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3km総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/6/25

スタート： -

会場: 米子湾および米子市湊山公園

主催: 中海OWS実行委員会

37分59秒31 伊藤 芽花101 いとう めいか 滋賀県

41分37秒92 澤田 健太159 さわだ けんた 鳥取県

42分29秒53 後藤 裕志192 ごとう ひろし 島根県

42分46秒84 林 栄和204 はやし えいかず 鳥取県

45分57秒05 木村 元彦179 きむら もとひこ 神奈川県

46分00秒66 足立 智喜134 あだち ともき 鳥取県

46分55秒27 田中 秀規151 たなか ひでき 鳥取県

47分16秒28 村中 建信138 むらなか たけあき 愛媛県

47分49秒89 石田 良太196 いしだ りょうた 鳥取県

47分57秒610 佐桑 秀樹164 さくわ ひでき 島根県

48分04秒611 桑田 隆146 くわた りゅう 島根県

49分30秒912 村上 佳洋189 むらかみ よしひろ 広島県

50分22秒313 服部 良一198 はっとり りょういち 岡山県

50分33秒614 前田 敏博218 まえだ としひろ 静岡県

50分38秒015 吉野 薫221 よしの かおる 兵庫県

50分47秒516 増田 元太郎194 ますだ げんたろう 鳥取県

51分08秒217 岸本 三恵116 きしもと みえ 島根県

51分09秒918 浦山 勲172 うらやま いさお 香川県

51分21秒219 鈴村 広平140 すずむら こうへい 広島県

51分34秒420 大本 翔子103 だいもと しょうこ 鳥取県

52分03秒121 大西 希124 おおにし しずか 東京都

52分25秒622 渡邊 悟174 わたなべ さとる 島根県

52分25秒823 井上 敦介135 いのうえ たいすけ 島根県

52分33秒524 中村 英介173 なかむら えいすけ 島根県

52分53秒925 村田 旭129 むらた あきら 島根県

53分22秒626 足立 英也149 あだち ひでや 兵庫県

53分41秒227 成瀬 哲也170 なるせ てつや 広島県

53分48秒428 柳本 俊章208 やなぎもと としあき 兵庫県

54分13秒329 近井 聖崇132 ちかい まさたか 広島県

54分35秒230 石川 幸弘211 いしかわ ゆきひろ 鳥取県

54分44秒531 定廣 絵美106 さだひろ えみ 鳥取県

54分47秒432 綿貫 和也128 わたぬき かずや 島根県

55分04秒733 松本 晃彦154 まつもと あきひこ 鳥取県

55分18秒834 実重 誠吾202 さねしげ せいご 鳥取県

55分22秒735 森本 潤142 もりもと ひろし 島根県

55分28秒936 恵美 平153 えみ たいら 鳥取県

55分45秒937 山本 亮130 ヤマモト リョウ 広島県

56分16秒138 加藤 幸江110 かとう さちえ 兵庫県

56分26秒939 大村 匡由186 おおむら まさよし 鳥取県

56分30秒040 和田 奈美109 わだ なみ 東京都

56分39秒041 下嶋 聖二158 さげしま せいじ 兵庫県

56分50秒942 堀端 顕議169 ほりばた あきよし 岡山県

57分04秒143 長瀬 雅史137 ながせ まさふみ 島根県

57分33秒844 古谷 浩平156 ふるたに こうへい 鳥取県

57分51秒345 山本 訓久226 やまもと ときひさ 鳥取県

58分12秒146 橘 知恵113 たちばな ちえ 兵庫県

58分33秒447 西 雅弘131 にし まさひろ 鳥取県

58分46秒248 竹林 秀雄191 たけばやし ひでお 広島県

59分06秒649 土倉 昌明210 とくら まさあき 岡山県

59分40秒450 山根 淳一139 やまね じゅんいち 鳥取県
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59分46秒751 飯浜 富士男199 いいはま ふじお 島根県

