
第3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 都道府県

1 254 1:13:21 河野　寛 ｺｳﾉ ｶﾝ 津島体協 松山市 愛媛県
2 206 1:16:08 西河　豪志 ﾆｼｶﾜ ﾂﾖｼ - 西予市 愛媛県
3 183 1:16:18 久保内　幸彦 ｸﾎﾞｳﾁ ﾕｷﾋｺ - 高知県 高知県
4 121 1:16:56 野中　健史 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ - 東温市 愛媛県
5 243 1:18:46 薬師寺　裕人 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳﾄ 吉田町立間 宇和島市 愛媛県
6 166 1:20:55 渡邉　隆史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ - 松山市 愛媛県
7 209 1:20:57 久野　優 ﾋｻﾉ ｽｸﾞﾙ - 宇和島市 愛媛県
8 145 1:21:20 相原　和範 ｱｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 愛媛県庁遊走会 松山市 愛媛県
9 239 1:21:28 堀本　貴史 ﾎﾘﾓﾄ ﾀｶｼ - 松山市 愛媛県

10 264 1:22:41 土居　弘明 ﾄﾞｲ ﾋﾛｱｷ 河野一族 宇和島市 愛媛県
11 155 1:23:08 一野　智 ｲﾁﾉ ｻﾄｼ - 久万高原町 愛媛県
12 107 1:23:28 門多　星一郎 ｶﾄﾞﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 八幡浜体協 西予市 愛媛県
13 267 1:23:32 水口　学 ﾐﾅｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ 伊予市 伊予市 愛媛県
14 175 1:24:27 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾖｼﾌﾐ 堀川土地家屋調査 宇和島市 愛媛県
15 195 1:24:30 隅田　知秀 ｽﾐﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ - 伊予市 愛媛県
16 139 1:24:47 清家　博之 ｾｲｹ ﾋﾛﾕｷ - 松山市 愛媛県
17 189 1:24:58 近田　有輝 ﾁｶﾀ ﾕｳｷ - 宇和島市 愛媛県
18 115 1:25:16 澤近　栄彰 ｻﾜﾁｶ ﾋﾃﾞｱｷ 立間愛走会 宇和島市 愛媛県
19 134 1:25:21 新城　秀和 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 宇和島市 愛媛県
20 220 1:25:57 福田　正幸 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ - 松山市 愛媛県
21 110 1:26:08 三田　浩司 ﾐﾀ ｺｳｼﾞ - 松山市 愛媛県
22 180 1:26:10 津田　充敏 ﾂﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ - 八幡浜市 愛媛県
23 179 1:26:51 平岡　武彦 ﾋﾗｵｶ ﾀｹﾋｺ - 砥部町 愛媛県
24 176 1:27:07 凝地　潤二 ｺｺﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛南体協 愛南町 愛媛県
25 117 1:27:13 冨永　大輔 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大州体協 大洲市 愛媛県
26 165 1:27:36 織田　晃 ｵﾀﾞ ｱｷﾗ 南宇和ｸﾗﾌﾞ 愛南町 愛媛県
27 235 1:27:42 家森　彬 ｲｴﾓﾘ ｱｷﾗ - 西予市 愛媛県
28 234 1:27:48 家森　恵樹 ｲｴﾓﾘ ﾖｼｷ - 西予市 愛媛県
29 104 1:27:52 太田　公平 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ - 松山市 愛媛県
30 114 1:28:08 岡田　真聖 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷﾖ - 宇和島市 愛媛県
31 203 1:28:17 玉留　一 ﾀﾏﾙ ﾏｺﾄ - 宇和島市 愛媛県
32 217 1:29:18 古田　歩 ﾌﾙﾀ ｱﾕﾑ - 宇和島市 愛媛県
33 216 1:29:39 竹田　真彦 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋｺ - 松山市 愛媛県
34 219 1:29:56 長山　雄一 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ - 宇和島市 愛媛県
35 262 1:29:59 森野　翔太 ﾓﾘﾉ ｼｮｳﾀ - 大洲市 愛媛県
36 224 1:30:23 越智　勇貴 ｵﾁ ﾕｳｷ - 松山市 愛媛県
37 105 1:30:47 都築　直人 ﾂﾂﾞｷ ﾅｵﾄ - 西予市 愛媛県
38 116 1:31:43 梅村　裕治 ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 津島体協 宇和島市 愛媛県
39 132 1:31:54 三宅　正晃 ﾐﾔｹ ﾏｻｱｷ - 大洲市 愛媛県
40 135 1:31:58 古谷　英樹 ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞｷ しゃるく 松野町 愛媛県
41 125 1:32:14 近藤　龍士 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ - 香川県 香川県
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42 194 1:32:29 山本　喬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ - 宇和島市 愛媛県
43 133 1:33:00 薬師寺　敏人 ﾔｸｼｼﾞ ﾄｼﾋﾄ ﾄﾏﾄｼ 宇和島市 愛媛県
44 268 1:34:06 渡部　将裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ - 伊予市 愛媛県
45 212 1:34:22 布山　知伸 ﾇﾉﾔﾏ ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｲﾅﾝﾏﾝ 愛南町 愛媛県
46 137 1:34:28 菊池　貴洋 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ - 八幡浜市 愛媛県
47 169 1:34:42 山本　幸喜 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ - 愛南町 愛媛県
