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 2018/10/28

スタート： 10:00:00

 鳥取砂丘オアシス広場

 鳥取市・鳥取市教育委員会

33分53秒1 浜田　勝義1536 かっぱーずﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

34分03秒2 浅見　義之1501 布勢ＡＣｱｻﾐ ﾖｼﾕｷ

35分45秒3 山根　健一1566 醇風ファイターズﾔﾏﾈ ｹﾝｲﾁ

36分31秒4 田島　大介1631 SHORE!!ﾀｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ

37分02秒5 益成　秀明1572 布勢ジョガーズﾏｽﾅﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

38分04秒6 能勢　光介1526 鳥取市役所マラソン部ﾉｾ ｺｳｽｹ

38分54秒7 新田　洋介1527 ﾆｯﾀ ﾖｳｽｹ

39分28秒8 細川 博伸1581 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

39分29秒9 岡本　正義1547 ＳＯＴｵｶﾓﾄ ﾏｻﾖｼ

39分56秒10 島谷　忠幸1508 しまたろうｼﾏﾀﾆ ﾀﾀﾞﾕｷ

40分04秒11 縫谷　吉彦1603 （株）トリベイﾇｲﾀﾆ ﾖｼﾋｺ

40分23秒12 内田　友和1548 ＳＯＴｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

40分35秒13 山口　博幸1550 ＳＯＴﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

40分44秒14 大東　昌弘1620 チーム八頭ｵｵﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

40分45秒15 勢木　直志1546 ＳＯＴｾｷ ﾅｵﾕｷ

41分01秒16 植田　知之1522 ｳｴﾀ ﾄﾓﾕｷ

41分06秒17 橋本　正幸1610 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

41分09秒18 植垣　修1549 ＳＯＴｳｴｶﾞｷ ｵｻﾑ

41分09秒19 寺本　貴志1615 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶｼ

41分33秒20 前田　啓助1574 布勢ジョガーズﾏｴﾀ ｹｲｽｹ

41分35秒21 谷内　幹弘1509 ｚｅｒｏ　ＲＣﾀﾆｳﾁ ﾐｷﾋﾛ

41分36秒22 安宗　拓史1602 ﾔｽﾑﾈ ﾀｸｼ

41分36秒23 山本　高史1627 JDIﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

42分16秒24 梶原 義行1591 榊原病院ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ

42分46秒25 大亀　要介1556 ｵｵｶﾒ ﾖｳｽｹ

43分17秒26 北村　雅彦1502 矢田川走友会ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋｺ

43分38秒27 勝部　安昭1562 ｶﾂﾍﾞ ﾔｽｱｷ

43分44秒28 井上　倫和1503 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｶｽﾞ

43分56秒29 小田　浩喜1628 ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ

44分08秒30 大川　雄司1565 よねさとＲＣｵｵｶﾜ ﾕｳｼﾞ

44分09秒31 小林　忠之1594 ＳＨＯＲＥ！ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾕｷ

44分25秒32 田口 正1587 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ

44分33秒33 米岡　大輔1564 ランニングなかまﾖﾈｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

44分52秒34 田島　達也1638 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ

45分05秒35 水本　勝仁1512 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾂﾋﾄ

45分14秒36 井田　健一1576 ｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

45分24秒37 板持　剛1573 布勢ジョガーズｲﾀﾓﾁ ﾀｹｼ

45分49秒38 村上　昭夫1624 ﾑﾗｶﾐ ｱｷｵ

45分54秒39 浅見　康陽1607 らいおんパパｱｻﾐ ﾔｽﾊﾙ

46分27秒40 前岡　和憲1525 鳥取市役所マラソン部ﾏｴｵｶ ｶｽﾞﾉﾘ

46分36秒41 富山　博文1540 末恒ＲＣﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ

46分43秒42 伊藤 健二1589 ランレン９８ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

46分45秒43 深澤　一英1529 ﾌｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

47分01秒44 岩井　良1537 ｲﾜｲ ﾘｮｳ

47分04秒45 山崎　利幸1625 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾕｷ

47分06秒46 北村 直樹1582 鳥取大学ｷﾀﾑﾗ ﾅｵｷ

47分17秒47 戸松　敬貴1534 ﾄﾏﾂ ｹｲｷ

47分18秒48 露木　亮人1577 ＴＲＣﾂﾕｷ ｱｷﾋﾄ

47分19秒49 奥田　雅樹1551 ＳＯＴｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ

47分21秒50 上池　芳彰1614 ｶﾐｲｹ ﾖｼｱｷ
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47分35秒51 村上　綱吉1544 チームＯＥＳﾑﾗｶﾐ ﾂﾅﾖｼ

