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H)5ｋｍ40歳以上男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

令和1年10月27日 

スタート： 10:05:00

鳥取砂丘オアシス広場 鳥取砂丘オアシス広場

第33回鳥取砂丘らっきょう花マラソン大会実行委員会 

18分52秒1 浅井　教夫898 ｱｻｲ ﾉﾘｵ

19分02秒2 岡本　正義864 チューチユーRCｵｶﾓﾄ ﾏｻﾖｼ

20分20秒3 南場　秀樹890 ふれんず鳥取ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ

20分32秒4 粟田　敬祐865 チューチユーRCｱﾜﾀ ｹｲｽｹ

21分05秒5 西亀　剛史901 ﾆｼｶﾒ ﾂﾖｼ

21分27秒6 梅津　克善857 鳥取鉄道部ｳﾒｽﾞ ｶﾂﾖｼ

21分55秒7 仲山　昭彦863 チューチユーRCﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋｺ

22分14秒8 吉川　拓雄899 ﾖｼｶﾜ ﾀｸｵ

22分57秒9 兼平　政之883 ｶﾈﾋﾗ ﾏｻﾕｷ

23分15秒10 山名　正道886 倉吉走ろう会ﾔﾏﾅ ﾏｻﾐﾁ

23分34秒11 藤田　守　858 鳥取鉄道部ﾌｼﾞﾀ ﾏﾓﾙ

23分35秒12 小倉　豪893 オグラｵｸﾞﾗ ｺﾞｳ

23分41秒13 森井　春孝812 もりい　はるたか

23分44秒14 芝本　博俊896 けろけろ亭ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ

24分06秒15 三牧　禎利837 ﾐﾏｷ ﾀﾀﾞﾄｼ

24分12秒16 岩井　良829 ｲﾜｲ ﾘｮｳ

24分24秒17 難波　隆顕856 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｱｷ

24分46秒18 小林　正光854 チームこばちゃんｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐﾂ

24分54秒19 寺﨑　健一847 用瀬陸上協会ﾃﾗｻｷ ｹﾝｲﾁ

24分59秒20 村尾　国治891 ﾑﾗｵ ｸﾆﾊﾙ

25分04秒21 小島　龍雅884 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾏｻ

26分07秒22 神谷　朋之889 ｶﾐﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

26分08秒23 尾田　雅之900 ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

26分18秒24 山田　浩二866 チューチユーRCﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

26分24秒25 岸　一重817 きし　かずしげ

26分32秒26 瀧川　靖浩832 ﾀｷｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

26分36秒27 平木　大祐855 ﾋﾗｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

26分39秒28 岡野　貴人872 ｵｶﾉ ﾀｶﾄ

27分06秒29 杉原　一夫842 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

27分10秒30 坪内　茂之862 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼｹﾞﾕｷ

27分15秒31 太田垣　諭902 八頭町社会福祉協議会ｵｵﾀｶﾞｷ ｻﾄｼ

27分16秒32 山内　健太875 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀ

27分21秒33 中野　裕史903 八頭町社会福祉協議会ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

27分35秒34 砂場　直巳830 米里ＲＣｽﾅﾊﾞ ﾅｵﾐ

27分40秒35 井元　裕一814 いのもと　ゆういち

27分44秒36 竹内　久幸877 布勢ジョガーズﾀｹｳﾁ ﾋｻﾕｷ

27分50秒37 安住　一城894 ｱｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ

27分50秒38 中田　幸一887 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁ

28分01秒39 谷繁　昭男838 ﾀﾆｼｹﾞ ｱｷｵ

28分30秒40 小谷　仁則826 こだに　きみのり

28分31秒41 宇野　博秋879 チーム呑んべえｳﾉ ﾋﾛｱｷ

28分35秒42 西原　誠治870 ﾆｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ

28分59秒43 澤田　慎一848 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

29分00秒44 大塩　真司851 ｵｵｼｵ ｼﾝｼﾞ

29分04秒45 畝木 敏和909 ウネキ トシカズ

29分05秒46 竹本　政博815 たけもと　まさひろ

29分14秒47 中井　岳822 なかい　たけし

29分18秒48 山崎 明広908 ヤマサキ アキヒロ

29分19秒49 濵口　和史869 社会福祉法人こうほうえん　ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ

29分20秒50 石賀　敏828 いしが　さとし
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29分22秒51 谷口　信幸882 明治走ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

29分28秒52 西本　操雄839 ﾆｼﾓﾄ ﾐｻｵ

29分30秒53 宮本　初男　861 鳥取鉄道部ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂｵ

29分30秒54 橋本　隆宏821 はしもと　たかひろ

29分37秒55 草刈　満男844 CKKRCｸｻｶﾘ ﾐﾂｵ

29分43秒56 国森　俊章859 鳥取鉄道部ｸﾆﾓﾘ ﾄｼｱｷ

29分56秒57 福永　進820 ふくなが　すすむ

30分18秒58 三好　将生874 ﾐﾖｼ ﾏｻｵ

30分19秒59 西村　崇寛836 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

30分35秒60 足立　充850 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ

30分36秒61 小林　篤志849 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ

30分48秒62 杉原　稔805 すぎはら　みのる

30分49秒63 松原　信哉811 まつばら　のぶや

31分23秒64 尾田　和彦827 おだ　かずひこ

31分34秒65 小山　剛873 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ

32分00秒66 石田　昭博843 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

32分03秒67 谷口　慎一朗868 社会福祉法人こうほうえん　ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ

32分21秒68 河上　純一885 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

32分27秒69 山田　政郎824 やまだＳＣやまだ　まさろう

32分36秒70 福成　寛道840 布勢ジョガーズﾌｸﾅﾘ ﾋﾛﾐﾁ

32分42秒71 前田　宏司892 ﾏｴﾀ ﾋﾛｼ

32分58秒72 大川　哲郎825 やまだＳＣおおかわ　てつろう

33分44秒73 渡邊　雅人834 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ

33分53秒74 小林　敏夫808 因幡の白うさぎこばやし　としお

34分04秒75 飼牛　徳幸878 ｶｲｺﾞ ﾄｸﾕｷ

34分13秒76 花坂　文明860 鳥取鉄道部ﾊﾅｻｶ ﾌﾐｱｷ

34分14秒77 平尾　徹853 HRCﾋﾗｵ ﾄｵﾙ

34分32秒78 東藤　一郎818 広畑走友会とうどう　いちろう

34分54秒79 梅津　敏之助823 うめづ　としのすけ

35分29秒80 小山　一好881 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ

36分20秒81 伊藤　和彦816 ＮＬＣ．いとう　かずひこ

36分34秒82 勝連　隆志809 ランランクラブかつら　たかし

36分58秒83 安東　幸男803 あんどう　ゆきお

37分31秒84 長谷坂　栄治804 温泉走ろう会はせさか　えいじ

37分34秒85 大北 哲男910 オオキタ テツオ

37分50秒86 富田 道治905 広畑走友会トミタ ミチハル

38分04秒87 山根　秀835 村岡GERﾔﾏﾈ ｼｭｳ

38分17秒88 道下　雅昭871 ﾐﾁｼﾀ ﾏｻｱｷ

38分51秒89 前田　義丸888 ﾏｴﾀ ﾖｼﾏﾙ

39分54秒90 池内　直樹813 いけうち　なおき

40分01秒91 成瀬　廉二880 氷河環境研究舎ﾅﾙｾ ﾚﾝｼﾞ

40分11秒92 小谷　正章802 こだに　まさあき

41分50秒93 新免 義人907 シンメン ヨシト

42分55秒94 木谷　高911 村岡山名ACｷﾀﾆ ﾀｶｼ

54分27秒95 小谷　信義833 ｺﾀﾞﾆ ﾉﾌﾞﾖｼ

56分27秒96 永田　光司806 ながた　みつし
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