
第5回宿毛マラソン

ハーフ男子50歳～59歳

Print: 2019/06/04 09:40:26 1 / 3 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

1 623 鈴木 剛広 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ ＪＲ貨物 香川県 1:25:42

2 502 嵐 英樹 ｱﾗｼ ﾋﾃﾞｷ くりはら 宿毛市 1:26:44

3 532 高岡 正直 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾅｵ 松山陸協 愛媛県 1:27:29

4 586 高鴨 潤 ﾀｶｶﾓ ｼﾞｭﾝ いの町 1:28:16

5 579 中田 実 ﾅｶﾀ ﾐﾉﾙ 愛媛県 1:28:32

6 564 梅村 裕治 ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 宇和島市役所 愛媛県 1:30:33

7 578 杉山 利明 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ 火曜夜御所走会 大阪府 1:31:34

8 525 廣瀬 賢二 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ 工芸ＯＢクラブ 香川県 1:31:48

9 519 畑瀬 英史 ﾊﾀｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＴＥＡＭ 大虎 山口県 1:33:46

10 630 山本 幸喜 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 愛媛県 1:34:32

11 518 渡辺 誠毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｷ 宿毛市 1:35:41

12 629 西門 正博 ﾆｼﾓﾝ ﾏｻﾋﾛ 香川県 1:36:46

13 503 飯岡 昇 ｲｲｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 宿毛陸上クラブ 宿毛市 1:37:26

14 554 久保 徹 ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 高知市 1:37:49

15 590 山下 秀一 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 明浜体協 愛媛県 1:37:56

16 530 千葉 眞佐光 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐﾂ 愛媛県 1:38:33

17 572 大西 光久 ｵｵﾆｼ ﾐﾂﾋｻ 岡山県 1:38:46

18 595 岡林 雅朗 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ くろしお鉄道 四万十市 1:40:37

19 576 北村 晋助 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｽｹ 宿毛工業高校 芸西村 1:41:22

20 633 浜崎 隆 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 愛媛県 1:42:14

21 640 江渕 誠 ｴﾌﾞﾁ ﾏｺﾄ 高知県庁ＳＣ 香美市 1:42:56

22 632 小田 啓二 ｺﾀﾞ ｹｲｼﾞ 高知市 1:43:12

23 559 寺峰 英樹 ﾃﾗﾐﾈ ﾋﾃﾞｷ 高知市 1:43:44

24 562 武内 和明 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｱｷ ＩＢＳ 愛媛県 1:44:05

25 635 篠原 伸治 ｼﾉﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛媛県 1:44:20

26 550 西村 謙伸 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 朝倉小学校 高知市 1:44:22

27 529 中岡 良夫 ﾅｶｵｶ ﾖｼｵ ブルースカイ 高知市 1:44:47

28 604 山岡 哲也 ﾔﾏｵｶ ﾃﾂﾔ 高知市 1:45:36

29 563 福田 元行 ﾌｸﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ きくがわ愛走会 山口県 1:46:12

30 619 津野 純一 ﾂﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中土佐町 1:47:20

31 556 三世 敏彦 ﾐﾂﾖ ﾄｼﾋｺ 三世ペイン 愛媛県 1:49:43

32 553 五島 一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ お笑い蔵本劇場 広島県 1:50:24

33 545 田中 基一 ﾀﾅｶ ﾓﾄｶｽﾞ 愛媛県 1:50:55

34 582 冨永 健介 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｽｹ 愛媛県 1:50:59

35 613 田内 教裕 ﾀｳﾁ ﾉﾘﾋﾛ 愛媛県 1:51:22

36 523 門脇 正 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞｼ 香美市 1:51:29

37 558 岡本 望 ｵｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ コマツ 石川県 1:51:33

38 560 門田 誠朗 ｶﾄﾞﾀ ｾｲﾛｳ 高知市 1:51:38

39 631 岩崎 孝彦 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋｺ あさくＲｕｎ 高知市 1:51:43

