
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

J. 10km 40歳以上49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11秒1 林田 嘉人1256 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 倉敷福田走友会

34分32秒2 髙見　真1210 ﾀｶﾐ ｼﾝ 歩いていこう

35分57秒3 井上 信也1374 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾔ 高井たかし事務所

36分07秒4 妹尾 健1253 ｾﾉｵ ﾀｹｼ

36分09秒5 西村　大助1222 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

36分23秒6 西田 崇志1352 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ

36分51秒7 佐々木 信耶1376 ｻｻｷ ｼﾝﾔ

36分51秒8 船越　周一1214 ﾌﾅｺｼ ｼｭｳｲﾁ 岡山ＡＣ

37分07秒9 来見 健史1334 ｸﾙﾐ ｹﾝｼﾞ 大日本印刷

37分45秒10 磯山　潤1204 ｲｿﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＪＦＬスチール熱延部

37分54秒11 坪井 政信1267 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 歩いていこう

38分19秒12 土本 真也1260 ﾂﾁﾓﾄ ｼﾝﾔ 竜操整形

38分25秒13 塚崎 圭1373 ﾂｶｻﾞｷ ｹｲ

38分30秒14 森長 宏一1322 ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 田川AC

39分11秒15 小林 博文1247 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 河野義巳商店

39分22秒16 土居 潤一1271 ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

39分24秒17 本山 伸彦1365 ﾓﾄﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ

39分36秒18 息 憲文1326 ｲｷ ﾉﾘﾕｷ

39分43秒19 大月 紘宇1279 ｵｵﾂｷ ｺｳｳ 岡山食品容器(株)

39分54秒20 梶原　義行1203 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 榊原病院

39分57秒21 永瀬 亮1371 ﾅｶﾞｾ ﾘﾖｳ ランプロＲＣ

40分05秒22 藤原 直樹1264 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ Team Blue Dog

40分26秒23 山口 茂樹1314 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ TEAM Blue Dog

40分36秒24 池上　高司1205 ｲｹｶﾞﾐ

40分39秒25 伊藤 昌彦1269 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ フジタ地質AC

40分55秒26 野田 尚晃1254 ﾉﾀﾞ ﾅｵｱｷ 日生信用金庫

41分01秒27 阿部 泰紀1251 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ Festina lente.

41分11秒28 山田 茂雄1259 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｵ

41分21秒29 池田 学1305 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ランプロRＣ

41分23秒30 柴北 昌徳1281 ｼﾊﾞｷﾀ ﾏｻﾉﾘ 歩いていこう

41分24秒31 髙瀬　力1206 ﾀｶｾ ﾂﾄﾑ 桃筋走ＲＵＮ会

41分25秒32 卜部 祐介1293 ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｽｹ はらぺこＩＴ

41分26秒33 石原　真1240 ｲｼﾊﾗ ﾏｺﾄ

41分28秒34 松本 周介1249 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｽｹ モミジヤＡＣ

41分31秒35 岡崎 浩二1318 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ コンケンランニング部

41分40秒36 菅野 淳哉1362 ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ famiランニングクラブ

41分46秒37 岡田 亮1369 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 株式会社　サンモータース

41分47秒38 小松 聡志1324 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 水曜走ろう会

42分25秒39 宗定 雅之1245 ﾑﾈｻﾀﾞ ﾏｻﾕｷ Team JTM

42分27秒40 岡　正治1211 ｵｶ ﾏｻﾊﾙ モミジヤＡＣ

42分36秒41 髙雄 文信1381 ﾀｶｵ ｱﾔﾉﾌﾞ

42分37秒42 松浦　誠1218 ﾏﾂｳﾗ ﾏｺﾄ ＮＲＣ

42分52秒43 須山 英樹1359 ｽﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

42分57秒44 矢持 和也1342 ﾔﾓﾁ ｶｽﾞﾔ

43分05秒45 田原　恒1224 ﾀﾊﾗ 岡山市立中山中学校

43分09秒46 谷本　康幸1233 ﾀﾆﾓﾄ ﾔｽﾕｷ チーム松本

43分12秒47 中野 雅彦1290 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

43分17秒48 岡村 直人1341 ｵｶﾑﾗ ﾅｵﾄ チームランプロ

43分22秒49 伊藤 健次1328 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ ドングラーズ

43分26秒50 金谷　和之1236 ｶﾅﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ
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43分34秒51 梶井 貴寛1344 ｶｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

43分36秒52 篠山 智宏1273 ｻｻﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 岡山市立竜操中学校

