
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

H. 10km 高校生以上39歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/12/8

スタート： -

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン大会実行委員会

34分12秒1 仙波 貴雅1001 ｾﾝﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 岡山県庁

35分39秒2 熊谷 栄作984 ｸﾏｶﾞｲ ｴｲｻｸ Team Blue Dog

35分51秒3 林原 啓太990 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｹｲﾀ

35分56秒4 小橋 功武966 ｺﾊﾞｼ ｲｻﾑ 旭化成ベジーレ

35分58秒5 東 素志1017 ﾋｶﾞｼ ﾓﾄｼ 歩いていこう

35分58秒6 金森 靖之1003 ｶﾅﾓﾘ ﾔｽﾕｷ 歩いていこう

36分16秒7 大平　博利926 ｵｵﾋﾗ ﾋﾛﾄｼ

36分55秒8 鳥羽　哲平913 ﾄﾊﾞ ﾃｯﾍﾟｲ SO陸上　山陽

36分58秒9 岡本 翠1016 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ 北興化学

37分21秒10 坂井 大輝1065 ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ （株）ヤマサキ

37分39秒11 辻本　空927 ﾂｼﾞﾓﾄ ｿﾗ 岡山御津高校

38分19秒12 中川 智博1010 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

38分28秒13 川上　大智909 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 大和魂

38分50秒14 岩本 稔1046 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾉﾙ ウィニングラン倉敷

38分52秒15 賀川　元923 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝ JR西日本岡山支社

39分00秒16 田中 遊太991 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

39分01秒17 小坂 修平1039 ｺｻｶ ｼｭｳﾍｲ

39分06秒18 河村 拓真1049 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾏ BlueDog

39分12秒19 渡辺　健司910 ﾜﾀﾅﾍﾞ 吉備信用金庫

39分15秒20 浅野　学司919 ｱｻﾉ ﾀｶｼ

39分45秒21 瀧川　奨901 ﾀｷｶﾞﾜ ｽｽﾑ

39分58秒22 堀内 浩貴1037 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ TEAM Blue Dog

40分36秒23 成平 心1041 ﾅﾘﾋﾗ ｼﾝ 岡山御津高等学校

40分54秒24 小西 晃寛969 ｺﾆｼ ｱｷﾋﾛ

40分58秒25 守安 貴博997 ﾓﾘﾔｽ ﾀｶﾋﾛ 日清製粉

41分15秒26 松井 利起992 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ

41分24秒27 石浦 一輝972 ｲｼｳﾗ ｶｽﾞｷ ランズアップ

41分26秒28 大島 裕一郎1020 ｵｵｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

41分45秒29 近藤　充弘903 ｺﾝﾄﾞｳ

42分16秒30 石黒 成紀1004 ｲｼｸﾞﾛ ｼｹﾞｷ

42分34秒31 比嘉 祐弥973 ﾋｶﾞ ﾕｳﾔ ランズアップ

42分39秒32 谷本 真聡1031 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾄ SO岡山

42分44秒33 新田　翔吾914 ﾆｯﾀ ｼｮｳｺﾞ AsahiKASEI

42分51秒34 永原 栄治1008 ﾅｶﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ

42分59秒35 江草 幸一985 ｴｸﾞｻ ｺｳｲﾁ

43分02秒36 高橋　翼932 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 岡山御津高等学校

43分07秒37 山谷 拓磨1044 ﾔﾏﾔ ﾀｸﾏ TakebeCanoeClub

43分15秒38 秋田 康裕1006 ｱｷﾀ ﾔｽﾋﾛ カバヤ食品

43分18秒39 乙部 博章967 ｵﾄﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

43分38秒40 宮本　怜936 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲ 岡山御津高校

44分07秒41 角田 孝治979 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｼﾞ

44分08秒42 末綱 克敏1013 ｽｴﾂﾅ ｶﾂﾄｼ

44分09秒43 後藤　健介933 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｽｹ 岡山市北消防署建部出張・

44分12秒44 村上　友我908 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ

44分14秒45 平山 英輝1002 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

44分27秒46 中島 大貴993 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ チームカワハラ

44分42秒47 安田　蓮928 ﾔｽﾀﾞ ﾚﾝ 岡山県立岡山工業高等学・

44分42秒48 木村　泰河929 ｷﾑﾗ 岡山県立岡山工業高等学・

44分47秒49 太田 晃生995 ｵｵﾀ ﾃﾙｵ TEAM Blue Dog

44分50秒50 末綱 伸也1012 ｽｴﾂﾅ ｼﾝﾔ
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44分51秒51 中野　立基931 ﾅｶﾉ ﾀﾂｷ