40 522 前川 勲 ﾏｴｶﾜ ｲｻｵ 深川ＴＲＹ 東京都 1:51:48

41 543 中西 武 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ ＮＴＴーＦＴ 愛媛県 1:52:02

42 621 安岡 一 ﾔｽｵｶ ﾊｼﾞﾒ 南国市 1:52:40

43 542 砂田 透 ｽﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ 愛南体協 愛媛県 1:52:48

44 531 柴田 聡 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ ＥＭＳＳ 愛媛県 1:53:35

45 638 長岡 浩司 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｼ 徳島県 1:53:42

46 600 箱田 英二 ﾊｺﾀﾞ ｴｲｼﾞ 井上病院 高知市 1:53:47

47 602 今橋 一幸 ｲﾏﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ けんみん病院 四万十市 1:54:07

48 627 秋山 勇志 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 愛媛県 1:54:29

49 593 松崎 祥三 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 1:55:05

50 548 寺岡 勝浩 ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾋﾛ ＡＦＤ 安芸市 1:55:23
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51 620 杉本 茂 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 高知市 1:55:27

52 504 大島 直樹 ｵｵｼﾏ ﾅｵｷ 奈良県 1:56:17

53 566 福積 和富 ﾌｸｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄﾐ 愛媛県 1:57:09

54 540 岡田 勝彦 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 富士通四国 香川県 1:57:16

55 581 宇都宮 靖 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾔｽｼ 宇都宮石油店 愛媛県 1:57:24

56 568 畠中 健二 ﾊﾀｹﾅｶ ｹﾝｼﾞ 高知市 1:57:38

57 538 小西 孝徳 ｺﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 愛媛県 1:57:45

58 580 梅原 洋彦 ｳﾒﾊﾞﾗ ﾋﾛﾋｺ 高知市 1:58:10

59 615 峰瀬 正之 ﾐﾈｾ ﾏｻﾕｷ 徳島県 1:58:14

60 517 三木 哲也 ﾐｷ ﾃﾂﾔ 兵庫県 1:58:17

61 520 西森 学 ﾆｼﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 香南市 1:58:24

62 611 戸田 好彦 ﾄﾀﾞ ﾖｼﾋｺ おっ床まえ 愛媛県 1:58:27

63 628 藤岡 真須雄 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｽｵ 中央ハウジング 愛媛県 1:58:32

64 634 西村 光永 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾅｶﾞ 須崎市 1:58:39

65 533 下元 隆 ｼﾓﾓﾄ ﾀｶｼ 高知市 1:59:15

66 607 吉良 浩明 ｷﾗ ﾋﾛｱｷ ＨＡＣ 愛媛県 1:59:22

67 561 大塚 隆行 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 多摩信用金庫 東京都 1:59:35

68 536 安藤 徹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 高知市 1:59:49

69 537 三留 秀成 ﾐﾄﾒ ﾋﾃﾞﾅﾘ 東京都 2:00:02

70 614 坂居 昌宏 ｻｶｲ ﾏｻﾋﾛ 広島県 2:00:10

71 588 山崎 隆志 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ 高知市 2:01:23

72 551 中本 克也 ﾅｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 内子町 愛媛県 2:02:37

73 527 由藤 浩 ﾕﾄｳ ﾋﾛｼ 土佐市 2:03:11

74 591 脇坂 浩二 ﾜｷｻｶ ｺｳｼﾞ 四万十町 2:06:33

75 639 清家 卓也 ｾｲｹ ﾀｸﾔ 徳島赤十字病院 徳島県 2:07:13

76 544 大谷 吉広 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 愛媛県 2:07:22

77 555 佐野 和幸 ｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ 黒潮町 2:07:36

78 626 萩森 貴則 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 2:07:52

79 546 松井 洋一 ﾏﾂｲ ﾖｳｲﾁ 土佐走援隊 四万十町 2:08:03

80 589 村瀬 章治 ﾑﾗｾ ｼｮｳｼﾞ 愛媛県 2:08:07

81 508 五味 一八 ｺﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 須崎分館陸上部 四万十市 2:08:11

