
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

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

36分10秒1 明石　隆之1606 ｱｶｼ ﾀｶﾕｷ

37分17秒2 丹下 和則1752 ﾀﾝｹﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 桃太郎夢クラブ

38分29秒3 宮本 章弘1751 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 桃太郎夢クラブ

38分36秒4 秋山　峰男1610 ｱｷﾔﾏ ﾐﾈｵ 新見走ろう会

38分43秒5 吉田 伸生1778 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ

38分57秒6 片岡　泉1653 ｶﾀｵｶ ｲｽﾞﾐ 岡山クラブ

39分18秒7 高見 幸一1777 ﾀｶﾐ ｺｳｲﾁ

40分00秒8 佐藤　恭久1641 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｻ

40分14秒9 小林　浩二1683 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ サラリーマン

40分22秒10 河村　吉純1607 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｽﾞﾐ ペルピエ岡山

40分31秒11 内田　雄三1692 ｳﾁﾀﾞ たかつかRC

40分32秒12 那須　大祐1664 ﾅｽ ﾀﾞｲｽｹ

40分59秒13 森川　浩行1640 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 桃太郎夢クラブ

41分15秒14 清水 靖士1775 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼ 三橋サンブリッジ

41分21秒15 上原 章孝1841 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾀｶ 歩いていこう

41分23秒16 住田　義明1677 ｽﾐﾀﾞ ﾖｼｱｷ

41分31秒17 岡崎 敏夫1843 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｵ ランプータン

41分33秒18 人見　琢也1743 ﾋﾄﾐ ﾀｸﾔ 岡山クラブ

41分38秒19 玉谷　直也1618 ﾀﾏﾀﾆ ﾅｵﾔ ランプロＲＣ　小串

41分45秒20 清 哲朗1753 ｾｲ ﾃﾂﾛｳ あるいていこう

41分48秒21 石井 龍宏1864 ｲｼｲ ﾀﾂﾋﾛ 楠本病院　外科

41分51秒22 井上　賀貴1637 ｲﾉｳｴ 水曜走ろう会

42分17秒23 山縣 弘行1810 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

42分23秒24 榮 勝彦1774 ｻｶｴ ｶﾂﾋｺ 岡山クラブ

42分38秒25 坂本 秀則1819 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ

42分39秒26 山本 卓1858 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ チーム暁

42分48秒27 青森 直人1868 ｱｵﾓﾘ ﾅｵﾄ

42分49秒28 鳥越　敏明1667 ﾄﾘｺﾞｴ ﾄｼｱｷ 倉敷化工

43分16秒29 友杉　雅夫1712 ﾄﾓｽｷﾞ ﾏｻｵ

43分17秒30 串田 耕作1767 ｸｼﾀﾞ ｺｳｻｸ Natural

43分23秒31 三戸岡 裕政1878 ﾐﾄｵｶ ﾋﾛﾏｻ

43分25秒32 黒住　和宏1654

43分35秒33 笹岡 猛弘1787 ｻｻｵｶ ﾀｹﾋﾛ 歩いていこう

43分42秒34 新木 勝利1831 ｼﾝｷﾞ ｶﾂﾄｼ

43分43秒35 峯　伸二1605 ﾐﾈ ｼﾝｼﾞ Ｔｅａｍ．ＡＫＭ

43分50秒36 西村　好彦1643 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾋｺ じ～じＳ．Ｓ

43分54秒37 佐藤　博信1633 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ ゆずクラブ

44分08秒38 常森　達也1642 ﾂﾈﾓﾘ ﾀﾂﾔ ランプロＲＣ

44分09秒39 宇野　龍治1634 ｳﾉ ﾘｭｳｼﾞ 岡山済生会　宇垣荘

44分10秒40 服部 祥二1870 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｼﾞ

44分12秒41 青木 雅明1802 ｱｵｷ ﾏｻｱｷ

44分14秒42 安藤　裕次1742 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

44分29秒43 河原 仁1817 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾄｼ 体脂肪粉砕軍団

44分34秒44 河村 安之1786 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾕｷ

44分44秒45 藤原　剛司1624 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 寿そうゆう会

45分11秒46 難波 彰1851 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 津山運転区

45分14秒47 有森 一雄1768 ｱﾘﾓﾘ ｶｽﾞｵ

45分25秒48 守谷 直樹1776 ﾓﾘﾀﾆ ﾅｵｷ

45分33秒49 森下 昌也1842 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾔ

45分34秒50 小野田　康徳1660 ｵﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ＮＴＮ岡山

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第33回みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