44分52秒52 太田　謙匠930 ｵｵﾀ ｹﾝｼｮｳ 岡山県立岡山工業高等学・

44分52秒53 仲西　孝夫904 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｵ Ｔ2Ｋ

45分02秒54 長島 悟987 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ

45分03秒55 近藤　佑樹921 ｺﾝﾄﾞｳ

45分06秒56 山田 智丈970 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾀｹ ランズアップ

45分18秒57 小田 幸希1055 ｵﾀﾞ ｺｳｷ

45分24秒58 光森　康修959 ﾐﾂﾓﾘ ﾔｽﾉﾌﾞ 岡山御津高校

45分28秒59 山根　康平920 ﾔﾏﾈ ｺｳﾍｲ

45分42秒60 谷本 真哉1032 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾔ SO岡山

46分02秒61 椎名 裕紀1067 ｼｲﾅ ﾋﾛﾉﾘ

46分30秒62 平川　鷹生902 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｵ

47分11秒63 山本 直史1015 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ

47分19秒64 南葉　駿942 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝ 岡山御津高校

47分20秒65 中西 大樹1025 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ

47分31秒66 下野 貴之1073 ｼﾓﾉ ﾀｶﾕｷ

47分41秒67 長岡 陸994 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｸ

47分43秒68 寺岡 健二1028 ﾃﾗｵｶ ｹﾝｼﾞ

48分19秒69 松下 心弥1061 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ （株）岡山村田製作所

48分21秒70 西山 俊968 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ おにぎりRC

48分38秒71 横田　一雄1074 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｵ

48分43秒72 古畑 勝人1040 ﾌﾙﾊﾀ ﾏｻﾄ

48分51秒73 高取 治郎988 ﾀｶﾄﾘ ｼﾞﾛｳ

48分57秒74 赤堀　元洋917 ｱｶﾎﾘ ﾓﾄﾋﾛ ランズアップ

48分59秒75 臼井　章人946 ｳｽｲ ｱｷﾋﾄ 岡山県立岡山御津高等学・

48分59秒76 矢原 孝則1036 ﾔﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ

49分30秒77 森清　将史961 ﾓﾘｷﾖ ﾏｻｼ サンパウロＲＣ

49分44秒78 松本　真明934 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｱｷ みつオールスターズ男子

49分47秒79 金澤 宏昭971 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

49分48秒80 高橋 義英1042 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 上南ＡＣ

49分52秒81 溝西 康晴1019 ﾐｿﾞﾆｼ ﾔｽﾊﾙ

50分17秒82 下之段 拓弥1018 ｼﾓﾉﾀﾞﾝ ﾀｸﾔ

50分17秒83 高橋 好史1064 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾌﾐ

50分21秒84 藤井 博1026 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ ドングラーズ

50分26秒85 福永 恵吉1024 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｹﾞﾖｼ

50分34秒86 岡本　恭典956 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 岡山県立岡山御津高等学・

50分36秒87 後藤 信太郎983 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 川崎医大附属病院

50分38秒88 上西　裕貴907 ｳｴﾆｼ ﾕｳｷ ＳＯＮ岡山

50分46秒89 荒木　嗣博915 ｱﾗｷ ﾖｼﾋﾛ ㈱ダイケン

51分08秒90 芳賀 正裕1007 ﾊｶﾞ ﾏｻﾋﾛ

51分12秒91 半畑　凌940 ﾊﾝﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岡山御津高等学校

51分18秒92 和泉屋　誠941 ｲｽﾞﾐﾔ ﾏｺﾄ 岡山御津高校

52分06秒93 山地 史晃1011 ﾔﾏｼﾞ ﾌﾐｱｷ あかいわモモちゃんず

52分09秒94 斎藤　文哉916 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ SO岡山

52分30秒95 羽藤　樹生958 ﾊﾄｳ ｼﾞｭｵ 岡山県立岡山御津高等学・

52分46秒96 増山 達也1068 ﾏｼﾔﾏ ﾀﾂﾔ

52分48秒97 奥藤 未来1071 ｵｸﾌｼﾞ ﾐｻｷ famiランニングクラブ

52分50秒98 大石 泰史1054 ｵｵｲｼ ﾔｽﾌﾐ 駅前ガイズ

53分22秒99 西村 隆雄965 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｵ 日本エクスラン

53分29秒100 中島 淳974 ﾅｶｼﾏ ｽﾅｵ
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53分34秒101 谷口 将基1051 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ 倉敷市役所

53分43秒102 弘中 和夫1043 ﾋﾛﾅｶ ｶｽﾞｵ

54分04秒103 清水 治貴982 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 日本エクスラン

54分07秒104 羽藤 彰浩981 ﾊﾄｳ ｱｷﾋﾛ 日本エクスラン

54分11秒105 大山 樹生1059 ｵｵﾔﾏ ﾀﾂｵ AvanBRIGHT

54分19秒106 内田 太輔1063 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

54分50秒107 小原　健一922 ｵﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ

54分55秒108 小谷 和史999 ｺﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾌﾐ 山陽レイスポーツ