48分10秒52 井戸垣 泰志1585 ｲﾄﾞｶﾞｷ ﾔｽｼ

48分10秒53 加藤　剛士1637 ｶﾄｳ ﾀｹｼ

48分23秒54 砂口　貴宏1553 サンキＪＣｽﾅｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

48分28秒55 河本 達郎1580 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ

48分35秒56 梅野　幸彦1599 ｳﾒﾉ ﾕｷﾋｺ

49分14秒57 叶井　賢一1545 カナイチヤＲＬＨｶﾅｲ ｹﾝｲﾁ

49分15秒58 山根　幹博1554 ﾔﾏﾈ ﾓﾄﾋﾛ

49分19秒59 池田　真也1606 池田陸上部ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾔ

49分19秒60 伊藤　満1595 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ

49分21秒61 西田　直樹1533 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ

49分49秒62 渡部　兼司1611 ジーコジャパンﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

50分22秒63 足立　哲治1559 湯梨浜町登山部ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾊﾙ

50分31秒64 小椋　広美1632 ひだまり倶楽部ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ

50分38秒65 西村　智和1598 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ

50分56秒66 坂本　博昭1601 鳥取市小学校PTA連合会ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

51分04秒67 中島　俊誠1504 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ

51分07秒68 武森　英朗1604 ﾀｹﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

51分17秒69 門　充和908 ｶﾄﾞ ﾐﾂｶｽﾞ

51分18秒70 竹内　大1626 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲ

51分21秒71 朝倉　務1557 ｱｻｸﾗ ﾂﾄﾑ

51分42秒72 若川 大介1586 ﾜｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

52分13秒73 萩原　敦志1563 シグマ電気(株)ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾂｼ

52分20秒74 入江　誠1639 BonVivantｲﾘｴ ﾏｺﾄ

52分25秒75 勝原　昌幸1629 （株）中電工ｶﾂﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

52分29秒76 岩本　学1630 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

52分37秒77 高垣　俊大1617 ＴＧＳＣﾀｶｶﾞｷ ﾄｼﾋﾛ

52分44秒78 花木　直俊1542 ﾊﾅｷ ﾅｵﾄｼ

52分52秒79 戸田　隆宏1555 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

52分58秒80 鎌田　貴之1516 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

52分59秒81 山本　賢璋1600 鳥取市小学校PTA連合会ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼｮｳ

53分09秒82 影井　真樹1622 ｶｹﾞｲ ﾏｻｷ

53分15秒83 東地 健1583 ﾄｳﾁ ｹﾝ

53分23秒84 山本　秀樹1605 池田陸上部石原派ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

53分32秒85 谷田　健司1608 ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

53分46秒86 西澤　晋介1532 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ

54分16秒87 宮田　俊哉1570 さとに田園ＣＬﾐﾔﾀ ﾄｼﾔ

54分20秒88 奥田　啓仁1521 ｵｸﾀﾞ ｹｲｼﾞ

54分49秒89 韓　朋1519 ｶﾝ ﾎｳ

55分19秒90 竹田　尚志1558 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ

55分49秒91 福田　和広1621 インテントリﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

56分16秒92 田渕 知也1590 ﾀﾌﾞﾁ ﾄﾓﾔ

56分21秒93 福田　登志夫1618 ﾌｸﾀ ﾄｼｵ

56分21秒94 小川　寛恭1616 Ｚｅｒｏ　ＲＣｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ

56分23秒95 足羽 秀行1588 おはよう堂ｱｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

57分11秒96 山本　清1528 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｼ

57分35秒97 西川　亮1593 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ

58分16秒98 米増　祐一1517 ＮＬＣﾖﾈﾏｽ ﾕｳｲﾁ

58分31秒99 藤本　光二1511 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ

58分38秒100 田中　角弥1513 ﾀﾅｶ ｶｸﾔ
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59分12秒101 和田　亮二1541 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

59分21秒102 高橋　俊普1636 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ

59分31秒103 尾上　真一1633 ｵﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ

59分45秒104 米谷　圭司1530 ﾖﾈﾀﾆ ｹｲｼﾞ

1時間00分07秒105 永治　一浩1543 チームＯＥＳｴｲｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間00分36秒106 岡本　仁1510 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ

1時間01分35秒107 上田　通一1569 さとに田園ＣＬｳｴﾀﾞ ﾐﾁｶｽﾞ

1時間01分50秒108 西山 大輔1592 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間02分07秒109 長谷川　清一1578 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ

1時間02分29秒110 田村 英夫1584 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

1時間02分35秒111 中村　慎也1571 さとに田園ＣＬﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ

1時間02分44秒112 田中　裕三1567 ﾀﾅｶ ﾕｳｿﾞｳ

1時間03分14秒113 岡本　浩治1535 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間03分16秒114 山上　貴夫1514 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｵ

1時間03分44秒115 大塚　弘剛1568 さとに田園ＣＬｵｵﾂｶ ﾋﾛﾀｹ

1時間05分29秒116 宮部　樹一1505 ﾐﾔﾍﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ

1時間05分47秒117 奥山　孝雄1609 ｵｸﾔﾏ ﾀｶｵ

1時間07分09秒118 中島　誠一郎1506 ﾅｶｼﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ

1時間07分32秒119 太田　明広1575 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間08分22秒120 上田　隆1579 鳥取県東部青年中央会ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間16分27秒121 山脇　達矢1518 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾔ

1時間18分25秒122 谷川　康弘1552 ＳＯＴﾀﾆｶﾞﾜ

1時間21分31秒123 伊豫田　裕之1596 Blue Wingsｲﾖﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
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