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1 318 宮本 直哉 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 高知県庁ＲＣ 高知市 1:20:18

2 232 野口 博企 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 高知ＦＲＣ 高知市 1:20:24

3 253 竹又 正敏 ﾀｹﾏﾀ ﾏｻﾄｼ 高知ＦＲＣ 高知市 1:22:15

4 304 中川 光二 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 松下工業 愛媛県 1:22:49

5 217 妹尾 健 ｾﾉｵ ﾀｹｼ 岡山県 1:23:13

6 345 丁野 知憲 ﾁｮｳﾉ ﾄﾓﾉﾘ まるＲＣ 高知市 1:23:16

7 248 門多 星一郎 ｶﾄﾞﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 八幡浜体協 愛媛県 1:23:42

8 305 國本 武恒 ｸﾆﾓﾄ ﾀｹﾂﾈ 窪川陸上クラブ 四万十町 1:23:44

9 270 岡原 博士 ｵｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 愛媛県 1:24:13

10 329 中島 慶人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ハラペコＲＣ 愛媛県 1:25:55

11 263 嘉藤 誠 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ まるＲＣ 香美市 1:25:59

12 404 毛利 仁人 ﾓｳﾘ ﾖｼﾄ 麦屋 四万十市 1:26:14

13 338 山本 平 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾗ 尽心会 土佐清水市 1:26:42

14 273 福田 正幸 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 愛媛県 1:27:49

15 290 古谷 拓郎 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾛｳ 高知市 1:29:26

16 286 岡井 崇 ｵｶｲ ﾀｶｼ 伊予市体協 愛媛県 1:29:38

17 330 久保 嘉継 ｸﾎﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 近澤製紙所 須崎市 1:29:55

18 262 横山 義行 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ ヨッシー会 高知市 1:30:18

19 394 廣瀬 岳志 ﾋﾛｾ ﾀｹｼ 津島体協 愛媛県 1:30:55

20 226 大本 貴規 ｵｵﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ えひめ 愛媛県 1:31:29

21 309 池本 篤史 ｲｹﾓﾄ ｱﾂｼ 愛媛県 1:31:38

22 250 津野 尚人 ﾂﾉ ﾅｵﾄ 高知市 1:32:42

23 300 布山 知伸 ﾇﾉﾔﾏ ﾄﾓﾉﾌﾞ バー レイン 愛媛県 1:32:46

24 331 吉松 宏文 ﾖｼﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ チームナッソ 宿毛市 1:32:53

25 398 齋藤 学 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ タミフルズ 愛媛県 1:33:00

26 311 織田 宏 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 高知市 1:33:30

27 393 川本 公平 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛媛県 1:35:01

28 208 佐々木 恵一 ｻｻｷ ｹｲｲﾁ 鏡体育会 高知市 1:35:57

29 324 弘田 圭司 ﾋﾛﾀ ｹｲｼﾞ 四電工須崎 高知市 1:36:31

30 254 佐賀野 洋介 ｻｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ らぶさめ 土佐町 1:36:37

31 285 宝本 将 ﾀｶﾗﾓﾄ ﾏｻｼ 宇和島陸協 愛媛県 1:37:32

32 351 矢野 弘晃 ﾔﾉ ﾋﾛｱｷ 愛媛県 1:37:43

33 363 田村 崇徳 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 高知市 1:38:23

34 302 武内 恭彦 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋｺ ＫＭ 香南市 1:38:27

35 306 新谷 祐治 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 香美市 1:38:40

36 227 桑原 敏輝 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾃﾙ サッポロビール 神奈川県 1:38:59

37 221 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 高知市 1:39:07

38 307 福澤 正治 ﾌｸｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 高知市 1:39:49

39 323 児玉 好章 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｱｷ 須崎市 1:40:41

40 220 森 徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ 市立周桑病院 愛媛県 1:41:04

41 313 須藤 良文 ｽﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 四万十町 1:41:10

42 233 好岡 直樹 ﾖｼｵｶ ﾅｵｷ 愛媛県 1:41:16

43 299 山中 貞則 ﾔﾏﾅｶ ｻﾀﾞﾉﾘ 愛媛県八幡浜市 愛媛県 1:41:37

44 230 中嶋 幸治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 走れ！エロス 土佐市 1:41:45

45 267 宮本 尚幸 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾕｷ しづクラブ 愛媛県 1:42:57

46 238 福岡 征則 ﾌｸｵｶ ﾕｷﾉﾘ 西部教育事務所 黒潮町 1:42:59

47 407 濱田 定樹 ﾊﾏﾀﾞ ｻﾀﾞｷ 愛媛県 1:43:52

48 389 杉本 徹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ すこやかな杜 高知市 1:44:00