1時間00分10秒052 田島 大介183 たしま だいすけ 鳥取県

1時間00分10秒653 恵良 奈緒美123 えら なおみ 山口県

1時間00分15秒754 野坂 秀士148 のさか ひでし 鳥取県

1時間00分22秒655 岡本 学203 おかもと まなぶ 岡山県

1時間00分29秒656 齋藤 忠昭232 さいとう ただあき 兵庫県

1時間00分30秒857 影山 太一152 かげやま たいち 鳥取県

1時間00分41秒258 入江 洋司165 いりえ ひろし 鳥取県

1時間00分41秒759 田中 晶子107 たなか あきこ 鳥取県

1時間00分42秒260 柴垣 純子126 しばがき すみこ 兵庫県

1時間01分01秒361 宮崎 寛212 みやざき ひろし 京都府

1時間01分02秒162 上田 勝205 うえだ まさる 島根県

1時間01分17秒963 国須 信一155 くにす しんいち 島根県

1時間02分44秒564 有田 憲司180 ありた けんじ 鳥取県

1時間03分05秒365 福岡 和博206 ふくおか かずひろ 鳥取県

1時間04分03秒066 秋草 栄治175 あきぐさ えいじ 鳥取県

1時間04分11秒967 村田 克彦161 むらた かつひこ 鳥取県

1時間04分13秒268 稲田 佳朗213 いなた よしろう 島根県

1時間04分16秒569 高城 力也177 たかぎ りきや 愛知県

1時間04分22秒270 昌子 一郎234 ｼｮｳｼﾞ ｲﾁﾛｳ 島根県

1時間04分55秒671 小橋 英明200 こばし ひであき 鳥取県

1時間05分20秒772 西垣 拓也163 にしがき たくや 大阪府

1時間05分50秒273 村上 昭夫181 むらかみ あきお 鳥取県

1時間05分54秒574 山中 良典150 やまなか よしのり 鳥取県

1時間06分03秒075 藤原 誠144 ふじはら まこと 島根県

1時間06分05秒676 鍋山 崇人176 なべやま たかと 大阪府

1時間06分09秒477 西村 元宏188 にしむら もとひろ 島根県

1時間06分20秒078 東條 秀敏136 とうじょう ひでとし 群馬県

1時間06分31秒079 百田 淳之介168 ももた じゅんのすけ 広島県

1時間06分54秒580 清水 和子112 しみず かずこ 鳥取県

1時間06分59秒581 影井 利成190 かげい としなり 鳥取県

1時間07分07秒282 高橋 秀美214 たかはし ひでみ 兵庫県

1時間07分33秒183 倉繁 良文216 くらしげ よしふみ 鳥取県

1時間07分45秒984 木村 将一郎162 きむら しょういちろう 島根県

1時間07分56秒385 小林 健209 こばやし けん 兵庫県

1時間08分06秒386 藤江 美男207 ふじえ よしお 島根県

1時間08分13秒487 中島 晃亮227 なかじま あきら 鳥取県

1時間08分13秒688 田中 博子127 たなか ひろこ 島根県

1時間08分34秒489 廣江 すみれ115 ひろえ すみれ 鳥取県

1時間09分01秒090 小巌 香織114 こいわ かおり 鳥取県

1時間09分02秒091 鷲見 信英195 すみ のぶひで 広島県

1時間09分02秒492 中藤 昌子125 なかとう まさこ 岡山県

1時間09分03秒793 用松 修224 もちまつ おさむ 兵庫県

1時間10分06秒294 難波 佐知子104 なんば さちこ 岡山県

1時間12分09秒495 田川 賢141 たがわ けん 島根県

1時間12分14秒996 稲村 範子121 いなむら のりこ 岡山県

1時間12分26秒597 松本 圭可102 まつもと けいか 岡山県

1時間12分28秒698 草野 崇一219 くさの しゅういち 香川県

1時間12分39秒999 山本 里子118 やまもと さとこ 島根県

1時間13分28秒6100 浜田 勝義157 はまだ かつよし 鳥取県
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1時間13分42秒0101 石田 明子119 いしだ あきこ 鳥取県

1時間13分51秒7102 田辺 妙子122 たなべ たえこ 鳥取県

1時間13分58秒7103 力石 緑105 ちからいし みどり 広島県

1時間14分20秒9104 木村 靖220 きむら やすし 鳥取県

1時間15分01秒9105 戸田 尚義193 とだ なおよし 静岡県

1時間15分04秒5106 本常 良孝185 もとつね よしたか 鳥取県

1時間15分04秒8107 小林 泰朗201 こばやし たいろう 鳥取県

1時間15分57秒0108 陶山 隆史143 すやま たかし 島根県

1時間16分41秒3109 横田 一雄225 よこた かずお 広島県

1時間16分59秒3110 鶴見 聰223 つるみ さとし 東京都

1時間17分11秒3111 大西 則男166 おおにし のりお 鳥取県

1時間17分36秒0112 角田 昭典228 つのだ あきのり 鳥取県

1時間17分40秒6113 中村 優子108 なかむら ゆうこ 鳥取県

1時間18分04秒7114 和田 俊介147 わだ しゅんすけ 鳥取県

1時間18分59秒7115 藤本 幸博182 フジモト ユキヒロ 大阪府

1時間19分09秒4116 金本 美有紀120 かねもと みゆき 広島県

1時間19分24秒5117 北村 靖二197 きたむら やすじ 鳥取県

1時間21分22秒4118 元家 孝治171 もといえ たかはる 岡山県

1時間21分55秒9119 岡崎 伸介187 おかざき しんすけ 鳥取県

1時間23分51秒4120 大森 圭178 おおもり けい 鳥取県

1時間24分16秒6121 永見 陽平145 ながみ ようへい 鳥取県

1時間24分18秒3122 木村 宗133 きむら そう 鳥取県

1時間24分38秒4123 山崎 大輔184 やまさき だいすけ 鳥取県

1時間32分20秒5124 松田 佳恵111 まつだ かえ 島根県

1時間42分36秒4125 松本 一生217 まつもと かずお 鳥取県
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