
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ男子　30歳代
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 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09分47秒1 井上 直紀2221 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ

1時間14分30秒2 山本 隼2384 Ryuowﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

1時間21分54秒3 渋口 達也2277 ｼﾌﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

1時間22分04秒4 渡部 周平2390 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間22分14秒5 濱田 聖也2334 高知市役所ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾔ

1時間22分41秒6 村上 裕樹2363 ＳＯＮ・愛媛ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ

1時間25分06秒7 久保内 幸彦2261 高知ＦＲＣｸﾎﾞｳﾁ ﾕｷﾋｺ

1時間25分47秒8 荊沢 貴之5007 THYﾊﾞﾗｻﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間26分18秒9 平井　 雄介2341 大洲中央病院ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ

1時間26分28秒10 松原 嘉貴2354 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ

1時間26分30秒11 高田 裕樹2291 ﾀｶﾀ ﾕｳｷ

1時間26分47秒12 堀本 貴史2348 ﾎﾘﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間27分14秒13 稲田 直紀2217 ｲﾅﾀﾞ ﾅｵﾉﾘ

1時間28分29秒14 大西 康輔2235 えひめRCｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ

1時間28分29秒15 土居 昌弘2309 今治アスリートクラブﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾛ

1時間29分00秒16 山村 祐児2383 宇和島陸協ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間29分21秒17 横田　翔2202 ﾖｺﾀｼｮｳ

1時間29分25秒18 谷 直樹2302 谷商店ﾀﾆ ﾅｵｷ

1時間29分28秒19 梶原 一哲2248 八幡浜体協ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間31分57秒20 一藤 忠史2212 伊予木材ｲﾁﾌｼﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間32分43秒21 伊藤 誠2215 佐川急便ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間32分45秒22 薬師寺 裕人2371 宇和島市吉田町ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳﾄ

1時間32分52秒23 三瀬 直人2358 ﾐｾ ﾅｵﾄ

1時間33分32秒24 川中 昭仁2254 ｶﾜﾅｶ ｱｷﾋﾄ

1時間33分49秒25 近藤 修平2268 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ

1時間34分54秒26 筒井 勇作2308 ﾂﾂｲ ﾕｳｻｸ

1時間35分00秒27 西川 友浩2321 合田青年団ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間35分26秒28 正木 宏典2350 石井体協ﾏｻｷ ﾋﾛﾉﾘ

1時間35分29秒29 隅田 知秀2285 伊予市ｽﾐﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

1時間35分29秒30 武智 聖典2296 伊予中ﾀｹﾁ ｷﾖﾉﾘ

1時間35分51秒31 津田 高啓2306 イシダスポーツクラブﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間35分56秒32 門田 大輔2250 ｶﾄﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間36分06秒33 和田 一郎2389 佐藤実病院ﾜﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間36分40秒34 大西 勝2237 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾙ

1時間37分00秒35 水田　 瑛一2356 ﾐｽﾞﾀ ｴｲｲﾁ

1時間37分06秒36 河野 博仁2265 しのはRUNSｺｳﾉ ﾋﾛﾋﾄ

1時間38分17秒37 中川 源輝2314 宇和島陸協ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｷ

1時間38分17秒38 尾木 優太2242 ｵｷﾞ ﾕｳﾀ

1時間38分32秒39 津田 充敏2307 新ドン屋ﾂﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ

1時間39分09秒40 元岡 勝2364 ﾓﾄｵｶ ﾏｻﾙ

1時間39分28秒41 山本 敬2386 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間39分35秒42 清水 智2278 光の村養護学校教員ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ

1時間40分00秒43 佐々木 剛2274 ぷらいどｻｻｷ ｺﾞｳ

1時間40分01秒44 赤松 亮2206 わがままジュリエットｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ

1時間40分03秒45 思田 亮2245 ｵﾓﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間42分00秒46 黒田 勝行2263 南海ドルフィンクラブｸﾛﾀﾞ ｶﾂﾕｷ

1時間42分10秒47 山中 洋栄2381 こーなんバレリーナﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾀｶ

1時間42分21秒48 大石 雅之2231 ｵｵｲｼ ﾏｻﾕｷ

1時間42分22秒49 玉井 和人2304 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾄ

1時間42分24秒50 藤原 敏宏2347 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ
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1時間42分47秒51 川村 貴史2255 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ

1時間43分03秒52 曾我部 慎也2288 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ

1時間43分06秒53 河田 裕也2253 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ

1時間43分15秒54 中野 茂2317 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾙ

1時間43分25秒55 吉川 匡希2388 市立大洲病院ﾖｼｶﾜ ﾏｻｷ

1時間43分26秒56 岡部 雄一2240 まるRCｵｶﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間43分47秒57 松岡 義弘2353 なしﾏﾂｵｶ ﾖｼﾋﾛ

