
- 第３３回鳥取砂丘らっきょう花マラソン -

K)10ｋｍ39歳以下男子
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： 10:00:00

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 

32分37秒1 谷口　晃太1201 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ

33分05秒2 池本　裕1302 布勢ACｲｹﾓﾄ ﾕｳ

34分02秒3 居川　凌1329 鳥取県庁ｲｶﾜ ﾘｮｳ

34分03秒4 岡本　太郎1220 鳥取大学ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ

35分22秒5 林原　竜1292 明治走ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｭｳ

36分04秒6 高橋　佑貴1212 ふれんず鳥取たかはし　ゆうき

36分08秒7 淺井　崇典1213 鳥取市役所マラソン部ｱｻｲ ﾀｶﾉﾘ

36分47秒8 秋山　真星1332 TPNPJTｱｷﾔﾏ ｼﾝｾｲ

36分55秒9 成田　海人1337 鳥取大学ﾅﾘﾀ ｶｲﾄ

37分00秒10 阪本　啓1333 豊岡市の小学校ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

37分06秒11 小林　宏誠1242 社会福祉法人あすなろ会ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ

37分51秒12 栁沼　祐希1209 鳥取大学やぎぬま　ゆうき

38分11秒13 澤谷　信明1208 池田陸上部さわたに　のぶあき

38分35秒14 國谷　康人1232 ｸﾆﾀﾆ ﾔｽﾋﾄ

39分56秒15 加藤　貴志1206 かとう　たかゆき

40分06秒16 岡野　　嘉徳1357 ｵｶﾉ　ﾖｼﾉﾘ

40分12秒17 加藤　耕平1284 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ

41分14秒18 吉田　和哉1238 ふれんず鳥取ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

41分23秒19 西坂　康太1289 ﾆｼｻﾞ ﾔｽﾋﾛ

41分41秒20 奈羅尾　正克1298 ﾅﾗｵ ﾏｻｶﾂ

42分08秒21 猪子　和明1250 鳥取鉄道部ｲﾉｺ ｶｽﾞｱｷ

42分18秒22 藤田　徹1249 鳥取鉄道部ﾌｼﾞﾀ ﾄｵﾙ

42分36秒23 野口　拓也1248 鳥取鉄道部ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

42分53秒24 太田　貴裕1313 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

43分11秒25 本多　将貴1341 鳥取大学ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ

43分48秒26 隅　友裕1255 チューチユーRCｽﾐ ﾄﾓﾋﾛ

43分48秒27 山根　功士1300 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ

43分50秒28 宮脇　光義1301 ﾐﾔﾜｷ ﾐﾂﾖｼ

44分24秒29 川口 孝治1344 カワグチ タカハル

44分28秒30 米岡　駿裕1237 公立鳥取環境大学陸上競技ﾖﾈｵｶ ｼｭﾝｽｹ

44分30秒31 吉田　春樹1266 社会福祉法人こうほうえん　ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

44分31秒32 森田　航1331 ﾓﾘﾀ ﾜﾀﾙ

44分32秒33 松本　大司1278 司法書士ＲＳﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞ

44分34秒34 黒住　優1222 チームＯＥＳｸﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾙ

45分01秒35 石倉　孝明1228 サンキＪＣｲｼｸﾗ ﾀｶｱｷ

45分05秒36 和田　拓也1239 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ

45分06秒37 小林　淳人1219 鳥取大学ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ

45分20秒38 小林 瑶1352 コバヤシ ヨウ

45分20秒39 北尾　英樹1277 池田陸上部ｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

45分46秒40 平尾　英輝1215 鳥取市役所マラソン部ﾋﾗｵ ﾋﾃﾞｷ

46分15秒41 藤川　昌1290 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻﾐ

46分23秒42 高井　章利1251 鳥取鉄道部ﾀｶｲ ｱｷﾄ

46分37秒43 浜元　康輔1274 みずほ銀行鳥取支店ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ

46分42秒44 篠原　祐介1315 明治走ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｽｹ

46分43秒45 野田　諭1234 ﾉﾀﾞ ｻﾄｼ

46分45秒46 株本 昌彦1347 カブモト マサヒコ

47分01秒47 奥田　望1322 ｵｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

47分05秒48 須田　芳広1262 レコードブック鳥取西品治ｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

47分19秒49 北村　竜也1311 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ

47分51秒50 西川　康弘1307 ﾆｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ
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47分54秒51 横川　 周平1355 ヨコガワ シュウヘイ

47分56秒52 米上　聡志1207 よねうえ　さとし

47分58秒53 石岩　直樹1216 鳥取市役所マラソン部ｲｼｲﾜ ﾅｵｷ

47分59秒54 池田　修平　1241 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

48分02秒55 前田 光1349 マエタ ヒカル

48分18秒56 谷口　輝太1327 Ｚｅｒｏ　ＲＣﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ

48分26秒57 岡﨑　健吾1202 チームＯＥＳおかざき　けんご

48分27秒58 鎗野　洸揮1339 鳥取大学ﾔﾘﾉ ｺｳｷ

49分01秒59 稲岡　健太1304 ｲﾅｵｶ ｹﾝﾀ

49分33秒60 田中　雄二1308 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

49分34秒61 青木　康浩1268 社会福祉法人こうほうえん　ｱｵｷ ﾔｽﾋﾛ

49分51秒62 大坪 奏楽1356 オオツボ ソラ

49分52秒63 酒井　翔太1240 ｻｶｲ ｼｮｳﾀ

50分03秒64 吉原　大智1340 鳥取大学ﾖｼﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ

50分46秒65 芦谷　直仁　1258 ㈱清水ｱｼﾀﾆ ﾅｵﾋﾄ

50分49秒66 山方　雄介1236 CKKRCﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ

50分51秒67 田中　尚樹1253 さとに田園CLﾀﾅｶ ﾅｵｷ

51分09秒68 太田　昭裕1280 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ

51分13秒69 中谷　龍樹1263 レコードブック鳥取西品治ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳｷ

51分21秒70 福本　優輝1320 明治走ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｷ

51分22秒71 綾木　充1272 ｱﾔｷ ﾐﾁﾙ

51分23秒72 徳田 啓佑1345 トクダ ケイスケ

51分24秒73 辰島　和人1296 ﾀﾂｼﾏ ｶｽﾞﾄ

51分26秒74 福摩　恵吾1295 ﾌｸﾏ ｹｲｺﾞ

51分36秒75 霜田 隼人1354 シモダ ハヤト

51分48秒76 内田　秀樹1287 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

52分01秒77 白岩　達彦1259 ㈱清水ｼﾗｲﾜ ﾀﾂﾋｺ

52分34秒78 吉田　圭一1281 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ

52分39秒79 村田　昌貴1269 鳥取大学ﾑﾗﾀ ﾏｻｷ

52分48秒80 尾前　昌弥1273 鳥取西高等学校ｵﾏｴ ﾏｻﾔ

53分12秒81 熊代　将己1334 ｸﾏｼﾛ ﾏｻｷ

53分14秒82 榮田　学　1252 鳥取鉄道部ｴｲﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

53分16秒83 清水　翔1314 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ

53分35秒84 森本　信行1282 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

53分42秒85 宮口　翔平1235 ﾐﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

53分43秒86 清水　友揮1275 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ

54分05秒87 田中　敬人1294 田中家ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋﾄ

54分21秒88 渡辺　光1211 鳥取大学わたなべ　ひかる

54分34秒89 岩城　大祐1293 ｲﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ

54分43秒90 笠田 真人1351 カサダ マコト

54分49秒91 山田 春輝1343 ヤマダ ハルキ

54分58秒92 髙橋　佑介1231 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

54分59秒93 牧　純也1325 明治走ﾏｷ ｼﾞｭﾝﾔ

55分06秒94 福田　和也1319 ﾌｸﾀ ｶｽﾞﾔ

55分07秒95 山根　康平1330 OFCﾔﾏﾈ ｺｳﾍｲ

55分19秒96 原田 敦1350 ハラダ アツシ

55分43秒97 植田 亮太1346 さとに田園CRウエタ リョウタ

56分29秒98 橋内　優輝1229 サンキＪＣﾊｼｳﾁ ﾕｳｷ

56分31秒99 前田　一真1245 青翔開智高校ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

56分34秒100 谷口　陽平1310 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ
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56分35秒101 瀧本　真1279 ﾀｷﾓﾄ ﾏｺﾄ

56分38秒102 森谷 光1348 モリタニ ヒカル

57分22秒103 本城　健輔1297 三洋テクノソリューションズ鳥ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ

57分27秒104 池田　浩之1309 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

57分44秒105 水根　健志1326 ﾐｽﾞﾈ ﾀｹｼ

57分52秒106 村上　優人1306 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾄ

57分53秒107 下田　晋之介1335 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

57分53秒108 入江　達也1312 ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ

57分57秒109 北脇　規靖1285 (株)清水ｷﾀﾜｷ ﾉﾘﾔｽ

58分10秒110 長峪　健二1254 チューチユーRCﾅｶﾞｻｺ ｹﾝｼﾞ

58分20秒111 岩本　康宏1264 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

59分49秒112 長谷 圭輔1353 ハセ ケイスケ

59分53秒113 湯口　尚悟1227 鳥取大学ﾕｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

59分54秒114 山﨑　昂城1223 鳥取大学ﾔﾏｻｷ ｺｳｷ

59分57秒115 HEYWOOD　RICHARD1217 鳥取大学付属小学校ﾍｲｳｯﾄﾞ ﾘﾁｬｰﾄﾞ

59分58秒116 芦沢　将臣1261 ㈱清水ｱｼｻﾞﾜ ﾏｻｵﾐ

59分58秒117 田村　睦規1316 ﾀﾑﾗ ﾑﾂｷ

1時間00分00秒118 井手野　貴将1247 青翔開智高校ｲﾃﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

1時間00分01秒119 長谷川　直樹1257 ㈱清水ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ

1時間00分35秒120 枡田　鎮1267 社会福祉法人こうほうえん　ﾏｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ

1時間01分29秒121 小山　純1328 明治走ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

1時間01分41秒122 竹森　康司1336 グッドヒルﾀｹﾓﾘ ｺｳｼﾞ

1時間07分48秒123 土井　潤一朗1318 ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間08分06秒124 山景　勇太1286 ﾔﾏｶｹﾞ ﾕｳﾀ

1時間08分55秒125 吉田　英樹1265 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間10分07秒126 前田　博哉1230 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾔ

1時間10分17秒127 春名　貴暁1323 ﾊﾙﾅ ﾀｶｱｷ

1時間12分19秒128 山本　英司1225 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ

1時間13分48秒129 小谷　和義1288 ｺﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾖｼ

1時間15分00秒130 中田　翔太　1260 ㈱清水ﾅｶﾀ ｼｮｳﾀ

1時間15分04秒131 樽見　晋平1305 ﾀﾙﾐ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間21分06秒132 前田　隆志1204 まえだ　たかし

1時間21分07秒133 田村　真之助1203 たむら　しんのすけ
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