53分25秒122 行安　茂樹1915 ﾕｷﾔｽ ｼｹﾞｷ 大津快走CLUB

53分27秒123 宮崎　達也1826 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂﾔ

53分30秒124 川西　良雄1746 ｶﾜﾆｼ ﾖｼｵ チーム クラバン

53分35秒125 綾部　誠司1762 ｱﾔﾍﾞ ｾｲｼﾞ

53分35秒126 乙部　憲彦1856 ｵﾄﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ 瀬戸高校

53分37秒127 片山　伸吾1858 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｺﾞ くうちゃんず

53分38秒128 井上　智志1939 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 平松ランナーズ

53分41秒129 青木　元春1707 ｱｵｷ ﾓﾄﾊﾙ

53分46秒130 正宗　信行1783 ﾏｻﾑﾈ ﾉﾌﾞﾕｷ

53分50秒131 山上　孝志1918 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｼ

54分02秒132 安東　晴久1714 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲｷｭｳ

54分04秒133 谷川　明義1897 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｷﾖｼ

54分15秒134 武本　崇1876 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 中国銀行

54分24秒135 折田　宗市1867 ｵﾘﾀ ｿｳｲﾁ

54分27秒136 石原　伸一1842 ｲｼﾊﾗ

54分32秒137 安達　武敏1814 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ

54分38秒138 足立　邦夫1732 ｱﾀﾞﾁ ｸﾆｵ 農マル園芸

54分51秒139 立川　正博1810 ﾀﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

54分52秒140 金光　守1811 ｶﾅﾐﾂ ﾏﾓﾙ 岡山操山高等学校

54分53秒141 廣島　悟1716

55分06秒142 田替藤　元宏1705 ﾀｶﾞｴﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 桃太郎夢クラブ

55分10秒143 桜井　健二1952 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ 山口ＵＲＣ

55分13秒144 宮野　義治1851 ﾐﾔﾉ ﾖｼﾊﾙ 岡山御津高校　野球部

55分21秒145 大森　信彦1865 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ 国立病院機構岡山市立金川

55分43秒146 吉永　忠正1864 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾏｻ

56分09秒147 杉田　哲正1899 ｽｷﾞﾀ ﾃﾂﾏｻ

56分24秒148 森田　博氏1817 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ あけぼのＲＣ

56分29秒149 増野　　清人1854 ﾏｼﾉ ｷﾖﾄ 早う走ＲＵＮ会

56分32秒150 秋山　昌靖1833 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2018みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 9:40:00

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

56分37秒151 東　誠太郎1754 ﾋｶﾞｼ ｾｲﾀﾛｳ フライング・ラッツ

56分51秒152 片山　誠一1953 ｶﾀﾔﾏ ｾｲｲﾁ

56分58秒153 三沢　康幸1748 ﾐｻﾜ ﾔｽﾕｷ

57分01秒154 国友　幹生1855 ｸﾆﾄﾓ ﾐｷｵ

57分03秒155 伊東　伸介1866 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 旭川荘ＲＣ

57分11秒156 中山　幹雄1820 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ

57分17秒157 髙中　和明1712 ﾀｶﾅｶ 宇垣荘

57分35秒158 千代樵　貴則1823 ﾁﾖｺﾘ ﾀｶﾉﾘ あけぼのＲ．Ｃ

57分59秒159 岩田　英樹1770 ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞｷ フライングラッツ

57分59秒160 坪田　正人1869 ﾂﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ フライングラッツ

58分14秒161 濱田　史朗1898 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾛｳ

58分16秒162 福林　昇1761 ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ

58分22秒163 渡邊　憲1795 ﾜﾀﾅﾍﾞ

58分38秒164 佐々木　靖昌1857 ｻｻｷ ﾔｽﾏｻ カバヤ食品RCクラブ

58分39秒165 草信　拓志1809 ｸｻﾉﾌﾞ ﾀｸｼ カバヤ食品ＲＣ

58分54秒166 海野　宏道1944 ｳﾐﾉ ﾋﾛﾐﾁ NTT西日本岡山支店

58分56秒167 秋山　幸彦1834 ｱｷﾔﾏ ﾕｷﾋｺ

58分57秒168 高尾　直人1924 ﾀｶｵ ﾅｵﾋﾄ

58分57秒169 江浦　政信1808 ｴｳﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

59分01秒170 小林　泰夫1958 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｵ JFE瀬戸内物流

