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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

37分55秒1 次家 洋明572 スト―ム陸上部ﾂｸﾞｲｴ ﾋﾛｱｷ

38分34秒2 矢野 博和617 木山道場ﾔﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

38分44秒3 寺林 晃574 西京高等師範学校ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

38分47秒4 阪中 洋552 ｻｶﾅｶ ﾋﾛｼ

38分53秒5 有田 洋二512 ｱﾘﾀ ﾖｳｼﾞ

38分56秒6 舛形 勲598 おやつ日和ﾏｽｶﾞﾀ ｲｻｵ

39分08秒7 宮内 康博611 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾋﾛ

39分10秒8 大前 宏彰528 香川トヨタｵｵﾏｴ ﾋﾛｱｷ

39分43秒9 丁野 知憲571 まるランニングクラブﾁｮｳﾉ ﾄﾓﾉﾘ

41分10秒10 佐伯　寿典504 酉年会ｻｴｷﾋｻﾉﾘ

41分17秒11 池田 剛515 宇和島陸協ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ

41分21秒12 菊池 貴洋538 おいもにゃんこｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ

42分23秒13 平井　義人502 ﾋﾗｲﾖｼﾄM

42分47秒14 市川 隆則518 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾉﾘ

42分51秒15 木谷 治539 ｷﾀﾆ ｵｻﾑ

43分12秒16 村田 元貴614 ﾑﾗﾀ ﾓﾄｷ

43分20秒17 末広 豊557 吉田浜クラブｽｴﾋﾛ ﾕﾀｶ

45分00秒18 程野 芳光596 八幡浜市図書館ﾎﾄﾞﾉ ﾖｼﾐﾂ

45分15秒19 前田 耕司597 白菊園ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ

45分24秒20 西出 憲史586 SCCﾆｼﾃﾞ ﾉﾘﾌﾐ

47分16秒21 佐伯 弘志550 ヤキトリメイツｻｲｷ ﾋﾛｼ

47分22秒22 定成 裕一554 ｻﾀﾞﾅﾘ ﾕｳｲﾁ

47分22秒23 永見 玲581 株式会社ヒカリﾅｶﾞﾐ ﾚｲ

49分22秒24 浮村 祐政525 ｳｷﾑﾗ ﾋﾛﾏｻ

49分50秒25 竹内 義幸563 西条市役所RCﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ

50分48秒26 大久保 友弘527 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ

51分02秒27 梅崎 誠二526 ｳﾒｻﾞｷ ｾｲｼﾞ

52分00秒28 小野 剛史529 小野家ｵﾉ ﾂﾖｼ

52分11秒29 篠原 徹555 麦わらの一味ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ

52分26秒30 真鍋 彰良607 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

52分27秒31 村上 征士郎613 ﾑﾗｶﾐ ｾｲｼﾛｳ

52分34秒32 福島 大伯592 三原薬品株式会社ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ

53分20秒33 森 晃一615 エナジー・ワンﾓﾘ ｱｷﾋﾄ

53分41秒34 上岡 義樹524 ＳＫＣｳｴｵｶ ﾖｼｷ

53分45秒35 其田 大士561 ｿﾉﾀﾞ ﾀｲｼ

53分48秒36 日和佐 慶太590 東予陸上クラブﾋﾜｻ ｹｲﾀ

54分13秒37 川添 大一郎535 ｶﾜｿﾞｴ ﾀﾞｲｲﾁﾛｳ

55分09秒38 浅本 圭一511 ｱｻﾓﾄ ｹｲｲﾁ

55分16秒39 福田 亮593 デビルス蘭クラブﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ

55分29秒40 清水 篤志556 西予市立田之筋小学校ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ

55分36秒41 黒田 昌利543 八幡浜市役所ＲＣｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄｼ

55分42秒42 松比良 圭605 ﾏﾂﾋﾗ ｹｲ

55分46秒43 篠原 重樹503 エディオンｼﾉﾊﾗ ｼｹﾞｷ

55分54秒44 深水 恭太郎591 グリームヘアﾌｶﾐ ｷｮｳﾀﾛｳ

56分12秒45 中川 暁579 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾞｮｳ

56分28秒46 黒光 敦史544 ｸﾛﾐﾂ ｱﾂｼ

56分40秒47 曽我部 雅章560 新居浜市ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｻｱｷ

57分14秒48 河野 幹寛545 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ

57分54秒49 谷尾 善弘569 ﾀﾆｵ ﾖｼﾋﾛ

58分27秒50 古用　智彦508 野村学園ﾌﾙﾓﾁﾄﾓﾋｺ
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58分42秒51 橋田 真治587 ＦＣエンみのﾊｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

59分04秒52 土居　裕幸506 野村学園ﾄﾞｲﾋﾛﾕｷ

59分05秒53 福田　健志507 野村学園ﾌｸﾀﾞｹﾝｼ

1時間00分04秒54 寺田 岳人573 松山市ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾄ

1時間00分12秒55 河野 祐一546 ｺｳﾉ ﾕｳｲﾁ

1時間00分32秒56 矢吹 隆広618 （社）如水会ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間01分19秒57 樋口 博史589 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間01分56秒58 梶田 晋一郎531 ｶｼﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間02分09秒59 井上 英樹522 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｷ

1時間02分21秒60 菊池 一豊537 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾄﾖ

1時間02分26秒61 東堂 信夫575 ﾄｳﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ

1時間02分50秒62 柿本 榮太郎530 ｶｷﾓﾄ ｴｲﾀﾛｳ

1時間02分58秒63 横井 繁620 一番町珍走団ﾖｺｲ ｼｹﾞﾙ

1時間03分02秒64 竹田 哲也564 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間03分29秒65 和泉 禎眞516 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾏｻ

1時間03分34秒66 伊藤 正人520 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間04分10秒67 三瀬 真樹608 ﾐｾ ﾏｻｷ

1時間04分36秒68 渡辺 徹621 デビルス蘭倶楽部ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ

1時間04分38秒69 松野 好眞604 八幡浜市役所ﾏﾂﾉ ﾖｼﾏｻ

1時間05分21秒70 井住　洋二505 ｲｽﾞﾐﾖｳｼﾞ

1時間05分33秒71 山本 公二619 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間06分29秒72 河村 浩二536 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間06分51秒73 松下 和彦601 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋｺ

1時間06分52秒74 住吉 智則558 ｽﾐﾖｼ ﾄﾓﾉﾘ

1時間07分21秒75 鍋田 和範584 ﾅﾍﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間07分22秒76 高井 茂562 ﾀｶｲ ｼｹﾞﾙ

1時間07分35秒77 有光 敏博513 ｱﾘﾐﾂ ﾄｼﾋﾛ

1時間07分48秒78 WIJENAYAKA SANJEEWA523 ｳｨｼﾞｪﾅﾔｶ ｻﾝｼﾞｰﾜ

1時間08分42秒79 門屋 晃二532 ｶﾄﾞﾔ ｺｳｼﾞ

1時間08分49秒80 高木　裕次501 ﾀｶｷﾞﾕｳｼﾞ

1時間08分54秒81 松尾 憲司599 NRCﾏﾂｵ ｹﾝｼﾞ

1時間09分06秒82 窪田 安真540 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ

1時間09分17秒83 近藤 忠大549 近藤フキ商店ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ

1時間09分54秒84 竹本 英治565 ﾀｹﾓﾄ ｴｲｼﾞ

1時間09分59秒85 佐々木 正典553 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾘ

1時間10分22秒86 灘部 泰隆583 飛翔会ﾅﾀﾞﾍﾞ ﾔｽﾀｶ

1時間10分29秒87 稲垣 敏志521 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ

1時間10分43秒88 栗坂 真541 プアナナラ２３ｸﾘｻｶ ﾏｺﾄ

1時間10分46秒89 八束 厚志616 天領　二番町店ﾔﾂﾂﾞｶ ｱﾂｼ

1時間11分20秒90 藤本 邦弘594 Mistral.RTﾌｼﾞﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

1時間11分51秒91 橋本 豪588 明朗社ﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ

1時間12分00秒92 斉藤 純551 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

1時間12分27秒93 加納 裕一533 team APNTｶﾉｳ ﾕｳｲﾁ

1時間13分03秒94 後藤 寛幸548 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間13分33秒95 宮田 賢一612 ﾐﾔﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間13分39秒96 伊賀上 洋輔514 エナジー・ワンｲｶﾞｳｴ ﾖｳｽｹ

1時間14分19秒97 三谷　 武609 浦川鍼灸治療院ﾐﾀﾆ ﾀｹｼ

1時間16分33秒98 青田 祥信510 アキトマンｱｵﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間18分28秒99 伊藤 彰浩519 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ

1時間18分34秒100 徳田 修577 ﾄｸﾀﾞ ｵｻﾑ
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1時間19分27秒101 徳岡 宏一576 ﾄｸｵｶ ｺｳｲﾁ

1時間19分40秒102 田村 友貴570 ジオン公国ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ

1時間20分51秒103 亀岡 大樹534 ｶﾒｵｶ ﾋﾛｷ

1時間20分52秒104 西岡 功利585 だいきすいしつﾆｼｵｶ ｶﾂﾄｼ

1時間21分32秒105 栗村 剛542 ｸﾘﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間23分13秒106 古坂 直巳595 土地家屋調査士ﾌﾙｻｶ ﾅｵﾐ

1時間23分46秒107 田坂 嘉孝566 ﾀｻｶ ﾖｼﾀｶ

1時間23分50秒108 中矢 政和582 明朗社ﾅｶﾔ ﾏｻｶｽﾞ

1時間25分08秒109 皆見 和也610 ﾐﾅﾐ ｶﾂﾞﾔ

1時間28分45秒110 田中 英次568 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ

1時間30分22秒111 松並 直人603 ﾏﾂﾅﾐ ﾅｵﾄ

1時間37分02秒112 松木 淳也600 ﾏﾂｷﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
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