43分37秒53 藤尾 慶隆1315 ﾌｼﾞｵ ﾖｼﾀｶ

44分02秒54 和田 繁基1252 ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ ジョイナーズ

44分11秒55 河藤 慎二1261 ｶﾜﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岡山県悶絶愛好会

44分16秒56 大島　靖生1208 ｵｵｼﾏ ﾔｽｵ

44分18秒57 近藤 雅美1370 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐ

44分20秒58 石原 知幸1317 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

44分22秒59 瀧口　宜樹1242 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｷ 福渡郵便局

44分41秒60 山下 優一1303 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ

44分41秒61 灘 貴裕1357 ﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

44分44秒62 小林 俊治1250 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｼﾞ 電気Ａ

44分51秒63 尾川 秀文1257 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ

45分04秒64 井上 英之1327 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ドングラーズ

45分46秒65 宮本 学拓1378 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

45分49秒66 丸尾 隆行1294 ﾏﾙｵ ﾀｶﾕｷ

45分51秒67 中原　悟史1221 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ チーム　B.T.P

45分52秒68 小野田 厚1280 ｵﾉﾀﾞ ｱﾂｼ

46分01秒69 山本 温1295 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ Team Blue Dog

46分11秒70 平松　克之1237 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾂﾕｷ

46分36秒71 岡野　光一1229 ｵｶﾉ ｺｳｲﾁ

46分41秒72 中田 浩平1301 ﾅｶﾀ ｺｳﾍｲ チームWAVE

46分41秒73 永井 義範1329 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾉﾘ ドングラーズ

46分52秒74 上野 真1375 ｳｴﾉ ﾏｺﾄ

46分56秒75 仁科　嘉裕1225 ﾆｼﾅ ﾖｼﾋﾛ

46分57秒76 河本　和行1244 ｶﾜﾓﾄ

47分17秒77 藤田　哲也1243 ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ

47分28秒78 杉原 伸昭1304 ｽｷﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ

47分38秒79 坂本 孝之1268 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

47分40秒80 井上 勝之1332 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾕｷ 岡山日野自動車

47分54秒81 加藤 博法1364 ｶﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ

47分58秒82 洲脇 秀稔1383 ｽﾜｷ ﾋﾃﾞﾄｼ

48分01秒83 鳥落 宏樹1345 ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ チームさくら

48分02秒84 奥村 貴光1289 ｵｸﾑﾗ ﾀｶﾐﾂ

48分28秒85 柏原　誠1209 ｶｼﾊﾗ 柏原ファーム

48分28秒86 澤山 裕之1246 ｻﾜﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 桃太郎夢クラブ

48分33秒87 兼尾 昌宏1339 ｶﾈｵ ﾏｻﾋﾛ

48分33秒88 三原 誠司1343 ﾐﾊﾗ ｾｲｼﾞ

48分55秒89 奥岩 健治1353 ｵｸｲﾜ ｹﾝｼﾞ

49分00秒90 竹浪 憲広1316 ﾀｹﾅﾐ ﾉﾘﾋﾛ ＴＲＣ

49分03秒91 赤澤 誠一1306 ｱｶｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ

49分05秒92 佐藤 尚行1349 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

49分11秒93 奥西 宏文1351 ｵｸﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ

49分28秒94 亀谷 典弘1275 ｶﾒﾀﾆ ﾉﾘﾋﾛ ふーさんず

49分52秒95 平口 裕章1368 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ オオニシ

49分53秒96 小野 祐作1262 ｵﾉ ﾕｳｻｸ 世界の東豊

49分55秒97 中村 英司1346 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｼﾞ 柿木ブラック団

50分07秒98 戸川 英昭1286 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

50分16秒99 和氣 一公1333 ﾜｹ ｶｽﾞﾋﾛ

50分25秒100 岡崎 順一1283 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 歩いていこう
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50分46秒101 高橋 義治1360 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾊﾙ famiランニングクラブ

50分48秒102 田中 祐樹1265 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

50分48秒103 三見 明弘1285 ｻﾝﾐ ｱｷﾋﾛ

50分51秒104 南 賢司1335 ﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾞ 前嶋

51分02秒105 大森 好道1296 ｵｵﾓﾘ ﾖｼﾐﾁ エスケー化研

51分05秒106 守屋　知伸1231 ﾓﾘﾔ 日の本園

51分05秒107 宇野　健太郎1234 ｳﾉ

51分08秒108 吉田 光輝1298 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾃﾙ ランジョグ中国

