
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ男子　60歳以上
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 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26分52秒1 野寄 交司3596 ﾉﾖﾘ ｺｳｼﾞ

1時間35分05秒2 梅﨑 康典3538 徳島フォレストランニングクラｳﾒｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ

1時間37分51秒3 美濃 節雄3618 大洲中央病院ﾐﾉｳ ｾﾂｵ

1時間37分54秒4 河内 和則3548 今治アスリートｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間40分02秒5 白方 雅博3573 100年俳句計画マラソン部ｼﾗｶﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間40分15秒6 鎌田 正3547 石井体協ｶﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間42分02秒7 道上 修二3617 ﾐﾁｳｴ ｼｭｳｼﾞ

1時間42分25秒8 渡辺 綱雄3515 ブリヂストンﾜﾀﾅﾍﾞﾂﾅｵ

1時間42分52秒9 岩村 雅治3534 まるＲＣｲﾜﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ

1時間43分24秒10 中川　哲夫3501 チームオガワRCﾅｶｶﾞﾜﾃﾂｵ

1時間44分13秒11 渡辺 豊年3638 チーム佐川ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾖﾄｼ

1時間44分58秒12 檜垣 政司3599 ガッキーズﾋｶﾞｷ ｾｲｼﾞ

1時間45分09秒13 黒河 辰也3555 ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ

1時間47分09秒14 木村 浩二3552 宇東28RCｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間48分14秒15 住本 長治3576 ｽﾐﾓﾄ ﾁｮｳｼﾞ

1時間50分09秒16 松本 一房3613 三好ＲＭＣＣﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾌｻ

1時間51分05秒17 山下 広高3631 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾀｶ

1時間51分43秒18 坂見 淳一3565 ITCｻｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間52分30秒19 雁木 淳一3550 西条市立周桑病院ｶﾞﾝｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間53分33秒20 谷村 雄二3582 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間54分47秒21 戸田 敏治3589 川内さくらRSﾄﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

1時間55分34秒22 澤田 卓3569 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間55分46秒23 和泉 壽朗3528 池田興業ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾛｳ

1時間56分11秒24 笘居 達朗3590 ﾄﾏｲ ﾀﾂｱｷ

1時間56分14秒25 武智 伸一3579 ﾀｹﾁ ｼﾝｲﾁ

1時間56分34秒26 小島 節夫3560 五洋建設ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ

1時間57分15秒27 関口　秀生3518 クラレテクノｾｷｸﾞﾁﾋﾃﾞｵ

1時間57分25秒28 山根 淳一3632 Ｔ－ＥＵＷＶﾔﾏﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間57分40秒29 今泉 清3530 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｷﾖｼ

1時間57分58秒30 福井 啓二3605 愛媛労災病院ﾌｸｲ ｹｲｼﾞ

1時間58分19秒31 池川 雅清3525 愛媛大学病院ｲｹｶﾞﾜ ﾏｻｷﾖ

1時間59分11秒32 三好 雅雄3623 西予市体協ﾐﾖｼ ﾏｻｵ

2時間01分39秒33 郷田 俊裕5009 ポリテク愛媛ｺﾞｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

2時間01分49秒34 池水 信也3527 レデイ薬局RCｲｹﾐｽﾞ ｼﾝﾔ

2時間02分03秒35 山本 昭輝3633 Ｙサークルﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾃﾙ

2時間02分29秒36 桑原 信樹3557 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞｷ

2時間02分40秒37 藤澤 正治3607 FT　Sportﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾊﾙ

2時間03分21秒38 芋生 裕信3532 ｲﾓｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間03分38秒39 佐伯 洋一3564 カルスポ　RUNｻｲｷ ﾖｳｲﾁ

