
『第５３回愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会（西条市）』エントリーリスト　ー 男子 ー　（2019.3.7 時点）
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1 1 西条市陸協 42.195km 男子１部 佐々木一輝 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 28 岡田　京大 ｵｶﾀﾞ ｹｲﾀ 33 村井　洸洋 ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ 26 村上　典生 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｵ 34 矢野　雅典 ﾔﾉ ﾏｻﾉﾘ 32 二宮　史雄 ﾆﾉﾐﾔ ﾌﾐｵ 36 亀岡　正次 ｶﾒｵｶ ｾｲｼﾞ 37 小木曽淳一 ｵｷﾞｿ ｼﾞｭﾝｲﾁ 39 久保　慶和 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ 35 高橋　史人 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾄ 36 横内　洋治

2 2 西予市体協Ａ 42.195km 男子１部 伊井　裕一 ｲｲ ﾕｳｲﾁ 25 池上　拓馬 ｲｹｶﾞﾐ ﾔｸﾏ 36 時谷　勇介 ﾄｷﾀﾆ ﾕｳｽｹ 33 松崎　純也 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 24 中川　蒼惟 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｲ 20 大竹　宏和 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｶｽﾞ 24 宇都宮一雄 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｵ 62 野本　伸治 ﾉﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 43 堀石　誠志 ﾎﾘｲｼ ｻﾄｼ 42 二宮　勘嗣 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾝｼﾞ 24 宇都宮一雄

3 3 石井体協Ａ 42.195km 男子１部 角本　勇人 ｶｸﾓﾄ ﾊﾔﾄ 24 久保　匡史 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞｼ 41 久保　　薫 ｸﾎﾞ ｶｵﾙ 23 太田　健児 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 36 今井　幹也 ｲﾏｲ ﾐｷﾔ 43 向井　寛和 ﾑｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 39 野久保八代 ﾉｸﾎﾞ ﾔﾂｼﾛ 38 高橋　祐介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 28 正木　宏典 ﾏｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 35 浅井　雄治 ｱｻｲ ﾕｳｼﾞ 38 今井　幹也

4 4 新居浜楽走会Ａ 42.195km 男子１部 芥川　　誠 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 43 藤井　啓太 ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 34 野間　智和 ﾉﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 39 白石　悦晃 ｼﾗｲｼ ｴﾂｱｷ 43 武方　理人 ﾀｹｶﾀ ﾏｻﾄ 24 高尾　勇吉 ﾀｶｵ ﾕｳｷﾁ 43 武方　慎也 ﾀｹｶﾀ ｼﾝﾔ 32 奥田　直礼 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 42 宮崎　祐一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 43 安藤　　誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 36 内田　栄治

5 5 大洲体協Ａ 42.195km 男子１部 山本　　隼 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 35 山岡　真吾 ﾔﾏｵｶ ｼﾝｺﾞ 40 境　　芳樹 ｻｶｲ ﾖｼｷ 34 竹下航太郎 ﾀｹｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 20 新川　祐司 ｼﾝｶﾜ ﾕｳｼﾞ 40 冨永　周作 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｭｳｻｸ 39 鎌田　真吾 ｶﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 50 冨永　大輔 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 44 井上　勇二 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 42 城戸　雅英 ｷﾄﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 49 谷本　俊一

6 6 松山自衛隊クラブＡ 42.195km 男子１部 岡部　　孝 ｵｶﾍﾞ ﾀｶｼ 25 高梨蓮太郎 ﾀｶﾅｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 21 渡邉　泰斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾄ 33 森崎　大輔 ﾓﾘｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 34 藤森　　涼 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳ 25 武井　秀則 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 33 中平　圭将 ﾅｶﾋﾗ ｹｲｽｹ 35 田辺　　仁 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ 19 水窪　祐隆

7 7 松山ランナーズＡ 42.195km 男子１部 松平　　泰 ﾏﾂﾋﾗ ﾔｽｼ 43 西山　兼功 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝｺｳ 34 渡邉　浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 43 瀧幸　雅也 ﾀｷｺｳ ﾏｻﾔ 41 野間　博之 ﾉﾏ ﾋﾛﾕｷ 45 大西　岳人 ｵｵﾆｼ ｶﾞｸﾄ 42 末　　　真 ｽｴ ﾏｺﾄ 38 影野　瞭太 ｶｹﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 24 吉原　隆盛 ﾖｼﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 45 中田　博之 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 42 丹　　秀明

