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ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ男子　40歳代
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 2019/5/3
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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20分53秒1 藤本 欣浩2793 愛媛県庁遊走会ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間22分29秒2 竹田 良太2693 Ｑランナーズﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間24分00秒3 渡辺 伸二2894 すしボンバーﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間24分28秒4 相原 和範2503 愛媛県庁遊走会ｱｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間24分52秒5 岡原 博士2571 津島体協ｵｶﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間26分11秒6 西坂 光央2753 SCPCﾆｼｻｶ ﾐﾂｵ

1時間26分15秒7 明神 吉則2836 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾖｼﾉﾘ

1時間26分52秒8 中川 和士2731 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽｼ

1時間27分09秒9 村上 忍2844 ﾑﾗｶﾐ ｼﾉﾌﾞ

1時間27分12秒10 森田 鉄平2855 くるしまﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間27分25秒11 宇都宮 聡2546 気楽に走ろう会ｳﾂﾉﾐﾔ ｻﾄﾙ

1時間27分36秒12 戸田 幸一2722 ﾄﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間27分45秒13 金井 英雄2600 TRCｶﾅｲ ﾋﾃﾞｵ

1時間28分22秒14 妹尾 康弘2677 TAHEENSｾﾉｵ ﾔｽﾋﾛ

1時間29分03秒15 兵頭 浩2779 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間29分14秒16 水口 学2825 伊予市ﾐﾅｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ

1時間29分16秒17 嘉藤 誠2591 まるＲＣｶﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間29分17秒18 清家 博之2676 伊予市体協ｾｲｹ ﾋﾛﾕｷ

1時間29分38秒19 丹生谷 秀司2761 ﾆｭｳﾉﾔ ｼｭｳｼﾞ

1時間29分47秒20 河野  司2632 立間愛走会ｺｳﾉ ﾂｶｻ

1時間30分59秒21 三宅 宣雅2829 愛媛県立新居浜病院ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間31分02秒22 澤近 栄彰2653 立間愛走会ｻﾜﾁｶ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間31分17秒23 西岡 耕一2749 コカ・コーラ大野原ﾆｼｵｶ ｺｳｲﾁ

1時間32分04秒24 酒井 陽一2640 ｻｶｲ ﾖｳｲﾁ

1時間32分59秒25 三原 賢也2826 ﾐﾊﾗ ｹﾝﾔ

1時間33分09秒26 新田 昌弘2757 イシダスポーツﾆｯﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間33分09秒27 野間 博之2766 松山ランナーズﾉﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間33分18秒28 太田 一詠2551 瀬戸内部品RCｵｵﾀ ｶｽﾞﾅｶﾞ

1時間33分23秒29 平岡 武彦2780 砥部アスリートﾋﾗｵｶ ﾀｹﾋｺ

1時間33分30秒30 豊田 靖英2727 余土走ラン会ﾄﾖﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ

1時間34分01秒31 酒井 一平2639 ｻｶｲ ｲｯﾍﾟｲ

1時間34分10秒32 小西 洋2633 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ

1時間34分42秒33 藤原 邦彦2794 ANA松山空港ﾌｼﾞﾜﾗ ｸﾆﾋｺ

1時間34分51秒34 織田 晃2579 南宇和クラブｵﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間35分07秒35 松田 直也2807 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ

1時間35分15秒36 門田 明2593 チーム虎美ｶﾄﾞﾀ ｱｷﾗ

1時間35分18秒37 太田 公平2552 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ

1時間35分24秒38 山本 陽一2885 愛媛陸協ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

1時間35分33秒39 岡井 崇2564 伊予市体協ｵｶｲ ﾀｶｼ

1時間35分43秒40 松崎 誠2806 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ

1時間35分58秒41 兵頭 孝行2777 株式会社大塚組ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

1時間36分11秒42 稗田 知行2770 ﾋｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

1時間36分20秒43 川上 高広2607 無所属ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾛ

1時間37分17秒44 垣内 英樹2585 ｶｷｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

1時間37分19秒45 篠原 秀晃2661 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間37分39秒46 菊池 茂2611 西予総合福祉会ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ

