
- 2017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 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 10:35:00

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

16分49秒1 田川　淳一2022 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 田川AC

16分51秒2 古米　大洋2044 ﾌﾙﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ

17分09秒3 村田　修一2078 ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁ (株)CMC

17分38秒4 馬場　健太2055 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾀ 大日本印刷

17分53秒5 来見　健史2053 ｸﾙﾐ ｹﾝｼﾞ 大日本印刷

18分01秒6 古市　翔也2028 ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾔ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

18分47秒7 伊藤　敦司2063 ｲﾄｳ ｱﾂｼ N runners

18分48秒8 辻本　空2047 ﾂｼﾞﾓﾄ ｿﾗ 御津高等学校

18分58秒9 田中　聡2066 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

19分44秒10 谷　雅行2060 ﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 大日本印刷

19分58秒11 大西　芳明2020 ｵｵﾆｼ ﾖｼｱｷ

20分08秒12 松浦　裕史2058 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｼ 大日本印刷

20分09秒13 歳森　愛斗2045 ﾄｼﾓﾘ ﾏﾅﾄ

20分19秒14 杭田　翔太2085 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ETT

20分40秒15 平山　学2006 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 岡山AC

20分56秒16 矢木　良樹2010 ﾔｷﾞ ﾖｼｷ

21分07秒17 上野　真2089 ｳｴﾉ ﾏｺﾄ 吉備信用金庫

21分15秒18 岡田　匠2098 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 後楽館高校

21分45秒19 前原　平治2001 ﾏｴﾊﾗ ﾍｲｼﾞ

22分13秒20 堀内　律希2012 ﾎﾘｳﾁ ﾘﾂｷ 明誠学院

22分54秒21 伊藤　誠二2094 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ あかいわﾓﾓちゃんず

23分14秒22 横田　恭志2069 ﾖｺﾀ ﾔｽｼ

23分36秒23 井上　倫典2081 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾉﾘ

23分40秒24 野津　祥太2095 ﾉｽﾞ ｼｮｳﾀ

23分49秒25 河部　憲吾2023 ｶﾜﾍﾞ ｹﾝｺﾞ

24分01秒26 光好　修2090 ﾐﾂﾖｼ ｵｻﾑ あかいわﾓﾓちゃんず

24分02秒27 宗髙　拓海2097 ﾑﾈﾀｶ ﾀｸﾐ あかいわﾓﾓちゃんず

24分08秒28 藤原　由起夫2091 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｵ あかいわﾓﾓちゃんず

24分25秒29 藤田　啓ニ2092 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｼﾞ あかいわﾓﾓちゃんず

24分51秒30 山崎　弘2062 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ ｵﾊﾖｰ乳業

25分49秒31 三宅　将貴2084 ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 山陽陸上

26分00秒32 福田　功2018 ﾌｸﾀﾞ ｲｻｵ

26分07秒33 山本　路文2048 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾌﾐ

26分09秒34 佐藤　剛2009 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ｺﾗﾎﾞ(有)

26分25秒35 橋本　賢治2052 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ BIWAKO  RUN  FACTORY

26分37秒36 服部　量充2072 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾐﾂ 妹尾ﾌﾚﾝｽﾞ

26分42秒37 大町　祐樹2059 ｵｵﾏﾁ ﾕｳｷ

26分46秒38 難波　航2033 ﾅﾝﾊﾞ ﾜﾀﾙ あらた

26分51秒39 大塚　智之2076 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾕｷ 暇を持て余す神々の遊び

27分03秒40 富樫　誠三2014 ﾄｶﾞｼ ｾｲｿﾞｳ

27分04秒41 岡崎　裕樹2093 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｷ あかいわﾓﾓちゃんず

27分09秒42 行守　尚雅2079 ﾕｷﾓﾘ ﾅｵﾏｻ ﾀｹﾍﾞ

27分13秒43 安原　和弘2041 ﾔｽﾊﾗ 大経大OB会

27分25秒44 田中　邦彦2046 ﾀﾅｶ ｸﾆﾋｺ

27分32秒45 遠部　勇治2004 ｵﾝﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

27分35秒46 石部　竣士2019 ｲｼﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ 吉備の里

27分43秒47 宮本　修2005 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ

28分22秒48 山﨑　茂2040 ﾔﾏｻｷ ｼｹﾞﾙ ﾃﾅｯｸ走友会

28分32秒49 新野　晴芳2016 ﾆｲﾉ ﾊﾙﾖｼ

28分47秒50 佐藤　　寛2077 ｻﾄｳ ｶﾝ
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29分18秒51 金谷　泰人2011 ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ

29分44秒52 平田　功孝2007 ﾋﾗﾀ ﾉﾘﾕｷ

29分51秒53 山根　文男2003 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｵ

30分00秒54 久山　勇雄2026 ｸﾔﾏ ｲｻｵ

30分27秒55 水戸　潤二2071 ﾐﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ

30分42秒56 岡本　勲2025 ｵｶﾓﾄ

31分23秒57 三宅　浩司2083 ﾐﾔｹ ｺｳｼﾞ 山陽陸上

31分27秒58 髙尾　圭介2015 ﾀｶｵ ｹｲｽｹ

31分35秒59 長谷川　海2021 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ (株)濱田

31分57秒60 仲島　靖彦2073 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾋｺ 妹尾ﾌﾚﾝｽﾞ

32分10秒61 久徳　桂太2056 ｷｭｳﾄｸ ｹｲﾀ

32分27秒62 多賀　克仁2088 ﾀｶﾞ ｶﾂﾖｼ

32分58秒63 原　征吾2096 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ あかいわﾓﾓちゃんず

33分24秒64 向井　基修2061 ﾑｶｲ ﾓﾄﾉﾌﾞ ｵKMC

34分03秒65 岡　信行2034 ｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

34分11秒66 大橋　日出幸2051 ｵｵﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 寿そうゆう会

34分12秒67 安増　和宏2043 ﾔｽﾏｽ ｶｽﾞﾋﾛ

34分36秒68 中村　浩一2086 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ ﾓﾘﾏｼﾅﾘｰ(株)

34分42秒69 箕浦　明2074 ﾐﾉｳﾗ ｱｷﾗ 御津柔道教室

34分43秒70 林　良幸2032 ﾊﾔｼ

34分49秒71 今井　範明2070 ｲﾏｲ ﾉﾘｱｷ

35分08秒72 坂根　誠2024 ｻｶﾈ ﾏｺﾄ

35分22秒73 若林　勤一2057 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷﾝｲﾁ

35分32秒74 小髙　則之2042 ｺﾀｶ ﾉﾘﾕｷ ﾁｰﾑ走想走愛

35分37秒75 赤木　宏行2087 ｱｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 走遊会

36分44秒76 田中　将生2065 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ

37分23秒77 杉本　侑也2035 ｽｷﾞﾓﾄ

38分21秒78 葛原　暢雄2064 ｸｽﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ

39分22秒79 松田　大志郎2100 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾛｳ

40分29秒80 山田　正明2075 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 暇を持て余す神々の遊び

56分41秒81 大野　俊二2036 ｵｵﾉ ｼｭﾝｼﾞ
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