8 8 今治クラブＡ 42.195km 男子１部 西山　将司 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｼ 19 矢野　裕典 ﾔﾉ ﾕｳｽｹ 33 渡部　哲弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾋﾛ 36 平野仙太郎 ﾋﾗﾉ ｾﾝﾀﾛｳ 19 古川　雅規 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｷ 47 河野　　健 ｺｳﾉ ﾀｹｼ 40 山岡　隆典 ﾔﾏｵｶ ﾀｶﾉﾘ 30 竹原　啓二 ﾀｹﾊﾗ ｹｲｼﾞ 43 野崎　博之 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 30 長谷川拓也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 25 長谷部省三

9 9 砥部アスリートＡ 42.195km 男子１部 木本　眞輝 ｷﾓﾄ ﾏｻﾃﾙ 27 重松健太郎 ｼｹﾞﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 24 小池　夏樹 ｺｲｹ ﾅﾂｷ 50 竹森　静芳 ﾀｹﾓﾘ ｼｽﾞﾖｼ 37 田島　浩二 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 28 酒井　竜範 ｻｶｲ ﾀﾂﾉﾘ 38 泉　　智史 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾌﾐ 39 山下　吉信 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 54 相田健太郎 ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 23 山下　吉信

10 10 津島体協Ａ 42.195km 男子１部 河野　　寛 ｺｳﾉ ｶﾝ 26 矢野　圭祐 ﾔﾉ ｹｲｽｹ 30 渡辺　　満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 27 原田　宣行 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 25 山本　　敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 38 斧　　幸治 ｵﾉ ｺｳｼﾞ 47 新城　秀和 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 34 井上　修汰 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾀ 24 田村　友希 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 25 堀川　貴史 ﾎﾘｶﾜ ﾖｼﾌﾐ 35 清家　　敦

11 11 伊予市体協Ａ 42.195km 男子２部 中村　亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 27 宮内　博之 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 48 鎌田　鉄也 ｶﾏﾀ ﾃﾂﾔ 37 田中　大祐 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 32 山下　恵吾 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺﾞ 39 萩野　貴史 ﾊｷﾞﾉ ﾀｶｼ 40 河野　正豊 ｺｳﾉ ﾏｻﾄ 27 河内　勇人 ｺｳﾁ ﾊﾔﾄ 49 中島　慶人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾄ 40 清家　博之 ｾｲｹ ﾋﾛﾕｷ 49 沖　　幸治

12 12 八幡浜体協Ａ 42.195km 男子２部 片山　陽介 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ 30 寺林　　晃 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 46 西村　知晃 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 35 山本　慎吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 40 清水　利彦 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋｺ 41 門多星一郎 ｶﾄﾞﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 45 兵頭　宣彦 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 37 井上　　隆 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 47 梶原　一哲 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 32 久保田浩仁 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾋﾄ 58 松岡　久重

13 13 今治アスリ－トＡ 42.195km 男子２部 青野　勇紀 ｱｵﾉ ﾕｳｷ 33 森賀　信行 ﾓﾘｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  42 井上　剣正 ｲﾉｳｴ ｹﾝｾｲ 39 渡部　周平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 32 菊川　泰佑 ｷｸｶﾞﾜ ﾀｲｽｹ 24 土居　昌弘 ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 38 三宅　泰士 ﾐﾔｹ ﾀｲｼ 42 岡本　将利 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 43 渡辺　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28 馬越慎太郎 ｳﾏｺｼ ｼﾝﾀﾛｳ 43 白石　和仁

14 14 野村体協Ａ 42.195km 男子２部 二宮　修平 ﾆﾉﾐﾔ ｼｭｳﾍｲ 30 亀岡　一敏 ｶﾒｵｶ ｶｽﾞﾄｼ 37 角藤　和也 ｶｸﾄｳ ｶｽﾞﾔ 33 橋本　英計 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 42 上杉　　勝 ｳｴｽｷﾞ ﾏｻﾙ 36 高月　裕也 ﾀｶﾂｷ ﾕｳﾔ 40 平田　博史 ﾋﾗﾀ ﾋﾛｼ 44 石山　智也 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ 31 酒井　康次

15 15 愛媛県庁遊走会Ａ 42.195km 男子２部 住田　英芳 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 24 相原　和範 ｱｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 40 篠藤健太郎 ｼﾉﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 27 藤本　欣浩 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 48 浅木　太一 ｱｻｷﾞ ﾀｲﾁ 27 家高　優真 ｲｴﾀｶ ﾕｳﾏ 26 大岩　　誠 ｵｵｲﾜ ﾏｺﾄ 34 佐賀山耕一 ｻｶﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 35 永井　　薫 ﾅｶﾞｲ ｶｵﾙ 53 香川　　崇 ｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 47 藤本　欣浩

