
- 2017みつ健康マラソン大会 -

H. 10km 高校生以上39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： 10:25:00

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

33分25秒1 谷川　延久1043 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 海上自衛隊

34分21秒2 角川　慶悟964 ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 岡山商大附属高校

34分50秒3 石井　良1015 ｲｼｲ ﾘｮｳ

34分50秒4 森下　久1083 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｼ ｻﾆｸﾘｰﾝ山陽

34分58秒5 中山　凌1039 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 三井造船玉野

34分58秒6 岡本　翠1088 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ 北興化学

35分31秒7 松尾　直樹1029 ﾏﾂｵ ﾅｵｷ ﾗﾝｽﾞｱｯﾌﾟ

35分37秒8 吉井　広基1007 ﾖｼｲ ﾋﾛｷ

36分12秒9 佐藤　一秀1011 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

36分22秒10 金森　靖之1104 ｶﾅﾓﾘ ﾔｽﾕｷ 歩いていこう

36分25秒11 鳥羽　哲平904 ﾄﾊﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

36分31秒12 信原　大輝931 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

36分44秒13 熊谷　栄作1017 ｸﾏｶﾞｲ ｴｲｻｸ TEAM Blue Dog

36分48秒14 橋田　剛1086 ﾊｼﾀﾞ ﾂﾖｼ

37分05秒15 山崎　航平919 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 岡山芳泉高校野球部

37分11秒16 矢吹　和也1027 ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾔ FLEX/矢吹SR

37分14秒17 坪金　道典1097 ﾂﾎﾞｶﾞﾈ ﾐﾁﾉﾘ ｱｲｽﾗｲﾝ

37分40秒18 小橋　功武1087 ｺﾊﾞｼ ｲｻﾑ 旭化成ﾍﾞｼﾞｰﾚ

38分12秒19 平木　達也1012 ﾋﾗｷ ﾀﾂﾔ 走れおぼっちゃま君!

38分17秒20 深井　善範1081 ﾌｶｲ ﾖｼﾉﾘ ももﾙﾙ

38分19秒21 山下　塁925 ﾔﾏｼﾀ ﾙｲ 岡山芳泉高校野球部

38分21秒22 西田　崇志1045 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ

38分23秒23 金村　源918 ｶﾈﾑﾗ ｹﾞﾝ 岡山芳泉高校野球部

38分26秒24 橋本　快飛921 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 岡山芳泉高校野球部

38分46秒25 松井　利起1061 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ

38分48秒26 森下　晴貴1084 ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙｷ

39分13秒27 賀川　元965 ｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝ JR西日本岡山支社

39分17秒28 山本　健太郎1076 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 江西小学校

39分19秒29 小野田　太陽991 ｵﾉﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 御津高等学校

39分22秒30 中川　智博1014 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ OKMC

39分24秒31 土本　真也1020 ﾂﾁﾓﾄ ｼﾝﾔ 竜操整形

39分26秒32 堀　正憲1062 ﾎﾘ ﾏｻﾉﾘ

39分33秒33 森山　拓己1071 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾐ

39分38秒34 安納　泰弘973 ｱﾝﾉｳ ﾔｽﾋﾛ

39分40秒35 遠藤　颯一朗912 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡山芳泉高校野球部

39分43秒36 佐々木　信耶1050 ｻｻｷ ｼﾝﾔ

39分46秒37 藤井　孔917 ﾌｼﾞｲ ｺｳ 岡山芳泉高校野球部

39分47秒38 秋山　一馬1090 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾏ ﾗﾝﾌﾟﾛRC

39分52秒39 小坂　修平998 ｺｻｶ ｼｭｳﾍｲ

40分07秒40 岡田　康平911 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岡山芳泉高校野球部

40分51秒41 難波　龍990 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳ 御津高等学校

41分03秒42 村上　友我941 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 総社高校

41分06秒43 吉澤　賢之介935 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝﾉｽｹ 岡山芳泉高校野球部

41分07秒44 山谷　隆一1051 ﾔﾏﾔ ﾘｭｳｲﾁ 建部ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

41分09秒45 大岡　拓矩992 ｵｵｵｶ ﾀｸ 御津高等学校

41分09秒46 黒江　正晃944 ｸﾛｴ ﾏｻｱｷ 山手野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

