
第2回武左衛門マラソン大会

武左衛門マラソン大会実行委員会
日吉トレーニングセンター

レース別　成績一覧

1 ハーフ男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1005 1:16:55 林　将生 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ - 新居浜市
2 1048 1:17:47 冨永　大輔 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大洲体協 大洲市
3 1058 1:18:29 河野　寛 ｺｳﾉ ｶﾝ 津島体協 宇和島市
4 1004 1:19:01 薬師寺　裕人 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳﾄ 吉田町立間 宇和島市
5 1089 1:21:57 田中　秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 松山市
6 1044 1:23:27 相原　和範 ｱｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 愛媛県庁遊走会 松山市
7 1053 1:24:39 津田　允敏 ﾂﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ - 八幡浜市
8 1007 1:24:47 澤近　栄彰 ｻﾜﾁｶ ﾋﾃﾞｱｷ 立間愛走会 宇和島市
9 1025 1:26:15 清家　博之 ｾｲｹ ﾋﾛﾕｷ 伊予市体協 松山市

10 1091 1:26:51 長山　雄一 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ - 宇和島市
11 1096 1:27:07 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾖｼﾌﾐ - 宇和島市
12 1097 1:27:24 菊池　貴洋 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ - 八幡浜市
13 1035 1:27:26 新城　秀和 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 宇和島市
14 1079 1:28:00 水口　学 ﾐﾅｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ 伊予市体協 伊予市
15 1055 1:29:42 有元　司 ｱﾘﾓﾄ ﾂｶｻ 河野一族 宇和島市
16 1057 1:32:38 清家　敦 ｾｲｹ ﾂﾄﾑ 津島体協 宇和島市
17 1062 1:32:52 玉留　一 ﾀﾏﾙ ﾏｺﾄ ダイニチ 宇和島市
18 1071 1:33:05 清家　章臣 ｾｲｹ ｱｷﾋﾄ - 宇和島市
19 1078 1:34:25 古田　歩 ﾌﾙﾀ ｱﾕﾑ - 宇和島市
20 1077 1:34:29 二宮　誠 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ - 宇和島市
21 1021 1:34:38 合田　浩二 ｺﾞｳﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｷｭｱｶｲﾛまつやま 松山市
22 1095 1:34:49 丹下　敬忠 ﾀﾝｹﾞ ﾉﾘﾀﾀﾞ - 北宇和郡
23 1014 1:35:04 堀内　弘保 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾔｽ - 西宇和郡
24 1075 1:35:13 中村　真也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 宇和島市役所 宇和島市
25 1073 1:35:32 布山　知伸 ﾇﾉﾔﾏ ﾄﾓﾉﾌﾞ shot bar Rain 南宇和郡
26 1019 1:35:54 浅本　圭一 ｱｻﾓﾄ ｹｲｲﾁ - 宇和島市
27 1100 1:36:03 廣瀬　岳志 ﾋﾛｾ ﾀｹｼ 津島体協 宇和島市
28 1032 1:36:49 大纒　武 ｵｵﾏﾄｲ ﾀｹｼ マトイ道場 高知県
29 1076 1:37:06 善家　正道 ｾﾞﾝｹ ﾏｻﾐﾁ - 北宇和郡
30 1052 1:37:09 池田　頼昭 ｲｹﾀﾞ ﾖﾘｱｷ - 喜多郡
31 1092 1:38:02 渡部　将裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ - 伊予市
32 1090 1:38:09 米森　健志 ﾖﾈﾓﾘ ﾀｹｼ 大洲走風会 喜多郡
33 1063 1:38:13 菊池　雄一郎 ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 森鉄工所 宇和島市
34 1034 1:39:06 久保　豊 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ - 大洲市
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35 1037 1:40:27 三宅　正晃 ﾐﾔｹ ﾏｻｱｷ - 大洲市
36 1039 1:41:09 尾崎　健史 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ じゃこ天クラブ 宇和島市
37 1086 1:42:04 垣内　裕史 ｶｷｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 長浜ひまわり 大洲市
38 1040 1:42:26 谷口　憲一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宇和島陸協 伊予郡