16 16 松山陸協Ａ 42.195km 男子２部 渡邊　隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 32 片岡　寛康 ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾔｽ 40 森岡　慶彦 ﾓﾘｵｶ ﾖｼﾋｺ 37 古泉　辰男 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾂｵ 54 遠藤　良太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 39 中澤　佑紀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 28 渡邉　浩二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 36 山岡　貴昭 ﾔﾏｵｶ ﾀｶｱｷ 33 上　伸太郎 ｶﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 35 吉川　祐輔 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 30 玉井　昭夫

17 17 宇和島ランナーズ 42.195km 男子２部 土居　弘明 ﾄﾞｲ ﾋﾛｱｷ 31 清水　研光 ｼﾐｽﾞ ｷﾖﾐﾂ 36 上野　拓児 ｳｴﾉ ﾀｸｼﾞ 35 此下和太郎 ｺﾉｼﾀ ﾏｻﾀﾛｳ 33 山本　　喬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 40 濱田耕太郎 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 37 大崎　毅郎 ｵｵｻｷ ﾀｹｵ 35 有元　　司 ｱﾘﾓﾄ ﾂｶｻ 35 清水　健次 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 26 二宮　　誠 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ 36 濱田耕太郎

18 18 松山マスターズＡ 42.195km 男子２部 城戸　康志 ｷﾄﾞ ｺｳｼﾞ 36 三田　浩司 ﾐﾀ ｺｳｼﾞ 40 宮里　昌寛 ﾐﾔｻﾄ ﾏｻﾋﾛ 32 岩崎　利彦　 ｲﾜｻｷ ﾄｼﾋｺ 41 西山　　豪 ﾆｼﾔﾏ ﾀｹｼ 40 手塚　一郎 ﾃﾂﾞｶ ｲﾁﾛｳ 49 次家　洋明 ﾂｸﾞｲｴ ﾋﾛｱｷ 45 河野　寛司

19 19 吉田浜クラブＡ 42.195km 男子２部 西之谷　相 ﾆｼﾉﾀﾆ ﾀｽｸ 35 若山　　誠 ﾜｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 20 野中　健史 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ 24 山路健一郎 ﾔﾏｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 41 森田　優太 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ 26 大堀　真生 ｵｵﾎﾘ ﾏｻｷ 22 縄田　裕之 ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 45 大森　健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 36 大野　　航 ｵｵﾉ ﾜﾀﾙ 34 末広　　豊 ｽｴﾋﾛ ﾕﾀｶ 45 高石　年雄

20 20 宇和島陸協Ａ 42.195km 男子２部 福岡　拓矢 ﾌｸｵｶ ﾀｸﾔ 36 中川　源輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｷ 32 上甲　奉文 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀﾃﾌﾐ 50 山村　祐児 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 34 東村　知明 ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 29 森田博一郎 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｲﾁﾛｳ 30 黒田　敏寛 ｸﾛﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 46 池田　  剛 ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 48 山下　雄矢 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 34 山本　太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ 27 益田　五郎

21 21 新居浜楽走会Ｂ 42.195km 男子２部 奥田　直礼 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 42 宮崎　祐一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 43 安藤　　誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 36 秋山　則行 ｱｷﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 41 小野　善正 ｵﾉ ﾖｼﾏｻ 52 山下　　武 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾙ 50 三ツ井琢也 ﾐﾂｲ ﾀｸﾔ 42 塩崎　敦史 ｼｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 47 富永　恭史 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽｼ 56 渡辺　敏明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 48 内田　栄治

22 22 西条クラブＡ 42.195km 男子２部 村上　裕樹 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 36 田宮　幸広 ﾀﾐﾔ ﾕｷﾋﾛ 58 稲田　耕二 ｲﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ 42 渋口　達也 ｼﾌﾞｸﾁ ﾀﾂﾔ 36 竹ノ内健二 ﾀｹﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 57 瀬分　　理 ｾﾜｹ ｵｻﾑ 46 開　　健太 ﾋﾗｷ ｹﾝﾀ 41 森田　邦男 ﾓﾘﾀ ｸﾆｵ 53 高橋　　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 60 越智　春樹

23 23 明浜体協Ａ 42.195km 男子２部 山下　克尚 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾀｶ 24 山本　　愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 33 中村　孝治 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 23 亀井　亮太 ｶﾒｲ ﾘｮｳﾀ 35 山下　秀一 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 59 谷口　洋司 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 42 浅井　裕史 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 50 清水　和則 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 43 古谷　　斉 ﾌﾙﾔ ﾋﾄｼ 48 黒田　栄作 ｸﾛﾀﾞ ｴｲｻｸ 51 稲垣　国弘

