
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

M.  5km 高校生以上男子

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

16分39秒1 長濱　公省1914 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳｾｲ トマト銀行　三門支店

16分44秒2 林 直樹1956 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 水島工業

16分45秒3 田川 淳一1953 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 田川AC

17分07秒4 尾上 弘修1972 ｵﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾌﾞ 岡山赤十字病院

17分11秒5 角川　慶悟1933 ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 岡山商科大学

17分45秒6 井上 明彦1986 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ 備前病院

17分59秒7 三浦 勉1974 ﾐｳﾗ ﾂﾄﾑ 大日本印刷

18分24秒8 塚本 肇1949 ﾂｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 福山市職ＲＣ

19分30秒9 伊藤 敦司1984 ｲﾄｳ ｱﾂｼ Nらんなーず

19分42秒10 古市　翔也1925 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾔ 桃太郎夢クラブ

19分43秒11 田中 聡1975 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

20分09秒12 大西 芳明1948 ｵｵﾆｼ ﾖｼｱｷ

20分15秒13 福井 英明1959 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ

20分40秒14 富樫　雅仁1937 ﾄｶﾞｼ ﾏｻﾋﾄ

20分40秒15 青木　靖雄1945 ｱｵｷ

20分51秒16 谷 雅行1971 ﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 大日本印刷

21分12秒17 斉藤　聡1931 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ

21分46秒18 塩谷 益宏1978 ｼｵﾀﾆ ﾏｽﾋﾛ 飾磨工ＯＢ

21分56秒19 砂子 謙治1955 ｽﾅｺﾞ ｹﾝｼﾞ

22分06秒20 高瀬 優太1952 ﾀｶｾ ﾕｳﾀ

22分07秒21 前原　平治1908 ﾏｴﾊﾗ ﾍｲｼﾞ 川﨑学園

22分21秒22 江川 健太1981 ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ おかげさんROCKETS

22分34秒23 井上　倫典1904 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾉﾘ

22分43秒24 藤原　匠馬1919 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ

22分49秒25 田中 樹1977 ﾀﾅｶ ｲｯｷ 芳明バスケットボールクラブ

23分18秒26 松帆 克敏1958 ﾏﾂﾎ ｶﾂﾄｼ

23分56秒27 中須賀 将貴1967 ﾅｶｽｶ ﾏｻﾀｶ あかいわモモちゃんず

24分24秒28 若井 二郎1988 ﾜｶｲ ｼﾞﾛｳ

25分00秒29 髙藤　将司1947 ﾀｶﾌｼﾞ ﾏｻｼ 朝日塾中等教育学校

25分57秒30 梶谷 尚長1962 ｶｼﾞﾀﾆ ﾋｻﾅｶﾞ

26分36秒31 藤田 啓ニ1966 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｼﾞ あかいわモモちゃんず

26分49秒32 張　中浩1946 ﾁｮｳ ﾁｭｳｺｸ 朝日塾中等教育学校

26分58秒33 難波　航1929 ﾅﾝﾊﾞ ﾜﾀﾙ あらた

27分00秒34 田中　邦彦1939 ﾀﾅｶ ｸﾆﾋｺ

27分14秒35 福田　功1920 ﾌｸﾀﾞ

27分26秒36 重松　昇1910 ｼｹﾞﾏﾂ ﾉﾎﾞﾙ

27分32秒37 山崎　茂1932 ﾔﾏｻｷ ｼｹﾞﾙ テナック走友会

27分44秒38 光好 修1965 ﾐﾂﾖｼ ｵｻﾑ あかいわモモちゃんず

28分14秒39 飯塚 泰宏1973 ｲｲﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ ひとりランニング倶楽部

28分19秒40 宮本　修1905 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ

28分33秒41 橋本 賢治1950 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 気高町走駆協議会

28分34秒42 藤原 由起夫1968 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｵ あかいわモモちゃんず

28分38秒43 久徳 桂太1980 ｷｭｳﾄｸ ｹｲﾀ

29分02秒44 三沢　康幸1915 ﾐｻﾜ ﾔｽﾕｷ

29分42秒45 谷本　拓実1923 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｸﾐ カバヤ食品株式会社

29分44秒46 森山 友裕1964 ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ あかいわモモちゃんず

29分46秒47 鴨狩　ジュニオル1944 ｶﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾆｵﾙ 岡山御津高等学校

29分55秒48 片岡　勇輝1942 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 岡山県立岡山御津高等学・

29分56秒49 新野　晴芳1901 ﾆｲﾉ ﾊﾙﾖｼ

30分40秒50 久山　勇雄1902 ｸﾔﾏ ｲｻｵ ディサービス　どんぐり
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30分49秒51 河本　強1917 ｺｳﾓﾄ ﾂﾖｼ チーム　マシャ

31分21秒52 河野　総一郎1909

31分26秒53 赤松 孝一1969 ｱｶﾏﾂ ｺｳｲﾁ

31分35秒54 富樫　誠三1936 ﾄｶﾞｼ ｾｲｿﾞｳ

31分59秒55 川島　久義1918 ｶﾜｼﾏ ﾋｻﾖｼ

32分15秒56 向井 基修1976 ﾑｶｲ ﾓﾄﾉﾌﾞ

32分30秒57 山根　文男1906 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｵ

32分34秒58 坂根 誠1979 ｻｶﾈ ﾏｺﾄ

33分38秒59 吉原　達之1926 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾂﾕｷ

34分02秒60 田中 義人1954 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ

34分27秒61 佐藤　丈夫1924 ｻﾄｳ ﾀｹｵ

34分35秒62 藤原　伸一1930 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

35分52秒63 川崎　孝義1907 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾖｼ 80才まで走ろう会

35分56秒64 片山 仁志1963 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ 三菱自工水島jc

35分59秒65 太田　稔1903 ｵｵﾀ ﾐﾉﾙ ＺＫＭ岡山

36分14秒66 松本 雅司1957 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ RockRUN

36分44秒67 熊谷　壱心1934 ｸﾏﾀﾆ 第一学院高等学校

37分38秒68 杉本　侑也1922 ｽｷﾞﾓﾄ

37分51秒69 山口　博密1928 ﾔﾏｸﾞﾁ

38分38秒70 寺門　邦雄1941 ﾃﾗｶﾄﾞ ｸﾆｵ

39分21秒71 繁田　篤二1916 ｼｹﾞﾀ ｱﾂｼﾞ 六○R.C　

43分56秒72 牧　純也1913 ﾏｷ ｽﾐﾔ

46分28秒73 大賀　一颯1943 ｵｵｶﾞ ｲｯｻ 県立岡山御津高等学校

47分50秒74 溝手　二郎1912 ﾐｿﾞﾃ ｼﾞﾛｳ

1時間02分39秒75 大野　俊二1921 ｵｵﾉ ｼｭﾝｼﾞ
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