48 214 1:35:03 中村　義人 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾄ 中村屋RC 宇和島市 愛媛県
49 185 1:35:46 川本　公平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ - 宇和島市 愛媛県
50 197 1:36:13 成川　順 ﾅﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝ - 松前町 愛媛県
51 241 1:36:20 難波　健一 ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝｲﾁ - 今治市 愛媛県
52 231 1:36:29 川添　友裕 ｶﾜｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ - 鬼北町 愛媛県
53 276 1:37:12 河添　晋悟 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｺﾞ - 鬼北町 愛媛県
54 251 1:37:41 池田　頼昭 ｲｹﾀﾞ ﾖﾘｱｷ - 内子町 愛媛県
55 226 1:37:51 中村　真也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 宇和島市役所 宇和島市 愛媛県
56 196 1:39:17 山路　毅 ﾔﾏｼﾞ ﾂﾖｼ - 松前町 愛媛県
57 128 1:39:22 前田　耕司 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 白菊園 高知県 高知県
58 232 1:39:25 奥田　貴之 ｵｸﾀﾞ ﾀｶﾕｷ - 宇和島市 愛媛県
59 131 1:39:44 高田　雄一朗 ﾀｶﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 松山市 愛媛県
60 111 1:39:45 岡田　祐一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ - 宇和島市 愛媛県
61 164 1:39:53 曽根　弘志 ｿﾈ ﾋﾛｼ - 高知県 高知県
62 269 1:40:02 岡部　弘 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｼ JAえひめ南 宇和島市 愛媛県
63 130 1:40:03 榊　洋一郎 ｻｶｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ - 松山市 愛媛県
64 260 1:40:27 野川　武彦 ﾉｶﾞﾜ ﾀｹﾋｺ - 大洲市 愛媛県
65 213 1:41:08 板崎　貴史 ｲﾀｻﾞｷ ﾀｶｼ - 宇和島市 愛媛県
66 108 1:41:14 今津　豊生 ｲﾏﾂﾞ ﾄﾖｷ 宇和島陸協 宇和島市 愛媛県
67 182 1:42:01 久保　豊 ｸﾎﾞ ﾕﾀｶ - 大洲市 愛媛県
68 222 1:42:14 小倉　正嗣 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾂｸﾞ - 松山市 愛媛県
69 106 1:42:48 浜崎　隆 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ - 宇和島市 愛媛県
70 101 1:43:35 石川　敦 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ - 新居浜市 愛媛県
71 124 1:43:47 井関　敏彦 ｲｾｷ ﾄｼﾋｺ 伊予銀行 松山市 愛媛県
72 153 1:44:11 日野　友樹 ﾋﾉ ﾄﾓｷ - 松山市 愛媛県
73 228 1:44:14 篠原　徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ - 四国中央市 愛媛県
74 160 1:44:26 山内　清秀 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖﾋﾃﾞ 三机消防団 伊方町 愛媛県
75 109 1:44:33 福田　洋介 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ - 松山市 愛媛県
76 147 1:44:55 西原　和紀 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ - 東温市 愛媛県
77 271 1:46:00 八木　一幸　 ﾔｷ ﾞｶｽﾞﾕｷ - 四万十町 愛媛県
78 218 1:46:12 二宮　誠 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ - 宇和島市 愛媛県
79 127 1:46:37 高瀬　和則 ﾀｶｾ ｶｽﾞﾉﾘ - 宇和島市 愛媛県
80 112 1:47:17 平田　健治 ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾞ - 松山市 愛媛県
81 261 1:47:46 水野　洋史 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾌﾐ 河野一族 宇和島市 愛媛県
82 274 1:48:03 平岡　勇二 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｼﾞ - 伊予市 愛媛県
83 144 1:48:29 上田　晃次 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 伊予市 愛媛県
84 230 1:48:36 岩崎　哲也 ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾔ - 宇和島市 愛媛県
85 170 1:49:30 奥藤　達也 ｵｸﾌｼﾞ ﾀﾂﾔ - 西予市 愛媛県
86 141 1:49:39 山本　太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ - 宇和島市 愛媛県
87 181 1:49:42 藥師寺　隆彦 ﾔｸｼｼﾞ ﾀｶﾋｺ - 宇和島市 愛媛県
88 192 1:49:50 中本　克也 ﾅｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 内子町 内子町 愛媛県
89 102 1:50:10 室津　広行 ﾑﾛﾂ ﾋﾛﾕｷ - 砥部町 愛媛県
90 168 1:50:36 吉川　幸宏 ﾖｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ - 八幡浜市 愛媛県
91 184 1:50:40 菱田　桂一 ﾋｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ - 松山市 愛媛県
92 172 1:50:45 西原　史郎 ﾆｼﾊﾗ ｼﾛｳ - 宇和島市 愛媛県