24 24 保内体協 42.195km 男子２部 小森山浩之 ｺﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 47 梶谷　　悟 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾄｼ 20 津田　充敏 ﾂﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 34 帽子　克彦 ﾎﾞｳｼ ｶﾂﾋｺ 37 二宮　朋尚 ﾆﾉﾐﾔ ﾄﾓﾅｵ 56 田辺　　光 ﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 20 白石　藤太 ｼﾗｲｼ ﾄｳﾀ 26 渡辺　真次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 57 梶谷　晋平 ｶｼﾞﾀﾆ ｼﾝﾍﾟｲ 41 増池　　充 ﾏｽｲｹ ﾐﾂﾙ 46 木原　英雄

25 25 松前体協Ａ 42.195km 男子２部 福島　秀治 ﾌｸｼﾏ ｼｭｳｼﾞ 41 明賀　和也 ﾐｮｳｶﾞ ｶｽﾞﾔ 41 浜崎　昭憲 ﾊﾏｻｷ ｱｷﾉﾘ 41 森田　雅章 ﾓﾘﾀ ﾏｻｱｷ 41 宗谷　圭一 ﾑﾈﾀﾆ ｹｲｲﾁ 43 新水　徹郎 ｼﾝｽｲ ﾃﾂﾛｳ 25 本田　峻一 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 30 宮内　昌吾 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 35 篠原　雅尋 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 41 大西　和久

26 26 朝倉・玉川クラブＡ 42.195km 男子２部 田鍋　佑樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 29 渡邉　栄樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ 54 伊敷　　基 ｲｼｷ ﾓﾄｲ 30 徳永　裕紀 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 30 深見　祐士 ﾌｶﾐ ﾕｳｼﾞ 28 白石　哲也 ｼﾗｲｼ ﾃﾂﾔ 57 別宮　友也 ﾍﾞｯｸ ﾄﾓﾔ 36 山本　裕司 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 53 矢野　翔平 ﾔﾉ ｼｮｳﾍｲ 29 渡辺　一志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 43 青野　健治

27 27 四国中央市陸協Ａ 42.195km 男子２部 高橋　伸輔 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｽｹ 40 大西　隆信 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 43 阪中　政夫 ｻｶﾅｶ ﾏｻｵｯﾄ 32 河村　　誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 44 高橋　健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 26 村上　広樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 46 松木　　洋 ﾏﾂｷﾞ ﾋﾛｼ 44 稲見　和彦 ｲﾅﾐ ｶｽﾞﾋｺ 42 大西　崇文 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾌﾐ 47 山下　雅之 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾕｷ 44 鈴木　　誠

28 28 久万体協Ａ 42.195km 男子２部 中川　和士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽｼ 43 正岡　　彰 ﾏｻｵｶ ｱｷﾗ 28 沼田　真禎 ﾇﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 44 一野　　智 ｲﾁﾉ ｻﾄｼ 32 上本慎太郎 ｶﾐﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 23 大森　　忍 ｵｵﾓﾘ ｼﾉﾌﾞ 45 上本　孝一 ｶﾐﾓﾄ ｺｳｲﾁ 52 吉村　　航 ﾖｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ 28 名智　征友 ﾅﾁ ﾏｻﾄﾓ 23 脇川　隼人 ﾜｷｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 32 坂本　好直　

29 29 石井体協Ｂ 42.195km 男子２部 浅井　雄治 ｱｻｲ ﾕｳｼﾞ 38 白石　卓司 ｼﾗｲｼ ﾀｸｼﾞ 42 正木　宏典 ﾏｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 35 長嶺慎太郎 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼﾝﾀﾛｳ 34 田所　　勉 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾂﾄﾑ 54 藤田　優樹 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 33 高橋　祐介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 28 宮内　　寛 ﾐﾔｳﾁ ｶﾝ 37 久保　智嗣 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 40 山崎　文治 ﾔﾏｻｷ ﾌﾐﾊﾙ 37 今井　幹也

30 30 西予市体協Ｂ 42.195km 男子２部 堀石　誠志 ﾎﾘｲｼ ｻﾄｼ 42 大西　儀武 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾀｹ 32 二宮　勘嗣 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾝｼﾞ 24 松本　清二 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ 52 菊池　勝義 ｷｸﾁ ｶﾂﾖｼ 60 清家　真二 ｾｲｹ ｼﾝｼﾞ 45 上甲　真也 ｼﾞｮｳｺｳ ﾏｻﾅﾘ 39 梅原　正貴 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 33 三好　雅雄 ﾐﾖｼ ﾏｻｵ 60 黒田晋一郎 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 25 宇都宮一雄

