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E)3ｋｍ高校生以上男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/28

スタート： 10:10:00

 鳥取砂丘オアシス広場

 鳥取市・鳥取市教育委員会

9分18秒1 桑田　大輔502 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ

9分48秒2 井上　顕悠532 鳥取環境大学ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｻ

11分02秒3 岡田　恭兵534 鳥取環境大学ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

11分12秒4 土生田　貴518 ﾊﾌﾞﾀ ﾀｶｼ

11分15秒5 松田　健592 カネカﾏﾂﾀﾞ ｹﾝ

11分32秒6 山下　裕也533 鳥取環境大学ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ

11分59秒7 山崎 裕斗582 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾄ

12分12秒8 元治 英隆576 ｹﾞﾝｼﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

12分22秒9 大呂 幸治581 ｵｵﾛ ｺｳｼﾞ

12分56秒10 宮廻　竜也561 鳥取鉄道部ﾐﾔｻｺ ﾀﾂﾔ

13分10秒11 飯田 隼人577 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ

13分23秒12 松井　孝介528 掛川愛ＲＵＮ人ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ

13分29秒13 稲田　拓也567 こうほうえんｲﾅﾀ ﾀｸﾔ

13分38秒14 田中　純513 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ

13分39秒15 林田　孝志524 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｶｼ

13分47秒16 中尾　武志512 ﾅｶｵ ﾀｹｼ

13分50秒17 川口　馨557 醇風ファイターズｶﾜｸﾞﾁ ｹｲ

14分02秒18 池成　弘樹734 醇風ファイターズｲｹﾅﾘ ﾋﾛｷ

14分07秒19 安東　孝之558 醇風ファイターズｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

14分13秒20 坂田　真悟555 醇風ファイターズｻｶﾀ ｼﾝｺﾞ

14分14秒21 圓城寺　政友586 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾏｻﾄﾓ

14分14秒22 大橋　彰515 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ

14分21秒23 池内　拓也563 ｲｹｳﾁ ﾀｸﾔ

14分41秒24 山根　史貴542 末恒ＲＣﾔﾏﾈ ﾌﾐﾀｶ

14分43秒25 福井　和正585 ﾌｸｲ ｶｽﾞﾏｻ

14分49秒26 福本　光樹530 篠山産業高校ﾌｸﾓﾄ ｺｳｷ

15分03秒27 早川　淳554 ランニングなかまﾊﾔｶﾜ ｱﾂｼ

15分04秒28 橋本　龍人556 醇風ファイターズﾊｼﾓﾄ ﾀﾂﾋﾄ

15分14秒29 前田　康彦735 醇風ファイターズﾏｴﾀ ﾔｽﾋｺ

15分31秒30 塚本　倫也591 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁﾔ

15分33秒31 阿部　竜季529 兵庫県立有馬高等学校ｱﾍﾞ ﾘｭｳｷ

15分34秒32 徳永　一浩559 鳥取鉄道部ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

15分47秒33 兼平　政之587 ｶﾈﾋﾗ ﾏｻﾕｷ

16分00秒34 北脇　規靖551 ㈱清水ｷﾀﾜｷ ﾉﾘﾔｽ

16分09秒35 森　泰雄510 ﾓﾘ ﾔｽｵ

16分12秒36 小川　弘晃553 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

16分16秒37 西山　拓郎544 大覚寺陸上部ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

16分18秒38 柏　大成514 鷹狩ファイターズｶｼﾜ ﾀｲｾｲ

16分21秒39 野呂　憲治504 ﾉﾛ ｹﾝｼﾞ

16分57秒40 猪口　喜人546 ｲﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾄ

16分58秒41 金森　興太郎511 八東走ろう会ｶﾅﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ

16分59秒42 毛利　彰505 ﾓｳﾘ ｱｷﾗ

17分07秒43 西田　和浩541 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

17分12秒44 岡本　康晃589 明治走ｵｶﾓﾄ ﾔｽｱｷ

17分22秒45 野口　浩史550 フォト・ウォークﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

17分24秒46 向井　悠貴566 こうほうえんﾑｶｲ ﾕｳｷ

17分31秒47 大北 哲男575 ｵｵｷﾀ ﾃﾂｵ

18分08秒48 藤崎　外委560 鳥取鉄道部ﾌｼﾞｻｷ ｶﾞｲｲ

18分19秒49 尾前　孝好568 ｵﾏｴ ﾀｶﾖｼ

18分21秒50 大川　厚実519 ｵｵｶﾜ ｱﾂﾐ
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18分25秒51 西本　操雄535 ﾆｼﾓﾄ ﾐｻｵ

18分27秒52 石村　友秀543 ｲｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ

18分45秒53 飯田 雅也578 ﾊﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ

18分51秒54 松村　和明520 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

19分03秒55 池田　照男503 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｵ

19分05秒56 尾田　和彦517 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

19分16秒57 定久　幸和508 ｻﾀﾞﾋｻ ﾕｷｶｽﾞ

19分23秒58 岡田　淳一545 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

19分27秒59 古井　孝幸521 ﾌﾙｲ ﾀｶﾕｷ

19分30秒60 上山　健悟565 こうほうえんｳｴﾔﾏ ｹﾝｺﾞ

19分40秒61 岡本　憲明552 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

19分57秒62 尾崎　泰則525 矢田川走友会ｵｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ

20分02秒63 羽田野　晃536 ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ

20分23秒64 有田　和正590 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾏｻ

20分32秒65 徳田　吉弘588 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

20分41秒66 鄭　兆庭537 ﾁｪﾝ ﾁｬｵ ﾃｨﾝ

20分48秒67 千馬　高広571 鳥取県東部青年中央会ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ

20分59秒68 安岡　大輔574 鳥取県東部青年中央会ﾔｽｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

21分01秒69 岡　大輔573 鳥取県東部青年中央会ｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

21分01秒70 博田　則次570 鳥取県東部青年中央会ﾊｶﾀ ﾉﾘﾂｸﾞ

21分14秒71 生田　一男540 米里RCｲｸﾀ ｶｽﾞｵ

21分16秒72 新田　一郎562 鳥取鉄道部ﾆｯﾀ ｲﾁﾛｳ

21分23秒73 髙橋　護564 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ

21分30秒74 松元　昌也547 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ

22分04秒75 大橋　敏男509 ｵｵﾊｼ ﾄｼｵ

22分20秒76 細田　初博523 ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾋﾛ

23分20秒77 下野　義輝531 広畑走友会ｼﾓﾉ ﾖｼﾃﾙ

24分17秒78 八村　宏志516 ﾊﾁﾑﾗ ﾋﾛｼ

24分30秒79 塩谷　匠斗548 ｼｵﾀﾆ ﾀｸﾄ

24分33秒80 塩谷　信彦549 ｼｵﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ

24分33秒81 板敷　忠一506 ｲﾀｼｷ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

24分35秒82 伊賀　文雄507 ｲｶﾞ ﾌﾐｵ

24分46秒83 佐々木　憲雄522 ｻｻｷ ﾉﾘｵ

25分43秒84 増富　彰成538 ﾏｽﾄﾐ ﾃﾙｼｹﾞ

27分37秒85 大塩　憲司572 鳥取県東部青年中央会ｵｵｼｵ ｹﾝｼﾞ

30分22秒86 土橋　進527 しかの鷲走会ﾄﾞﾊﾞｼ ｽｽﾑ

34分19秒87 小林 常夫579 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｵ
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