
- 第３３回鳥取砂丘らっきょう花マラソン -

L)10ｋｍ40歳～49歳男子
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 

33分02秒1 三谷　耕次1527 布勢ACﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ

33分53秒2 濵田　勝義1501 かっぱーずﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

36分03秒3 前田　恵一1515 布勢ＡＣまえた　けいいち

36分08秒4 益成　秀明1547 布勢ジョガーズﾏｽﾅﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

36分35秒5 加藤　昌平1592 ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ

37分29秒6 近藤 祐司1617 コンドウ ユウジ

37分54秒7 細川 博伸1616 ホソカワ ヒロノブ

38分59秒8 清水　隆夫1519 しみず　たかお

39分03秒9 大東　昌弘1585 チーム神辺ｵｵﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

39分44秒10 小河　靖昌1558 小河競走部ｵｺﾞｳ ﾔｽﾏｻ

39分45秒11 寺本　貴志1594 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶｼ

39分55秒12 植田　知之1506 ドリームランうえた　ともゆき

39分59秒13 新田　洋介1529 ﾆｯﾀ ﾖｳｽｹ

40分23秒14 前田　啓助1548 布勢ジョガーズﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ

40分26秒15 大原 晋仙1612 オオハラ ユキノリ

41分05秒16 田口 正1613 タグチ タダシ

41分17秒17 中野　英樹1609 チームやまだﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ

41分37秒18 森田　太一1607 ドリームランﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ

41分45秒19 橋本　正幸1554 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

41分52秒20 林　将史1538 鳥取鉄道部ﾊﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

41分56秒21 米澤　朗1549 日進陸上部ﾖﾈｻﾞﾜ ﾛｳ

42分24秒22 保木本　正臣1514 ほきもと　まさおみ

42分29秒23 安宗　拓史1570 ﾔｽﾑﾈ ﾀｸｼ

42分33秒24 谷内　幹弘1520 Ｚｅｒｏ　Ｒｃたにうち　みきひろ

42分55秒25 小林　忠之1600 SHORE!ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾕｷ

43分22秒26 谷口　俊一1590 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｲﾁ

43分30秒27 上田　修1524 鳥取市役所マラソン部ｳｴﾀﾞ ｵｻﾑ

43分35秒28 大亀　要介1546 ｵｵｶﾒ ﾖｳｽｹ

43分41秒29 佐藤 渉1614 サトウ ワタル

43分43秒30 山崎　利幸1569 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾕｷ

43分56秒31 佐藤 進1618 サトウ ススム

44分06秒32 水本　勝仁1504 みずもと　かつひと

44分08秒33 前田　一朗1583 岩美病院ﾏｴﾀ ｲﾁﾛｳ

44分22秒34 入江　誠1563 BonVivantｲﾘｴ ﾏｺﾄ

44分24秒35 盛山　哲郎1587 ｾｲﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ

44分54秒36 元録　英司1604 ｹﾞﾝﾛｸ ｴｲｼﾞ

45分06秒37 山根　幹博1582 ﾔﾏﾈ ﾓﾄﾋﾛ

45分10秒38 富山　博文1518 末恒ＲＣとみやま　ひろのり

45分21秒39 北村　雅彦1511 矢田川走友会きたむら　まさひこ

45分58秒40 濱中　康貴1562 ﾊﾏﾅｶ ﾔｽﾀｶ

46分12秒41 三浦　誠1516 みうら　まこと

46分22秒42 渡部　兼司1561 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

46分34秒43 北村 直樹1619 鳥取大学キタムラ ナオキ

46分35秒44 高橋　豊樹1584 ﾀｶﾊｼ ﾄﾖｷ

46分38秒45 浅見　康陽1556 らいおんパパｱｻﾐ ﾔｽﾊﾙ

47分04秒46 萩原　敦志1542 ﾊｷﾞﾊﾗ ｱﾂｼ

47分20秒47 濱本　耕司1545 ㈱清水ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

47分43秒48 竹内　大1572 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲ

47分44秒49 梅野　幸彦1602 ｳﾒﾉ ﾕｷﾋｺ

47分45秒50 深澤　一英1525 ﾌｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
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47分51秒51 三好　伸幸1589 末恒RCﾐﾖｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