93 177 1:50:50 弓山　泰年 ﾕﾐﾔﾏ ﾔｽﾄｼ - 西条市 愛媛県
94 171 1:50:50 尾崎　健吏 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ じゃこ天ｸﾗﾌﾞ 宇和島市 愛媛県
95 173 1:50:57 中元　忠雄 ﾅｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ - 宇和島市 愛媛県
96 244 1:51:31 隅田　宗和 ｽﾐﾀﾞ ﾑﾈｶｽﾞ 双海藤岡工業ｸﾗﾌﾞ 伊予市 愛媛県
97 188 1:51:52 戸田　敏治 ﾄﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ - 東温市 愛媛県
98 140 1:52:50 上田　司 ｳｴﾀﾞ ﾂｶｻ - 鬼北町 愛媛県
99 191 1:53:02 福島　大伯 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 三原薬品株式会社 宇和島市 愛媛県

100 136 1:53:03 堀内　弘保 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾔｽ 伊方のどぶ鼠 伊方町 愛媛県
101 257 1:53:06 染次　章治 ｿﾒｼﾞ ﾘｭｳｼﾞ まどんなくらぶ 松山市 愛媛県
102 119 1:53:06 荻野　猛 ｵｷﾞﾉ ﾀｹｼ - 西予市 愛媛県
103 143 1:53:52 伊東　光男 ｲﾄｳ ﾐﾂｵ - 松前町 愛媛県
104 120 1:54:01 武村　英明 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ - 奈良県 奈良県
105 201 1:54:16 関谷　佳樹 ｾｷﾔ ﾖｼｷ - 松山市 愛媛県
106 253 1:54:35 芝　賢二 ｼﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 武内工務店 宇和島市 愛媛県
107 263 1:55:15 垣内　裕史 ｶｷｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 長浜ひまわり 大洲市 愛媛県
108 250 1:55:23 浅本　圭一 ｱｻﾓﾄ ｹｲｲﾁ - 宇和島市 愛媛県
109 215 1:55:35 濱田　公章 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾐｱｷ - 宇和島市 愛媛県
110 158 1:55:49 浅井　誠 ｱｻｲ ﾏｺﾄ - 松山市 愛媛県
111 148 1:56:07 武久　智和 ﾀｹﾋｻ ﾄﾓｶｽﾞ 武ﾌｧﾐﾘｰ 愛南町 愛媛県
112 187 1:56:23 高岡　文比呂 ﾀｶｵｶ ﾌﾐﾋﾛ - 松山市 愛媛県
113 150 1:56:27 山口　燿 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳ - 愛南町 愛媛県
114 122 1:57:43 菊地　寿昌 ｷｸﾁ ﾄｼﾏｻ - 伊方町 愛媛県
115 240 1:58:54 岡田　隆明 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｱｷ - 西条市 愛媛県
116 237 1:59:33 大江　隼人 ｵｵｴ ﾊﾔﾄ - 宇和島市 愛媛県
117 227 2:00:35 水田　裕 ﾐｽﾞﾀ ﾕﾀｶ - 松前町 愛媛県
118 156 2:01:12 黒川　祥浩 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾛ - 松山市 愛媛県
119 245 2:01:34 大中元一郎 ｵｵﾅｶ ﾓﾄｲﾁﾛｳ 双海藤岡工業ｸﾗﾌﾞ 伊予市 愛媛県
120 152 2:02:03 倉本　潤一 ｸﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 松山市 愛媛県
121 259 2:02:26 菊池　啓介 ｷｸﾁ ｹｲｽｹ 八幡浜ﾄﾚｲﾙﾗﾝ 八幡浜市 愛媛県