59分24秒171 磯部　剛二1882 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳｼﾞ

59分26秒172 市川　　明広1885 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋﾛ

59分26秒173 波多野　誠1802 ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ

59分32秒174 内藤　良充1768 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 吉備信用金庫

59分37秒175 中木　清1752 ﾅｶｷ ｷﾖｼ 難波工務店マラソン部

1時間00分07秒176 鳥羽　俊郎1799 ﾄﾊﾞ ﾄｼﾛｳ 桃太郎夢クラブ

1時間00分08秒177 杉本　良治1778 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ フライングラッツ

1時間00分16秒178 梶野　雅章1932 ｶｼﾞﾉ ﾏｻｱｷ マモちゃんクラブ

1時間00分22秒179 柳沢　良武1827 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼﾀｹ

1時間00分28秒180 大森　浩介1881 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 平山医院

1時間00分34秒181 額田　一郎1920 ﾇｶﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間00分38秒182 山本　誠1753 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間00分59秒183 福島　誠輝1792 ﾌｸｼﾏ ｾｲｷ ランラン

1時間01分13秒184 栁沢　良幸1779 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼﾕｷ

1時間01分27秒185 菅原　孝一1844 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ

1時間01分32秒186 安東　幸男1832 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ

1時間01分39秒187 小野田　治1720 ｵﾉﾀﾞ 吉井ケメ子クラブ

1時間02分12秒188 田村　秀明1903 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ＮＹＣＭ同窓会

1時間02分46秒189 万田　信悦1839 アミーゴ倉敷

1時間03分40秒190 市原　将1873 ｲﾁﾊﾗ ｵｻﾑ ＪＯＹな～ズ

1時間03分40秒191 米澤　龍治1889 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

1時間03分42秒192 横田　幸治1800 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ

1時間04分51秒193 矢野　真己1926 ﾔﾉ ﾏｻﾐ TEAM 走想走愛

1時間04分53秒194 錦織　澄夫1852 ﾆｼｺｵﾘ ｽﾐｵ

1時間05分00秒195 天野　成士郎1875 ｱﾏﾉ ｾｲｼﾛｳ 南風RC

1時間05分03秒196 梅田　学1787 ｳﾒﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 新岡山ビルディング

1時間05分14秒197 瀬戸　道弘1816 ｾﾄ ﾐﾁﾋﾛ

1時間06分05秒198 新垣　峰雄1822 ｼﾝｶﾞｷ ﾐﾈｵ

1時間06分10秒199 坪井　誠二1948 ﾂﾎﾞｲ ｾｲｼﾞ

1時間06分46秒200 原　重良1708 ﾊﾗ ｼｹﾞﾖｼ
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- 2018みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 9:40:00

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

1時間07分00秒201 森　正修1781 ﾓﾘ ﾏｻﾐ

1時間07分16秒202 今井　稔1906 ｲﾏｲ ﾐﾉﾙ 桃園らんな～ず

1時間07分48秒203 岸本　久雄1780 ｷｼﾓﾄ

1時間08分02秒204 櫻本　知之1945 ｻｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ

1時間08分29秒205 大草　誠1725 ｵｵｸｻ ﾏｺﾄ

1時間08分53秒206 谷川　克己1849 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾂﾐ チームＯＫＰ

1時間08分57秒207 中井　泰彦1727 ﾅｶｲ ﾔｽﾋｺ

1時間09分32秒208 神﨑　史朗1713 ｶﾝｻﾞｷ ｼﾛｳ 岡山市保健所

1時間11分04秒209 花房　保太1819 ﾊﾅﾌｻ 寿そうゆう会

1時間11分05秒210 片山　幸治1821 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ フライング　ラッツ

1時間11分10秒211 神﨑　知樹1848 ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾓｷ チームＯＫＰ

1時間11分11秒212 梅垣　稔久1847 ｳﾒｶﾞｷ ﾄｼﾋｻ チームＯＫＰ

1時間12分37秒213 桝田　正治1731 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ ミノアカＪＣ

1時間13分06秒214 仁木　正明1921 ﾆｷ ﾏｻｱｷ ももたろうパートナーズ

1時間14分10秒215 高橋　芳邦1723 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｸﾆ ＺＫＭ岡山

1時間17分33秒216 太田　稔1724 ｵｵﾀ ﾐﾉﾙ ＺＫＭ岡山

1時間17分50秒217 角原　満博1765 ｶﾄﾞﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ

1時間19分46秒218 真子　強1942 ﾏｺﾞ ﾂﾖｼ

1時間24分39秒219 奥山　武夫1815 ｵｸﾔﾏ ﾀｹｵ
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