41分09秒47 松本　和徳1021 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

41分24秒48 浅野　学司949 ｱｻﾉ ﾀｶｼ 水電ﾘｰｽ(株)

41分32秒49 西本　光佑926 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 岡山芳泉高校野球部

41分37秒50 河村　拓真1022 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾏ BLUE DOG
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41分52秒51 藤原　成一966 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾞﾀﾞｲ薬局

42分00秒52 渡邉　雄大922 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 岡山芳泉高校野球部

42分05秒53 川口　公平1052 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

42分06秒54 細川　伸也1112 ﾎｿｶﾜ ｼﾝﾔ あかいわﾓﾓちゃんず

42分06秒55 武田　昂大930 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ 岡山芳泉高校野球部

42分07秒56 中山　翔貴916 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｷ 岡山芳泉高校野球部

42分35秒57 近藤　充弘942 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ

42分37秒58 兵頭　悠太951 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

42分49秒59 永喜多　淳1094 ﾅｶﾞｷﾀ ｼﾞｭﾝ

42分50秒60 中島　大貴1002 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑｶﾜﾊﾗ

42分51秒61 瀧川　奨974 ﾀｷｶﾞﾜ ｽｽﾑ

42分53秒62 角田　孝治1078 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｼﾞ

42分54秒63 高田　学1089 ﾀｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ ｱｽﾗﾝｸﾗﾌﾞ

42分56秒64 小澤　成輝920 ｵｻﾞﾜ ﾅﾙｷ 岡山芳泉高校野球部

43分35秒65 鴨崎　主弥1115 ｶﾓｻｷ ｶｽﾞﾔ 岡山御津高校

43分36秒66 白石　直輝993 ｼﾗｲｼ ﾅｵｷ

43分40秒67 海原　大輝928 ｶｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

43分44秒68 名畑　元喜934 ﾅﾊﾞﾀ ﾓﾄｷ 岡山芳泉高校野球部

43分45秒69 難波　弘樹1018 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｷ

44分21秒70 二宮　康浩984 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ

44分30秒71 秋田　康裕1046 ｱｷﾀ ﾔｽﾋﾛ ｶﾊﾞﾔ食品

44分40秒72 寺岡　健二1066 ﾃﾗｵｶ ｹﾝｼﾞ はるみ会

44分46秒73 加藤　修翔1065 ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ 岡山御津高等学校

44分51秒74 田嶋　大祐929 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡山芳泉高校野球部

44分52秒75 石原　知幸1000 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 岡山市立伊島小学校

44分58秒76 伴　翔太932 ﾊﾞﾝ ｼｮｳﾀ 岡山芳泉高校野球部

45分04秒77 星野　高輝938 ﾎｼﾉ ｺｳｷ 岡山芳泉高校野球部

45分05秒78 鳩場　豪975 ﾊﾄﾊﾞ 御津ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ

45分24秒79 有安　祥訓1031 ｱﾘﾔｽ ﾖｼﾉﾘ ﾗﾝｽﾞｱｯﾌﾟ

45分39秒80 萬代　智久972 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾄﾓﾋｻ

45分43秒81 森岡　大樹927 ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

45分49秒82 野村　泰司968 ﾉﾑﾗ ﾀｲｼ

45分51秒83 大森　政二1033 ｵｵﾓﾘ ｾｲｼﾞ 暇を持て余す神々の遊び

45分58秒84 野田　千紘924 ﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡山芳泉高校野球部

46分02秒85 難波　達弘1016 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾁﾋﾛ TeamBlueDog

46分03秒86 青山　大輝914 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 岡山芳泉高校野球部

46分07秒87 森本　信行1110 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

46分08秒88 上野　祐揮1059 ｳｴﾉ ﾕｳｷ ﾗﾝｽﾞｱｯﾌﾟ

46分08秒89 谷本　真聡1068 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾄ SO岡山

46分11秒90 渡辺　健司996 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ

46分12秒91 秋山　貴志1079 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ

46分31秒92 堀内　浩貴1049 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ

46分41秒93 石丸　寛記963 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｷ

46分54秒94 岡村　祭冬1023 ｵｶﾑﾗ ﾏﾂﾘ MAC

47分05秒95 祐森　伸彦982 ｽｹﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ 

47分09秒96 谷本　真哉1067 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾔ SO岡山

47分16秒97 高取　治郎1085 ﾀｶﾄﾘ ｼﾞﾛｳ

47分17秒98 宮本　学拓1064 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

48分02秒99 嶋村　貢樹909 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ

48分18秒100 木村　匡宏933 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 岡山芳泉高校野球部
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48分18秒101 石田　健人936 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 岡山芳泉高校野球部