2時間05分23秒40 武藤 啓助3624 玉東３Ｇﾑﾄｳ ｹｲｽｹ

2時間05分48秒41 飛鷹 昭二3600 ﾋﾀﾞｶ ｼｮｳｼﾞ

2時間05分57秒42 芝 喜清3571 宇東２８ＲＣｼﾊﾞ ﾖｼｷﾖ

2時間06分52秒43 大仲元一郎3505 双海藤岡工業クラブｵｵﾅｶｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

2時間09分19秒44 藤田 正明3608 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｱｷ

2時間09分44秒45 水本 健三3510 砥部アスリートクラブﾐｽﾞﾓﾄｹﾝｿﾞｳ

2時間10分45秒46 中野 愛治3595 中興ベルトﾅｶﾉ ｱｲｼﾞ

2時間10分54秒47 藤原 美津夫3610 ＳＡＫＵＲＡﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾂｵ

2時間11分21秒48 宮城 貞二3619 株式会社ヒカリﾐﾔｷﾞ ﾃｲｼﾞ

2時間11分37秒49 山本　源郎3513 宇和島クラブﾔﾏﾓﾄｹﾞﾝﾛｳ

2時間11分45秒50 久保 和3554 ｸﾎﾞ ｶﾉｳ
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2時間12分24秒51 柴田 勝3572 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾙ

2時間12分38秒52 喜安 正治3553 アトムグループｷﾔｽ ﾏｻﾊﾙ

2時間12分47秒53 永嶋 孝志3594 ミウラﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ

2時間12分55秒54 森本 憲治3627 マラソンテニスマスターズﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間13分17秒55 渡部 仁3639 松山陸協ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ

2時間13分26秒56 山平　権3504 喜佐方クラブﾔﾏﾋﾗｺﾞﾝ

2時間14分11秒57 大島 千市3539 ｵｵｼﾏ ｾﾝｲﾁ

2時間14分16秒58 中宇禰 正義3592 さっちゃんずﾅｶｳﾈ ﾏｻﾖｼ

2時間14分49秒59 藤井 禎3606 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞｼ

2時間15分18秒60 戸田 和浩3588 内子走友会ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間15分25秒61 谷　　公彦3503 U 松山ﾀﾆｷﾐﾋｺ

2時間16分01秒62 出口 英次郎3586 ＮＴＴ－兵庫ﾃﾞｸﾞﾁ ｴｲｼﾞﾛｳ

2時間16分20秒63 長野 修3509 ﾅｶﾞﾉｵｻﾑ

2時間16分28秒64 髙石 正治3578 ﾀｶｲｼ ﾏｻﾊﾙ

2時間17分34秒65 宮脇 均3622 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾄｼ

2時間18分05秒66 黒木 保寛3556 ｸﾛｷ ﾔｽﾋﾛ

2時間19分53秒67 水野 日出夫3616 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ

2時間20分23秒68 奥本 晋也5005 やるぞー会ｵｸﾓﾄ ｼﾝﾔ

2時間20分32秒69 竹田　利則3517 中山クラブﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ

2時間20分35秒70 宮前 誠3621 ﾐﾔﾏｴ ﾏｺﾄ

2時間21分00秒71 竹本 和司3581 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｼ

2時間21分10秒72 植木 隆造3536 まるランニングクラブｳｴｷ ﾘｭｳｿﾞｳ

2時間21分59秒73 安永 教一3628 大東産業㈱ﾔｽﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁ

2時間22分13秒74 渡部 徹3637 アロハﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ

2時間22分37秒75 宮谷 光昭3620 宮谷税理士ﾐﾔﾀﾆ ﾐﾂｱｷ

2時間23分08秒76 杉田 均3574 個人ｽｷﾞﾀ ﾋﾄｼ

2時間24分26秒77 池上 高広3526 酔道倶楽部ｲｹﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ

2時間25分06秒78 安藤 茂3523 西条マスターズｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ

2時間25分28秒79 谷本 常行3583 ﾀﾆﾓﾄ ﾂﾈﾕｷ

2時間25分47秒80 真浜 隆秀3614 酔道倶楽部ﾏﾊﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

