
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ男子　30歳代
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 11:00:00

会場: 乙亥会館

主催: 四国せいよ朝霧湖マラソン実行委員会

33分19秒1 山﨑 竹丸361 まるランニングクラブﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ

35分21秒2 本田 峻一346 松前体協ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

36分16秒3 武方 慎也331 新居浜楽走会ﾀｹｶﾀ ｼﾝﾔ

37分45秒4 大野 航313 吉田浜クラブｵｵﾉ ﾜﾀﾙ

38分00秒5 角藤 和也315 ｶｸﾄｳ ｶｽﾞﾔ

38分04秒6 大森 健314 香川RC遊ｵｵﾓﾘ ﾀｹｼ

38分22秒7 城戸 康志317 ｷﾄﾞ ｺｳｼﾞ

38分32秒8 山岡 隆典360 アイス部ﾔﾏｵｶ ﾀｶﾉﾘ

39分09秒9 山本 直人364 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ

39分15秒10 一野 智306 ｲﾁﾉ ｻﾄｼ

39分30秒11 清家 規生327 ｾｲｹ ﾉﾘｵ

41分49秒12 早瀬 祐樹339 株チャレﾊﾔｾ ﾕｳｷ

42分46秒13 盛重 貴大356 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ

45分51秒14 藤川 亮342 エナジー・ワンﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

46分07秒15 秋山 亮介302 新居浜市役所ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ

46分46秒16 加藤 宏明316 藤村石油ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ

48分08秒17 村上 恵洋355 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾋﾛ

48分22秒18 関 政幸328 三豊市体協ｾｷ ﾏｻﾕｷ

48分24秒19 上甲 大河324 Joo’s.famｼﾞｮｳｺｳ ﾀｲｶﾞ

48分37秒20 大野 淳312 西条市役所ＲＣｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ

50分32秒21 小山 智宏319 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

50分42秒22 納田 正敏336 チーム板野郡ﾉｳﾀﾞ ﾏｻﾄｼ

50分54秒23 水口 達也352 ﾐﾅｸﾁ ﾀﾂﾔ

52分33秒24 山本 誠365 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

52分53秒25 戸井田 典334 カローラ愛媛ﾄｲﾀ ﾂｶｻ

53分11秒26 戸嶋 軍335 ﾄｼﾏ ｽｽﾑ

53分27秒27 高岡 潤329 友朋会ﾀｶｵｶ ｼﾞｭﾝ

53分41秒28 柳原　孝紀301 ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾀｶﾉﾘ

56分08秒29 泉 秀紀304 ｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ

56分44秒30 井出 智文307 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ

57分08秒31 畠中 祐338 松山募集案内所ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳ

58分04秒32 二神 規通345 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾉﾘﾐﾁ

58分08秒33 渡部 裕人368 渡部味噌醤油店ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

58分16秒34 渡部 嘉之369 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

58分23秒35 松浦 祐二348 Ｃａｆｅ青山ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｼﾞ

58分45秒36 宮本 将平354 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

59分17秒37 清水 保行323 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾕｷ

59分59秒38 皆川 直也351 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾔ

1時間00分54秒39 兵頭 潤一341 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間02分37秒40 松浦 一真347 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾏ

1時間02分41秒41 松本 靖央350 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｵ

1時間04分22秒42 三好 泰弘358 一番町珍走団ﾔｽﾋﾛ ﾔｽﾋﾛ

1時間06分01秒43 佐々木 将彦320 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ

1時間06分15秒44 須藤 佳326 ｽﾄﾞｳ ｹｲ

1時間07分15秒45 松本 洋349 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間08分29秒46 吉井 孝徳366 ﾖｼｲ ﾀｶﾉﾘ

1時間08分43秒47 清水 俊行322 四国がんセンターｼﾐｽﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間08分56秒48 田中 聡332 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

1時間09分40秒49 八木 啓仁357 ﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾄ

1時間10分25秒50 氏原 知哉310 ｳｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ
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1時間10分45秒51 嶋田 雄一郎321 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間12分41秒52 高橋 勇視330 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ

1時間12分49秒53 藤原 陽平344 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳﾍｲ

1時間14分08秒54 玉井 良憲333 ﾀﾏｲ ﾖｼﾉﾘ

1時間16分07秒55 泉田 新吾305 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間19分22秒56 白形 真325 ｼﾗｶﾀ ﾏｺﾄ

1時間22分54秒57 渡邊 裕之367 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間22分56秒58 山中 栄治362 ﾔﾏﾅｶ ｴｲｼﾞ

1時間25分58秒59 三宅 京平353 ﾐﾔｹ ｷｮｳﾍｲ

1時間42分12秒60 久田 圭亮340 BRIﾋｻﾀﾞ ｹｲｽｹ
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