
- 2017みつ健康マラソン大会 -

J. 10km 40歳以上49歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 10:00:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

34分22秒1 髙見　真1346 ﾀｶﾐ ｼﾝ

36分01秒2 遠藤　潤一1336 ｴﾝﾄﾞｳ おかやまAC

36分03秒3 真田　辰己1467 ｻﾅﾀﾞ ﾀﾂﾐ 倉敷市消防局

36分30秒4 戸田　英雄1479 ﾄﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 新見高校

36分42秒5 磯山　潤1306 ｲｿﾔﾏ ｼﾞｭﾝ JFEｽﾁｰﾙ

37分00秒6 中谷　臣希1370 ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ JOYな~ｽﾞ

37分07秒7 片岡　泉1315 ｶﾀｵｶ ｲｽﾞﾐ 岡山ｸﾗﾌﾞ

37分42秒8 阿部　泰紀1394 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ Festina lente.

37分48秒9 丹下　和則1378 ﾀﾝｹﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

38分00秒10 船越　周一1318 ﾌﾅｺｼ ｼｭｳｲﾁ 岡山AC

38分04秒11 塚崎　圭1408 ﾂｶｻﾞｷ ｹｲ

38分15秒12 小竹守　幹雄1384 ｺﾀｹﾓﾘ ﾐｷｵ

38分32秒13 宮本　隆雄1407 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｵ 走健塾

38分34秒14 宮本　章弘1447 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

38分45秒15 坪井　政信1399 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 歩いていこう

39分13秒16 安田　昭久1355 ﾔｽﾀﾞ ﾁｰﾑｳｪｰﾌﾞ

39分22秒17 白石　秀雄1466 ｼﾗｲｼ ﾋﾃﾞｵ 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ

39分40秒18 堀内　勇司1321 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞ (株)TKC

39分41秒19 小林　浩二1341 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ ｻﾗﾘｰﾏﾝ

39分42秒20 奥山　知昭1433 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓｱｷ ﾁｰﾑBluedog

39分42秒21 小松　聡志1454 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 水曜走ろう会

39分53秒22 小林　博文1371 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 河野義巳商店

40分09秒23 北村　泰寛1400 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

40分09秒24 伊藤　昌彦1387 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ ﾌｼﾞﾀ地質AC

40分10秒25 藤田　信行1410 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 共成通信

40分48秒26 小野　浩史1422 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ

40分49秒27 岡田　亮1496 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ (株)ｻﾝﾓｰﾀｰｽ

40分52秒28 今川　幸雄1490 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｷｵ 建労総社支部荒木氏のﾂﾚ!

41分04秒29 須山　英樹1319 ｽﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

41分04秒30 関　文彰1432 ｾｷ ﾌﾐｱｷ 歩いていこう

41分06秒31 本山　伸彦1351 ﾓﾄﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ どんぐり会

41分11秒32 井上　義博1450 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ 歩いていこう

41分15秒33 池田　学1431 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ﾗﾝﾌﾟﾛRC

41分18秒34 越野　淳1461 ｺｼﾉ ｼﾞｭﾝ ﾗﾝﾌﾟﾛRC

41分50秒35 松本　周介1379 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｽｹ ﾓﾐｼﾞﾔAC

41分50秒36 平松　孝文1456 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ ﾓﾐｼﾞﾔAC

41分54秒37 森野　満1334 ﾓﾘﾉ ﾐﾂﾙ 岡山芳泉高校野球部

41分57秒38 梶原　義行1327 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 榊原病院

42分02秒39 木南　和彦1423 ｷﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾋｺ ﾁｰﾑ ｳｪｰﾌﾞ

42分04秒40 永瀬　亮1451 ﾅｶﾞｾ ﾘﾖｳ 永瀬内科医院

42分06秒41 練鼻　和義1498 ﾈﾘﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾖｼ Team-ZAC

42分20秒42 岡　正治1308 ｵｶ ﾏｻﾊﾙ ﾓﾐｼﾞﾔAC

42分25秒43 山本　卓1385 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ ﾁｰﾑ暁

42分26秒44 岡本　悟志1434 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 歩いていこう

42分32秒45 石原　真1360 ｲｼﾊﾗ ﾏｺﾄ

42分33秒46 上田　直之1309 ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾕｷ ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ｽﾀｰ

42分40秒47 池田　浩二1440 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ

42分42秒48 浜下　修一郎1489 ﾊﾏｼﾀ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾁｰﾑWave

42分51秒49 大藤　真治1356 ｵｵﾌｼﾞ ｼﾝｼﾞ

42分55秒50 井上　賀貴1311 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 水曜走ろう会

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2017みつ健康マラソン大会 -

J. 10km 40歳以上49歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 10:00:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

42分56秒51 岡崎　和嘉1392 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ ﾁｰﾑWAVE

43分00秒52 伊藤　健次1443 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ ﾄﾞﾝｸﾞﾗｰｽﾞ

43分02秒53 田中　俊行1445 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 川崎学園陸上競技･ﾄﾗｲｱｽﾛ