49 212 西野 勝 ﾆｼﾉ ﾏｻﾙ ぎんなん荘 宿毛市 1:44:35

50 247 江口 修 ｴｸﾞﾁ ｵｻﾑ 神田ＡＣ 愛媛県 1:45:53

2019年6月2日



第5回宿毛マラソン

ハーフ男子40歳～49歳

Print: 2019/06/04 09:39:53 2 / 4 ページ Official Timer & Result By ETRIPLE

順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

51 241 都築 直人 ﾂﾂﾞｷ ﾅｵﾄ 宇和国産材加工 愛媛県 1:46:00

52 301 梅原 靖司 ｳﾒﾊﾞﾗ ｾｲｼﾞ 高知市 1:46:03

53 343 元橋 昭夫 ﾓﾄﾊｼ ｱｷｵ 千葉県 1:46:06

54 283 日野 貴之 ﾋﾉ ﾀｶﾕｷ 愛媛県 1:46:06

55 303 大串 嘉文 ｵｵｸﾞｼ ﾖｼﾌﾐ 愛媛県 1:46:14

56 202 井上 好彦 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｺ いのうえ農園 愛媛県 1:46:58

57 380 中山 幹雄 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ 三重県 1:47:02

58 231 小野 誠 ｵﾉ ﾏｺﾄ （株）伊与田組 宿毛市 1:47:11

59 374 渕上 伸一 ﾌﾁｶﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 幡多けんみん 宿毛市 1:47:15

60 237 前田 耕司 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 白菊園 高知市 1:47:43

61 222 植村 保浩 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ サニーマート 四万十市 1:47:55

62 346 山本 喬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 愛媛県 1:48:13

63 360 井上 浩明 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ マルイスポーツ 土佐市 1:48:18

64 219 埜々下 哲広 ﾉﾉｼﾀ ｱｷﾋﾛ 宿毛市 1:48:30

65 249 二宮 正人 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｻﾄ 愛媛県 1:48:42

66 361 谷岡 寿彦 ﾀﾆｵｶ ﾄｼﾋｺ いの町 1:48:51

67 252 白石 研 ｼﾗｲｼ ｹﾝ 愛媛県 1:49:10

68 355 黒岩 正樹 ｸﾛｲﾜ ﾏｻｷ 土佐清水市 1:49:53

69 255 久保 豊 ｸﾎﾞ ﾕﾀｶ フジファーム 愛媛県 1:50:18

70 296 大川 智之 ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 佐川町 1:50:48

71 353 南部 昌也 ﾅﾝﾌﾞ ﾏｻﾔ 東京都 1:50:51

72 359 氏原 政喜 ｳｼﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 佐川町 1:50:55

73 352 井上 貴志 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 高知市 1:52:06

74 312 清岡 麗 ｷﾖｵｶ ﾚｲ 高知市 1:52:18

75 382 野村 勇樹 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 中村ＹＥＧ 四万十市 1:52:20

76 357 中城 和也 ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾔ 香南市 1:52:32

77 239 野口 耕司 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 吉松ジャパン 四万十市 1:52:46

78 242 本多 冬樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾕｷ 兵庫県 1:53:00

79 314 大菊 貴之 ｵｵｷﾞｸ ﾀｶﾕｷ 土佐市 1:53:05

80 279 矢野 賢二 ﾔﾉ ｹﾝｼﾞ 愛媛県 1:53:17

81 373 小松 淳 ｺﾏﾂ ｽﾅｵ 南国市 1:53:23

82 418 山崎 耕一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 愛媛県 1:53:26

83 332 博田 英史 ﾊｶﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ ＳＲＣ 高知市 1:53:48

84 349 中野 浩司 ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞ 愛媛県 1:53:58

85 246 西岡 功利 ﾆｼｵｶ ｶﾂﾄｼ だいきすいしつ 愛媛県 1:54:10

86 236 城岡 秀一 ｼﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ 伊方未来倶楽部 愛媛県 1:54:14

87 235 海治 正行 ｳﾐｼﾞ ﾏｻﾕｷ 土佐市 1:55:20

88 419 詫間 俊平 ﾀｸﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 徳島県 1:55:29

89 289 村上 裕紀 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾉﾘ 愛媛県 1:55:48

90 391 宮地 秀郎 ﾐﾔｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 香美市 1:55:57

91 403 公文 啓補 ｸﾓﾝ ｹｲｽｹ コンソメパンチ 高知市 1:57:14

92 376 坂本 達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高知市 1:57:21

93 417 島崎 信人 ｼﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾄ 高知市 1:57:26