122 204 2:03:22 霍川　幹史 ﾂﾙｶﾜ ｶﾝｼﾞ - 宇和島市 愛媛県
123 246 2:03:29 福井　光栄 ﾌｸｲ ｺｳｴ ｱｸﾞｻｽ 伊予市 愛媛県
124 242 2:03:59 崎野　哲也 ｻｷﾉ ﾃﾂﾔ - 大洲市 愛媛県
125 252 2:04:13 矢間　永二 ﾔﾏ ｴｲｼﾞ - 松野町 愛媛県
126 221 2:04:17 水野　日出夫 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ - 宇和島市 愛媛県
127 258 2:04:53 丸山　伸幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ - 宇和島市 愛媛県
128 157 2:04:57 岡村　匡寛 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ - 松山市 愛媛県
129 248 2:05:10 橘　順作 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｳﾝｻｸ 宇和島陸協 宇和島市 愛媛県
130 161 2:05:25 宮瀬　弘吉 ﾐﾔｾ ｺｳｷﾁ - 内子町 愛媛県
131 273 2:06:11 新海　将孝 ﾆｲﾉﾐ ﾏｻﾀｶ - 東温市 愛媛県
132 199 2:06:31 石川　巧人 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾄ - 松山市 愛媛県
133 174 2:08:26 大東　哲也 ﾀﾞｲﾄｳ ﾃﾂﾔ - 宇和島市 愛媛県
134 151 2:08:57 近藤　裕宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾋﾛ - 東温市 愛媛県
135 200 2:09:00 清水　義久 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋｻ - 四国中央市 愛媛県
136 223 2:09:20 山下　恭平 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ - 松山市 愛媛県
137 126 2:11:01 渡部　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ - 松山市 愛媛県
138 154 2:14:21 小林　弘樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ - 大洲市 愛媛県
139 238 2:14:54 森田　孝志 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ - 内子町 愛媛県
140 138 2:16:37 井上　隆 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ - 八幡浜市 愛媛県
141 103 2:16:44 秋田　徳大 ｱｷﾀ ﾄｸﾋﾛ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾌｧﾐﾘｰ夢限大 高知県 高知県
142 210 2:16:53 長沼　良典 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾉﾘ - 宇和島市 愛媛県
143 146 2:21:49 松井　隆真 ﾏﾂｲ ﾀｶﾏｻ - 宇和島市 愛媛県



144 270 2:25:08 井上　佳彦 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｺ - 松山市 愛媛県
145 256 2:27:16 門屋　昭則 ｶﾄﾞﾔ ｱｷﾉﾘ - 松山市 愛媛県
146 265 2:28:49 石丸　宗徳 ｲｼﾏﾙ ﾑﾈﾉﾘ 快走倶楽部 松山市 愛媛県
147 275 2:32:31 品川　幸大 ｼﾅｶﾞﾜ ｺｳﾀ - 松山市 愛媛県
148 272 2:32:45 石井　敬一 ｲｼｲ ｹｲｲﾁ - 松山市 愛媛県
149 207 2:34:04 佐々木　拓也 ｻｻｷ ﾀｸﾔ - 松山市 愛媛県