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

45分39秒51 小林 久光1792 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾐﾂ 写真のみどりや

45分53秒52 藤原 浩城1837 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 大和魂

45分59秒53 平松　庸元1644 ﾋﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ ヒラリダンスファクトリー

46分00秒54 河渕 晋1745 ｶﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾑ ランプロＲＣ

46分11秒55 本郷 雅浩1834 ﾎﾝｺﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 水島プレス工業（株）

46分16秒56 中澤 弘明1785 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ モミジヤAC

46分16秒57 池田　修1638 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ

46分29秒58 福永 佳生1861 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｼｵ

46分31秒59 大西　末富1658 ｵｵﾆｼ ｽｴﾄﾐ カバヤ食品ＲＣ

46分36秒60 大江 貴司1854 ｵｵｴ ﾀｶｼ

46分39秒61 松枝　英作1695 ﾏﾂｴﾀﾞ ｴｲｻｸ ㈱ニシエイ

46分45秒62 高橋 康博1846 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 走ゆう会

46分55秒63 内田　立志1621 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂｼ

46分58秒64 古澤 光一1779 ﾌﾙｻﾜ ｺｳｲﾁ オムロン

46分59秒65 越智 真一1850 ｵﾁ ｼﾝｲﾁ

46分59秒66 浦上　憲治1639 ｳﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ ＫＰＳあんあん会

46分59秒67 松浦 敏之1806 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼﾕｷ 建部中学校

47分02秒68 箕浦　勝宏1672 ﾐﾉｳﾗ ｶﾂﾋﾛ ミノアカJC

47分04秒69 小泉 仁1765 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 歩いていこう

47分08秒70 氏平 昭則1877 ｳｼﾞﾋﾗ ｱｷﾉﾘ

47分08秒71 黒住 真也1812 ｸﾛｽﾞﾐ ｼﾝﾔ

47分12秒72 樋口 芳紀1796 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｷ ＪＯＹな～ズ

47分18秒73 田中 俊行1859 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 川崎学園陸上競技トライア・

47分33秒74 布野　泰平1676 ﾌﾉ ﾀｲﾍｲ

47分34秒75 安井　徳光1710 ﾔｽｲ ﾄｸﾐﾂ JR岡山

47分53秒76 内田 寿彦1830 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

47分57秒77 香西 祥次1876 ｺｳｻﾞｲ ｼｮｳｼﾞ 三原山アフロ

48分09秒78 福岡 時雄1824 ﾌｸｵｶ ﾄｷｵ

48分09秒79 清水　紀幸1679 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾕｷ ファットバスターズ

48分19秒80 加藤　公之1601 ｶﾄｳ ｷﾐﾕｷ

48分25秒81 土光　和博1613 ﾄﾞｺｳ ｶｽﾞﾋﾛ

48分34秒82 古谷 徹1865 ﾌﾙﾀﾆ ﾄｵﾙ

48分37秒83 出原 純一1800 ｲﾃﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ おじやまAC

48分38秒84 入江 誠一1809 ｲﾘｴ ｾｲｲﾁ

48分40秒85 木村　健生1635 ｷﾑﾗ ﾀｹｵ ＯＳＫ

48分51秒86 木村 典昭1848 ｷﾑﾗ ﾉﾘｱｷ パナソニック岡山

49分08秒87 小川 省吾1788 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ

49分21秒88 赤木　郁雄1699 ｱｶｷﾞ ｲｸｵ

49分23秒89 友次 三千雄1746 ﾄﾓﾂｸﾞ ﾐﾁｵ

49分24秒90 小谷 勝教1750 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ ワールド薬局

49分24秒91 藤田　 正1852 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 備南開発

49分25秒92 村松　勲1657 ﾑﾗﾏﾂ ｲｻｵ

49分30秒93 藤原 亮1782 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ

49分39秒94 中島　基之1733 ﾅｶｼﾏ ﾓﾄﾕｷ

50分04秒95 深元 伸宏1822 ﾌｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ クラレテクノ株式会社

50分04秒96 岸本 敏博1845 ｷｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

50分11秒97 長谷川　秀明1694 ﾊｾｶﾞﾜ 野田ファーム

50分12秒98 松本　力1608 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ

50分13秒99 井上 孝明1773 ｲﾉｳｴ ﾀｶｱｷ KPS あんあん会

50分13秒100 貝貫　孝夫1737 ｶｲﾇｷ ﾀｶｵ かいちゃんず

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第33回みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