1時間37分47秒47 大家 康夫2563 ｵｵﾔ ﾔｽｵ

1時間38分12秒48 熊岡 悟史2626 砥部アスリートｸﾏｵｶ ｻﾄｼ

1時間38分25秒49 窪田 久人2623 ｸﾎﾞﾀ ﾋｻﾄ

1時間38分47秒50 大本 貴規2561 えひめｵｵﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ
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1時間38分48秒51 窪田 好範2625 大洲ひまわりｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ

1時間38分55秒52 江種 正樹2547 ｴｸﾞｻ ﾏｻｷ

1時間39分23秒53 山崎 博志2870 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ

1時間39分24秒54 石田 康博2522 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間39分28秒55 大森 和夫2562 (株)ナガセｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｵ

1時間39分43秒56 藤岡 大輔2789 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

1時間39分44秒57 稲田 誠司2530 ｲﾅﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1時間39分59秒58 北川 重之2614 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｹﾞﾕｷ

1時間40分04秒59 小倉 正嗣2575 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾂｸﾞ

1時間40分08秒60 木村 英史2617 伊予市ｷﾑﾗ ｴｲｼﾞ

1時間40分11秒61 檜垣 正清2771 大西クラブﾋｶﾞｷ ﾏｻｷﾖ

1時間40分12秒62 森 徹2850 西条市立周桑病院ﾓﾘ ﾄｵﾙ

1時間40分31秒63 合田 浩二2629 キュアカイロまつやまｺﾞｳﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間40分37秒64 古谷 英樹2796 しゃるくﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞｷ

1時間40分52秒65 薬師寺 健介2858 西予市役所ﾔｸｼｼﾞ ｹﾝｽｹ

1時間41分04秒66 岡本 暁典2572 酔道倶楽部ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ

1時間41分04秒67 山上 武2868 野中かまぼこ店ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｹｼ

1時間41分14秒68 村上 利男2846 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｵ

1時間41分16秒69 村上 正一2845 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ

1時間41分33秒70 佐々木 恵一2646 鏡体育会ｻｻｷ ｹｲｲﾁ

1時間41分53秒71 斉藤 裕二2638 斉藤家ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ

1時間41分55秒72 山本 英輔2877 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ

1時間42分04秒73 玉置 択治2712 マルRCﾀﾏｷ ﾀｸｼﾞ

1時間42分09秒74 城野 守智2663 ｼﾞｮｳﾉ ﾓﾘﾄｼ

1時間42分23秒75 吉田 秀二2889 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間42分40秒76 飯尾 智孫2518 グレ友会ｲｲｵ ﾄﾓﾋｺ

1時間42分55秒77 冨永 大輔2725 大州体協ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間43分14秒78 小松 秀明2634 ジョギン会ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間43分26秒79 中島 慶人2732 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾄ

1時間43分28秒80 宮崎 正信2832 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間43分32秒81 三好 寛2839 ﾐﾖｼ ﾕﾀｶ

1時間43分34秒82 道上 洋靖2823 ﾐﾁｳｴ ﾋﾛﾔｽ

1時間43分36秒83 門田 太2596 ｶﾄﾞﾀ ﾌﾄｼ

1時間44分35秒84 三宅 東隆2830 ﾐﾔｹ ﾊﾙﾀｶ

1時間44分44秒85 佐藤 浩一2651 伊予銀行ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

1時間44分44秒86 芝 郁2662 ｼﾊﾞ ﾀｶｼ

1時間45分00秒87 岡田 政章2569 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｱｷ

1時間45分01秒88 武内 恭彦2690 KMﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋｺ

1時間45分01秒89 加藤 正人2592 SATｶﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間45分03秒90 松岡 栄二2804 ﾏﾂｵｶ ｴｲｼﾞ

1時間45分05秒91 山崎 浩平2869 伊予銀行ＩＲＣﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ

1時間45分20秒92 矢野 哲也2864 松山マスターズﾔﾉ ﾃﾂﾔ

1時間45分35秒93 薬師寺 敏人2859 トマトシﾔｸｼｼﾞ ﾄｼﾋﾄ

1時間45分51秒94 千 修二2678 ｾﾝ ｼｭｳｼﾞ

1時間45分52秒95 村上 勝保2843 なしﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾔｽ

1時間45分54秒96 井上 広満2531 HRCｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐﾁ

1時間45分55秒97 坂本 聡志2643 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間46分16秒98 八束 陽介2862 FCエンみのﾔﾂﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ

1時間46分21秒99 田中 義人2705 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ

1時間46分33秒100 渡邉 啓2893 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ
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1時間46分42秒101 黒瀨 修2627 けんぜんずｸﾛｾ ｵｻﾑ

1時間46分51秒102 竹島 哲2692 どこいこﾀｹｼﾏ ｻﾄｼ

1時間47分08秒103 篠崎 正朗2659 いよ走ろう会ｼﾉｻﾞｷ ｾｲﾛｳ

1時間47分22秒104 重松 秀紀2657 今治アスリートｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間47分26秒105 榊 洋一郎2641 ｻｶｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間47分43秒106 加藤 仁志2589 FCバルセロナｶﾄｳ ﾋﾄｼ

1時間48分00秒107 大西 教之2559 ｵｵﾆｼ ﾉﾘﾕｷ

1時間48分33秒108 東山 将人2720 ﾄｳﾔﾏ ﾏｻﾄ

1時間48分55秒109 中村 真也2741 宇和島市役所ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ

1時間49分07秒110 永野 剛2737 サニーマートﾅｶﾞﾉ ﾂﾖｼ

1時間49分11秒111 田村 達也2713 ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ

1時間49分14秒112 有田 学2515 ｱﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間49分16秒113 山本 正人2883 ヤマト運輸ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ

1時間49分29秒114 橋本 謙介2767 呑足クラブﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ

1時間49分33秒115 宮内 譲嗣2828 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻｼ

1時間49分34秒116 宇田 道太郎2545 ネイチャーラブｳﾀﾞ ﾐﾁﾀﾛｳ

1時間49分39秒117 中本 和輝2742 おやじ～ずﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間49分41秒118 門田 祐司2598 えひめえにしんぐご～ずｶﾄﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間49分42秒119 野口 敦史2763 ﾉｸﾞﾁ ｱﾂｼ

1時間49分43秒120 高須賀 知輝2684 ﾀｶｽｶ ﾄﾓｷ

1時間49分47秒121 芳崎 直人2887 ﾖｼｻﾞｷ ﾅｵﾄ

1時間49分54秒122 大塚 修2555 ｵｵﾂｶ ｵｻﾑ

1時間50分00秒123 牧野 学2801 ﾏｷﾉ ﾏﾅﾌﾞ

1時間50分04秒124 松本 裕嗣2814 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ

1時間50分05秒125 永井 勝也2728 ＦＣエンみのﾅｶﾞｲ ｶﾂﾔ

1時間51分02秒126 藤田 和生2790 ぷらいどﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｵ

1時間51分25秒127 福本 啓介2785 ﾌｸﾓﾄ ｹｲｽｹ

1時間51分36秒128 白石 久司2667 ｼﾗｲｼ ﾋｻｼ

1時間51分49秒129 兵頭 寛治2776 key pointﾋｮｳﾄﾞｳ ｶﾝｼﾞ

1時間51分54秒130 高橋 巨成2687 伊台塾ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾌｻ

1時間51分57秒131 井関 智喜2523 giraffeｲｾｷ ﾄﾓｷ

1時間52分02秒132 上村 英夫2605 こたろうファミリーｶﾐﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

1時間52分13秒133 河野 太一2630 ｺｳﾉ ﾀｲﾁ

1時間52分19秒134 高田 大輔2686 ﾀｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間52分27秒135 上西 太誠2540 ｳｴﾆｼ ﾀｲｾｲ