31 31 伊方体協 42.195km 男子３部 福島　貴行 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾕｷ 24 矢野　吉男 ﾔﾉ ﾖｼｵ 52 中川　隆太 ﾅｶｶﾞ ﾜﾘｭｳﾀ 27 菊池　貴浩 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 30 池田　雅也 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ 36 片岡　雄太 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ 27 土手内亮架 ﾄﾞﾃｳﾁ ﾘｭｳｶﾞ 23 熊谷　和也 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 47 亀井　将人 ｶﾒｲ ﾏｻﾄ 40 佐々木　茂 ｻｻｷ ｼｹﾞﾙ 24 足利　博文

32 32 東予陸上クラブＡ 42.195km 男子３部 越智　敏洋 ｵﾁ ﾄｼﾋﾛ 30 岡澤　　剛 ｵｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 53 黒河　史郎 ｸﾛｶﾜ ｼﾛｳ 35 平井　顕徳 ﾋﾗｲ ｱｷﾉﾘ 43 武田　　完 ﾀｹﾀﾞ ｶﾝ 60 山本　雅一 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 51 稲田　　勝 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾙ 46 日和佐慶太 ﾋﾜｻ ｹｲﾀ 41 森川　広志 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛｼ 57 玉置　裕規 ﾀﾏｵｷ ﾕｳｷ 60 玉置　裕規

33 33 今治競走クラブＡ 42.195km 男子３部 山田　誠司 ﾔﾅﾀﾞ ｾｲｼﾞ 39 田坂　亘祐 ﾀｻｶ ｺｳｽｹ 28 高橋　秀知 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 51 眞部　健太 ﾏﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 24 八木　　司 ﾔｷﾞ ﾂｶｻ 55 眞部　健吾 ﾏﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 55 桧垣　香織 ﾋｶﾞｷ ｶｵﾘ 39 二宮　晃尚 ﾆﾉﾐﾔ ｱｷﾋｻ 27 小野　竹則 ｵﾉ ﾀｹﾉﾘ 71 井出　裕二 ｲﾃﾞ ﾕｳｼﾞ 37 眞部　健吾

34 34 大洲走風会Ａ 42.195km 男子３部 清水　　晃 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 46 米森　健志 ﾖﾈﾓﾘ ﾀｹｼ 29 松中　　豪 ﾏﾂﾅｶ ﾂﾖｼ 49 森野　翔太 ﾓﾘﾉ ｼｮｳﾀ 27 崎野　哲也 ｻｷﾉ ﾃﾂﾔ 28 石間　宥輝 ｲｼﾏ ﾕｳｷ 22 窪田　好範 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 41 林　　幸治 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 30 垣内　裕史 ｶｷｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 30 清家　恒一 ｾｲｹ ｺｳｲﾁ 41 清水　清勝

35 35 大洲体協Ｂ 42.195km 男子３部 古田　伸治 ﾌﾙﾀ ｼﾝｼﾞ 44 東　　武男 ﾋｶﾞｼ ﾀｹｵ 44 斉藤　裕二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 43 森本　英則 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 44 萩森　祥葵 ﾊｷﾞﾓﾘ ｼｮｳｷ 22 亀本　　学 ｶﾒﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 39 二宮　敏浩 ﾆﾉﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ 58 城戸　雅英 ｷﾄﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 49 清水　博隆 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 50 向居　幸治 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 51 谷本　俊一

36 36 松山楽走クラブＡ 42.195km 男子３部 大野　宣哲 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞｱｷ 45 田上　敬人 ﾀｳｴ ﾉﾘﾄ 36 栗田　　治 ｸﾘﾀ ｵｻﾑ 45 宮岡　　亨 ﾐﾔｵｶ ﾄｵﾙ 39 影内　愁人 ｶｹﾞｳﾁ ｼｭｳｻｸ 24 宇都宮　将 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｻｼ 21 徳本　睦樹 ﾄｸﾓﾄ ﾑﾂｷ 21 藤本　　彰 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 53 杉本　達也 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 54 杉本　達也