82 612 白石 隆 ｼﾗｲｼ ﾀｶｼ 愛媛県 2:08:35

83 571 浮田 康志 ｳｷﾀ ﾔｽｼ 愛媛県 2:08:56

84 557 森田 聖一 ﾓﾘﾀ ｾｲｲﾁ 土佐市 2:09:02

85 583 姫井 正徳 ﾋﾒｲ ﾏｻﾉﾘ 楽めんクラブ 岡山県 2:09:16

86 587 宮崎 裕光 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ 仁淀川町 2:09:27

87 585 服部 保貴 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾀｶ 愛媛県 2:11:51

88 521 幸田 淳 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ほりえ楽笑会 愛媛県 2:12:14

89 625 室谷 周児 ﾑﾛﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 愛媛県 2:12:25

90 637 利岡 道久 ﾄｼｵｶ ﾐﾁﾋｻ 高知市 2:14:22

91 528 吉岡 大介 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 高知市 2:14:34

92 541 坂東 弘文 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ コマツ 大阪府 2:16:07

93 605 井下 進 ｲﾉｼﾀ ｽｽﾑ 愛媛県 2:18:20

94 617 柳原 剛 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ ＴＥＡＭ ３ 四万十町 2:18:46

95 509 近藤 雄次 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 南国市 2:19:01

96 516 橋本 智博 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 香川県 2:20:16

97 636 藤本 正範 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 高知市 2:21:39

98 594 町田 行正 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｾｲ 繁春鉄工所 高知市 2:22:39

99 592 武智 俊雄 ﾀｹﾁ ﾄｼｵ 高知市 2:24:47

100 511 段浦 孝弘 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 2:27:04
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101 501 浅野 岩男 ｱｻﾉ ｲﾜｵ ダイエイ 黒潮町 2:28:13

102 507 公文 忍 ｸﾓﾝ ｼﾉﾌﾞ 宿毛市 2:28:26

103 506 影山 勝俊 ｶｹﾞﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 暑さに弱い男 四万十市 2:28:57

104 618 谷口 正弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ぷらいど 愛媛県 2:33:30

105 573 渡部 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 愛媛県 2:34:40

106 524 佐久間 和久 ｻｸﾏ ｶｽﾞﾋｻ 愛媛県 2:35:40

107 565 山本 英樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 南国市 2:36:34

108 515 西岡 彰夫 ﾆｼｵｶ ｱｷｵ 野市断愛陸会 香南市 2:37:22

109 535 谷相 公昭 ﾀﾆｱｲ ｷﾐｱｷ ワタキュー 高知市 2:38:13

110 598 田村 晃 ﾀﾑﾗ ｱｷﾗ パピリア いの町 2:41:34

111 603 中川 裕輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 愛媛県 2:46:59

112 610 北谷 竜司 ｷﾀﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ 愛媛県 2:48:26

113 601 弘田 佳久 ﾋﾛﾀ ﾖｼﾋｻ 土佐清水市 2:49:30

114 567 田中 明 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 三愛走飾倶楽部 徳島県 2:50:12

115 534 徳岡 隆 ﾄｸｵｶ ﾀｶｼ 愛媛県 2:54:18

116 622 黒木 敬一郎 ｸﾛｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 愛知県 2:54:40

117 584 橋村 元昭 ﾊｼﾑﾗ ﾓﾄｱｷ いの町 2:56:34

118 570 造田 力 ｿﾞｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ 香川県 3:03:25

119 514 西尾 厚志 ﾆｼｵ ｱﾂｼ 愛媛県 3:07:30

120 575 大原 秀一 ｵｵﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ 佐川町 3:09:56
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