1時間52分56秒136 門田 昌之2597 ｶﾄﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間53分05秒137 長岡 裕志2729 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ

1時間53分12秒138 松中 強2808 ﾏﾂﾅｶ ﾂﾖｼ

1時間53分13秒139 立野 光男2697 ＨＡＣﾀﾁﾉ ﾐﾂｵ

1時間53分15秒140 安原 英明2861 ﾔｽﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間53分34秒141 千崎 崇徳2679 キクノｾﾝｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ

1時間54分06秒142 井関 竜一2524 ｲｾｷ ﾘｭｳｲﾁ

1時間54分12秒143 森田 忠之2854 ﾓﾘﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ

1時間54分22秒144 岡上 俊明2565 ｵｶｳｴ ﾄｼｱｷ

1時間54分39秒145 向井　慎二2501 チームSKBﾑｶｲｼﾝｼﾞ

1時間55分01秒146 石田 隆志2521 福山Ｊクラブｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間55分09秒147 山内 達也2867 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ

1時間55分28秒148 岡崎 信宏2566 ｵｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間55分38秒149 東灘 将吾2772 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間55分50秒150 川崎 真治2608 大森会四国支部ｶﾜｻｷ ｼﾝｼﾞ
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1時間55分50秒151 白石 研2664 ｼﾗｲｼ ｹﾝ

1時間55分54秒152 三笠屋 真介2817 城南ジュニアﾐｶｻﾔ ｼﾝｽｹ

1時間55分57秒153 中矢 英祐2744 ﾅｶﾔ ｴｲｽｹ

1時間55分57秒154 田中 亮2701 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

1時間56分15秒155 埜々下 哲広2764 ﾉﾉｼﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間56分15秒156 矢木 伸欣2857 nassoﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ

1時間56分18秒157 越智 克弥2581 ｵﾁ ｶﾂﾔ

1時間56分20秒158 小野 誠2584 ｵﾉ ﾏｺﾄ

1時間56分22秒159 尾崎 健吏2577 じゃこ天クラブｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ

1時間56分41秒160 天野 勝繁2514 ｱﾏﾉ ｶﾂｼｹﾞ

1時間56分49秒161 金本 徹三2601 ｶﾅﾓﾄ ﾃﾂｿﾞｳ

1時間56分55秒162 阪本 寛幸2644 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分56秒163 増田 裕隆2802 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ

1時間56分57秒164 金 勝利2616 住友重機械イオンテクノロジｷﾑ ｽﾝﾘ

1時間57分07秒165 渡部 将裕2896 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間57分19秒166 秋戸 満2510 成増RCｱｷﾄ ﾐﾁﾙ

1時間57分39秒167 山本 太基2882 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

1時間57分49秒168 西川 典宏2752 ﾆｼｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ

1時間58分04秒169 奥藤 政文2574 エマニュエル伯爵RCｵｸﾌｼﾞ ﾏｻﾌﾐ

1時間58分10秒170 青野 和範2507 割烹あおのｱｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間58分11秒171 佐藤 信治2652 道後温泉病院ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ

1時間58分36秒172 近藤 哲哉2637 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ

1時間58分42秒173 越智 裕二2582 ｵﾁ ﾕｳｼﾞ

1時間58分50秒174 岡田 秀司2567 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間58分52秒175 西森 裕晃2756 走る犬の訓練士ﾆｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

1時間58分53秒176 城岡 秀一2668 ｼﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ

1時間58分55秒177 赤星 寛2509 ｱｶﾎﾞｼ ﾋﾛｼ

1時間59分00秒178 森田 高弘2853 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分06秒179 西野 勝2755 ﾆｼﾉ ﾏｻﾙ

1時間59分13秒180 古森 詳2636 ｺﾓﾘ ｼﾖｳ

1時間59分16秒181 福山 浩二2786 ﾌｸﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間59分28秒182 團 力2714 ジョニーズﾀﾞﾝ ﾁｶﾗ