94 277 隅田 秋元 ｽﾐﾀﾞ ｱｷﾓﾄ ヨッシー会 高知市 1:57:43

95 268 尾崎 健吏 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ じゃこ天クラブ 愛媛県 1:57:45

96 298 弓山 泰年 ﾕﾐﾔﾏ ﾔｽﾄｼ じゃこ天クラブ 愛媛県 1:58:01

97 229 市村 岳二 ｲﾁﾑﾗ ｶﾞｸｼﾞ 高知市 1:58:32

98 415 森田 哲史 ﾓﾘﾀ ﾃﾂｼ 愛幸病院 高知市 1:58:34

99 320 與名 理昇 ﾖﾅ ﾘｼｮｳ 高知市 1:58:43

100 385 堀尾 健一 ﾎﾘｵ ｹﾝｲﾁ チーム農林 愛媛県 1:58:59
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101 271 堀 照政 ﾎﾘ ﾃﾙﾏｻ 八百正 高知市 1:59:04

102 317 沖田 大悟 ｵｷﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 旭バルブ 高知市 1:59:04

103 341 大塚 誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 高知市 1:59:39

104 319 吉田 智志 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 広島県 1:59:57

105 365 長山 真也 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾝﾔ いの町 2:00:11

106 291 中尾 昌之 ﾅｶｵ ﾏｻﾕｷ 愛媛県 2:00:16

107 207 佐伯 圭二 ｻｴｷ ｹｲｼﾞ 愛媛県 2:00:38

108 395 川村 達朗 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾂｵ 宿毛市 2:00:52

109 368 時久 政和 ﾄｷﾋｻ ﾏｻｶｽﾞ 香美陸上クラブ 香美市 2:01:09

110 340 依岡 教洋 ﾖﾘｵｶ ﾉﾘﾋﾛ 南国市 2:01:22

111 372 大下 正徳 ｵｵｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 愛南町 愛媛県 2:02:07

112 388 大谷 佳弘 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 高知市 2:03:13

113 315 今井 悟之 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 関株式会社 南国市 2:03:19

114 325 近森 芳和 ﾁｶﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ 香南市 2:03:21

115 413 扇喜 映 ｵｵｷﾞ ﾖｳ ＴＥＡＭ４６ 土佐清水市 2:03:28

116 399 下村 武之 ｼﾓﾑﾗ ﾀｹﾕｷ かぼす会 大分県 2:04:11

117 356 田中 貴明 ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 高知タマモ 高知市 2:04:47

118 243 関 雅史 ｾｷ ﾏｻｼ 高知市 2:05:22

119 344 竹内 一人 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾄ くじくＲＵＮ 四万十市 2:05:36

120 258 井上 進 ｲﾉｳｴ ｽｽﾑ 高知市 2:06:23

121 288 大谷 政志 ｵｵﾀﾆ ﾏｻｼ 愛媛県 2:06:37

122 297 大橋 良照 ｵｵﾊｼ ﾖｼﾃﾙ 愛媛県 2:07:10

123 347 中脇 正和 ﾅｶﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 高知市 2:07:33

124 371 鈴木 紳介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ あすなろ薬局 高知市 2:07:47

125 224 西山 竜司 ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 高知市 2:07:53

126 281 松本 一志 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ ＹＥＧラン部 四万十市 2:07:57

127 384 藤坂 徹 ﾌｼﾞｻｶ ﾄｵﾙ 高知市 2:08:01

128 259 薬師寺 健介 ﾔｸｼｼﾞ ｹﾝｽｹ 西予市役所 愛媛県 2:08:20

129 218 小笠原 学 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏﾅﾌﾞ 高知市 2:08:33

130 358 岩松 真史 ｲﾜﾏﾂ ﾏｻﾌﾐ 高知タマモ 高知市 2:08:46

131 244 尾崎 勝彦 ｵｻｷ ｶﾂﾋｺ 高知市 2:09:39

132 401 前田 玲央 ﾏｴﾀﾞ ﾚｵ 高知市 2:10:28

133 402 山崎 和志 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｼ コンソメパンチ 高知市 2:10:35

134 280 藤崎 大輔 ﾌｼﾞｻｷ ﾀﾞｲｽｹ ギャンブラーズ 高知市 2:11:50

135 256 門田 和弘 ｶﾄﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 高知市 2:12:02

136 364 岡井 一樹 ｵｶｲ ｶｽﾞｷ 高知市 2:12:02

137 260 川上 泉 ｶﾜｶﾐ ｲｽﾞﾐ 高知市 2:12:12

138 354 土田 哲郎 ﾂﾁﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 森岡製作所 高知市 2:12:53