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

50分24秒101 林　宗男1663 ﾊﾔｼ ももルルＲＣ

50分28秒102 野海 輝雄1875 ﾉｳﾐ ﾃﾙｵ

50分29秒103 赤木　忠1656 ｱｶｷﾞ ﾀﾀﾞｼ ミノアカＪＣ

50分29秒104 松尾 吉章1760 ﾏﾂｵ ﾖｼｱｷ

50分37秒105 大森　俊明1625 ｵｵﾓﾘ ﾄｼｱｷ

50分38秒106 大角　和正1630 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾏｻ

50分39秒107 中吉　浩一郎1716 ﾅｶﾖｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡山中央学区おやじの会

50分41秒108 大本 孔作1869 ｵｵﾓﾄ ｺｳｻｸ

50分41秒109 髙橋　宏幸1688 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ チーム　カワハラ

50分55秒110 佐藤 正義1791 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ

50分55秒111 横関　浩二1666 ﾖｺｾﾞｷ

50分58秒112 捻金 徹明1838 ﾈｼﾞｶﾞﾈ ﾃﾂｱｷ

51分00秒113 大森 信彦1763 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ 国立病院機構岡山市立金・

51分07秒114 松本　哲治1714 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾊﾙ

51分09秒115 石原　伸一1739 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

51分12秒116 金光　守1705 ｶﾅﾐﾂ ﾏﾓﾙ 岡山操山高校（SRC）

51分14秒117 太田 健一1847 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ

51分14秒118 景山 恭延1811 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ マスカット

51分21秒119 須江　邦彦1717 ｽｴ ｸﾆﾋｺ

51分22秒120 藤田　英生1693 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 日本エクスラン

51分23秒121 三宅　公彦1670 ﾐﾔｹ ｷﾐﾋｺ

51分29秒122 三田　忠雄1669 ｻﾝﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ

51分32秒123 中島 映信1803 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾌﾞ チームカワハラ

51分44秒124 尾島　忠1700 ｵｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ チーム朋連走

51分55秒125 折田 宗市1790 ｵﾘﾀ ｿｳｲﾁ

52分00秒126 重康　寛1629 ｼｹﾞﾔｽ ﾕﾀｶ モミジヤＡＣ

52分13秒127 浅海 新一郎1866 ｱｻｳﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ famiランニングクラブ

52分26秒128 石塚 良太1828 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀ

52分34秒129 杉野 修一1799 ｽｷﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ

52分49秒130 片山　喜久次1671 ｶﾀﾔﾏ ｷｸｼﾞ

52分51秒131 豊田 昌稔1789 ﾄﾖﾀ ﾏｻﾄｼ ミルクハウス

52分55秒132 伊原 弘1784 ｲﾊﾗ ﾋﾛｼ 難波工務店マラソン部

52分57秒133 立川　正博1623 ﾀﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

53分03秒134 正宗　信行1697 ﾏｻﾑﾈ ﾉﾌﾞﾕｷ

53分10秒135 楠木　武吉1628 ｸｽﾉｷ ﾀｹﾖｼ

53分24秒136 難波 淳一1783 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

53分38秒137 中村 孝行1833 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

53分51秒138 井原 邦夫1821 ｲﾊﾗ ｸﾆｵ

53分54秒139 藤井 章夫1808 ﾌｼﾞｲ ｱｷｵ はらぺこＩＴ

53分54秒140 行安 茂樹1793 ﾕｷﾔｽ ｼｹﾞｷ 大津快走クラブ

53分56秒141 松本　荘1612 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ 桃太郎夢クラブ

53分57秒142 今中　敏夫1645 ｲﾏﾅｶ ﾄｼｵ

54分04秒143 佐野　保雄1713 ｻﾉ ﾔｽｵ

54分05秒144 片山 伸吾1755 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｺﾞ くうちゃんず

54分11秒145 中田　公司1725 ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ

54分28秒146 福田 誠1818 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺﾄ

54分30秒147 岡﨑　由孝1626 ｵｶｻﾞｷ ﾕﾀｶ

54分46秒148 蔵田 和夫1853 ｸﾗﾀ ｶｽﾞｵ 株式会社マニックス

55分06秒149 吉田　晴一1680 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ

55分11秒150 増野　 清人1758 ﾏｼﾉ ｷﾖﾄ 早う走ＲＵＮ会

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第33回みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

