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 鳥取市・鳥取市教育委員会

18分21秒1 山本　公司917 JDIﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

18分43秒2 浅井　教夫875 ランニングなかまｱｻｲ ﾖｼｵ

19分28秒3 山田　浩二876 ランニングなかまﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

19分36秒4 米田　博文837 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

19分37秒5 山根　正之870 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾕｷ

20分08秒6 北村　茂雄906 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｵ

20分15秒7 西亀　剛史912 ﾆｼｶﾒ ﾂﾖｼ

20分28秒8 金岡　浩史831 鳥取市役所マラソン部ｶﾈｵｶ ﾋﾛｼ

20分31秒9 米澤　朗852 日進陸上部ﾖﾈｻﾞﾜ ﾛｳ

20分47秒10 粟田　敬祐874 ランニングなかまｱﾜﾀ ｹｲｽｹ

21分06秒11 南場　秀樹918 ふれんず鳥取ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ

21分49秒12 仲山　昭彦873 ランニングなかまﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋｺ

22分07秒13 奈木野 史朗900 ﾅｷﾞﾉ ｼﾛｳ

22分11秒14 山名　正道902 倉吉走ろう会ﾔﾏﾅ ﾏｻﾐﾁ

22分38秒15 吉川　拓雄841 ﾖｼｶﾜ ﾀｸｵ

22分57秒16 芝本　博俊909 けろけろ亭ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ

24分00秒17 田内　浩治854 布勢ジョガーズﾀｳﾁ ｺｳｼﾞ

24分08秒18 難波　隆顕882 布勢ＡＣﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｱｷ

24分09秒19 杉原　一夫842 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

24分19秒20 佐藤 渉892 wamrureｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

24分32秒21 神谷　朋之910 ｶﾐﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

24分38秒22 三牧　禎利858 ﾐﾏｷ ﾀﾀﾞﾄｼ

24分42秒23 髙橋　典夫864 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ

25分00秒24 森井　春孝824 ﾓﾘｲ ﾊﾙﾀｶ

25分11秒25 西垣　浩司884 ＴＲＣﾆｼｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

25分50秒26 小島　龍雅901 会社員ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾏｻ

25分55秒27 礒江　大士905 ｲｿｴ ﾀﾞｲｼﾞ

26分02秒28 北尾 幸寛890 ｷﾀｵ ﾕｷﾋﾛ

26分30秒29 川上　哲実812 谷口水中歩行倶楽部ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾐ

26分57秒30 山田　剛847 布勢ジョガーズﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ

27分11秒31 山崎 明広897 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾋﾛ

27分12秒32 町田　光政903 富士通ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ

27分21秒33 桑本　実853 ｸﾜﾓﾄ ﾐﾉﾙ

27分23秒34 大田　斉之830 鳥取市役所マラソン部ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ

27分32秒35 中田 幸一891 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁ

27分35秒36 秋山　剛久826 ｱｷﾔﾏ ﾀｹﾋｻ

27分43秒37 松岡　秀樹913 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ

28分16秒38 橋本　隆宏839 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

28分16秒39 林原　郁夫879 鳥取鉄道部ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｲｸｵ

28分20秒40 坪内　茂之871 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼｹﾞﾕｷ

28分23秒41 砂場　直巳856 米里ＲＣｽﾅﾊﾞ ﾅｵﾐ

28分23秒42 井元　裕一850 ｲﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

28分35秒43 竹本　政博825 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

28分37秒44 三好　将生865 ﾐﾖｼ ﾏｻｵ

28分40秒45 谷口　信幸914 明治走ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

28分43秒46 小谷　仁則822 鷹狩ファイターズｺﾀﾞﾆ ｷﾐﾉﾘ

28分49秒47 福市　信845 ﾌｸｲﾁ ﾏｺﾄ

29分04秒48 畝木 敏和896 ｳﾈｷ ﾄｼｶｽﾞ

29分20秒49 渡辺　晴夫885 あすなろ会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｵ

29分21秒50 垣谷 忍899 ｶｷﾀﾆ ｼﾉﾌﾞ
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29分48秒51 山本　政信911 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ

29分48秒52 神之田　剛851 ｶﾐﾉﾀﾞ ｺﾞｳ

29分50秒53 松原　信成815 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾅﾘ

30分26秒54 谷口　慎一朗886 こうほうえんﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ

30分47秒55 渡邊　雅人869 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ

30分50秒56 藤川　康典883 さとに田園ＣＬﾌｼﾞｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