139 333 高田 祐輔 ﾀｶﾀ ﾕｳｽｹ 繁春鉄工所 南国市 2:12:54

140 350 吉本 光広 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 高知市 2:13:21

141 264 木村 真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ 愛媛県 2:14:05

142 406 稲玉 祐 ｲﾅﾀﾞﾏ ﾕｳ 高知市 2:14:27

143 334 村井 広勝 ﾑﾗｲ ﾋﾛｶﾂ ＮＳＥＳ 四万十市 2:14:59

144 348 二宮 敬之介 ﾆﾉﾐﾔ ｹｲﾉｽｹ 愛媛県 2:15:05

145 269 高橋 秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 南国市 2:15:31

146 201 飯田 康浩 ｲｲﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ （株）くりはら 愛媛県 2:16:35

147 420 野田 知秀 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 土佐市 2:17:33

148 342 松木 弘次郎 ﾏﾂｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 高知市 2:19:56

149 284 林 邦人 ﾊﾔｼ ｸﾆﾄ 司法書士ＲＳ 香川県 2:20:22

150 409 加藤 剛 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ 愛媛県 2:22:03
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151 308 大河 俊之 ｵｵｶﾜ ﾄｼﾕｷ 高知市 2:23:42

152 216 畠中 健一 ﾊﾀｹﾅｶ ｹﾝｲﾁ 宿毛市役所 宿毛市 2:25:07

153 328 水田 直哉 ﾐｽﾞﾀ ﾅｵﾔ 四万十町 2:25:16

154 337 宮本 孝昌 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 愛媛県 2:25:34

155 210 堤 功治 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ 高知市 2:26:03

156 414 伊関 美鶴 ｲｾｷ ﾐﾂﾙ 愛媛県 2:26:42

157 405 樋口 恭太郎 ﾋｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ 愛媛県 2:27:00

158 335 濱田 悟 ﾊﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ 高知市 2:27:22

159 412 筧 雅隆 ｶｹﾋ ﾏｻﾀｶ 高知整形 高知市 2:27:52

160 422 山岡 進一 ﾔﾏｵｶ ｼﾝｲﾁ 高知市 2:28:01

161 245 松村 健司 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 南国市 2:28:07

162 295 田中 基之 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾕｷ 佐川町 2:30:27

163 321 槌田 庸宏 ﾂﾁﾀﾞ ﾂﾈﾋﾛ スズキ麺工 岡山県 2:30:43

164 240 原 崇 ﾊﾗ ﾀｶｼ 高栄警備 東京都 2:31:28

165 215 渡辺 武 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ くりはら 宿毛市 2:32:21

166 209 高橋 良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ くりはら 宿毛市 2:32:21

167 390 大石 克志 ｵｵｲｼ ｶﾂｼ 四万十市 2:33:24

168 378 野坂 公生 ﾉｻﾞｶ ｲｻｵ 四万十市 2:34:39

169 370 山崎 幸尋 ﾔﾏｻｷ ﾕｷﾋﾛ いの町 2:34:47

170 396 竹中 栄嗣 ﾀｹﾅｶ ｴｲｼﾞ 須崎市 2:35:00

171 278 橋田 昌久 ﾊｼﾀﾞ ﾏｻﾋｻ 四万十市 2:37:41

172 211 永田 久司 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｼ ユーエスジェイ 大阪府 2:38:58

173 316 池田 和史 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 伊方町ヱチゴヤ 愛媛県 2:40:25

174 294 大原 秀次 ｵｵﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 佐川町 2:41:02

175 408 石坂 晋哉 ｲｼｻﾞｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 2:41:52

176 203 岩崎 篤志 ｲﾜｻｷ ｱﾂｼ 三原村 2:44:33

177 411 森山 厚 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾂｼ 住友生命 四万十市 2:48:03

178 339 岸 慶太 ｷｼ ｹｲﾀ 愛媛県 2:49:12

179 392 原田 量平 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ トラスコ中山 香川県 2:49:39

180 362 前田 到 ﾏｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 高知タマモ 高知市 2:51:23

181 204 上田 清輝 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾃﾙ 愛媛県 2:52:30

182 369 中矢 政和 ﾅｶﾔ ﾏｻｶｽﾞ 明朗社 愛媛県 2:54:48

183 293 黒石 典孝 ｸﾛｲｼ ﾉﾘﾀｶ 佐川町 2:57:35

184 375 福田 行一 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 岡山県 3:00:04

185 206 小川 博行 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 高知市 3:03:11

186 366 日下 隆 ｸｻｶ ﾀｶｼ 高知市 3:08:31

187 387 大北 晋也 ｵｵｷﾀ ｼﾝﾔ 岡山県 3:09:28
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