43分04秒54 髙瀬　力1343 ﾀｶｾ ﾂﾄﾑ

43分04秒55 中川　浩孝1429 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ

43分15秒56 田邊　享1484 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ GPT

43分17秒57 山下　優一1386 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ TEAM Blue Dog

43分18秒58 友實　和久1420 ﾄﾓｻﾞﾈ ｶｽﾞﾋｻ

43分18秒59 三宅　大樹1425 ﾐﾔｹ ﾀｲｼﾞｭ TEAM-Natural

43分22秒60 入江　誠1413 ｲﾘｴ ﾏｺﾄ BonVivant

43分24秒61 新木　勝利1402 ｼﾝｷﾞ ｶﾂﾄｼ

43分27秒62 山口　茂樹1406 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ

43分30秒63 荒木　優1357 ｱﾗｷ ﾏｻﾙ

43分42秒64 和田　繁基1368 ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ JOYな~ｽﾞ

43分53秒65 岡野　光一1430 ｵｶﾉ ｺｳｲﾁ

44分09秒66 関野　誠之1468 ｾｷﾉ ﾏｻﾕｷ 歩いていこう

44分20秒67 山口　史則1495 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾉﾘ

44分28秒68 丸尾　隆行1418 ﾏﾙｵ ﾀｶﾕｷ 竜操整形

44分30秒69 小林　俊治1373 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｼﾞ

44分32秒70 田原　恒1312 ﾀﾊﾗ ﾋｻｼ 中山中学校

44分39秒71 藤本　孝則1424 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

44分42秒72 片山　晃1324 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ TEAM BlueDog

44分43秒73 大石　得学1367 ｵｵｲｼ ﾄｸﾏ

44分55秒74 中谷　公紀1477 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ

45分09秒75 浦野　洋1475 ｳﾗﾉ ﾋﾛｼ 福富東体育部

45分11秒76 伊藤　俊一郎1369 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

45分29秒77 小野　祐作1416 ｵﾉ ﾕｳｻｸ ばらいろめがね English 

45分40秒78 尾川　秀文1305 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ

45分42秒79 岡崎　吉正1377 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ ﾌｪﾆﾃｯｸ

45分48秒80 末盛　浩昭1393 ｽｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

45分50秒81 山本　温1415 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ TEAM BLUE DOG

45分54秒82 横関　浩二1320 ﾖｺｾﾞｷ

46分09秒83 小泉　仁1375 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ

46分10秒84 井上　英之1444 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾄﾞﾝｸﾞﾗｰｽﾞ

46分13秒85 山本　哲夫1457 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ PWP

46分15秒86 柏原　誠1313 ｶｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 柏原ﾌｧｰﾑ

46分24秒87 松岡　真也1417 ﾏﾂｵｶ ｼﾝﾔ

47分05秒88 門口　泰之1411 ﾓﾝｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ たつの市陸協

47分06秒89 尾崎　圭一郎1470 ｵｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 児島AC

47分07秒90 澤根　崇1383 ｻﾜﾈ ﾀｶｼ

47分16秒91 矢持　和也1494 ﾔﾓﾁ ｶｽﾞﾔ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ西日本

47分24秒92 大西　撤哉1459 ｵｵﾆｼ ﾃﾂﾔ ﾁｰﾑﾃﾗ

47分25秒93 中根　匡隆1361 ﾅｶﾈ ﾏｻﾀｶ

47分32秒94 内田　立志1435 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂｼ

47分34秒95 柴田　眞作1412 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｻｸ

47分35秒96 村山　裕之1439 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ HP

47分35秒97 瀧口　宜樹1364 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼｷ 福渡郵便局

47分51秒98 粟津　隆宏1331 ｱﾜﾂ ﾀｶﾋﾛ

48分03秒99 鳥落　宏樹1325 ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ

48分06秒100 中原　悟史1310 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ
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48分07秒101 渡邉　道成1486 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

48分12秒102 安藤　明宏1492 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ

48分19秒103 大久保　純哉1335 ｵｵｸﾎﾞ 東邦産業

48分22秒104 洲脇　秀稔1481 ｽﾜｷ ﾋﾃﾞﾄｼ

48分23秒105 勝田　仁1441 ｶﾂﾀﾞ ﾋﾄｼ

48分27秒106 早川　大介1366 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

48分32秒107 中島　映信1381 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾌﾞ ﾁｰﾑｶﾜﾊﾗ

48分41秒108 高尾　賢作1347 ﾀｶｵ

48分49秒109 穴田　勝英1303 ｱﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ 中山石灰工業

48分50秒110 遠藤　慎次1476 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 足守RC

48分53秒111 黒木　善仁1397 ｸﾛｷ ﾖｼﾋﾄ ﾁｰﾑWAVE

48分56秒112 平　一範1326 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

49分00秒113 川野　新太郎1472 ｶﾜﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

49分04秒114 十河　直樹1317 ｿｺﾞｳ ﾅｵｷ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

49分07秒115 神原　秀和1449 ｺｳﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 暇を持て余す神々の遊び