48分33秒102 大道　晃平1038 ｵｵﾐﾁ ｺｳﾍｲ いちたま

48分39秒103 原　健斗1048 ﾊﾗ ｹﾝﾄ ﾗﾝｽﾞｱｯﾌﾟ

48分39秒104 齊田　祥之1032 ｻｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 暇を持て余す神々の遊び

48分44秒105 松本　真明983 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｱｷ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

48分46秒106 三宅　啓介971 ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ

48分52秒107 雲出　靖典958 ｸﾓﾃﾞ ﾔｽﾉﾘ

48分59秒108 大智　崇史994 ｵｵﾁ ﾀｶｼ 御津高校野球部

49分03秒109 中島　淳1093 ﾅｶｼﾏ ｽﾅｵ

49分09秒110 竹原　弘樹1001 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｷ

49分12秒111 松浦　和輝907 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｷ SO山陽陸上

49分12秒112 後藤　信太郎1010 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 川崎医大附属病院

49分12秒113 上西　裕貴906 ｳｴﾆｼ SO岡山

49分14秒114 浜田　圭多952 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾀ

49分18秒115 大水　拓也995 ｵｵﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 御津高等学校

49分34秒116 西山　俊999 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ おにぎり

49分48秒117 大島　裕一郎1095 ｵｵｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岡山市

49分53秒118 坊寺　仙太郎937 ﾎｳｼﾞ ｾﾝﾀﾛｳ 岡山芳泉高校野球部

49分54秒119 元田　篤志939 ﾓﾄﾀﾞ ｱﾂｼ 岡山芳泉高校野球部

49分57秒120 赤堀　元洋950 ｱｶﾎﾘ ﾓﾄﾋﾛ ﾗﾝｽﾞｱｯﾌﾟ

50分02秒121 角原　光貴954 ｶﾄﾞﾊﾗ ﾐﾂﾀｶ 障害者支援施設 ぽれぽれ

50分17秒122 青山　昌己979 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾐ

50分33秒123 浅野　晃司976 ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ

50分34秒124 大石　泰史1042 ｵｵｲｼ ﾔｽﾌﾐ 駅前ｶﾞｲｽﾞ

50分35秒125 弘中　和夫426 ﾋﾛﾅｶ ｶｽﾞｵ

50分39秒126 倉田　泰裕1091 ｸﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ

50分45秒127 朝原　潤987 ｱｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝ ﾁｰﾑ加賀

50分49秒128 江草　幸一970 ｴｸﾞｻ ｺｳｲﾁ 岡山大学

50分50秒129 大野　泰典1047 ｵｵﾉ ﾔｽﾉﾘ

51分32秒130 山地　史晃1113 ﾔﾏｼﾞ ﾌﾐｱｷ あかいわﾓﾓちゃんず

51分54秒131 井藤　翔汰1109 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 岡山御津高等学校

51分56秒132 吉延　諒一郎1077 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

52分25秒133 齋藤　仁知嗣1074 ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ ｸﾗﾌﾞM

52分32秒134 岡部　一馬980 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾏ ｶﾊﾞﾔ食品RC

52分33秒135 ション　ジャー985 ｼｮｿ ｼﾞｬｰ ﾁｰﾑ加賀

52分49秒136 佐藤　亘1057 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ まめ

52分50秒137 森本　裕太913 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡山芳泉高校野球部

52分55秒138 牧原　孝行1036 ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾕｷ RRRC

53分02秒139 木村　将敬943 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 中国銀行 金川支店

53分03秒140 梶谷　英之1075 ｶｼﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山県立大学

53分15秒141 中川　真一1073 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

53分17秒142 斎藤　文哉946 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ SO 岡山

53分32秒143 西山　雄樹1106 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｷ 満栄工業株式会社