1時間44分11秒58 笠井 誉久2246 ｶｻｲ ﾖｼﾋｻ

1時間44分21秒59 大中　賢2204 堅心クラブｵｵﾅｶｹﾝ

1時間45分09秒60 田中 道彦2301 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾋｺ

1時間45分09秒61 大谷 慶彦2234 伊方SRCｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋｺ

1時間46分10秒62 鈴木 瑠依2284 SATｽｽﾞｷ ﾙｲ

1時間46分37秒63 近藤 恭平2267 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾍｲ

1時間47分01秒64 福西 昌明2344 伊予ヶ丘ﾌｸﾆｼ ﾏｻｱｷ

1時間47分37秒65 兵頭 健太2340 サンエルホーム西条店ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

1時間47分53秒66 野町 周平2326 アローズﾉﾏﾁ ｼｭｳﾍｲ

1時間48分00秒67 越智 洋5006 四国森林管理局ｵﾁ ﾋﾛｼ

1時間49分22秒68 浦本 豪一郎2229 ｳﾗﾓﾄ ｺﾞｳｲﾁﾛｳ

1時間50分10秒69 水野 陽介2357 ﾐｽﾞﾉ ﾖｳｽｹ

1時間50分12秒70 徳田 貴之2311 Lico.ﾄｸﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間52分58秒71 山崎 邦夫2377 ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾆｵ

1時間54分24秒72 池田 幸謙2208 ｲｹﾀﾞ ｺｳｹﾝ

1時間54分57秒73 松本 康次郎2355 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間55分30秒74 今井　健2201 ｲﾏｲｹﾝ

1時間55分47秒75 中村 侑司2318 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間55分50秒76 薬師神 賢治2372 ﾔｸｼｼﾞﾝ ｹﾝｼﾞ

1時間55分51秒77 田中 光一2298 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

1時間56分01秒78 野々内 康二2325 野々内醤油店ﾉﾉｳﾁ ｺｳｼﾞ

1時間56分21秒79 岡本 遼2241 アローズｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

1時間56分33秒80 中西 三夫2316 (株)野本自動車部品ﾅｶﾆｼ ﾐﾂｵ

1時間56分44秒81 橋本 保明2327 ケアジャパンﾊｼﾓﾄ ﾔｽｱｷ

1時間56分52秒82 鈴木 智生2283 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ

1時間56分56秒83 渡部 治郎2391 フリーﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾛｳ

1時間57分49秒84 門屋 孝明2251 ｶﾄﾞﾔ ﾀｶｱｷ

1時間57分59秒85 小笠原一貴2203 ｵｶﾞｻﾜﾗｶｽﾞｷ

1時間58分55秒86 井上 剛志2220 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

1時間58分58秒87 井関　 竜也2211 ｲｾｷ ﾀﾂﾔ

1時間59分10秒88 播田 剛士2337 伊予ヶ丘ﾊﾘﾀ ﾀｹｼ

1時間59分26秒89 一柳 慎太郎2213 ｲﾁﾘｭｳ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間59分38秒90 仲神 正樹2313 仲神農宴ﾅｶｶﾞﾐ ｾｲｷ

2時間00分28秒91 竹中 紳悟2297 久枝幼稚園ﾀｹﾅｶ ｼﾝｺﾞ

2時間02分08秒92 阪本 英之2273 チームまりゆきｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間02分20秒93 宇都宮 尚樹2228 松山城東病院ｳﾂﾉﾐﾔ ﾅｵｷ

2時間02分31秒94 櫨井 常貴2328 ﾊｾﾞｲ ﾂﾈﾀｶ

2時間02分51秒95 山本 将平2385 Ｗ．Ｊ．Ｔﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

2時間04分08秒96 高瀬 和則2290 新城養鯉場ﾀｶｾ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間04分19秒97 宮本 宏2360 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間04分34秒98 神崎 創2256 ｶﾝｻﾞｷ ｿｳ

2時間04分58秒99 濱田 紘平2333 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ

2時間05分10秒100 岩﨑 地典2224 Ｔ-ＥＮＴＲＹｲﾜｻｷ ｸﾆﾉﾘ
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2時間05分18秒101 村上 浩樹2362 ＳＯＮ・愛媛ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ

2時間05分33秒102 清本 遼史2259 ｷﾖﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

2時間05分54秒103 田中 翔太2299 四万十町役場ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

2時間06分08秒104 石川 正記2209 アンブレラRCｲｼｶﾜ ﾏｻｷ

2時間06分24秒105 酒井 尚吾2271 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ

2時間06分27秒106 井元 和幸2223 ｲﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

2時間08分32秒107 下野 桂馬2279 ｼﾓﾉ ｹｲﾏ

2時間09分58秒108 河野 貴幸2264 ｺｳﾉ ﾀｶﾕｷ

2時間10分02秒109 栗原 敬弘2262 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間11分01秒110 菊池 志2257 ｷｸﾁ ﾀｹｼ