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

55分19秒151 井平　茂芳1708 ｲﾋﾗ ｼｹﾞﾖｼ

55分34秒152 赤木　伸1689 ｱｶｷﾞ ｼﾝ

55分36秒153 芝 幸秀1815 ｼﾊﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ

55分37秒154 海野 宏道1849 ｳﾐﾉ ﾋﾛﾐﾁ 阿曽の温羅ランニング倶楽・

55分42秒155 小野　定之1686 ｵﾉ ｻﾀﾞﾕｷ ㈱IHIアグリテック

55分49秒156 綾部　誠司　　　　1675 ｱﾔﾍﾞ ｾｲｼﾞ

55分49秒157 安東　晴久1627 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲｷｭｳ

56分00秒158 宮野　義治1740 ﾐﾔﾉ ﾖｼﾊﾙ 岡山御津高校

56分09秒159 田替藤　元宏1615 ﾀｶﾞｴﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 桃太郎夢クラブ

56分18秒160 波多野　誠1720 ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ

56分19秒161 楢村　義明1602 ﾅﾗﾑﾗ ﾖｼｱｷ

56分20秒162 向井 誠1867 ﾑｶｲ ﾏｺﾄ

56分24秒163 畝 輝之1766 ｳﾈ ﾃﾙﾕｷ

56分30秒164 廣島　悟1646 ﾋﾛｼﾏ ｻﾄﾙ

56分32秒165 足立　邦夫1632 ｱﾀﾞﾁ ｸﾆｵ 農マル園芸

56分42秒166 佐々木 靖昌1754 ｻｻｷ ﾔｽﾏｻ カバヤ食品RC

56分43秒167 多和 寛二1747 ﾀﾜ ｶﾝｼﾞ

56分51秒168 宮本 喜一1827 ﾐﾔﾓﾄ ｷｲﾁ

57分04秒169 谷 靖則1844 ﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ

57分05秒170 市川　 明広1762 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋﾛ

57分17秒171 岡野　仁1617 ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

57分22秒172 井上 一郎1874 ｲﾉｳｴ ｲﾁﾛｳ

57分26秒173 青木　元春1603 ｱｵｷ ﾓﾄﾊﾙ

57分32秒174 長安　郁正1668 ﾅｶﾞﾔｽ ｲｸﾏｻ

58分05秒175 西山 政明1832 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｱｷ 満栄工業

58分05秒176 森谷 功1801 ﾓﾘﾀﾆ ｲｻｵ

58分11秒177 竹本　明裕1735 ﾀｹﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

58分11秒178 福林　昇1647 ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ

58分11秒179 高橋 啓太1835 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

58分22秒180 万波　清志1690 ﾏﾝﾅﾐ ｷﾖｼ

58分25秒181 林　生太郎1738 ﾊﾔｼ ｾｲﾀﾛｳ

58分48秒182 乙部 憲彦1759 ｵﾄﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ 瀬戸高校

58分52秒183 湯谷 豊1744 ﾕﾀﾆ ﾕﾀｶ プリード湯谷㈱

58分55秒184 杉本　良治1682 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ フライング　ラッツ

58分55秒185 岩田　英樹1659 ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞｷ フライングラッツ

59分03秒186 千原 辰治1798 ﾁﾊﾗ ﾀﾂｼﾞ 三蟠分団

59分08秒187 川西 良雄1780 ｶﾜﾆｼ ﾖｼｵ

59分11秒188 加藤　公彦1741 ｶﾄｳ ｷﾐﾋｺ

59分27秒189 国友 幹生1772 ｸﾆﾄﾓ ﾐｷｵ

59分34秒190 杉田 哲正1820 ｽｷﾞﾀ ﾃﾂﾏｻ

59分37秒191 鳥羽　俊郎1687 ﾄﾊﾞ ﾄｼﾛｳ SO陸上　山陽

1時間00分08秒192 柳沢　良武1715 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼﾀｹ

1時間00分11秒193 福島　誠輝1652 ﾌｸｼﾏ ｾｲｷ ＪＥＦ-ＯＢ

1時間00分19秒194 東　誠太郎1622 ﾋｶﾞｼ ｾｲﾀﾛｳ フライング・ラッツ

1時間00分20秒195 新田　真司1721 ﾆｯﾀ

1時間00分31秒196 光井　忠史1734 ﾐﾂｲ ﾀﾀﾞｼ

1時間00分34秒197 髙中　和明1650 ﾀｶﾅｶ ｶｽﾞｱｷ

1時間00分52秒198 大垣 進1813 ｵｵｶﾞｷ ｽｽﾑ

1時間00分54秒199 草信　拓志1724 ｸｻﾉﾌﾞ ﾀｸｼ カバヤ食品RC

1時間00分57秒200 河内　俊幸1728 ｺｳﾁ ﾄｼﾕｷ
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- 第33回みつ健康マラソン大会 -

