
- 2018みつ健康マラソン大会 -

M.  5km 高校生以上男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 10:35:00

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

16分23秒1 長浜　公省2105 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳｾｲ トマト銀行

17分09秒2 吉井　広基2075 ﾖｼｲ ﾋﾛｷ （株）アイスライン

17分37秒3 尾上　弘修2059 ｵﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾌﾞ 岡山赤十字病院

18分12秒4 井上　明彦2077 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ 備前病院

18分37秒5 河口　雅彦2069 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ NASU FAN CLUB

18分45秒6 西村　大助2100 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

18分55秒7 高田　剛2066 ﾀｶﾀ ﾂﾖｼ

19分05秒8 堀内　律希2012 ﾎﾘｳﾁ ﾘﾂｷ

19分10秒9 坪井　哉志2074 ﾂﾎﾞｲ ﾁｶｼ

19分13秒10 桑原　航2027 ｸﾜﾊﾗ ﾜﾀﾙ カバヤＲＣ

19分14秒11 楠本　泰士2102 ｸｽﾓﾄ ﾔｽｼ 岡山大学

19分15秒12 田中　聡2082 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

19分27秒13 角　仁2099 ｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

19分50秒14 笹川　雅之2055 ｻｻｶﾜ ﾏｻﾕｷ

21分07秒15 福井　英明2090 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ

21分29秒16 砂子　謙治2057 ｽﾅｺﾞ ｹﾝｼﾞ UMC

21分30秒17 信岡　大輔2054 ﾉﾌﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

21分34秒18 竹内　浩二2063 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ

21分36秒19 前原　平治2001 ﾏｴﾊﾗ ﾍｲｼﾞ 川崎学園

21分50秒20 河村　安之2078 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾕｷ

21分52秒21 細川　伸也2094 ﾎｿｶﾜ ｼﾝﾔ あかいわモモちゃんず

22分11秒22 井上　倫典2026 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾉﾘ ㈱親和工産

22分23秒23 プラティープ　ナ　タラン　タナ2051 ﾌﾟﾗﾃｨｰﾌﾟ ﾅ ﾀﾗﾝ ﾀﾅﾙｯﾄ 朝日塾中等教育学校

22分30秒24 歳森　愛斗2089 ﾄｼﾓﾘ ﾏﾅﾄ 岡山白陵高等学校

22分43秒25 坂本　秀則2076 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ

22分47秒26 髙藤　将司2045 ﾀｶﾌｼﾞ ﾏｻｼ 朝日塾中等教育学校

22分54秒27 横田　恭志2062 ﾖｺﾀ ﾔｽｼ

23分12秒28 福永　恵吉2081 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｹﾞﾖｼ

23分23秒29 蔵田　和夫2073 ｸﾗﾀ ｶｽﾞｵ 株式会社マニックス

23分36秒30 上野　真2084 ｳｴﾉ ﾏｺﾄ 吉備信用金庫

24分02秒31 坪　誠也2034 ﾂﾎﾞ ｾｲﾔ 品川ゼネラル

24分29秒32 鳩場　豪2053

24分47秒33 金谷　泰人2009 ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ

25分18秒34 大森　勇2067 ｵｵﾓﾘ ｲｻﾑ 富士通岡山RC

25分25秒35 谷　孝太朗2037 ﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 岡山県立御津高等学校

25分30秒36 清水　稔2065 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 富士通岡山ＲＣ

25分46秒37 福田　功2007 ﾌｸﾀﾞ ｲｻｵ

26分03秒38 藤田　啓ニ2096 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｼﾞ あかいわモモちゃんず

26分07秒39 藤原　由起夫2101 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｵ あかいわモモちゃんず

26分23秒40 佐藤　幸一郎2058 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ オーバル妹尾

26分30秒41 石部　竣士2104 ｲｼﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ 吉備の里 なでしこ

26分54秒42 光好　修2095 ﾐﾂﾖｼ ｵｻﾑ あかいわモモちゃんず

27分03秒43 田中　邦彦2043 ﾀﾅｶ ｸﾆﾋｺ

27分07秒44 難波　航2038 ﾅﾝﾊﾞ ﾜﾀﾙ あらた

27分19秒45 森山　友裕2097 ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ あかいわモモちゃんず