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 都道府県

1 505 1:27:23 大西　恵美子 ｵｵﾆｼ ｴﾐｺ 木山道場 松山市 愛媛県
2 521 1:31:02 二宮　歩美 ﾆﾉﾐﾔ ｱﾕﾐ - 宇和島市 愛媛県
3 524 1:32:16 揚田　奈穂 ｱｹﾞﾀ ﾅﾎ - 高知県 高知県
4 532 1:33:31 平下　瞳 ﾋﾗｼﾀ ﾋﾄﾐ 高知さくら 高知県 高知県
5 535 1:35:37 藤井　奈美 ﾌｼﾞｲ ﾅﾐ しゃるく 宇和島市 愛媛県
6 526 1:38:46 重松　由紀枝 ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｷｴ - 松山市 愛媛県
7 502 1:40:12 大田　美香 ｵｵﾀ ﾐｶ - 松山市 愛媛県
8 509 1:42:18 秋山　裕起子 ｱｷﾔﾏ ﾕｷｺ - 香川県 香川県
9 531 1:42:50 島村　実那 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾅ - 高知県 高知県

10 538 1:47:45 古谷　紗弓 ﾌﾙﾔ ｻﾕﾐ - 宇和島市 愛媛県
11 510 1:48:43 田井　聖子 ﾀｲ ｾｲｺ - 香川県 香川県
12 539 1:50:10 三好　智子 ﾐﾖｼ ﾄﾓｺ - 伊予市 愛媛県
13 530 1:51:30 水野　美枝子 ﾐｽﾞﾉ ﾐｴｺ - 宇和島市 愛媛県
14 529 1:52:28 竹田　希代子 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｺ - 松山市 愛媛県
15 519 1:52:54 土居　七恵 ﾄﾞｲ ﾅﾅｴ - 八幡浜市 愛媛県
16 513 1:53:18 佐々木　沙織 ｻｻｷ ｻｵﾘ - 松山市 愛媛県
17 507 1:55:27 関　雅子 ｾｷ ﾏｻｺ - 松山市 愛媛県
18 528 1:56:38 板崎　雅代 ｲﾀｻﾞｷ ﾏｻﾖ - 宇和島市 愛媛県
19 503 1:57:36 武井　節子 ﾀｹｲ ｾﾂｺ - 松山市 愛媛県
20 527 1:57:37 井上　里咲 ｲﾉｳｴ ﾘｻ - 松山市 愛媛県
21 506 1:59:59 野村　夕子 ﾉﾑﾗ ﾕｳｺ - 松山市 愛媛県
22 533 2:00:50 園田　亜希 ｿﾉﾀﾞ ｱｷ - 松山市 愛媛県
23 515 2:02:23 日野　美紀子 ﾋﾉ ﾐｷｺ - 西条市 愛媛県
24 536 2:03:39 篠崎　美和 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾜ 走るひと 松山市 愛媛県
25 534 2:03:58 中野　星 ﾅｶﾉ ﾋｶﾘ - 大洲市 愛媛県
26 514 2:04:08 菊川　秀世 ｷｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾖ - 松山市 愛媛県
27 522 2:05:00 寺尾　千恵 ﾃﾗｵ ﾁｴ - 松山市 愛媛県
28 517 2:06:49 徳永　幸恵 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｴ - 松山市 愛媛県
29 520 2:11:01 芳我　由希 ﾊｶﾞ ﾕｷ - 松山市 愛媛県
30 511 2:19:29 高瀬　紀子 ﾀｶｾ ﾉﾘｺ - 宇和島市 愛媛県
31 516 2:23:23 兵頭　睦美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾑﾂﾐ - 宇和島市 愛媛県
32 523 2:24:12 福本　浩子 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛｺ - 松山市 愛媛県
33 508 2:25:36 新城　美希 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐｷ - 宇和島市 愛媛県

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 都道府県

1 1047 0:34:35 清水　研光 ｼﾐｽﾞ ｷﾖﾐﾂ hana整骨院 宇和島市 愛媛県
2 1057 0:35:42 吉見　優一 ﾖｼﾐ ﾕｳｲﾁ 牛鬼ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 宇和島市 愛媛県
3 1007 0:36:39 角藤　和也 ｶｸﾄｳ ｶｽﾞﾔ - 西予市 愛媛県
4 1049 0:37:27 寺林　晃 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ - 八幡浜市 愛媛県
5 1082 0:37:38 渡辺　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ - 宇和島市 愛媛県
6 1021 0:37:44 岡原　博士 ｵｶﾊﾗ ﾋﾛｼ - 宇和島市 愛媛県



