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種目 第 1位 第 2位 第 3位
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男子

39 歳以下 植田 和久 土佐市 濱田 聖也 高知市 井上 剣正 愛媛県
40 ～ 49 歳 宮本 直哉 高知市 野口 博企 高知市 渡邉 隆史 愛媛県
50 ～ 59 歳 高岡 正直 愛媛県 藤本 彰 愛媛県 渡辺 誠毅 宿毛市
60 ～ 69 歳 泉 祐司 本山町 松田 正 高知市 中野 次郎 埼玉県
70 歳以上 細木 紘一郎 高知市 竹内 荘市 高知市 梶原 務 香美市

女子

39 歳以下 二宮 歩美 愛媛県 揚田 奈穂 いの町 藤井 奈美 愛媛県
40 ～ 49 歳 平下 瞳 高知市 日下 康子 神奈川県 山崎 富加 高知市
50 ～ 59 歳 相原 直美 愛媛県 森本 ゆかり 高知市 松田 紀美代 いの町
60 ～ 69 歳 太田 芳子 須崎市 日下 はま子 埼玉県 能津 美恵 兵庫県
70 歳以上 車 春恵 高知市
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男子

39 歳以下 田中 智也 黒潮町 野中 健史 愛媛県 松田 悠大 中土佐町
40 ～ 49 歳 有光 浩 四万十市 次家 洋明 愛媛県 山本 英明 四万十市
50 ～ 59 歳 高野 和人 栃木県 谷口 博哉 徳島県 山本 幸喜 愛媛県
60 ～ 69 歳 平岡 芳和 徳島県 野村 則男 黒潮町 宮田 修 安芸市
70 歳以上 西川 友裕 高知市 木村 文男 愛知県 上田 林三郎 岡山県

女子

39 歳以下 北谷 かおり 愛媛県 立花 玲奈 高知市 石崎 花奈 愛媛県
40 ～ 49 歳 佐竹 一美 高知市 堀内 愛貴 四万十市 松田 美保 四万十市
50 ～ 59 歳 浜口 雅子 南国市 沖村 千鶴 愛媛県 植田 節子 田野町
60 ～ 69 歳 守 百合葉 岡山県 中本 美恵 愛媛県 篠田 陽子 高知市
70 歳以上 上田 つた江 岡山県
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男子

小学 1・2 年生 小松 龍英 南国市 酒井 輝虎 中土佐町 松本 祐介 愛媛県
小学 3・4 年生 酒井 龍真 中土佐町 松本 隼人 愛媛県 平峯 蒼大 高知市
小学 5・6 年生 谷口 瑛大 宿毛市 瀧石 悠大 高知市 渡辺 瑛智 南国市
中 学 生 松本 大嘉良 愛媛県 松田 優斗 中土佐町 平田 建太郎 愛媛県
一　般 古林 太寿久 兵庫県 仮谷 博之 土佐清水市 西森 聖珠 南国市

女子

小学 1・2 年生 児玉 莉央 愛媛県 平峯 海帆 高知市 西 陽菜乃 土佐市
小学 3・4 年生 武藤 心温 香川県 有光 菜穂子 四万十市 古川 夏羽 愛媛県
小学 5・6 年生 山本 祐希 愛媛県 久保 真梨夏 宿毛市 小松 澪英 南国市
中 学 生 渡辺 顕聖 南国市 渡辺 観聖 南国市 石本 翔凪 高知市
一　般 小松 龍佳 南国市 大原 由加利 越知町 福本 郁 四万十市

坂本図書館新刊コーナー （内容紹介は、㈱図書館流通センター TRC MARC より）

●もぐらのモリスさんおうちにかえりたい !
ジャーヴィス  作、青山南  訳

BL 出版（株）
もぐらのモリスさんは、つかれて
います。早く家に帰りたい。で
も、大変 ! メガネがなくなりまし
た。「大丈夫、帰れる !」と、目が
よく見えないまま家をめざします
が…。

●そらからぼふ〜ん
高畠那生  作 / （株）くもん出版

●世界の科学者まるわかり図鑑
藤嶋昭　監修 / （株）学研プラス

●祈りのカルテ
知念実希人  著

（株）KADOKAWA
内科、外科、小児科、救急科…。
初期臨床研修で様々な科を回っ
ている新米医師の諏訪野良太は、
患者たちが抱える問題に耳を傾
け、解決の糸口を懸命に探し…。
連作医療ミステリ。『小説野性時
代』掲載に加筆し単行本化。

●デートクレンジング
柚木麻子  著 / （株）祥伝社

●伝えていきたいわが家の保存食レシピ
石原洋子  監修 / （株）朝日新聞出版

 問  宿毛マラソン実行委員会　☎ 66-1467

　第 4 回宿毛マラソンが、4月15日（日）に開催され868名（申込者1,032名）の参加をいただき、無事終了することが
できました。本大会を支えていただきましたボランティアの方々や沿道での応援など、ご協力いただいた市民の皆
さんに心からお礼申し上げます。また、交通規制で多くの皆さんにご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し
上げます。大会終了後、選手の皆さんからは地元の方の応援やボランティアの方々のおもてなしがうれしかったと
の声が多くありました。実行委員会といたしましても、今回の貴重な経験を礎として、第 5 回大会へ向けて準備を
進めて参ります。引き続きのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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