27分28秒46 藤田　健太2092 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀ

27分44秒47 山根　貴之2103 ﾔﾏﾈ ﾀｶﾕｷ

27分52秒48 山谷　修一2093 ﾔﾏﾔ ｼｭｳｲﾁ

27分54秒49 水戸　潤二2064 ﾐﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ

28分02秒50 重松　昇2025 ｼｹﾞﾏﾂ ﾉﾎﾞﾙ
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28分05秒51 滝澤　一正2056 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ

28分08秒52 妹尾　康也2033 ｾﾉｵ ﾔｽﾅﾘ

28分19秒53 白石　悟2052 ｼﾗｲｼ

28分20秒54 富樫　誠三2028 ﾄｶﾞｼ ｾｲｿﾞｳ

28分21秒55 林　泰資2087 ﾊﾔｼ ﾔｽｼ ノートルダム清心女子大

28分37秒56 宮本　修2006 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ

28分44秒57 久山　勇雄2019 ｸﾔﾏ ｲｻｵ デイサービス・どんぐり

29分06秒58 多田　道弘2068 ﾀﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

29分31秒59 新野　晴芳2004 ﾆｲﾉ ﾊﾙﾖｼ

29分35秒60 山崎　茂2024 ﾔﾏｻｷ ｼｹﾞﾙ 旭テナック走遊会

29分37秒61 泉　暁2047 ｲｽﾞﾐ ｻﾄﾙ チームＯＫＰ

30分03秒62 山根　文男2005 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｵ

30分09秒63 嶋田　美宏2086 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 岡大附属支援学校

30分42秒64 佐藤　　寛2085 ｻﾄｳ ｶﾝ

30分53秒65 佐藤　丈夫2032 ｻﾄｳ ﾀｹｵ

30分58秒66 高谷　直樹2044 ﾀｶﾔ ﾅｵｷ 山手野球スポーツ少年団

31分04秒67 遠部　勇治2011 ｵﾝﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

31分05秒68 三宅　浩司2083 ﾐﾔｹ ｺｳｼﾞ SO山陽陸上

31分08秒69 下川　博文2022 ｼﾓｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ

31分14秒70 髙尾　圭介2020 ﾀｶｵ ｹｲｽｹ

31分30秒71 向井　基修2080 ﾑｶｲ ﾓﾄﾉﾌﾞ

31分38秒72 川島　久義2021 ｶﾜｼﾏ ﾋｻﾖｼ

31分48秒73 山本　路文2050 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾌﾐ

31分49秒74 赤松　孝一2061 ｱｶﾏﾂ ｺｳｲﾁ

31分54秒75 安原　和弘2003 ﾔｽﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 大経大ＯＢ会

31分54秒76 板野　基一2018 ｲﾀﾉ ﾓﾄｲﾁ 桃園らんな～ず

31分57秒77 河野　総一郎2029 ｺｳﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ

31分57秒78 長谷川　海2013 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ

32分00秒79 藤原　伸一2002 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

32分45秒80 松本　雅司2070 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ RockRUN

34分29秒81 熊谷　壱心2098 ｸﾏｶﾞｲ ｲｯｼﾝ SO山陽

34分35秒82 若林　勤一2079 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷﾝｲﾁ

34分41秒83 合田　健志2088 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀｹｼ

34分59秒84 坂根　誠2039 ｻｶﾈ ﾏｺﾄ

35分28秒85 杉本　侑也2035 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ

35分31秒86 山下　志郎2036 ﾔﾏｼﾀ ｼﾛｳ （有）アーニック正宗

35分44秒87 浅野　泰弘2046 ｱｻﾉ ﾔｽﾋﾛ チームＯＫＰ

35分51秒88 川崎　孝義2008 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾖｼ ８０才まで走ろう会

35分54秒89 今井　範明2017 ｲﾏｲ ﾉﾘｱｷ テレビせとうち(株)

36分13秒90 木庭　靖浩2049 ｷﾆﾜ ﾔｽﾋﾛ チームＯＫＰ

36分21秒91 葛原　暢雄2023 ｸｽﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ

37分01秒92 杉山　千秋2016 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｱｷ

38分44秒93 水本　富士隆2071 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾌｼﾞﾀｶ

58分35秒94 大野　俊二2031 ｵｵﾉ ｼｭﾝｼﾞ
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