7 1045 0:39:37 山村　祐児 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 宇和島陸協 宇和島市 愛媛県
8 1004 0:40:44 程野　芳光 ﾎﾄﾞﾉ ﾖｼﾐﾂ - 八幡浜市 愛媛県
9 1037 0:41:11 石岡　創 ｲｼｵｶ ｿｳ - 高知県 高知県

10 1011 0:41:14 井出　智文 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ - 今治市 愛媛県
11 1063 0:41:16 窪田　好範 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 大洲ひまわり 大洲市 愛媛県
12 1006 0:41:45 大纒　武 ｵｵﾏﾄｲ ﾀｹｼ ﾏﾄｲ道場 高知県 高知県
13 1024 0:42:23 高橋　徹朗 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ - 伊予市 愛媛県
14 1064 0:42:24 林　幸治 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 大洲ひまわり 大洲市 愛媛県
15 1044 0:43:15 秋山　亮介 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 新居浜市役所 新居浜市 愛媛県
16 1054 0:43:18 秋山　博伸 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ - 宇和島市 愛媛県
17 1014 0:43:26 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 愛媛県
18 1039 0:44:41 片岡　良太 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾀ - 松山市 愛媛県
19 1020 0:45:24 城岡　秀一 ｼﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ - 伊方町 愛媛県
20 1072 0:45:29 渡邊　一人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ - 西予市 愛媛県
21 1053 0:45:30 武田　寛司 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ - 宇和島市 愛媛県
22 1008 0:46:00 神山　省三 ｺｳﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ - 松山市 愛媛県
23 1050 0:46:09 渡邊　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ - 松山市 愛媛県
24 1023 0:47:27 吉本　浩紀 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛｷ - 宇和島市 愛媛県
25 1028 0:48:00 砂田　透 ｽﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ - 愛南町 愛媛県
26 1036 0:48:06 池川　雅清 ｲｹｶﾞﾜ ﾏｻｷﾖ - 東温市 愛媛県
27 1040 0:48:21 米森　健志 ﾖﾈﾓﾘ ﾀｹｼ - 内子町 愛媛県
28 1017 0:49:12 浮村　祐政 ｳｷﾑﾗ ﾋﾛﾏｻ - 大洲市 愛媛県
29 1003 0:49:13 古森　詳 ｺﾓﾘ ｼｮｳ - 宇和島市 愛媛県
30 1083 0:49:23 渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ - 宇和島市 愛媛県
31 1079 0:49:55 田内　教裕 ﾀｳﾁ ﾉﾘﾋﾛ - 宇和島市 愛媛県
32 1058 0:50:00 河野　英徳 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 砥部町 愛媛県
33 1073 0:50:05 宮崎　幸喜 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ - 鬼北町 愛媛県
34 1043 0:50:35 片山　文彦 ｶﾀﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ - 西予市 愛媛県
35 1025 0:51:54 門田　翼 ｶﾄﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 武ﾌｧﾐﾘｰ 愛南町 愛媛県
36 1038 0:52:14 梅原　雅史 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ - 高知県 高知県
37 1071 0:52:43 村上　東 ﾑﾗｶﾐ  ｱｽﾞﾏ あずまの桜 宇和島市 愛媛県
38 1067 0:53:07 古用　智彦 ﾌﾙﾓﾁ ﾄﾓﾋｺ 野村学園 西予市 愛媛県
39 1016 0:53:08 松村　英次 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｼﾞ - 伊予市 愛媛県
40 1065 0:53:15 芝　竜太 ｼﾊﾞ ﾘｭｳﾀ - 宇和島市 愛媛県
41 1034 0:54:15 上岡　義樹 ｳｴｵｶ ﾖｼｷ - 松山市 愛媛県
42 1055 0:55:08 森　隼人 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ - 宇和島市 愛媛県
43 1033 0:55:18 太宰　俊明 ﾀﾞｻﾞｲ ﾄｼｱｷ - 宇和島市 愛媛県
44 1026 0:55:23 小松　弘 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ - 香川県 香川県
45 1029 0:55:26 北川　直 ｷﾀｶﾞﾜ ｽﾅｵ - 松山市 愛媛県
46 1031 0:56:47 中尾　英治 ﾅｶｵ ｴｲｼﾞ - 宇和島市 愛媛県
47 1062 0:57:00 矢野　文之 ﾔﾉ ﾌﾐﾕｷ - 松山市 愛媛県
48 1078 0:57:02 東　大輔 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ - 宇和島市 愛媛県
49 1080 0:57:51 石丸　元彦 ｲｼﾏﾙ ﾓﾄﾋｺ - 松山市 愛媛県
50 1032 0:57:56 阪井　潤 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝ - 松山市 愛媛県
51 1035 0:58:41 清家　信 ｾｲｹ ﾏｺﾄ - 東温市 愛媛県
52 1076 0:58:57 佐伯　登志男 ｻｲｷ ﾄｼｵ 南予地方局 宇和島市 愛媛県
53 1077 1:00:34 山崎　大祐 - 高知県土佐市 高知県 高知県
54 1066 1:01:24 福田　健志 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼ 野村学園 西予市 愛媛県
55 1018 1:01:31 松本　博之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ - 宇和島市 愛媛県
56 1042 1:02:18 三浦　猛 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ - 松山市 愛媛県
57 1070 1:03:37 高須賀　聖泰 ﾀｶｽｶ ﾏｻﾋﾛ - 東温市 愛媛県