31分14秒57 勝連　隆志804 ランランクラブｶﾂﾗ ﾀｶｼ

31分14秒58 西川　厚820 ﾆｼｶﾜ ｱﾂｼ

31分27秒59 上原　優二810 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

31分30秒60 田中　達寿861 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾉﾘ

31分42秒61 梅澤 賢一893 ｳﾒｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

31分50秒62 白髪　健二862 ｼﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ

31分55秒63 早瀬　英雄907 チームアルファーﾊﾔｾ ﾋﾃﾞｵ

31分57秒64 宮本　初男880 鳥取鉄道部ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂｵ

32分06秒65 小林　敏夫811 因幡の白うさぎｺﾊﾞﾔｼ

32分16秒66 谷口　雄二828 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

32分36秒67 乙野　茂819 チーム呑んべえｵﾄﾉ ｼｹﾞﾙ

32分37秒68 足立 充898 NTTマーケティングアクトｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ

32分42秒69 福永　進838 ﾌｸﾅｶﾞ ｽｽﾑ

32分58秒70 飼牛　徳幸872 ｶｲｺﾞ ﾄｸﾕｷ

33分04秒71 升本　明文859 チューチューＲＣﾏｽﾓﾄ ｱｷﾌﾐ

33分22秒72 鳥居　照久904 ﾄﾘｲ ﾃﾙﾋｻ

33分25秒73 安東　幸男803 ｱﾝﾄﾞｰ ﾕｷｵ

33分25秒74 磯尾　敬史855 ｲｿｵ ﾀｶｼ

33分28秒75 齋藤 弘行894 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

33分40秒76 田熊　昭彦846 ﾀｸﾏ ｱｷﾋｺ

33分49秒77 西村　崇寛835 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

33分57秒78 梅津　敏之助849 ｳﾒﾂﾞ ﾄｼﾉｽｹ

34分04秒79 花坂　文明881 鳥取鉄道部ﾊﾅｻｶ ﾌﾐｱｷ

34分10秒80 小山　剛866 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ

34分34秒81 宇野　博秋817 チーム呑んべえｳﾉ ﾋﾛｱｷ

35分07秒82 松本　広志868 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

35分09秒83 小瀧　正俊887 ｺﾀｷ ﾏｻﾄｼ

35分59秒84 長谷川　泰之867 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ

36分07秒85 今嶋　敬915 ｲﾏｼﾞﾏ ﾀｶｼ

36分24秒86 田村　賢治809 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

36分29秒87 松尾　徳成916 ﾏﾂｵ ﾄｸﾅﾘ

36分46秒88 恩田　紀夫848 ｵﾝﾀﾞ ﾉﾘｵ

36分47秒89 西尾　友和823 ﾆｼｵ ﾄﾓｶｽﾞ

37分03秒90 山本　潔805 佐治ランナーズﾔﾏﾓﾄ

37分22秒91 小谷　正章801 ｺﾀﾞﾆ ﾏｻｱｷ

37分26秒92 長谷坂　栄治843 温泉走ろう会ﾊｾｻｶ ｴｲｼﾞ

38分35秒93 池内　直樹807 ｲｹｳﾁ ﾅｵｷ

39分27秒94 平川　和正802 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ

39分33秒95 早川　悟821 ﾊﾔｶﾜ ｻﾄﾙ

40分39秒96 田中　利夫816 ゆっくり走ろう会ﾀﾅｶ ﾄｼｵ

41分04秒97 山根　学818 チーム呑んべえﾔﾏﾈ ﾏﾅﾌﾞ

41分08秒98 岸本　隆英888 鳥取県東部青年中央会ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ

41分39秒99 川口　拓馬814 谷口水中歩行倶楽部ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾏ

42分52秒100 村田　照雄827 流しびな走ろう会ﾑﾗﾀ ﾃﾙｵ
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43分55秒101 宇和田　美保829 ｳﾜﾀﾞ ﾖｼｵ

45分50秒102 濵本　信幸836 ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

49分58秒103 永田　光司808 ZKM兵庫ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｼ

51分04秒104 小谷　信義834 山名ＡＣｺﾀﾞﾆ ﾉﾌﾞﾖｼ

54分11秒105 春名　勇833 ＺＫＭ岡山支部ﾊﾙﾅ ｲｻﾑ

1時間01分54秒106 日詰　一雄806 香川さくらRCﾋﾂﾞﾒ
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