55分08秒109 岡部 一馬1058 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾏ カバヤ食品

55分16秒110 籔内 誠1022 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾏｺﾄ 旭川荘ランニングクラブ

55分25秒111 川口 隼己1070 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾔｷ famiランニングクラブ

55分35秒112 池口 弘記1030 ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

55分36秒113 安松　涼955 ﾔｽﾏﾂ ﾘｮｳ 岡山県立岡山御津高等学・

55分37秒114 黒﨑　翔太924 ｸﾛｻｷ ｼｮｳﾀ ｴｸｾﾙﾊﾟｯｸ･ｶﾊﾞﾔ株式会社

55分45秒115 大智　宏祐925 ｵｵﾁ ｺｳｽｹ はた動物クリニック

55分59秒116 小川 晃汰1034 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ

56分01秒117 河野 綾1047 ｶﾜﾉ ﾘｮｳ

56分02秒118 小山　毅963 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ

56分24秒119 三宅 将貴1014 ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 山陽陸上

56分25秒120 松本　竜希944 ﾏﾂﾓﾄ 岡山御津高校

56分26秒121 清水　一樹943 ｼﾐｽﾞ 岡山御津高校

56分29秒122 小倉 翔太1066 ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ

56分40秒123 荒木 聡975 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 日本エクスラン

56分57秒124 小原 脩人1009 ｵﾊﾗ ｼｭｳﾄ

57分32秒125 福井 芳1027 ﾌｸｲ ｶｵﾙ

57分58秒126 真重　温947 ﾏｼｹﾞ ﾉﾄﾞｶ 岡山御津高校

58分48秒127 辻 純平1057 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ famiランニングクラブ

58分56秒128 矢部　浩章912 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

59分03秒129 初村　涼918 ﾊﾂﾑﾗ ﾘｮｳ

59分43秒130 勝呂 健生1053 ｶﾂﾛ ﾀｹｵ famiランニングクラブ

59分55秒131 豊田 直生986 ﾄﾖﾀ ﾅｵｷ ミルクハウス

1時間01分09秒132 西見　悠938 ﾆｼﾐ ﾕｳ 岡山御津高校

1時間01分09秒133 今本　潤953 ｲﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 岡山御津高校

1時間01分10秒134 金山　侑生948 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳｷ 岡山御津高等学校

1時間02分29秒135 小松原 啓司1060 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｼﾞ

1時間03分06秒136 守山　司964 ﾓﾘﾔﾏ ﾂｶｻ

1時間03分18秒137 武元 晋也978 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾔ 世界の東豊

1時間03分19秒138 NGUYEN LAM976 ｸﾞｪﾝ ﾗﾑ 世界の東豊

1時間03分27秒139 小野 雄亮1050 ｵﾉ ﾕｳｽｹ ＦＣ.コンパーレ

1時間03分41秒140 平山 尚樹1052 ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ famiランニングクラブ

1時間03分44秒141 菅田　啓介906 ｶﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 難波工務店マラソン部

1時間04分13秒142 安部 悟996 ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ

1時間04分30秒143 山下 宏輔980 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ

1時間05分00秒144 行守 尚雅1035 ﾕｷﾓﾘ ﾅｵﾏｻ ランズアップ

1時間05分48秒145 今江　遼949 ｲﾏｴ ﾘｮｳ 岡山県立御津高等学校

1時間05分49秒146 山崎 俊輔1048 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝｽｹ

1時間06分37秒147 藤原　翼950 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 岡山県立御津高校

1時間07分04秒148 田渕　隼斗939 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岡山御津高校

1時間07分06秒149 大鳥　龍生937 ｵｵﾄﾘ ﾀﾂｷ 岡山御津高校

1時間07分28秒150 芝 航平1000 ｼﾊﾞ ｺｳﾍｲ
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1時間09分07秒151 清水　逸生960 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ

1時間09分10秒152 橋本　航957 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 岡山御津高等学校

1時間10分34秒153 谷口 祐樹1045 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ

1時間12分59秒154 胡子　絢佑945 ｴﾋﾞｽ ｹﾝｽｹ 岡山御津高等学校

1時間14分30秒155 貞森 昭大1021 ｻﾀﾞﾓﾘ ｱｷﾋﾛ

1時間15分24秒156 設楽　真明　911 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻｱｷ ももたろうパートナーズ

1時間19分12秒157 赤田　正文954 ｱｶﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

1時間22分36秒158 呂 博威1072 ﾘｮ ﾊｸｲ

1時間23分15秒159 草地　颯951 ｸｻﾁ ｿｳ 岡山御津高校

1時間23分15秒160 坂上　翔馬962 ｻｶｳｴ ｼｮｳﾏ 岡山御津高校

1時間23分37秒161 多田 紘幸1069 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ famiランニングクラブ
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