
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ男子　50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

38分37秒1 益田 五郎979 宇和島陸協ﾏｽﾀﾞ ｺﾞﾛｳ

39分32秒2 佐伯 正義938 テイジンｻｲｷ ﾏｻﾖｼ

39分33秒3 大野 正貴916 高知市役所ｵｵﾉ ﾏｻﾀｶ

42分54秒4 塩見 隆司944 Qランナーズｼｵﾐ ﾀｶｼ

42分56秒5 伊与田 聖司912 ｲﾖﾀﾞ ｾｲｼﾞ

43分00秒6 長井 弘幸963 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ

44分10秒7 谷口 徳広960 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾛ

45分08秒8 今津 豊生911 宇和島陸協ｲﾏﾂﾞ ﾄﾖｷ

45分42秒9 仙波 浩951 松山マスターズｾﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ

46分32秒10 菅原 敬文948 SCCマラソンｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾌﾐ

47分53秒11 佐田 浩一942 ｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ

47分55秒12 福田 洋介974 ネバーランドﾌｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ

48分23秒13 矢野 明984 KONAMIﾔﾉ ｱｷﾗ

49分40秒14 藤原 寿照977 SPEED junkiesＭRTﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾃﾙ

49分55秒15 日浦 高志971 ﾋｳﾗ ﾀｶｼ

50分01秒16 吉田 薫990 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ

50分47秒17 安川 良弘983 Ehimebaseballﾔｽｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

50分51秒18 香川 晃彦922 ｶｶﾞﾜ ﾃﾙﾋｺ

51分17秒19 入舟 秀三913 ｲﾘﾌﾈ ﾋﾃﾞﾐ

51分21秒20 藤田 隆弘976 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

53分14秒21 野間 俊男968 アズサスポーツﾉﾏ ﾄｼｵ

53分16秒22 田中 伸一959 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ

53分19秒23 中山 真也966 バクラン伊予市ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾔ

53分55秒24 市川 和夫907 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｵ

54分30秒25 田所 映夫958 田所釣具店ﾀﾄﾞｺﾛ ｱｷｵ

54分32秒26 高原 茂幸953 ﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ

54分45秒27 友澤 浩之962 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

54分47秒28 井上 賢二909 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ

58分08秒29 太宰 俊明957 宇和島市三間町ﾀﾞｻﾞｲ ﾄｼｱｷ

58分12秒30 武田 誠一郎955 ぷらいどﾀｹﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ

58分15秒31 忽那 賢一郎932 ｸﾂﾅ ｹﾝｲﾁﾛｳ

58分26秒32 宮瀬 弘吉980 内子町ﾐﾔｾ ｺｳｷﾁ

58分54秒33 近藤 紀明937 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｱｷ

59分08秒34 冨士枝 浩975 冨士枝塾ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

59分14秒35 平林 祐一973 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ

59分19秒36 曽我部 靖952 チームNoroiｿｶﾞﾍﾞ ﾔｽｼ

59分36秒37 亀岡 玄良993 有限会社　亀岡モータースｶﾒｵｶ ﾊﾙﾖｼ

59分39秒38 正岡 彰雄978 ﾏｻｵｶ ｱｷｵ

59分42秒39 木下 金則930 川上小太郎走ろう会ｷﾉｼﾀ ｶﾈﾉﾘ

59分48秒40 渡部　孝903 ﾜﾀﾍﾞﾀｶｼ

1時間00分21秒41 下石 雅樹946 ｼﾓｲｼ ﾏｻｷ

1時間00分42秒42 重松 嘉胤945 ゆるRUNｼｹﾞﾏﾂ ﾖｼﾂｸﾞ

1時間01分03秒43 糸川 敬三908 (株)BIKENｲﾄｶﾞﾜ ｹｲｿﾞｳ

1時間02分49秒44 岩本 功一914 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ

1時間03分10秒45 下坂 浩947 ｼﾓｻｶ ﾋﾛｼ

1時間03分13秒46 長谷川 旬969 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

1時間03分27秒47 生玉 理906 バンバンクラブｲｸﾀﾏ ｵｻﾑ

1時間03分46秒48 加藤 雅彦925 我楽多会ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間04分00秒49 武智 俊和956 ﾀｹﾁ ﾄｼｶｽﾞ

1時間04分16秒50 合田 史彦933 ファイトマンｺﾞｳﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ
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- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ男子　50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

1時間04分36秒51 久次米 久夫931 クジメグループｸｼﾞﾒ ﾋｻｵ

1時間04分44秒52 佐久間 和久941 ｻｸﾏ ｶｽﾞﾋｻ

1時間05分26秒53 片岡 博幸924 チーム千草ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間05分53秒54 小笠原 準917 チーム自立支援ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間06分05秒55 狩郷 秀毅927 株式会社ヒカリｶﾘｺﾞｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間06分19秒56 小笠原 毅918 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹｼ

1時間07分00秒57 吉岡 秀仁989 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾋﾄ

1時間07分53秒58 矢野 兼次986 ﾔﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間07分54秒59 帽子　幸隆902 ﾎﾞｳｼﾕｷﾀｶ

1時間08分02秒60 後藤 正936 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ

1時間08分20秒61 五十嵐 良彦905 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾋｺ

1時間08分38秒62 河野 通明935 愛媛陸協ｺｳﾉ ﾐﾁｱｷ

1時間08分49秒63 河邉 浩司929 愛媛自動車学校ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛｼ

1時間09分11秒64 真田 優一943 さなだクリニックｻﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間09分35秒65 梶原 伝923 松山市ｶｼﾞﾜﾗ ﾂﾀｴ

1時間10分42秒66 浜川 博和970 菊間太鼓鼓菊連ﾊﾏｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間11分15秒67 須之内 泰二950 ｽﾉｳﾁ ﾀｲｼﾞ

1時間11分41秒68 岡本 学920 ｵｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

1時間12分04秒69 谷村 春一961 ﾀﾆﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ

1時間13分01秒70 齊藤 正939 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ

1時間14分15秒71 河野 秀隆934 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間14分43秒72 東田 恒972 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾋｻｼ

1時間15分57秒73 山下 光一988 南伊予体育会ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ

1時間18分21秒74 戒田 隆志921 ダイキアクシスｶｲﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間18分30秒75 西村 一郎967 屈走会ﾆｼﾑﾗ ｲﾁﾛｳ

1時間18分50秒76 三好 堅司981 ﾐﾖｼ ｹﾝｼﾞ

1時間19分47秒77 米澤 龍治991 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

1時間19分48秒78 山内 昌彦987 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋｺ

1時間21分08秒79 中村 典久965 四国アルフレッサ(株)ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ

1時間23分00秒80 亀井 慎太郎926 ｶﾒｲ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間23分12秒81 岡田 眞一郎919 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間23分21秒82 大塚 伸之915 ｵｵﾂｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間24分16秒83 秋津 守904 ＳＮＥＴＲＣｱｷﾂ ﾏﾓﾙ

1時間25分15秒84 矢野 勇985 ﾔﾉ ｲｻﾑ

1時間29分30秒85 河合 康徳928 ｶﾜｲ ﾔｽﾉﾘ

1時間34分24秒86 坂上 貴信940 ｻｶｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ

1時間40分44秒87 武井 伸一954 ﾀｹｲ ｼﾝｲﾁ
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