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 鳥取砂丘オアシス広場

 鳥取市・鳥取市教育委員会

32分23秒1 谷口　晃太1201 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ

33分32秒2 國米　裕介1367 ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ

33分33秒3 三谷　耕次1225 布勢ＡＣﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ

33分51秒4 居川　凌1366 TAPsｲｶﾜ ﾘｮｳ

35分42秒5 淺井　崇典1210 鳥取市役所マラソン部ｱｻｲ ﾀｶﾉﾘ

35分59秒6 川口　森生1226 鳥取環境大学ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾘｵ

36分36秒7 高橋　佑貴1218 ふれんず鳥取ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

36分43秒8 吉田　和哉1227 ふれんず鳥取ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

36分48秒9 国谷　康人1239 ＳＯＴｸﾆﾀﾆ ﾔｽﾋﾄ

37分07秒10 兼平　剛1330 ｶﾈﾋﾗ ﾂﾖｼ

37分13秒11 澤谷　信明1207 池田陸上部ｻﾜﾀﾆ ﾉﾌﾞｱｷ

37分36秒12 勢木　行1238 ＳＯＴｾｷ ｱｷﾗ

38分07秒13 北村　拓也1237 ＳＯＴｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ

39分02秒14 小林　宏誠1291 あすなろ会ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ

39分03秒15 阪本　啓1251 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

39分29秒16 細田　泰佑1234 ＳＯＴﾎｿﾀﾞ ﾀｲｽｹ

39分46秒17 東　祐平1333 鳥取大学ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾍｲ

39分57秒18 安木　貴郎1292 布勢ジョガーズﾔｽｷﾞ ﾀｶｵ

40分23秒19 森田　太一1202 ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ

40分31秒20 平尾　隆将1365 ﾋﾗｵ ﾀｶﾏｻ

41分16秒21 西尾　泰裕1275 鳥取鉄道部ﾆｼｵ ﾔｽﾋﾛ

41分24秒22 萩原　康太1260 智頭中学校ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀ

41分28秒23 箱崎 未理1311 農林中央金庫鳥取営業所ﾊｺｻﾞｷ ﾐｻﾄ

42分00秒24 野田 育冶1317 鳥取大学ﾉﾀﾞ ｲｸﾔ

42分03秒25 中村　彰宏1344 なしﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

42分19秒26 加藤　耕平1327 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ

42分30秒27 宮﨑　琢己1273 鳥取鉄道部ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ

42分42秒28 林　將史1271 鳥取鉄道部ﾊﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

42分55秒29 小林　豊和1336 Ｚｅｒｏ　ＲＣｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾖｶｽﾞ

43分15秒30 山根　功士1324 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ

43分43秒31 石岩　直樹1212 鳥取市役所マラソン部ｲｼｲﾜ ﾅｵｷ

43分48秒32 中野 英樹1307 チームやまだﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ

43分52秒33 石倉　孝明1243 サンキＪＣｲｼｸﾗ ﾀｶｱｷ

44分00秒34 原　一男1370 ﾊﾗ ｶｽﾞｵ

44分09秒35 奈羅尾　正克1295 こうほうえんﾅﾗｵ ﾏｻｶﾂ

44分20秒36 田中　康隆1267 中放走団ﾀﾅｶ ﾔｽﾀｶ

44分30秒37 山田　大輔1358 湯梨浜町陸上部ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

44分31秒38 野口　拓也1272 鳥取鉄道部ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

44分32秒39 塩　和樹1209 鳥取市役所マラソン部ｼｵ ｶｽﾞｷ

44分39秒40 太田　貴裕1343 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

45分11秒41 藤本　達也1235 ＳＯＴﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ

45分11秒42 山田 春輝1300 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ

45分11秒43 元録　英司1363 ｹﾞﾝﾛｸ ｴｲｼﾞ

45分13秒44 黒住　優1232 チームＯＥＳｸﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾙ

45分19秒45 藤田　徹1270 鳥取鉄道部ﾌｼﾞﾀ ﾄｵﾙ

45分33秒46 岸本　智也1274 鳥取鉄道部ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾔ

45分39秒47 霜田 隼人1302 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ

45分50秒48 北尾 英樹1299 池田陸上部ｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

45分54秒49 山崎　裕司1338 Ｚｅｒｏ　ＲＣﾔﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ

46分28秒50 イタム　マイケル1339 Ｚｅｒｏ　ＲＣｲﾀﾑ ﾏｲｹﾙ
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46分52秒51 﨑元　康大1256 ｻｷﾓﾄ ｺｳﾀ