39 1093 1:42:50 宇都宮　誠司 ｳﾂﾆﾐﾔ ｾｲｼﾞ - 北宇和郡
40 1009 1:43:19 城岡　秀一 ｼﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ - 西宇和郡
41 1031 1:43:55 大塚　誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ - 東温市
42 1059 1:44:11 小西　英之 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ しゃるく 宇和島市
43 1001 1:44:38 井上　隆 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 八幡浜体協 八幡浜市
44 1011 1:46:26 山本　幸喜 ﾔﾏﾓﾄｺｳｷ - 南宇和郡
45 1087 1:48:28 上田　司 ｳｴﾀﾞ ﾂｶｻ - 北宇和郡
46 1041 1:48:31 岡田　祐一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 立間愛走会 宇和島市
47 1081 1:48:55 芝　賢二 ｼﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 武内工務店 宇和島市
48 1006 1:49:32 薬師寺　隆彦 ﾔｸｼｼﾞ ﾀｶﾋｺ - 宇和島市
49 1013 1:49:38 山内　清秀 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖﾋﾃﾞ - 西宇和郡
50 1042 1:50:24 中本　克也 ﾅｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 内子町 喜多郡
51 1020 1:50:39 岡村　交将 ｵｶﾑﾗ ﾐﾁﾉﾌﾞ JA高知はた 高知県
52 1070 1:51:41 今城　裕希 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾕｳｷ - 北宇和郡
53 1051 1:53:06 川添　友裕 ｶﾜｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ - 北宇和郡
54 1038 1:53:14 林　幸浩 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ - 大洲市
55 1065 1:53:27 吉川　幸宏 ﾖｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 真穴みかん 八幡浜市
56 1074 1:53:38 荻野　猛 ｵｷﾞﾉ ﾀｹｼ - 西予市
57 1049 1:54:32 河野　寛司 ｺｳﾉ ｶﾝｼﾞ 松山マスターズ 松山市
58 1047 1:54:33 福島　大伯 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 三原薬品（㈱） 宇和島市
59 1064 1:56:06 加藤　剛 ｶﾄｳ ﾀｹｼ - 西条市
60 1008 1:56:14 菊池　茂 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ トレイルラン 八幡浜市
61 1010 1:56:34 二宮　守 ﾆﾉﾐﾔ ﾏﾓﾙ 保内体協 八幡浜市
62 1099 1:56:45 岡田　将人 - - 松山市
63 1028 1:57:04 渡部　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ アロハ 松山市
64 1012 1:59:15 浴森　孝博 ｴｷﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ - 松山市
65 1017 1:59:15 浜崎　隆 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ - 宇和島市
66 1056 1:59:35 長尾　範男 ﾅｶﾞｵ ﾉﾘｵ - 今治市
67 1030 1:59:43 菊池　寿昌 ｷｸﾁ ﾄｼﾏｻ - 西宇和郡
68 1022 2:00:20 黒田　敬 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶｼ 御長寿遊走会 伊予市
69 1069 2:02:08 今城　将希 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾏｻｷ - 北宇和郡
70 1072 2:02:19 松本　周作 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｻｸ 子持ちししゃも 北宇和郡
71 1029 2:03:56 橘　順作 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝｻｸ 宇和島陸協 宇和島市
72 1045 2:04:44 矢野　文之 ﾔﾉ ﾌﾐﾕｷ キC 松山市
73 1000 2:04:50 兵頭　尚 - 武左衛門 -
74 1094 2:06:49 石丸　宗徳 ｲｼﾏﾙ ﾑﾈﾉﾘ - 松山市
75 1026 2:07:45 渡邊　宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ - 松山市
76 1054 2:08:51 山崎　大祐 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 伊方 高知県
77 1060 2:09:11 奥藤　達也 ｵｸﾌｼﾞ ﾀﾂﾔ 須賀川じゃこ天クラブ西予市
78 1066 2:09:55 垂水　潔 ﾀﾙﾐ ｷﾖｼ エイトワン 伊予市