53分36秒144 中村　龍一1053 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ SRC

53分39秒145 小林　裕太915 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 岡山芳泉高校野球部

53分51秒146 上田　淳平940 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岡山芳泉高校野球部

53分53秒147 佐藤　翼1107 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 岡山御津高校

54分01秒148 中田　駿之介978 ﾅｶﾀﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ

54分13秒149 池口　弘記1060 ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

54分24秒150 三村　昌範1008 ﾐﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2017みつ健康マラソン大会 -

H. 10km 高校生以上39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： 10:25:00

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

54分29秒151 穐田　直樹959 ｱｷﾀ ﾅｵｷ 難波工務店ﾏﾗｿﾝ部

54分38秒152 畑島　陽太郎1118 ﾊﾀｼﾞﾏ ﾖｳﾀﾛｳ

54分38秒153 北山　恭平1069 ｷﾀﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

54分44秒154 小山　毅977 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ

54分49秒155 川人　有史1111 ｶﾜﾝﾄﾞ ﾕｳｼﾞ

54分52秒156 小松　奎介1054 ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ SRC

54分52秒157 小川　貴大1030 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

55分45秒158 西村　隆雄1099 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｵ 日本ｴｸｽﾗﾝ

55分48秒159 尾川　ヒカル901 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 岡山理科大学附属高校

56分34秒160 有高　進悟1108 ｱﾘﾀｶ ｼﾝｺﾞ 榊原病院

56分54秒161 大山　樹生1105 ｵｵﾔﾏ ﾀﾂｵ AvanBRIGHT

56分55秒162 森下　和文1009 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾌﾐ

56分55秒163 赤木　和也1114 ｱｶｷﾞ ｶｽﾞﾔ

57分04秒164 武元　晋也1028 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾔ

57分34秒165 三宅　隆956 ﾐﾔｹ ﾀｶｼ

57分51秒166 河野　但彰1044 ｺｳﾉ ﾀﾀﾞｱｷ

58分07秒167 長谷川　博之986 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑ加賀

58分17秒168 松村　直樹1092 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ

58分38秒169 今村　祐太1072 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

58分44秒170 歳原　健志1098 ﾄｼﾊﾗ ﾀｹｼ ｲｾｷ

59分06秒171 山根　貴之981 ﾔﾏﾈ ﾀｶﾕｷ

59分11秒172 黒瀬　修一朗1082 ｸﾛｾ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

59分29秒173 横田　直哉957 ﾖｺﾀ ﾅｵﾔ ｱｽﾗﾝｸﾗﾌﾞ

59分43秒174 大賀　亮967 ｵｵｶﾞ ﾘｮｳ

1時間00分00秒175 守安　悠1055 ﾓﾘﾔｽ ﾕｳ SRC

1時間00分32秒176 福永　恵吉1026 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｹﾞﾖｼ

1時間00分51秒177 田邊　哲平910 ﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間01分06秒178 田村　優1080 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 満栄工業株式会社

1時間01分51秒179 藤原　大也1070 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ

1時間02分02秒180 猪木　健人1102 ｲｷﾞ ｹﾝﾄ GPT

1時間02分15秒181 栗原　龍司947 ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 岡山県警察

1時間02分17秒182 木田　俊之1056 ｷﾀﾞ ﾄｼﾕｷ SRC

1時間03分46秒183 河内　雅博1096 ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間04分08秒184 前川　龍輝1100 ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳｷ おかやまｺｰﾌﾟ

1時間04分20秒185 難波　竜太郎903 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1時間04分34秒186 杉山　千秋908 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｱｷ

1時間04分40秒187 草壁　毅945 ｸｻｶﾍﾞ ﾂﾖｼ

1時間07分02秒188 豊田　直生1041 ﾄﾖﾀ ﾅｵｷ ﾐﾙｸﾊｳｽ

1時間08分53秒189 菅田　啓介961 ｶﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 難波工務店ﾏﾗｿﾝ部

1時間09分43秒190 田端　裕喜953 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 障害者支援施設 ぽれぽれ

1時間10分04秒191 中山　淳1101 ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ GPT

1時間13分19秒192 設楽　真明905 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻｱｷ ももたろうﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

1時間14分22秒193 藤原　優1040 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ 12月は寒いよ

1時間14分41秒194 須田　好一997 ｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ
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