51分09秒109 長谷山 正幸1292 ﾊｾﾔﾏ ﾏｻﾕｷ はらぺこＩＴ

51分22秒110 西村 和宏1288 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

51分22秒111 逸見 忠則1337 ﾍﾝﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ 桃園らんな～ず

51分27秒112 宰田 敬一1380 ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ

51分34秒113 今川 幸雄1348 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｷｵ Flamingo

51分35秒114 小笠原 明彦1284 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾋｺ Team Blue Dog

51分35秒115 厨司 幸裕1355 ｽﾞｼ ﾕｷﾋﾛ team Blue Dog

51分57秒116 難波　英樹1215 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 難波工務店マラソン部

52分05秒117 土井 禎央1377 ﾄﾞｲ ｻﾀﾞｵ

52分07秒118 見持 浩一1300 ｹﾝﾓﾂ ﾋﾛｲﾁ

52分11秒119 守屋　義弘1220 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾋﾛ

52分25秒120 金井 拓央1319 ｶﾅｲ ﾀｸｵ 日本電技㈱

52分27秒121 岡　伸紀1213 ｵｶ ﾉﾌﾞｷ

52分35秒122 片山 貴之1330 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 海洋建設株式会社

52分37秒123 高原 英一1320 ﾀｶﾊﾗ ｴｲｲﾁ 児島湾土地改良区

52分41秒124 湯浅 猛1299 ﾕｱｻ ﾀｹｼ 和気えんじゅの里

53分18秒125 滝澤 一正1336 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ

53分22秒126 駒方　太郎1235 ｺﾏｶﾞﾀ ﾀﾛｳ

53分24秒127 南葉　孝之1232 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾕｷ

53分25秒128 難波 崇1379 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ

53分33秒129 祐森　伸彦1239 ｽｹﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ みつオールスターズ男子

53分33秒130 徳原 義隆1278 ﾄｸﾊﾗ ﾖｼﾀｶ オージー技研

53分44秒131 森本　治1238 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ

53分45秒132 村木 正和1307 ﾑﾗｷ ﾏｻｶｽﾞ

54分09秒133 小野田 一雄1282 ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ フライングラッツ

54分21秒134 三宅　隆1230 ﾐﾔｹ ﾀｶｼ

54分35秒135 宮武 健治1270 ﾐﾔﾀｹ ｹﾝｼﾞ チームナガオ

54分36秒136 赤田 英也1356 ｱｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾔ

54分51秒137 片山　友宏1384 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

55分12秒138 森 康樹1263 ﾓﾘ ﾔｽｷ

55分29秒139 小林 雅尚1309 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾅｵ

55分40秒140 臼杵　徹也1227 ｳｽｷ ﾃﾂﾔ 西野金陵㈱岡山支店

55分42秒141 中村 浩一1258 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 走遊会

55分50秒142 瀧本　浩司1202 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ

56分30秒143 河野　秀典1228 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

56分42秒144 高杉 伸一1248 ﾀｶｽｷﾞ ｼﾝｲﾁ 株式会社大熊

56分55秒145 梶谷 英之1382 ｶｼﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ チームロマ

57分43秒146 小宮　智之1219 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ コマツカスタマーサポート㈱

59分03秒147 水落 卓司1366 ﾐｽﾞｵﾁ ﾀｸｼﾞ

59分26秒148 佐々木　智彦1216 ｻｻｷ ﾄﾓﾋｺ

59分49秒149 関藤 昭雄1363 ｾｷﾄｳ ｱｷｵ famiランニングクラブ

1時間00分26秒150 三宅 毅1274 ﾐﾔｹ ﾂﾖｼ
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1時間02分23秒151 杉守 忍1277 ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾉﾌﾞ

1時間03分51秒152 御藤　剛1241 ﾐﾄｳ ﾂﾖｼ

1時間04分16秒153 藤野 高司1321 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間04分20秒154 森本　隆1223 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間04分34秒155 石川 康晴1347 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾊﾙ

1時間04分41秒156 石川 正和1361 ｲｼｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ famiランニングクラブ

1時間05分05秒157 石村 忠士1308 ｲｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

1時間05分13秒158 小川 琢也1276 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

1時間07分21秒159 宮嵜 隆広1358 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間07分52秒160 杉山　千秋1207 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｱｷ

1時間10分06秒161 道広 貴之1312 ﾐﾁﾋﾛ ﾀｶﾕｷ

1時間11分09秒162 山内 孝郎1272 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｵ 日本エクスラン

1時間11分40秒163 東 幸司1313 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ サルカワ

1時間11分51秒164 長尾 修1311 ﾅｶﾞｵ ｵｻﾑ
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