58 1041 1:03:41 大政　　敏夫 ｵｵﾏｻ ﾄｼｵ - 松前町 愛媛県
59 1061 1:06:00 菊池　茂 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ ﾄﾚｲﾙﾗﾝ 八幡浜市 愛媛県
60 1019 1:06:24 丸田　清士 ﾏﾙﾀ ｷﾖｼ 海満隊 香川県 香川県
61 1074 1:08:33 有元　司 ｱﾘﾓﾄ ﾂｶｻ 河野一族 宇和島市 愛媛県
62 1075 1:08:33 河野　省三 ｺｳﾉ ｼｮｳｿﾞｳ 河野一族 宇和島市 愛媛県
63 1030 1:08:48 善家　智史 ｾﾞﾝｹ ﾄﾓﾌﾐ - 鬼北町 愛媛県
64 1010 1:14:45 山本　栄治 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 夜昼ﾗﾝﾅｰｽﾞ 大洲市 愛媛県
65 1027 1:18:04 三木　誠一 ﾐｷ ｾｲｲﾁ - 香川県 香川県
66 1051 1:18:09 加藤　清純 ｶﾄｳ ｷﾖｽﾞﾐ - 神奈川県 神奈川県
67 1046 1:18:58 西村　充司 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ - 砥部町 愛媛県
68 1022 1:19:03 松田　孝志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ - 松山市 愛媛県
69 1052 1:22:43 古田　弘一 ﾌﾙﾀ ｺｳｲﾁ - 西予市 愛媛県
70 1056 1:26:21 山田　裕司 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ - 松山市 愛媛県

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 都道府県

1 2010 0:40:38 宇都宮　すみ ｳﾂﾉﾐﾔ ｽﾐ 松前町役場 松前町 愛媛県
2 2051 0:42:04 相原　直美 ｱｲﾊﾗ ﾅｵﾐ - - -
3 2044 0:42:54 新堂ｼｮｺﾀﾝばぁば ｼｮｺﾀﾝ 新ﾄﾞﾝ屋 八幡浜市 愛媛県
4 2006 0:43:10 仙波　菜穂子 ｾﾝﾊﾞ ﾅﾎｺ - 松山市 愛媛県
5 2002 0:46:16 宮谷　富士子 ﾐﾔﾀﾆ ﾌｼﾞｺ 海満隊 香川県 香川県
6 2034 0:47:36 清水　由衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ hana整骨院 宇和島市 愛媛県
7 2025 0:48:22 苅田　亜由実 ｶﾘﾀ ｱﾕﾐ - 松山市 愛媛県
8 2050 0:48:33 近藤　智恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｴｺ - 松山市 愛媛県
9 2043 0:49:34 田内　陽子 ﾀｳﾁ ﾖｳｺ - 宇和島市 愛媛県