37 37 愛南体協Ａ 42.195km 男子３部 蓮田　修平 ﾊｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 42 白石　明幸 ｼﾗｲｼ ｱｷﾕｷ 42 上田　瑞樹 ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 23 凝地　潤二 ｺｺﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 43 河野健太朗 ｺｳﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 27 清家　克之 ｾｲｹ ﾖｼﾕｷ 39 埜下　雄史 ﾉﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ 24 上田　城生 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｮｳｷ 50 萩尾　　司 ﾊｷﾞｵ ﾂｶｻ 49 下田　雅一 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 39 荒谷　栄次

38 38 内子走友会Ａ 42.195km 男子３部 芝　　栄吾 ｼﾊﾞ ｴｲｺﾞ 34 伊達　　勉 ﾀﾞﾃ ﾂﾄﾑ 46 藤岡　達矢 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾂﾔ 30 萬願寺信仁 ﾏﾝｶﾞﾝｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 46 武田　尚樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 40 吉本　寿俊 ﾖｼﾓﾄ ﾋｻﾄｼ 49 小西　義男 ｺﾆｼ ﾖｼｵ 56 吉本　和幸 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 53 寺谷　圭吾 ﾃﾗﾀﾆ ｹｲｺﾞ 48 岩野　哲也 ｲﾜﾉ ﾃﾂﾔ 56 伊達　　勉

39 39 松山自衛隊クラブＢ 42.195km 男子３部 宇都宮　智 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄﾓ 34 那須口駿太 ﾅｽｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 24 西又　　隼 ﾆｼﾏﾀ ﾊﾔﾄ 27 村岡真太郎 ﾑﾗｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 23 上別府佑樹 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｷ 20 立花　篤志 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾂｼ 23 力　　秀一 ﾁｶﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 18 松本　湧斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾜｸﾄ 19 水窪　祐隆

40 40 松山ランナーズＢ 42.195km 男子３部 吉原　隆盛 ﾖｼﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 45 森　　裕二 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 55 影野　瞭太 ｶｹﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 24 中田　博之 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 42 有田　洋二 ｱﾘﾀ ﾖｳｼﾞ 42 稲田　直紀 ｲﾅﾀﾞ ﾅｵｷ 37 大本　和樹 ｵｵﾓﾄ ｶｽﾞｷ 37 宮田　昌幸 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾕｷ 43 合田　睦美 ｺﾞｳﾀﾞ ﾑﾂﾐ｢ 41 丹　　秀明 ﾀﾝ ﾋﾃﾞｱｷ 58 丹　　秀明

41 41 松山マスターズＢ 42.195km 男子３部 水口　　学 ﾐﾅｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ 43 八塚　啓吾 ﾔﾂﾂﾞｶ ｹｲｺﾞ 38 村上　　忍 ﾑﾗｶﾐ ｼﾉﾌﾞ 40 渡部　将裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 43 山岡　健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 39 杉浦　拓郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾛｳ 42 玉井　盛吾 ﾀﾏｲ ｾｲｺﾞ 53 河野　寛司

42 42 今治アスリ－トＢ 42.195km 男子３部 岡本　将利 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 43 寺尾　友洋 ﾃﾗｵ ﾄﾓﾋﾛ 28 馬越慎太郎 ｳﾏｺｼ ｼﾝﾀﾛｳ 43 白石　和仁 ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾋﾄ 54 石崎　成幸 ｲｼｻﾞｷ ｼｹﾞﾕｷ 47 芥川　　悟 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 49 村上　真郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾛｳ 56 渡辺　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28 渡邉　博文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 57 曽我部　浩 ｿｶﾞﾍﾞ ﾋﾛｼ 46 白石　和仁

43 43 愛媛県庁遊走会Ｂ 42.195km 男子３部 塩見　　隆 ｼｵﾐ ﾀｶｼ 41 中西　秀明 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞｱｷ 53 永井　　薫 ﾅｶﾞｲ ｶｵﾙ 53 鈴木　俊宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 33 武田三十四 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾄｼ 57 山本真一朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 40 堀江　陽二 ﾎﾘｴ ﾖｳｼﾞ 37 佐賀山耕一 ｻｶﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 35 片谷　　浩 ｶﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛｼ 29 宇都宮大海 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ 27 藤本　欣浩

44 44 津島体協Ｂ 42.195km 男子３部 廣瀬　岳志 ﾋﾛｾ ﾀｹｼ 45 大奈路将司 ｵｵﾅﾛ ｼｮｳｼﾞ 23 松本　洋平 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 33 高田　容弘 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 33 上杉　能裕 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 28 渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 29 梅村　裕治 ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 49 小笠原航雅 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳｶﾞ 21 岡田拳太郎 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 22 田村　真一 ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 23 清家　　敦