79 1098 2:11:41 矢野　俊樹 - - 大洲市
80 1083 2:11:43 小林　弘樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ - 大洲市
81 1088 2:13:52 高瀬　和則 ﾀｶｾ ｶｽﾞﾉﾘ - 宇和島市
82 1061 2:14:30 霍川　幹史 ﾂﾙｶﾜ ｶﾝｼﾞ ダイニチ 宇和島市
83 1082 2:17:23 川人　有史 ｶﾜﾝﾄﾞ ﾕｳｼﾞ - 三豊市
84 1080 2:19:15 弘瀬　伸一 ﾋﾛｾ ｼﾝｲﾁ - 高知県
85 1067 2:21:44 武田　三十四 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾄｼ 愛媛県庁遊走会 北宇和郡
86 1016 2:35:13 武久　智和 ﾀｹﾋｻ ﾄﾓｶｽﾞ - 南宇和郡

2 ハーフ女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2008 1:30:45 宇都宮　すみ ｳﾂﾉﾐﾔ ｽﾐ 松前町役場 伊予郡
2 2001 1:32:59 相原　直美 ｱｲﾊﾞﾗ ﾅｵﾐ - 松山市
3 2014 1:37:10 藤井　奈美 ﾌｼﾞｲ ﾅﾐ しゃるく 宇和島市
4 2024 1:43:11 大山　愛 ｵｵﾔﾏ ｱｲ - 南宇和郡
5 2005 1:45:30 岩佐　千恵 ｲﾜｻ ﾁｴ 愛大農特OB/OG 伊予郡
6 2016 1:49:15 大田　美香 ｵｵﾀ ﾐｶ - 松山市
7 2017 1:53:05 渡辺　成美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ - 北宇和郡
8 2012 1:53:20 新城　美希 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐｷ 新城養鯉場 宇和島市
9 2003 1:54:14 近藤　智恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｴｺ - 松山市

10 2023 1:54:46 森　芙美 ﾓﾘ ﾌﾐ 森鉄工所 宇和島市
11 2013 1:56:52 三木　豊佳 ﾐｷ ﾄﾖｶ - 松山市
12 2007 1:59:03 皆内　千温 ﾐﾅｳﾁ ﾁﾊﾙ ランランズ 松山市
13 2009 2:00:35 芳我　由希 ﾊｶﾞ ﾕｷ - 松山市
14 2006 2:03:40 野村　夕子 ﾉﾑﾗ ﾕｳｺ - 松山市
15 2022 2:04:13 井岡　弘恵 ｲｵｶ ﾋﾛｴ まぐのりあ 北宇和郡
16 2018 2:06:56 日野　美紀子 ﾋﾉ ﾐｷｺ - 西条市
17 2021 2:07:59 篠崎　美和 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾜ - 松山市
18 2015 2:08:01 寺尾　千恵 ﾃﾗｵ ﾁｴ - 松山市
19 2002 2:11:08 皆川　麻由美 ﾐﾅｶﾜ ﾏﾕﾐ - 松山市
20 2020 2:15:57 高須賀　美有 ﾀｶｽｶ ﾐﾕ 上村快走倶楽部 東温市
21 2010 2:20:02 徳永　幸恵 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｴ 走る女＊JWB 松山市
22 2019 2:25:52 武智　愛香里 ﾀｹﾁ ｱｶﾘ 上村快走倶楽部 東温市
23 2004 2:35:13 武久　幸 ﾀｹﾋｻ ｻﾁ - 南宇和郡

3 10km男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3035 0:34:19 清水　研光 ｼﾐｽﾞ ｷﾖﾐﾂ hana整骨院 宇和島市
2 3026 0:38:43 高橋　徹朗 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ - 伊予市
3 3006 0:38:53 三田　浩司 ﾐﾀ ｺｳｼﾞ - 松山市
4 3021 0:39:26 森　悦郎 ﾓﾘｴﾂﾛｳ 森鉄工所 宇和島市
5 3036 0:40:21 濱田　耕太郎 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ - 宇和島市
6 3025 0:41:50 市川　雄将 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼｮｳ - 高知県
7 3002 0:41:59 程野　芳光 ﾎﾄﾞﾉ ﾖｼﾐﾂ - 八幡浜市