10 2001 0:51:06 古森　奈々 ｺﾓﾘ ﾅﾅ - 宇和島市 愛媛県
11 2020 0:51:10 皆内　千温 ﾐﾅｳﾁ ﾁﾊﾙ - 松山市 愛媛県
12 2031 0:52:36 山本　香織 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ - 宇和島市 愛媛県
13 2007 0:53:31 菊池　理恵 ｷｸﾁ ﾘｴ - 八幡浜市 愛媛県
14 2021 0:54:41 水田　さとみ ﾐｽﾞﾀ ｻﾄﾐ - 東温市 愛媛県
15 2040 0:54:51 高須賀　美有 ﾀｶｽｶ ﾐﾕ - 東温市 愛媛県
16 2004 0:54:59 小幡　紀子 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ - 伊方町 愛媛県
17 2026 0:55:02 鍋島　真弥 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏﾔ - 高知県 高知県
18 2033 0:55:56 西村　恵子 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺ - 砥部町 愛媛県
19 2028 0:56:03 菅　春香 ｽｶﾞ ﾊﾙｶ - 大洲市 愛媛県
20 2035 0:56:26 隅田　彩香 ｽﾐﾀﾞ ｱﾔｶ - 伊予市 愛媛県
21 2015 0:57:41 川崎　加余子 ｶﾜｻｷ ｶﾖｺ - 松山市 愛媛県
22 2045 0:57:42 山下　香織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ - 鬼北町 愛媛県
23 2024 0:57:56 阪井　暁子 ｻｶｲ ｱｷｺ - 松山市 愛媛県
24 2038 1:00:52 武智　愛香里 ﾀｹﾁ ｱｶﾘ 上村快走倶楽部 東温市 愛媛県
25 2012 1:01:22 上田　美香 ｳｴﾀﾞ ﾐｶ - 伊予市 愛媛県
26 2032 1:02:13 山本　海暢 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶﾄﾞ - 宇和島市 愛媛県
27 2003 1:02:40 土居　瑞恵 ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｴ - 松山市 愛媛県
28 2014 1:04:02 武久　杏緒 ﾀｹﾋｻ ﾘｵ 武ﾌｧﾐﾘｰ 愛南町 愛媛県
29 2041 1:04:09 松木　伯浦 ﾏﾂｷﾞ ﾐﾁﾎ - 高知県 高知県
30 2049 1:05:39 久保　麻南美 ｸﾎﾞ ﾏﾕﾐ - 大洲市 愛媛県
31 2016 1:07:15 谷口　美穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾎ - 鬼北町 愛媛県
32 2047 1:07:15 川平　典子 ｶﾜﾋﾗ ﾉﾘｺ - 鬼北町 愛媛県
33 2022 1:08:48 善家　恵美 ｾﾞﾝｹ ｴﾐ - 鬼北町 愛媛県
34 2013 1:08:51 武久　幸 ﾀｹﾋｻ ｻﾁ 武ﾌｧﾐﾘｰ 愛南町 愛媛県
35 2008 1:09:03 清水　勝美 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾐ - 西予市 愛媛県



36 2042 1:09:58 寺田　華織 ﾃﾗﾀﾞ ｶｵﾘ - 西条市 愛媛県
37 2011 1:12:09 長山　葵 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｵｲ - 宇和島市 愛媛県
38 2030 1:12:20 三浦　智恵美 ﾐｳﾗ ﾁｴﾐ - 松山市 愛媛県
39 2029 1:12:41 大政　さゆり ｵｵﾏｻ ｻﾕﾘ - 松前町 愛媛県
40 2046 1:13:06 榎　マキ子 ｴﾉｷ ﾏｷｺ - 宇和島市 愛媛県
41 2039 1:15:47 武智　里緒 ﾀｹﾁ ﾘｵ - 東温市 愛媛県
42 2005 1:15:48 酒入　優香 ｻｶｲﾘ ﾕｶ - 松山市 愛媛県
43 2048 1:16:55 森下　美穂 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾎ - 鬼北町 愛媛県
44 2009 1:19:03 松田　育枝 ﾏﾂﾀﾞ ｲｸｴ - 松山市 愛媛県
45 2037 1:22:44 古田　康子 ﾌﾙﾀ ﾔｽｺ - 西予市 愛媛県

5 ハーフオープン
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 都道府県

1 904 1:27:03 赤鬼 - - ゲストランナー -
2 902 2:01:14 上田　怜 - - ゲストランナー -
3 901 2:01:25 武左衛門 - - ゲストランナー -

6 10kmオープン
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 都道府県

1 9001 0:57:20 農民2 - - ゲストランナー -
2 9002 0:57:20 農民3 - - ゲストランナー -
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