45 45 西予市役所 42.195km 男子３部 山下　剛史 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾖｼ 33 三好　祐斗 ﾐﾖｼ ﾕｳﾄ 30 上甲啓一郎 ｼﾞｮｳｺｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 40 菊池　由真 ｷｸﾁ ﾕｳﾏ 27 稲口　智博 ｲﾅｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 35 薬師寺健介 ﾔｸｼｼﾞ ｹﾝｽｹ 43 安部田雅也 ｱﾍﾞﾀ ﾏｻﾔ 38 竹内　克之 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾕｷ 51 上甲　宏之 ｼﾞｮｳｺｳ ﾋﾛﾕｷ 42 三好　敏也

46 46 川之江Ｔ＆Ｆクラブ 42.195km 男子３部 阪中　　洋 ｻｶﾅｶ ﾋﾛｼ 44 高津　孝雄 ｺｳｽﾞ ﾀｶｵ 45 加藤　明彦 ｶﾄｳ ｱｷﾋｺ 48 新居田裕二 ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 44 加藤　　崇 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 44 山路　大樹 ﾔﾏｼﾞ ﾀﾞｲｷ 30 宮崎　正信 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 41 中田　和樹 ﾅｶﾀ ｶｽﾞｷ 28 眞鍋　有平 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 32 真鍋　昌樹. ﾏﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 43 加藤　　崇

47 47 松山坂本体協 42.195km 男子３部 二神　博貴 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾀｶ 33 中川　祥佑 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｽｹ 25 山本　泰孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 47 大森　雅之 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾕｷ 31 光田　秀之 ﾐﾂﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 46 二神　幸平 ﾌﾀｶﾞﾐ ｺｳﾍｲ 54 赤岡　浩之 ｱｶｵｶ ﾋﾛﾕｷ 56 中川　祐二 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 55 相原　政志 ｱｲﾊﾞﾗ ﾏｻｼ 31 光田　秀之

48 48 八幡浜体協Ｂ 42.195km 男子３部 梶原　一哲 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 32 大場　拓実 ｵｵﾊﾞ  ﾀｸﾐ 23 井上　　隆 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 47 新堂　祥子 ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 55 松岡　久重 ﾏﾂｵｶ ﾋｻｼｹﾞ 58 大谷　洋介 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｽｹ 45 久保田浩仁 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾋﾄ 58 和家　慶延 ﾜｹ ﾖｼﾉﾌﾞ 49 三堂　生雅 ﾐﾄﾞｳ ｲｸﾏｻ 40 藤見　芳隆 ﾌｼﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 54 松岡　久重

49 49 松前体協Ｂ 42.195km 男子３部 谷口　久典 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻﾉﾘ 43 川上　洋司 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｼﾞ 65 加地　豊満 ｶｼﾞ ﾄﾖﾐﾂ 56 染次　章治 ｿﾒｼﾞ ｼｮｳｼﾞ 58 久保田勝也 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾔ 44 松浦　　勝 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾙ 57 三塚　　優 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾏｻﾙ 46 樫田　　崇 ｶｼﾀﾞ ﾀｶｼ 41 藤岡　悠太 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾀ 30 大西　和久

50 50 松山市役所走ろう会 42.195km 男子３部 田中　吉典 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 30 水木　秀昭 ﾐｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 44 菊池　和人 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾄ 39 澤田　義之 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 44 長野　耕佑 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｽｹ 31 長井　弘幸 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 50 尾家　慶行 ｵｲｴ ﾖｼﾕｷ 35 町田　　泰 ﾏﾁﾀﾞ ﾔｽｼ 46 古本　伸志 ｺﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 51 日野坪信彦 ﾋﾉﾂﾎﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 49 古本　伸志

51 51 城川体協Ａ 42.195km 男子３部 塩崎　良太 ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 20 浅野　郁夫 ｱｻﾉ ｲｸｵ 57 宇都宮　剛 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾂﾖｼ 40 南部　太輔 ﾅﾝﾌﾞ ﾀｲｽｹ 27 山本　勝也 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ 46 織田　和志 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｼ 25 富本　周作 ﾄﾐﾓﾄ ｼｭｳｻｸ 43 松本　凌希 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｷ 20 佐々木　祐

52 52 余土走ラン会 42.195km 男子３部 小河真一郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 46 玉井　克典 ﾀﾏｲ ｶﾂﾉﾘ 43 馬喰田重樹 ﾊﾞｸﾛﾀﾞ ｼｹﾞｷ 47 豊田　靖英 ﾄﾖﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 49 大徳　　豊 ﾀﾞｲﾄｸ ﾕﾀｶ 57 宮﨑　　譲 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾂﾞﾙ 45 桑原　泰智 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ 38 興梠　克之 ｺｳﾛｷ ｶﾂﾕｷ 45 小河真一郎