48分12秒52 前岡　和憲1523 鳥取市役所マラソン部ﾏｴｵｶ ｶｽﾞﾉﾘ

48分16秒53 大川　雄司1537 よねさとRCｵｵｶﾜ ﾕｳｼﾞ

48分24秒54 加藤　宏樹1565 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ

48分26秒55 板持　剛1522 布勢ジョガーズｲﾀﾓﾁ ﾀｹｼ

48分30秒56 竹田　尚志1533 CKKRCﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ

48分34秒57 佐々木　俊文1571 ｻｻｷ ﾄｼﾌﾐ

48分44秒58 小椋　広美1566 ひだまり倶楽部ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ

49分16秒59 叶井　賢一1521 カナイチヤＲＬＨｶﾅｲ ｹﾝｲﾁ

49分20秒60 山本　秀樹1579 池田陸上部DRﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

49分33秒61 古川 貴章1625 フルカワ タカアキ

50分29秒62 内田 拓郎1621 ウチダ タクロウ

50分41秒63 船戸　英貴1550 ﾌﾅﾄ ﾋﾃﾞｷ

51分07秒64 鷲見　潤一1544 ㈱清水ｽﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

51分10秒65 花木　直俊1586 ﾊﾅｷ ﾅｵﾄｼ

52分05秒66 東地 健1615 トウチ ケン

52分37秒67 田中 宏明1610 タナカ ヒロアキ

52分43秒68 岸本　剛1603 八頭町社会福祉協議会ｷｼﾓﾄ ﾂﾖｼ

53分43秒69 中村　研1567 ㈱おけしょう鮮魚ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ

53分45秒70 西村　亮1606 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ

53分46秒71 宮本　卓哉1608 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾔ

53分51秒72 西川　亮1591 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ

53分52秒73 韓　朋1564 ｶﾝ ﾎｳ

53分53秒74 藤原　一也1578 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ

53分58秒75 福島 良1623 フクシマ マコト

54分33秒76 福田　登志夫1580 ﾌｸﾀ ﾄｼｵ

54分50秒77 小山　亮1517 こやま　まこと

54分56秒78 鎌田　貴之1535 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

55分19秒79 宮田　俊哉1539 さとに田園CLﾐﾔﾀ ﾄｼﾔ

55分24秒80 福田　恵一1568 緩走会ﾌｸﾀﾞ ｹｲｲﾁ

56分00秒81 奥田　雅樹1626 ｵｸﾀﾞ　ﾏｻｷ

56分35秒82 岸本　臣司1577 YT企画ｷｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

57分17秒83 井上　啓一1512 いのうえ　けいいち

57分21秒84 角田　恭成1559 YT企画ﾂﾉﾀﾞ ﾔｽﾏｻ

57分25秒85 松本　浩嗣1543 ㈱清水ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ

57分49秒86 懸樋　英一1593 ｶｹﾋ ｴｲｲﾁ

57分49秒87 伊藤　満1598 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ

58分51秒88 小原　英大1581 ｺﾊﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ

58分59秒89 新田　賢一1588 ﾆｯﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間00分21秒90 小川　寛恭1575 Ｚｅｒｏ　ＲＣｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ

1時間01分40秒91 足羽 秀行1622 協同青果アシバ ヒデユキ

1時間01分47秒92 池本　大作1576 ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｻｸ

1時間01分50秒93 上田　隆1601 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間02分52秒94 藤川　康典1540 さとに田園CLﾌｼﾞｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

1時間02分53秒95 西尾 政雄1624 ニシオ マサオ

1時間03分05秒96 和田　寿雄1552 ﾜﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間03分42秒97 奥山　孝雄1555 ｵｸﾔﾏ ﾀｶｵ

1時間03分54秒98 和田　亮二1526 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

1時間05分16秒99 大塚　弘剛1541 さとに田園CLｵｵﾂｶ ﾋﾛﾀｹ

1時間05分57秒100 中原　健1557 ﾅｶﾊﾗ ﾀｹｼ
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1時間06分03秒101 垣谷 忍1620 カキタニ シノブ

1時間06分05秒102 北原　佶1551 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

1時間06分19秒103 木村　昌英1509 チーム　小次郎きむら　まさひで

1時間06分25秒104 田村 英夫1611 タムラ ヒデオ

1時間10分08秒105 山根　正博1532 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ

1時間12分22秒106 日野　哲兵1574 ﾋﾉ ﾃｯﾍﾟｲ
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