1時間59分33秒183 加藤 晋二2588 寺小屋グループｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ

1時間59分55秒184 上鶴 正弘2604 ｶﾐﾂﾞﾙ ﾏｻﾋﾛ

2時間00分39秒185 藤岡 勝利2788 松山市ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾄｼ

2時間01分06秒186 塩崎 宏幸2654 ｼｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

2時間01分16秒187 三上 晃史5008 ﾐｶﾐ ｱｷﾌﾐ

2時間01分22秒188 宗次 雅彦2840 ﾑﾈﾂｸﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間01分25秒189 谷口 誠2709 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

2時間01分36秒190 篠山 英治2649 今治精華高等学校ｻｻﾔﾏ ｴｲｼﾞ

2時間01分46秒191 川中 聖2610 ｶﾜﾅｶ ｻﾄｼ

2時間02分01秒192 松村 英次2809 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｼﾞ

2時間02分01秒193 松本 淳一2812 カネシロﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間02分13秒194 尾崎 秀幸2578 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間02分31秒195 河野 高士2631 ｺｳﾉ ﾀｶｼ

2時間03分02秒196 魚住 高志2542 ｳｵｽﾞﾐ ﾀｶｼ

2時間03分06秒197 瀧田 勝文2688 ﾀｷﾀ ｶﾂﾌﾐ

2時間03分18秒198 上田 誠之2539 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間03分23秒199 田中 幸治2702 SOLATOﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

2時間03分35秒200 山中 靖2875 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽｼ
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2時間04分13秒201 岡田 祐一2570 立間愛走会ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間04分21秒202 伊藤 慎介2527 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ

2時間04分39秒203 谷岡 耕治2707 エナジー・ワンﾀﾆｵｶ ｺｳｼﾞ

2時間05分00秒204 田中 俊夫2704 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ

2時間05分15秒205 水田 裕2820 ﾐｽﾞﾀ ﾕﾀｶ

2時間05分25秒206 曽我 辰也2681 ｿｶﾞ ﾀﾂﾔ

2時間05分38秒207 木村 敏己2619 ｷﾑﾗ ﾄｼﾐ

2時間06分00秒208 奥藤 達也2573 楳津かずおファンクラブｵｸﾌｼﾞ ﾀﾂﾔ

2時間06分02秒209 安藤 智孝2517 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾀｶ

2時間06分35秒210 森分 洋樹2856 ﾓﾘﾜｹ ﾋﾛｷ

2時間06分47秒211 大西 貴夫2558 さかなクンｵｵﾆｼ ﾀｶｵ

2時間06分52秒212 松本 英稔2813 ＳＲＣﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間07分05秒213 大谷 政志2554 ｵｵﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間07分16秒214 氏部 直人2544 ｳｼﾞﾍﾞ ﾅｵﾄ

2時間07分43秒215 高瀬 久男2685 ﾀｶｾ ﾋｻｵ

2時間07分46秒216 矢野 文之2865 ＳＫＣﾔﾉ ﾌﾐﾕｷ

2時間08分10秒217 赤塚 昌弘2508 伊予銀行ｱｶﾂｶ ﾏｻﾋﾛ

2時間08分12秒218 藤本 正彦2792 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

2時間08分21秒219 水野 知2821 iyobreakﾐｽﾞﾉ ｻﾄｼ

2時間08分38秒220 北福 仁貴2615 OCHせつみｷﾀﾌｸ ﾖｼｷ

2時間08分39秒221 廣藤 光介2782 Ｔ－ＥNＴＲＹﾋﾛﾌｼﾞ ｺｳｽｹ

2時間08分40秒222 弓山 泰年2886 11普連ﾕﾐﾔﾏ ﾔｽﾄｼ

2時間08分41秒223 石田 和弘2520 29にく同好会ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間08分53秒224 矢野 芳則2866 デバイスソフトﾔﾉ ﾖｼﾉﾘ