2時間26分19秒81 浅井 裕司3519 ｱｻｲ ﾕｳｼﾞ

2時間26分43秒82 兵頭 学3601 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ

2時間27分01秒83 芳野 公英3636 ﾖｼﾉ ｷﾐﾋﾃﾞ

2時間27分37秒84 加地 秀司3545 ｶｼﾞ ﾋﾃﾞｼ

2時間28分10秒85 井伊 吉博3524 ｲｲ ﾖｼﾋﾛ

2時間28分28秒86 杉野 健児3575 ｽｷﾞﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間28分30秒87 菅 成志3549 ｶﾝ ｾｲｼﾞ

2時間29分39秒88 水野 晴義3615 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙﾖｼ

2時間29分44秒89 本堂 實3611 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

2時間29分58秒90 辻田 達朗3585 辻田耳鼻咽喉科ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾛｳ

2時間31分26秒91 平塚 信二3604 ぷらいどﾋﾗﾂｶ ｼﾝｼﾞ

2時間31分32秒92 近藤 正3562 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ

2時間32分08秒93 利岡 真市3587 ﾄｼｵｶ ｼﾝｲﾁ

2時間32分12秒94 村上 成道3625 能島村上海賊ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾐﾁ

2時間32分44秒95 佐々木 眞一3567 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ

2時間32分50秒96 松原　雅弘3511 ﾏﾂﾊﾞﾗﾏｻﾋﾛ

2時間34分12秒97 白形　毅3508 ｼﾗｶﾀﾂﾖｼ

2時間34分43秒98 吉田 喜久男3635 ﾖｼﾀﾞ ｷｸｵ

2時間35分28秒99 小西 彰3561 三浦アクアテックｺﾆｼ ｱｷﾗ

2時間37分43秒100 武智 正能3580 ﾀｹﾁ ﾏｻﾖｼ
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2時間38分13秒101 門脇　勲3514 野村陸協ｶﾄﾞﾜｷｲｻｵ

2時間38分28秒102 佐伯 一雄3563 松商７０会ｻｲｷ ｶｽﾞｵ

2時間40分53秒103 玉乃井 誠3584 ﾀﾏﾉｲ ﾏｺﾄ

2時間42分35秒104 山内 政伸3629 一歩会ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ

2時間43分10秒105 門屋　昭則3512 ｶﾄﾞﾔｱｷﾉﾘ

2時間43分36秒106 岡本 源二郎3541 あそびｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ

2時間44分11秒107 伊勢 暉昭3529 ｲｾ ﾃﾙｱｷ

2時間45分53秒108 浅野 英信3520 ｱｻﾉ ｴｲｼﾝ

2時間46分10秒109 河野 新生3559 夏目から世界へｺｳﾉ ｼﾝｾｲ

2時間46分24秒110 重松 豊昭3570 ｼｹﾞﾏﾂ ﾄﾖｱｷ

2時間46分31秒111 平岡 栄一3603 ﾋﾗｵｶ ｴｲｲﾁ

2時間49分16秒112 兼高 芳久3546 内子走友会ｶﾈﾀｶ ﾖｼﾋｻ

2時間49分58秒113 新谷 豊3522 ｱﾗﾀﾆ ﾕﾀｶ

2時間51分31秒114 萩森 明3597 ﾊｷﾞﾓﾘ ｱｷﾗ

2時間54分52秒115 松木 喜久男3612 ﾏﾂｷﾞ ｷｸｵ

2時間56分04秒116 越智 英治3543 今治競走クラブｵﾁ ｴｲｼﾞ

2時間58分00秒117 渡部 幸典3640 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉﾘ

2時間59分41秒118 角藤 輝久3544 野村体協ｶｸﾄｳ ﾃﾙﾋｻ

3時間06分33秒119 田中　章夫3507 ﾀﾅｶｱｷｵ
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