2時間11分29秒111 野田 侑佑2324 ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間11分47秒112 安平 敏志2373 ﾔｽﾋﾗ ｻﾄｼ

2時間11分59秒113 酒井 研治2270 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ

2時間12分05秒114 西林 和紀2322 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間12分08秒115 中田 浩樹2315 愛媛県庁遊走会ﾅｶﾀ ﾋﾛｷ

2時間13分10秒116 濱田 千寛2335 ﾊﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

2時間13分57秒117 鍋島 大輔2319 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ

2時間14分51秒118 光宗 正浩2359 ﾐﾂﾑﾈ ﾏｻﾋﾛ

2時間15分27秒119 白石 雅紘2280 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾋﾛ

2時間16分08秒120 武田 伸也2295 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾔ

2時間19分00秒121 仙波 信明2287 ｾﾝﾊﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間19分12秒122 廣田 充晃2342 ﾋﾛﾀ ﾐﾂｱｷ

2時間19分31秒123 加地 健太郎2247 KTMｶｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間19分39秒124 大野 拓也2238 肱川走業ｵｵﾉ ﾀｸﾔ

2時間19分50秒125 菊池 輝之2258 ｷｸﾁ ﾃﾙﾕｷ

2時間19分58秒126 西岡 雄大2320 ﾆｼｵｶ ﾕｳﾀ

2時間20分08秒127 有原 鉄雄2207 ｱﾘﾊﾗ ﾃﾂｵ

2時間20分18秒128 山下 恭平2378 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ

2時間21分11秒129 松井 幸也2351 土佐走援隊ﾏﾂｲ ｺｳﾔ

2時間21分16秒130 宮本 昌明2361 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｱｷ

2時間21分31秒131 濱口 雄一2331 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ

2時間22分02秒132 山下 敬介2379 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｽｹ

2時間22分14秒133 大野 皆人2239 ｵｵﾉ ﾐﾅﾄ

2時間22分35秒134 亀澤 一平2252 森の国山城の会ｶﾒｻﾞﾜ ｲｯﾍﾟｲ

2時間22分46秒135 馬場 悠介2330 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ

2時間22分46秒136 福井 広宣2343 ﾌｸｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間22分52秒137 伊藤 達矢2214 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

2時間22分58秒138 江藤 芳正2230 ｴﾄｳ ﾖｼﾏｻ

2時間27分47秒139 新田 哲也2323 JAえひめ中央ﾆｯﾀ ﾃﾂﾔ

2時間28分31秒140 清家 正充2286 ｾｲｹ ﾏｻﾐﾂ

2時間30分47秒141 大西 貴彦2236 パンダｵｵﾆｼ ﾀｶﾋｺ

2時間31分42秒142 矢野 保幸2375 ﾔﾉ ﾔｽﾕｷ

2時間32分32秒143 中岡 勇人2312 ﾅｶｵｶ ﾕｳﾄ

2時間34分15秒144 井上 恵一朗2218 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁﾛｳ

2時間35分11秒145 源　征治2205 東温市ﾐﾅﾓﾄｾｲｼﾞ

2時間35分51秒146 田本 友太2305 ﾀﾓﾄ ﾄﾓﾀ

2時間35分53秒147 上田 晃次2225 藤岡工業クラブｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間38分03秒148 森松 慎博2369 ﾓﾘﾏﾂ ﾉﾘﾋﾛ

2時間39分41秒149 加藤 直樹2249 ｶﾄｳ ﾅｵｷ

2時間39分57秒150 長谷部 和志2329 (有)オートサイクル谷口ﾊｾﾍﾞ ｶｽﾞｼ
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2時間40分09秒151 竹内 大資2294 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ

2時間40分39秒152 矢野 尚敏2374 ﾔﾉ ﾋｻﾄｼ

2時間41分32秒153 矢野 雄大2376 ﾔﾉ ﾕｳﾀ

2時間41分55秒154 森 太作2367 森農園ﾓﾘ ﾀｲｻｸ

2時間42分24秒155 宇高 英夫2227 nu:noｳﾀﾞｶ ﾋﾃﾞｵ

2時間43分07秒156 渋口 健太郎2276 ｼﾌﾞｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間45分13秒157 森 晃洋2365 team焼肉ﾓﾘ ｱｷﾋﾛ

2時間49分18秒158 山本 雄大2387 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

2時間51分46秒159 井上 仁志2222 八幡浜市役所ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

2時間52分04秒160 田淵 祐樹2303 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳｷ

2時間53分37秒161 井上 翔2219 ｲﾉｳｴ ｼｮｳ

2時間54分18秒162 高森 一人2293 ﾀｶﾓﾘ ｶｽﾞﾄ

2時間54分52秒163 森本 竜彦2370 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ

2時間57分01秒164 高須賀 辰幸2289 ﾀｶｽｶ ﾀﾂﾕｷ
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