2時間08分59秒225 鈴木 豪2669 四国中央市社会福祉協議会ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ

2時間09分24秒226 野川 武彦2762 ﾉｶﾞﾜ ﾀｹﾋｺ

2時間09分33秒227 井上 竜一2532 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｲﾁ

2時間09分39秒228 信尾 肇典2765 ﾉﾌﾞｵ ﾄｼﾉﾘ

2時間09分39秒229 三好 隆2837 ﾐﾖｼ ﾀｶｼ

2時間10分13秒230 佐々木 祐2648 西予市ｻｻｷ ﾀｽｸ

2時間10分13秒231 山本 勝也2878 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ

2時間10分31秒232 中川 輝2730 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ

2時間10分53秒233 中田 浩平2733 ﾅｶﾀ ｺｳﾍｲ

2時間11分10秒234 蔭山 修史2586 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

2時間11分27秒235 西川 浩司2750 酔道倶楽部ﾆｼｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

2時間11分56秒236 安藤 秀一2516 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ

2時間12分07秒237 二宮 信一2758 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ

2時間12分12秒238 仙波 完太2680 チームミツネｾﾝﾊﾞ ｶﾝﾀ

2時間12分16秒239 大西 栄二2557 ｵｵﾆｼ ｴｲｼﾞ

2時間12分35秒240 菊池 望2612 南予総合防災ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾑ

2時間12分57秒241 三木 安文2819 ボデーショツプ大岩ﾐｷ ﾔｽﾌﾐ

2時間13分13秒242 大瀧 一幸2553 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾕｷ

2時間13分14秒243 冨井 達了2724 ﾄﾐｲ ﾀﾂﾉﾘ

2時間13分14秒244 相原 宏昭2504 チーム ガチｱｲﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ

2時間13分16秒245 濱田 大輔2768 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間13分17秒246 中野 将2738 ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ

2時間13分25秒247 光芳 啓二2824 ﾐﾂﾖｼ ｹｲｼﾞ

2時間13分57秒248 佐田 祐也2650 ｻﾀﾞ ﾕｳﾔ

2時間14分11秒249 玉井 克典2710 ﾀﾏｲ ｶﾂﾉﾘ

2時間14分13秒250 新海 将孝2748 チーム502ﾆｲﾉﾐ ﾏｻﾀｶ
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2時間14分24秒251 稲井 憲也2529 ハシローズｲﾅｲ ｹﾝﾔ

2時間15分09秒252 徳永 耕一2721 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ

2時間15分10秒253 篠原 淳夫2660 ｼﾉﾊﾗ ｱﾂｵ

2時間15分18秒254 川添 倫仁2609 ｶﾜｿﾞｴ ﾐﾁﾋﾄ

2時間15分36秒255 土居 賢治2718 伊予銀行ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾞ

2時間15分42秒256 榊原 正敏2642 チーム戸代ｻｶｷﾊﾗ ﾏｻﾄｼ

2時間15分48秒257 金和 竜根2602 チームミツネｶﾅﾜ ﾘｭｳｺﾝ

2時間16分06秒258 松本 守隆2815 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾀｶ

2時間16分30秒259 清家 一光2673 ｾｲｹ ｶｽﾞﾐﾂ

2時間17分24秒260 村井 克成2841 ﾑﾗｲ ｶﾂﾅﾘ

2時間17分27秒261 大戸 喜八郎2556 コウセイｵｵﾄ ｷﾊﾁﾛｳ

2時間17分30秒262 矢野 哲司2863 ﾔﾉ ﾃﾂｼ

2時間17分43秒263 武部 整2695 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾄｼ

2時間17分53秒264 米入 法広2635 ｺﾒｲﾘ ﾉﾘﾋﾛ

2時間18分14秒265 山下 賢一2872 チームゼロﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ

2時間18分23秒266 村上 正樹2847 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ

2時間18分31秒267 中塚 貴志2735 ﾅｶﾂｶ ﾀｶｼ

2時間18分33秒268 遠藤 勝浩2548 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ

2時間18分52秒269 中谷 幹也2734 ぷらいどﾅｶﾀﾆ ﾐｷﾔ

2時間19分00秒270 武智 弘晃2694 ﾀｹﾁ ﾋﾛｱｷ

2時間19分05秒271 佐々木 昭二2647 SFRCｻｻｷ ｼｮｳｼﾞ

2時間19分06秒272 堀部 修平2798 ブルーレッツﾎﾘﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ

2時間19分31秒273 竹本 誠2696 ﾀｹﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間19分42秒274 中野 浩司2736 ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞ

2時間19分51秒275 福井 光栄2784 アグサスﾌｸｲ ｺｳｴ

2時間19分59秒276 吉田 晶重2888 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｼｹﾞ

2時間20分14秒277 小田 康信2580 医療法人　友朋会ｵﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ

2時間20分43秒278 藤井 清一2787 富士インパルスﾌｼﾞｲ ｷﾖｶｽﾞ

2時間20分56秒279 山本 隆司2880 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間20分59秒280 山下 崇2873 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ

2時間21分24秒281 須山 哲男2672 ｽﾔﾏ ﾃﾂｵ

2時間21分35秒282 重見 卓也2658 ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾔ

2時間21分53秒283 高市 晃2683 チームミツネﾀｶｲﾁ ｱｷﾗ

2時間21分56秒284 忽那 守成2620 ｸﾂﾅ ﾓﾘｼｹﾞ

2時間21分57秒285 長野 光輝2739 長野事務所ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾃﾙ

2時間22分21秒286 大崎 智弘2549 酔道倶楽部ｵｵｻｷ ﾉﾘﾋﾛ

2時間22分31秒287 堀本 昌利2799 七曲署捜査一係ﾎﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

2時間22分38秒288 宮内 康成2827 チーム焼肉ﾐﾔｳﾁ ｺｳｾｲ

2時間22分53秒289 加藤 裕之2590 三浦工業ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

2時間23分04秒290 川内 武2606 ｶﾜｳﾁ ﾀｹｼ

2時間23分14秒291 藤田 司郎2791 グッドウインﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ

2時間23分28秒292 鈴木 秀人2670 酔道倶楽部ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ

2時間23分46秒293 二宮 光正2760 なしﾆﾉﾐﾔ ﾐﾂﾏｻ

2時間23分49秒294 平岡 亮介2781 独奏ﾋﾗｵｶ ﾘｮｳｽｹ

2時間24分38秒295 門田 篤2594 T-ENTRYｶﾄﾞﾀ ｱﾂｼ

2時間25分04秒296 田中 義臣2706 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾄ

2時間25分05秒297 山本 宜幸2881 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ

2時間25分11秒298 星加 裕司2797 ラン友ﾎｼｶ ﾕｳｼﾞ

2時間25分27秒299 西川 孝博2751 宇和島陸協ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

2時間25分35秒300 兵頭 敏弘2778 ARCﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ
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2時間25分38秒301 深田 晃年2783 ぷらいどﾌｶﾀﾞ ｱｷﾄｼ

2時間25分41秒302 叶 義將2603 ｶﾉｳ ﾖｼﾏｻ

2時間25分52秒303 上杉 武司2537 ｳｴｽｷﾞ ﾀｹｼ

2時間26分13秒304 宇佐 裕次2543 ｳｻ ﾕｳｼﾞ

2時間26分55秒305 竹下 和宏2691 財団新居浜病院ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間26分59秒306 山本 稔2884 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ

2時間27分00秒307 上岡 忠明2535 チーム ゼロｳｴｵｶ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間27分08秒308 芳野 正輝2890 ﾖｼﾉ ｾｲｷ

2時間27分28秒309 竹内 直樹2689 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ

2時間28分34秒310 松岡 慎二2805 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｼﾞ

2時間29分15秒311 松本 英二2811 楳図かずおファンクラブﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼﾞ

2時間30分17秒312 石井 亮2519 新居浜協立病院ｲｼｲ ﾘｮｳ

2時間30分28秒313 渡辺 辰雄2895 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｵ

2時間31分14秒314 伊藤 晃2526 ｲﾄｳ ｱｷﾗ

2時間31分19秒315 宮崎 幸信2833 中山クラブﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾉﾌﾞ

2時間31分36秒316 清家 聡2675 ｾｲｹ ｻﾄｼ

2時間32分16秒317 宮田 学2835 ﾐﾔﾀ ﾏﾅﾌﾞ

2時間33分27秒318 土居 将利2719 ﾄﾞｲ ﾏｻﾄｼ

2時間34分37秒319 安永 陽彦2860 JA越智今治ﾔｽﾅｶﾞ ｱｷﾋｺ

2時間34分37秒320 日野林 正隆2774 伊予銀行ﾋﾉﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ

2時間35分30秒321 兵頭 勇2775 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｲｻﾑ

2時間36分27秒322 山﨑 祐一2871 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｲﾁ

2時間36分37秒323 大澤 智生2550 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｵ

2時間36分50秒324 重松 孝之2656 KIM Running 倶楽部ｼｹﾞﾏﾂ ﾀｶﾕｷ

2時間38分00秒325 西田 誠2754 ﾆｼﾀﾞ ﾏｺﾄ

2時間39分00秒326 岩本 浩一2534 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ

2時間39分04秒327 上杉 誠2538 K&Uｳｴｽｷﾞ ﾏｺﾄ

2時間39分09秒328 重藤 学2655 ｼｹﾞﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ

2時間40分44秒329 村上 勝也2842 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾔ

2時間40分48秒330 越智 亮介2583 エヒメ健診協会ｵﾁ ﾘｮｳｽｹ

2時間41分01秒331 富永 博之2726 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間41分40秒332 白石 智昭2666 ｼﾗｲｼ ﾄﾓｱｷ

2時間42分01秒333 山西 英樹2876 八幡浜ﾔﾏﾆｼ ﾋﾃﾞｷ

2時間42分03秒334 清家 和也2674 ｾｲｹ ｶｽﾞﾔ

2時間42分58秒335 大橋 孝太郎2560 team giraffeｵｵﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

2時間43分41秒336 名本 晴伸2747 バモス愛媛ﾅﾓﾄ ﾊﾙﾉﾌﾞ

2時間43分47秒337 土井 一喜2717 広島東洋カープﾄﾞｲ ｶｽﾞﾖｼ

2時間44分14秒338 松井 志郎2803 BRIﾏﾂｲ ｼﾛｳ

2時間44分24秒339 寺坂 亮2716 ﾃﾗｻｶ ﾘｮｳ

2時間45分13秒340 上野 昭三2541 ｳｴﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間46分31秒341 青木 雄二2506 ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ

2時間46分54秒342 中谷 真治2745 ﾅｶﾔ ｼﾝｼﾞ

2時間48分09秒343 田中 豪2703 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ

2時間52分00秒344 松村 利明2810 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｱｷ

2時間54分40秒345 三宅 芳郎2831 ﾐﾔｹ ﾖｼﾛｳ

2時間54分44秒346 佐久保 文洋2645 ｻｸﾎﾞ ﾌﾐﾋﾛ

2時間55分58秒347 森田 孝志2852 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ

2時間55分58秒348 鍋田 陽二2746 幸梅園陸上部ﾅﾍﾞﾀ ﾖｳｼﾞ

2時間56分10秒349 浅野 憲一2512 ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ

2時間57分04秒350 森 祐司2851 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ
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- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ男子　40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

2時間58分51秒351 国宇 順一郎2621 ぷらいどｸﾆｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

2時間58分55秒352 窪田 博年2624 窪田建設コンシェルジュｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄｼ

2時間59分41秒353 白石 照彦2665 合氣道 愛心会ｼﾗｲｼ ﾃﾙﾋｺ
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