
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ男子　60歳以上
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

39分55秒1 牟禮 賢一1176 香川RC遊ﾑﾚ ｹﾝｲﾁ

44分40秒2 山本 一雄1189 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ

46分44秒3 宇都宮俊雄1112 石井体協ｳﾂﾉﾐﾔﾄｼｵ

47分29秒4 梶原 良則1134 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾉﾘ

47分45秒5 宮内 静明1174 ﾐﾔｳﾁ ｼｽﾞｱｷ

47分53秒6 境 正三1146 ｻｶｲ ﾏｻﾐ

48分04秒7 浜岡 貢1165 大西クラブﾊﾏｵｶ ﾐﾂｸﾞ

50分35秒8 土屋 和宏1157 はっぴーずﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

51分20秒9 池田 世治1122 ｲｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ

51分28秒10 山﨑 康平1185 まるランニングクラブﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ

52分30秒11 政森 啓三1171 ﾏｻﾓﾘ ｹｲｿﾞｳ

53分30秒12 河野 英徳1143 愛山城温ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

53分37秒13 神野 健一郎1150 ｼﾞﾝﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ

53分43秒14 横田 潔1191 愛媛県庁遊走会ﾖｺﾀ ｷﾖｼ

56分13秒15 阿部 芳信1119 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

56分16秒16 村上　　東1199 ﾑﾗｶﾐｱｽﾞﾏ

57分00秒17 西村　三郎1110 ﾆｼﾑﾗｻﾌﾞﾛｳ

57分15秒18 西尾　秀夫1109 ﾆｼｵﾋﾃﾞｵ

57分38秒19 三宅 健司1175 チームＴﾐﾔｹ ｹﾝｼﾞ

58分08秒20 祖母井 良明1125 亀岡モータースｳﾊﾞｶﾞｲ ﾖｼｱｷ

58分09秒21 矢野 光太郎1181 ﾔﾉ ｺｳﾀﾛｳ

58分16秒22 武智 正典1154 ﾀｹﾁ ﾏｻﾉﾘ

58分55秒23 梶田 高弘1133 ｶｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

58分57秒24 岡田 拡幸1130 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

59分04秒25 福井 敏夫1169 ﾌｸｲ ﾄｼｵ

59分35秒26 菊野 睦彦1139 内子走友会ｷｸﾉ ﾑﾂﾋｺ

1時間00分50秒27 大野 福徳1128 ｵｵﾉ ﾌｸﾉﾘ

1時間01分30秒28 松家　裕1105 ﾏﾂｲｴﾕﾀｶ

1時間01分43秒29 森本 泰光1178 なしﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾃﾙ

1時間01分46秒30 菅 恒彦1138 大西クラブｶﾝ ﾂﾈﾋｺ

1時間02分04秒31 佐伯 紀之1145 ｻｲｷ ﾉﾘﾕｷ

1時間03分39秒32 合田 司1142 フイッタ川之江、ｺﾞｳﾀﾞ ﾂｶｻ

1時間03分55秒33 沖 勇一1132 加枝走ろう会ｵｷ ﾕｳｲﾁ

1時間04分09秒34 橘 　誠一1111 気楽に走ろう会ﾀﾁﾊﾞﾅ ｾｲｲﾁ

1時間05分19秒35 渡部 光治1192 久米ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ

1時間06分00秒36 山本 洋一1190 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

1時間06分06秒37 大政 敏夫1129 ｵｵﾏｻ ﾄｼｵ

1時間06分27秒38 島原 吉之1147 らくれんｼﾏﾊﾞﾗ ﾖｼﾕｷ

1時間06分42秒39 上野 義勝1124 元気ひろたｳｴﾉ ﾖｼｶﾂ

1時間06分44秒40 樋高 嘉治1167 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ

1時間06分49秒41 浜川　時則1115 きくやﾊﾏｶﾜﾄｷﾉﾘ

1時間06分50秒42 高瀬 満伸1202 十和ランナーズﾀｶｾ ﾐﾂﾉﾌﾞ

1時間07分07秒43 武内 栄一1153 ﾀｹｳﾁ ｴｲｲﾁ

1時間07分33秒44 片岡 隆1135 ｶﾀｵｶ ﾀｶｼ

1時間07分43秒45 三棟 正勝1173 松山西ライオンズクラブﾐﾂﾑﾈ ﾏｻｶﾂ

1時間08分50秒46 忽那　忠昭1106 大西クラブｸﾂﾅﾀﾀﾞｱｷ

1時間08分59秒47 長谷川 博俊1164 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄｼ

1時間09分00秒48 西山雄々志1101 倉敷RCﾆｼﾔﾏｵｵｼ

1時間09分22秒49 柳澤 昌純1179 松山楽走クラブﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｽﾞﾐ

1時間09分23秒50 中村 光仁1160 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾄ
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- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ男子　60歳以上
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09分44秒51 橋本 隆博1163 無しﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間09分59秒52 山岡 峰生1182 ﾔﾏｵｶ ﾐﾈｵ

1時間10分34秒53 近藤 雅臣1144 ツクイ松山土居田ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵﾐ

1時間11分15秒54 高岡　秀雄1116 ﾀｶｵｶﾋﾃﾞｵ

1時間11分18秒55 山下 健二1187 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間11分21秒56 高橋　正弘1107 ﾀｶﾊｼﾏｻﾋﾛ

1時間12分46秒57 大野 昇二1127 ｵｵﾉ ｼｮｳｼﾞ

1時間13分17秒58 橡木　砂雄1103 ﾄﾁｷﾞｽﾅｵ

1時間13分26秒59 戸田　昭夫1104 ﾄﾀﾞｱｷｵ

1時間13分56秒60 栗原 治1141 ほのぼのクラブｸﾘﾊﾗ ｵｻﾑ

1時間14分44秒61 小野山成剛1102 倉敷RCｵﾉﾔﾏｾｲｺﾞｳ

1時間15分37秒62 山口 寛1184 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間16分05秒63 石川 英二1123 ｲｼｶﾜ ｴｲｼﾞ

1時間17分38秒64 岡本 真行1131 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間17分44秒65 平岡 正志1168 伊予市体協ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ

1時間17分51秒66 菅原守雄1114 ｽｶﾞﾜﾗ

1時間18分02秒67 渡部 孝智1193 渡部味噌醤油店ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ

1時間18分53秒68 山澤 直次1186 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾅｵｼﾞ

1時間21分10秒69 飯尾 勝一1121 ふじ保育園ｲｲｵ ｶﾂｲﾁ

1時間21分30秒70 渡部 知彦1194 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋｺ

1時間21分35秒71 寺尾 達也1159 ﾃﾗｵ ﾀﾂﾔ

1時間21分41秒72 高岡 哲男1151 ﾀｶｵｶ ﾃﾂｵ

1時間22分48秒73 成見 一二三1161 ﾅﾙﾐ ﾋﾌﾐ

1時間23分27秒74 森 好博1177 Team0ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ

1時間23分44秒75 川野 廣明1137 ｶﾜﾉ ﾋﾛｱｷ

1時間24分27秒76 山本 栄治1188 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ

1時間25分29秒77 朝雲 学人1117 ｱｻｸﾞﾓ ﾐﾁﾄ

1時間25分56秒78 阿部 正己1118 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐ

1時間29分49秒79 津野 有一1158 ﾂﾉ ﾕｳｲﾁ

1時間32分30秒80 浦川 武之1126 浦川鍼灸治療院ｳﾗｶﾜ ﾀｹｼ

1時間32分39秒81 白尾　清司1196 ｼﾗｵｷﾖｼ

1時間34分28秒82 山口 郁二1183 カトウﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｼﾞ

1時間37分18秒83 加納 健二1136 ｶﾉｳ ｹﾝｼﾞ

1時間37分42秒84 寺山　孝男1195 （有）愛自動車ﾃﾗﾔﾏﾀｶｵ

1時間42分38秒85 小澤　七郎1108 ｵｻﾞﾜﾋﾁﾛｳ

1時間44分34秒86 森脇　照文1198 新居浜楽走会ﾓﾘﾜｷﾃﾙﾌﾐ

1時間57分44秒87 窪地 稔1140 ｸﾎﾞﾁ ﾐﾉﾙ

2時間00分59秒88 山本　幹生1201 ﾔﾏﾓﾄﾐｷｵ
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