49分49秒116 岡崎　順一1340 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 歩いていこう

49分52秒117 金井　拓央1390 ｶﾅｲ ﾀｸｵ 日本電技㈱

50分02秒118 栄徳　隆裕1487 ｴｲﾄｸ ﾀｶﾋﾛ

50分02秒119 塩田　隆一1437 ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ

50分12秒120 兼尾　昌宏1345 ｶﾈｵ ﾏｻﾋﾛ

50分22秒121 南葉　孝之1329 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾕｷ

50分25秒122 岡田　鉄平1322 ｵｶﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

50分33秒123 東岡　修1358 富山ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

50分39秒124 高原　英一1474 ﾀｶﾊﾗ ｴｲｲﾁ 児島湾土地改良区

51分24秒125 岡　秀樹1344 ｵｶ ﾋﾃﾞｷ

51分27秒126 三見　明弘1372 ｻﾝﾐ ｱｷﾋﾛ

51分37秒127 難波　英樹1348 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 難波工務店ﾏﾗｿﾝ部

51分45秒128 林　宗男1307 ﾊﾔｼ ﾑﾈｵ ももﾙﾙRC

52分01秒129 岡本　昌之1352 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

52分09秒130 児嶋　弘樹1332 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

52分13秒131 加藤　剛1359 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ ﾄﾏﾄ銀行

52分17秒132 逸見　忠則1419 ﾍﾝﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ 桃園らんな?ず

52分19秒133 宮武　健治1436 ﾐﾔﾀｹ ｹﾝｼﾞ ﾁｰﾑﾅｶﾞｵ

52分26秒134 守屋　義弘1323 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾋﾛ

52分35秒135 宮嵜　隆広1453 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

52分54秒136 虫明　修1480 ﾑｼｱｹ ｵｻﾑ BonVivant

52分57秒137 出村　淳一1463 ﾃﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ SRC

53分00秒138 竹浪　憲広1483 ﾀｹﾅﾐ ﾉﾘﾋﾛ TRC

53分28秒139 徳田　亮1405 ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳ 和岡鋼業RC

53分35秒140 中島　基之1363 ﾅｶｼﾏ ﾓﾄﾕｷ

53分37秒141 小林　政美1349 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ

53分49秒142 高杉　伸一1401 ﾀｶｽｷﾞ ｼﾝｲﾁ 株式会社大熊

53分49秒143 岩井　俊道1427 ｲﾜｲ ﾄｼﾐﾁ

54分22秒144 井原　邦夫1421 ｲﾊﾗ ｸﾆｵ

54分36秒145 岡　伸紀1473 ｵｶ ﾉﾌﾞｷ ﾍﾟﾙﾋﾟｴ

54分47秒146 徳原　義隆1388 ﾄｸﾊﾗ ﾖｼﾀｶ OGWellness

55分19秒147 梶谷　邦雄1464 ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾆｵ SRC

55分25秒148 森本　治1342 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ 高陽中学校

56分06秒149 山本　長嗣1301 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ かんさいくらぶ

56分37秒150 小坂　英伸1448 ｺｻｶ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 中電工
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56分46秒151 塩尻　正則1491 ｼｵｼﾞﾘ ﾏｻﾉﾘ

57分22秒152 瀧本　浩司1304 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ

57分42秒153 西嶋　智彦1452 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ

58分03秒154 佐々木　智彦1302 ｻｻｷ ﾄﾓﾋｺ

58分06秒155 村木　正和1404 ﾑﾗｷ ﾏｻｶｽﾞ

58分34秒156 道広　貴之1374 ﾐﾁﾋﾛ ﾀｶﾕｷ

58分35秒157 岡崎　裕樹1438 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ

59分05秒158 中川路　朋弘1488 ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ MCNS

59分10秒159 前田　貴広1469 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 満栄工業株式会社

59分33秒160 真子　強1493 ﾏｺﾞ ﾂﾖｼ

59分48秒161 長谷川　敏夫1485 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ SMclub

1時間00分10秒162 西山　政明1499 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｱｷ 満栄工業株式会社

1時間00分40秒163 湯淺　義行1353 ﾕｱｻ ﾖｼﾕｷ

1時間00分49秒164 御藤　剛1462 ﾐﾄｳ ﾂﾖｼ

1時間00分53秒165 山内　孝郎1458 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｵ 日本ｴｸｽﾗﾝ

1時間03分05秒166 高原　俊成1354 ﾀｶﾊﾗ ﾄｼﾅﾘ

1時間03分09秒167 山田　聡1314 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間04分10秒168 大熊　宏一1465 ｵｵｸﾞﾏ ｺｳｲﾁ

1時間05分05秒169 東　浩司1414 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ

1時間06分29秒170 矢野　真己1446 ﾔﾉ ﾏｻﾐ TEAM 走想走愛

1時間06分33秒171 篠田　昌輝1395 ｼﾉﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ ﾍﾟﾙﾋﾟｴRC

1時間13分25秒172 高井　崇志1330 ﾀｶｲ ﾀｶｼ 高井たかし事務所

1時間14分07秒173 福本　昌也1426 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾔ

1時間18分06秒174 富永　亘1362 ﾄﾐﾅｶﾞ
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