L. 10km 50歳以上男子

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

1時間01分05秒201 疋田 茂1862 ﾋｷﾀﾞ ｼｹﾞﾙ カバヤＲＣ

1時間01分07秒202 吉永 忠正1771 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾏｻ

1時間01分11秒203 井上　公良1723 ｲﾉｳｴ ｷﾐﾖｼ

1時間01分20秒204 三宅 浩司1829 ﾐﾔｹ ｺｳｼﾞ 山陽陸上

1時間01分25秒205 井上 俊之1757 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾕｷ 放送大学陸上競技部

1時間01分25秒206 大森 浩介1795 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 平山医院

1時間01分28秒207 栁沢　良幸1649 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼﾕｷ

1時間01分29秒208 松本　豪雄1707 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ ペルピエRC

1時間01分32秒209 宮　盛男1736 ﾐﾔ ｼｹﾞｵ

1時間01分34秒210 中山　幹雄1702 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ あけぼのRC

1時間01分38秒211 千代樵　貴則1673 ﾁﾖｺﾘ ﾀｶﾉﾘ あけぼのR・C

1時間01分44秒212 坪田 正人1756 ﾂﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ フライングラッツ

1時間02分20秒213 谷川 克己1764 ﾀﾆｶﾜ ｶﾂﾐ ABC亀クラブ

1時間02分25秒214 小川 哲男1863 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ

1時間02分42秒215 舩越　健市1709 ﾌﾅｺｼ ｹﾝｲﾁ

1時間02分52秒216 青井　英一1648 ｱｵｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間03分17秒217 富永　わたる1732 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 岡山市北区御津支所

1時間03分26秒218 天野　成士郎1661 ｱﾏﾉ ｾｲｼﾛｳ 南風ＲＣ

1時間03分28秒219 坂田 康文1855 ｻｶﾀ ﾔｽﾌﾐ

1時間03分55秒220 中木　清1655 ﾅｶｷ ｷﾖｼ 難波工務店マラソン部

1時間04分35秒221 市原 将1816 ｲﾁﾊﾗ ｵｻﾑ ＪＯＹな～ズ

1時間05分20秒222 大草　誠1636

1時間05分28秒223 平松 正秋1748 ﾋﾗﾏﾂ ﾏｻｱｷ

1時間05分37秒224 岸本　久雄1616 ｷｼﾓﾄ

1時間05分47秒225 矢野 真己1856 ﾔﾉ ﾏｻﾐ チーム 走想走愛

1時間06分00秒226 高田　健一1722 ﾀｶﾀ ｹﾝｲﾁ 岡山御津高校

1時間07分06秒227 山本　誠1619 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間07分06秒228 横田　幸治1678 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ

1時間07分06秒229 米戸 健浩1871 ﾖﾈﾄ ﾀｹﾋﾛ

1時間07分13秒230 河内　章男1701 ｶﾜﾁ ｱｷｵ 岡崎嘉平太記念館

1時間07分45秒231 谷口　渉1703 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ エイコースポーツ

1時間09分01秒232 武内 優治1814 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ

1時間09分10秒233 花房　保太1696 ﾊﾅﾌｻ 寿そうゆう会

1時間09分49秒234 梅田　学1611 ｳﾒﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 新岡山ビルディング

1時間10分52秒235 高井　崇志1681 ﾀｶｲ ﾀｶｼ

1時間12分04秒236 久保　進1704 ｸﾎﾞ ｽｽﾑ ふれあい福祉会

1時間12分06秒237 近藤 宏和1840 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾘｶｽﾞ

1時間12分07秒238 山本 俊夫1839 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ

1時間12分23秒239 原　重良1609 ﾊﾗ ｼｹﾞﾖｼ ＺＫＭ岡山

1時間12分48秒240 錦織 澄夫1770 ﾆｼｺｵﾘ ｽﾐｵ フライングラッツ

1時間13分40秒241 桝田　正治1665 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ ミノアカＪＣ

1時間15分03秒242 中井　泰彦1711 ﾅｶｲ ﾔｽﾋｺ

1時間15分59秒243 依田 正喜1749 ﾖﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間16分13秒244 芳原 保1769 ﾎｳﾊﾞﾗ ﾀﾓﾂ

1時間17分16秒245 高橋　芳邦1620 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｸﾆ ＺＫＭ岡山

1時間24分39秒246 新垣　峰雄1719 ｼﾝｶﾞｷ ﾐﾈｵ

1時間24分51秒247 河合　博亮1726 ｶﾜｲ ﾋﾛｱｷ

1時間39分10秒248 山下　志郎1727 ﾔﾏｼﾀ ｼﾛｳ アーニック正宗
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