8 3009 0:42:48 橘　伸二 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞ 愛媛県庁遊走会 伊予市
9 3020 0:43:31 矢野　圭祐 ﾔﾉｹｲｽｹ 津島体協 宇和島市

10 3012 0:43:36 寺林　晃 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 白峰RC 八幡浜市
11 3000 0:45:55 竹本　敬三 - 一揆農民 北宇和郡
12 3005 0:46:20 柳澤　昌純 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｽﾞﾐ 松山楽走クラブ 伊予郡
13 3004 0:46:28 砂田　透 ｽﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ 愛南体協 南宇和郡
14 3022 0:46:46 神山　省三 ｺｳﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ チームミカ 松山市
15 3023 0:49:53 加形　嘉朗 ｶｶﾞﾀ ﾖｼｵ 本町苦楽部 西予市
16 3016 0:50:28 松本　正志 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 宇和島陸協 宇和島市
17 3029 0:52:02 土居　聖司 ﾄﾞｲ ｾｲｼﾞ hana整骨院 宇和島市
18 3011 0:52:58 上岡　義樹 ｳｴｵｶ ﾖｼｷ キC 松山市
19 3001 0:53:28 三好　明 ﾐﾖｼ ｱｷﾗ 美沙丸 西予市
20 3030 0:54:01 岡本　恵介 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 宇和島陸協 宇和島市
21 3024 0:55:20 太宰　俊明 ﾀﾞｻﾞｲ ﾄｼｱｷ - 宇和島市
22 3031 0:56:01 武田　寛司 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ hana整骨院 宇和島市
23 3032 0:56:15 松井　隆真 ﾏﾂｲ ﾀｶﾏｻ - 宇和島市
24 3017 0:58:50 大財　竜也 ｵｵｻﾞｲ ﾀﾂﾔ - 松山市
25 3013 0:59:03 清家　信 ｾｲｹ ﾏｺﾄ キC 東温市
26 3015 0:59:45 日浦　高志 ﾋｳﾗ ﾀｶｼ - 八幡浜市
27 3018 1:00:38 高須賀　聖泰 ﾀｶｽｶ ﾏｻﾋﾛ 上村快走倶楽部 東温市
28 3010 1:19:15 菅原　淳二 ｽｶﾞﾊﾗｼﾞｭﾝｼﾞ ひら屋 松山市
29 3034 1:26:14 山田　裕司 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ - 松山市

4 10km女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 4001 0:44:51 新堂ｼｮｺﾀﾝばぁば ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｺﾀﾝﾊﾞｧﾊﾞ 新　ドン屋 八幡浜市
2 4006 0:53:21 前田　結架 ﾏｴﾀﾞ ﾕｶ - 南宇和郡
3 4018 0:53:46 清水　由衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ hana整骨院 宇和島市
4 4017 0:56:41 北岡　磨衣 ｷﾀｵｶ ﾏｲ - 高知県
5 4019 0:57:10 菊池　理恵 ｷｸﾁ ﾘｴ - 八幡浜市
6 4002 0:57:27 小幡　紀子 ｵﾊﾞﾀﾉﾘｺ - 西宇和郡
7 4007 0:57:32 和泉　智子 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｺ - 松山市
8 4003 0:57:47 土居　瑞恵 ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｴ - 松山市
9 4013 0:58:34 高瀬　紀子 ﾀｶｾ ﾉﾘｺ - 宇和島市

10 4015 0:58:43 石船　幸代 ｲｼﾌﾞﾈ ｻﾁﾖ hana整骨院 北宇和郡
11 4010 0:59:45 山本　さゆり ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾘ - 八幡浜市
12 4016 1:00:21 菅　春香  ｽｶﾞ ﾊﾙｶ - 大洲市
13 4014 1:01:30 武田　未来 ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ hana整骨院 宇和島市
14 4008 1:02:12 久保　麻南美 ｸﾎﾞﾏﾅﾐ - 大洲市
15 4011 1:03:09 上山　利恵 ｳｴﾔﾏ ﾄｼｴ - 北宇和郡
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