
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ男子　29歳以下
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 10:30:00

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10分57秒1 田村 友希2034 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ

1時間17分34秒2 三好　泰生2001 下関市立大学ﾐﾖｼﾀｲｾｲ

1時間18分01秒3 井阪 謙太2003 ｲｻｶ ｹﾝﾀ

1時間18分11秒4 槇 博隆2047 香川ＲＣ遊ﾏｷ ﾋﾛﾀｶ

1時間23分11秒5 野中 健史2037 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ

1時間23分54秒6 竹下 航太郎2032 大洲体協ﾀｹｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ

1時間25分32秒7 井上 裕貴2006 高知FRCｲﾉｳｴ ﾕｳｷ

1時間26分16秒8 高橋 直人2030 HMRUNﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ

1時間29分56秒9 髙橋 健太2029 四国中央市陸協ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ

1時間40分46秒10 吉良 亘平5003 Runtasticｷﾗ ｺｳﾍｲ

1時間42分34秒11 大塚 学2011 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾌﾞ

1時間44分48秒12 宮内 馨一朗2052 ﾐﾔｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間44分52秒13 古川 和樹2041 ＪＡえひめ中央ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ

1時間45分49秒14 二宮 大知2036 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ

1時間49分02秒15 崎野 哲也2023 ｻｷﾉ ﾃﾂﾔ

1時間49分35秒16 清水 亮芳2024 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾖｼ

1時間50分50秒17 宮川 知大2054 宇和島消防ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間52分16秒18 三好 康太2057 鎌野病院ﾐﾖｼ ｺｳﾀ

1時間52分43秒19 三宅 智基2055 SCPCﾐﾔｹ ﾄｼｷ

1時間55分26秒20 善家 裕2026 ｾﾞﾝｹ ﾕｳ

1時間55分35秒21 大石 直人2010 日本国ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ

1時間56分32秒22 黒田  晋一郎2019 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間58分01秒23 松崎 寛史2048 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼ

1時間58分35秒24 井上 智博2005 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ

2時間00分18秒25 兵頭 樹2039 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾂｷ

2時間01分38秒26 一井 海人2004 ｲﾁｲ ｶｲﾄ

2時間01分38秒27 玉井 智也2033 ＳＯＮ・愛媛ﾀﾏｲ ﾄﾓﾔ

2時間02分19秒28 堀内 勇馬2046 伊方のどぶ鼠ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾏ

2時間02分38秒29 不破 和隆2043 ＦＫﾌﾜ ｶｽﾞﾀｶ

2時間03分12秒30 仙波 勝2027 株式会社カネシロｾﾝﾊﾞ ﾏｻﾙ

2時間04分29秒31 神岡 良助2025 ｼﾞﾝｵｶ ﾘｮｳｽｹ

2時間05分15秒32 高田 凌佑2028 愛媛大学陸上競技部OBﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ

2時間07分45秒33 源 浩輔2051 愛媛大学ﾐﾅﾓﾄ ｺｳｽｹ

2時間08分42秒34 小倉 凌2014 小倉精工社ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳ

2時間09分20秒35 小林 夢翔2022 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

2時間10分37秒36 御手洗 千代治2050 ﾐﾀﾗｲ ﾁﾖｼﾞ

2時間11分09秒37 大森 元樹2012 ｵｵﾓﾘ ﾓﾄｷ

2時間11分25秒38 兵頭 弘教2040 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

2時間12分47秒39 今井 拳斗2007 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ

2時間18分06秒40 宮脇 渉2056 ﾐﾔﾜｷ ﾜﾀﾙ

2時間18分06秒41 不破 直人2045 武装ﾌﾜ ﾅｵﾄ

2時間18分28秒42 林 矩2038 ﾊﾔｼ ﾉﾘ

2時間19分02秒43 森本 翔映5001 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｴｲ

2時間19分54秒44 沖野 健治2013 HRCｵｷﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間20分04秒45 吉見 広明2063 グリーンヒルﾖｼﾐ ﾋﾛｱｷ

2時間22分41秒46 矢野 広樹2061 ﾔﾉ ﾋﾛｷ

2時間24分58秒47 河内 康訓2020 ｺｳﾁ ﾔｽﾉﾘ

2時間25分54秒48 加藤 大志2016 ｶﾄｳ ﾀｲｼ

2時間27分24秒49 和田 隆志2064 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間29分50秒50 小玉 康輝2021 ｺﾀﾞﾏ ﾔｽﾃﾙ
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2時間34分00秒51 三瀬 快麻2049 ﾐｾ ｶｲﾏ

2時間39分20秒52 森内 力也2059 ﾓﾘｳﾁ ﾘｷﾔ

2時間45分50秒53 元親 恵洋2058 野村学園ﾓﾄﾁｶ ﾖｼﾋﾛ

2時間54分59秒54 古本 太希2042 徳島大学病院ﾌﾙﾓﾄ ﾀｲｷ

2時間55分57秒55 不破 達也2044 T.Fﾌﾜ ﾀﾂﾔ
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