46分55秒52 田中　尚樹1278 さとに田園ＣＬﾀﾅｶ ﾅｵｷ

47分05秒53 影日　孝行1241 ＳＯＴｶｹﾞﾋ ﾀｶﾕｷ

47分07秒54 中村　健太1240 ＳＯＴﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ

47分13秒55 森田　航1359 ﾓﾘﾀ ﾜﾀﾙ

47分47秒56 吉田　久輝1334 鳥取大学ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾃﾙ

47分50秒57 楠　浩典1361 陸上自衛隊美保分屯地ｸｽ ﾋﾛﾉﾘ

48分09秒58 内林　晃成1215 ｳﾁﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅﾘ

48分12秒59 篠原　祐介1354 明治走ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｽｹ

48分20秒60 小林　雅樹1204 谷口水中歩行倶楽部ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

48分27秒61 山本　大輔1262 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

48分42秒62 森本　信行1341 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

48分44秒63 岡崎　健吾1233 チームＯＥＳｵｶｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ

48分57秒64 米上　聡志1203 ﾖﾈｳｴ ｻﾄｼ

49分16秒65 平尾　英輝1211 鳥取市役所マラソン部ﾋﾗｵ ﾋﾃﾞｷ

49分21秒66 鶴田　茂之1293 ﾂﾙﾀ ｼｹﾞﾕｷ

49分43秒67 東　奎伊1245 ｱｽﾞﾏ ｹｲ

49分47秒68 長谷川　裕俊1216 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄｼ

49分49秒69 鷲見　誠二1224 ｽﾐ ｾｲｼﾞ

49分52秒70 和田守　哲也1220 鳥取大学ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾃﾂﾔ

49分55秒71 山名　伸幸1214 ﾔﾏﾅ ﾉﾌﾞﾕｷ

49分56秒72 福本　優輝1356 明治走ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｷ

49分57秒73 青木　康浩1294 こうほうえんｱｵｷ ﾔｽﾋﾛ

50分05秒74 ＣＨＡＥ ＴＡＣ ＢＹＯＵＮＧ1221 ﾁｪ ﾀｸ ﾋﾞｮﾝ

50分19秒75 安達　宏樹1362 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｷ

50分36秒76 木村　晃史1268 中放走団ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ

50分51秒77 高橋 大悟1320 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｺﾞ

50分54秒78 吉田　拓哉1248 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

50分56秒79 松浦 秀一郎1308 サービスタクシーﾏﾂｳﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

51分10秒80 尾前　昌弥1331 鳥取西高等学校ｵﾏｴ ﾏｻﾔ

51分18秒81 鷲見　知哉1288 ＴＲＣｽﾐ ﾄﾓﾔ

51分32秒82 野田　諭1246 ﾉﾀﾞ ｻﾄｼ

51分36秒83 田中　雄二1347 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

51分39秒84 西田　竜也1242 ＳＯＴﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

51分50秒85 徳田 啓佑1318 ﾄｸﾀﾞ ｹｲｽｹ

51分57秒86 金野　一種1247 ｶﾈﾉ ﾋﾄｼ

52分06秒87 野々崎　雄斗1296 こうほうえんﾉﾉｻｷ ﾕｳﾄ

52分23秒88 西山　竜一1340 ＴＧＳＣﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ

52分41秒89 吉田 潔1305 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ

52分51秒90 谷口　輝太1337 Ｚｅｒｏ　ＲＣﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ

53分18秒91 山部　貴之1364 鳥取県立中央病院ﾔﾏﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

53分41秒92 木村　誉1332 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

53分42秒93 白岩　達彦1266 ｼﾗｲﾜ ﾀﾂﾋｺ

53分53秒94 髙橋　佑介1254 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

54分13秒95 川上　宗一郎1229 ｶﾜｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ

54分36秒96 徳中　宏多央1252 ﾄｸﾅｶ ﾋﾛﾅｵ

54分41秒97 中川　康平1228 鳥取大学ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

54分43秒98 髙取　大慈1213 鳥取大学ﾀｶﾄﾘ ﾋﾛｼ

54分52秒99 前田　喜一1279 さとに田園ＣＬﾏｴﾀ ｷｲﾁ

54分57秒100 大谷　結紀1259 JA鳥取いなば福部支店ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ
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55分05秒101 株本 昌彦1319 ｶﾌﾞﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

55分09秒102 三浦　拓海1280 さとに田園ＣＬﾐｳﾗ ﾀｸﾐ

55分14秒103 中林　寛登1329 宝木小学校ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

55分14秒104 原　基紘1328 宝木小ﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ

55分18秒105 太田 昭裕1303 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ

55分25秒106 植田　亮太1284 さとに田園ＣＬｳｴﾀ ﾘｮｳﾀ

55分51秒107 中村　拓哉1290 あすなろ会ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ

55分54秒108 池永　直人1372 鳥取大学ｲｹﾅｶﾞ ﾅｵﾄ

56分11秒109 山本　大輔1326 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

56分12秒110 芦谷　直仁1264 ｱｼﾀﾆ ﾅｵﾋﾄ

56分22秒111 益中　大樹1250 ﾏｽﾅｶ ﾀﾞｲｷ

56分36秒112 前田　博哉1253 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾔ

56分39秒113 前上　浩俊1297 水野商事ﾏｴｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄｼ

56分40秒114 矢倉 紀道1321 ﾔｸﾗ ﾉﾘﾐﾁ

56分43秒115 増田 啓一郎1314 鳥取大学ﾏｽﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

56分45秒116 鷲見　潤一1265 ｽﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

56分52秒117 西岡　圭介1231 ﾆｼｵｶ ｹｲｽｹ

57分05秒118 内田 拓郎1316 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

57分09秒119 南部　瑛祐1298 鳥取県東部青年中央会ﾅﾝﾌﾞ ｴｲｽｹ

57分22秒120 牧　純也1355 明治走ﾏｷ ｼﾞｭﾝﾔ

57分33秒121 松田　禎人1368 TMCﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ

57分50秒122 栁　大地1249 青翔開智高等学校ﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲﾁ

58分02秒123 山野 卓也1322 ﾔﾏﾉ ﾀｸﾔ

58分22秒124 森下　裕一1325 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｲﾁ

58分30秒125 伊藤 慎治1313 鳥取大学ｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ

58分40秒126 木﨑　浩二郎1353 ｷｻﾞｷ ｺｳｼﾞﾛｳ

58分58秒127 日笠　翔1282 さとに田園ＣＬﾋｶﾞｻ ｼｮｳ

59分19秒128 小山　友寛1346 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

59分39秒129 池本 勝1309 渡辺病院ｲｹﾓﾄ ﾏｻﾙ

59分45秒130 村上　大樹1352 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ

1時間00分33秒131 中村　新吾1236 ＳＯＴﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

1時間00分49秒132 岩崎　史紘1335 ｲﾜｻｷ ﾌﾐﾋﾛ

1時間00分59秒133 前田　哲生1269 中放走団ﾏｴﾀ ﾃﾂｵ

1時間01分13秒134 久保　一弘1219 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間01分40秒135 安藤 隆雄1315 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ

1時間01分54秒136 武信　弘樹1369 ﾀｹﾉﾌﾞ ﾋﾛｷ

1時間01分54秒137 笹木　啓運1222 ｻｻｷ ﾋﾛﾔｽ

1時間02分42秒138 田淵　勇輝1287 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳｷ

1時間03分45秒139 菱川　創太1258 鳥取大学農学部共同獣医学ﾋｼｶﾜ ｿｳﾀ

1時間03分48秒140 八浪　伸太1261 ﾔﾂﾅﾐ ｼﾝﾀ

1時間04分16秒141 内田 賢1306 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝ

1時間05分33秒142 谷本　光太郎1255 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

1時間05分44秒143 宮本 翔大1310 藤木工務店ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ

1時間05分46秒144 上野　二郎1360 ｳｴﾉ ｼﾞﾛｳ

1時間05分50秒145 長谷川　直樹1263 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ

1時間06分03秒146 酒井　英二1217 ｻｶｲ ｴｲｼﾞ

1時間06分19秒147 松濱　有孝1205 ﾏﾂﾊﾏ ﾕﾀｶ

1時間07分27秒148 植島　直生1206 ｳｴｼﾞﾏ ﾅｵｷ

1時間08分20秒149 森本　聡1230 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間08分33秒150 木内　悠介1345 ｷｳﾁ ﾕｳｽｹ
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1時間09分23秒151 福代　淳1281 さとに田園ＣＬﾌｸｼﾛ ｼﾞｭﾝ

1時間09分52秒152 松尾　樹希1289 ＴＲＣﾏﾂｵ ｼｹﾞｷ

1時間10分09秒153 大谷　卓1286 ｵｵﾀﾆ ｽｸﾞﾙ

1時間10分20秒154 武部　洋1350 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾛｼ

1時間10分43秒155 ＬＥＥ ＪＡＥＨＷＡＮ1223 ｲ ｼﾞｪﾌｧﾝ

1時間11分52秒156 森谷　渉1244 ﾓﾘﾀﾆ ﾜﾀﾙ

1時間13分30秒157 小谷　和義1349 ｺﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾖｼ

1時間19分55秒158 西岡 哲人1304 ﾆｼｵｶ ﾃﾂﾄ

1時間20分17秒159 髙村　淳平1277 さとに田園ＣＬﾀｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾞｲ

Athlete-Tag by CHOPPER