53 53 今治クラブＢ 42.195km 男子３部 岸本　大輔 ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 44 佐伯　　宥 ｻｴｷ ﾕｳ 25 竹原　啓二 ﾀｹﾊﾗ ｹｲｼﾞ 43 野崎　博之 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 30 高島　岳大 ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾋﾛ 25 長野　達也 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾂﾔ 53 藤本　大地 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 27 正岡　佳晃 ﾏｻｵｶ ﾖｼｱｷ 38 越智　康文 ｵﾁ ﾔｽﾌﾐ 31 藤坂　一輝 ﾌｼﾞｻｶ ｶｽﾞｷ 23 檜垣　敏朗

54 54 西条クラブＢ 42.195km 男子３部 志田　剛二 ｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 56 関口　秀生 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 67 菅　　英雄 ｶﾝ ﾋﾃﾞｵ 42 河本　　哲 ｺｳﾓﾄ ｻﾄｼ 50 一色　健次 ｲｯｼｷ ｹﾝｼﾞ 27 村上　浩樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 36 藤田　　勝 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾙ 51 森田　邦男 ﾓﾘﾀ ｸﾆｵ 53 高橋　　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 60 阿部　　豊 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 66 石川　泰聖

55 55 宇和特支クラブＡ 42.195km 男子３部 児玉　　篤 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 33 田房　克寿 ﾀﾌｻ ｶﾂﾄｼ 42 河野　正幸 ｺｳﾉ ﾏｻﾕｷ 46 山本　　暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 25 花山　　奏 ﾊﾅﾔﾏ ｿｳ 35 喜安　伸次 ｷﾔｽ ｼﾝｼﾞ 38 亀岡　晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 31 久保　　徹 ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 55 向井　誠二

56 56 長浜体協 42.195km 男子３部 大野　伸介 ｵｵﾉｼﾝｽｹ 26 森内　　勝 ﾓﾘｳﾁﾏｻﾙ 73 村井　明弘 ﾑﾗｲｱｷﾋﾛ 55 藤岡　一幸 ﾌｼﾞｵｶｶｽﾞﾕｷ 57 松岡　裕太 ﾏﾂｵｶﾕｳﾀ 30 矢野　俊輝 ﾔﾉﾄｼｷ 26 上田　　憲 ｳｴﾀﾞｱｷﾗ 26 兵頭　祐介 ﾋｮｳﾄﾞｳﾕｳｽｹ 24 森川　純行

57 57 松山陸協Ｂ 42.195km 男子３部 高岡　正直 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾅｵ 57 玉井　昭夫 ﾀﾏｲ ｱｷｵ 60 赤羽　勝之 ｱｶﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 55 中村　晋治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 52 平田　浩一 ﾋﾗﾀ ｺｳｲﾁ 50 吉川　祐輔 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 30 佐伯　寿典 ｻｴｷ ﾄｼﾉﾘ 49 古川　　勉 ﾌﾙｶﾜ ﾂﾄﾑ 66 園部　一雄 ｿﾉﾍﾞ ｶｽﾞｵ 63 赤羽　健斗 ｱｶﾊﾞ ﾀｹﾄ 22 玉井　昭夫

58 58 立間愛走会 42.195km 男子３部 薬師寺裕人 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳﾄ 37 毛利　慧志 ﾓｳﾘ ｹｲｼ 24 河野　　司 ｺｳﾉ ﾂｶｻ 40 宮川　典丈 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾘﾀｹ 56 山本　　誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 45 清家　章臣 ｾｲｹ ｱｷﾋﾄ 47 薬師寺敏人 ﾔｸｼｼﾞ ﾄｼﾋﾄ 43 岡田　　広 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 70 宮川　典丈

59 59 伊予市体協Ｂ 42.195km 男子３部 武智　克弥 ﾀｹﾁ ｶﾂﾔ 32 本多　雅也 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 19 川中　昭仁 ｶﾜﾅｶ ｱｷﾋﾄ 39 亀岡　貴史 ｶﾒｵｶ ﾀｶｼ 37 岡井　　崇 ｵｶｲ ﾀｶｼ 49 清家　博之 ｾｲｹ ﾋﾛﾕｷ 49 河内　勇人 ｺｳﾁ ﾊﾔﾄ 49 高橋　徹朗 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 35 武智　正人 ﾀｹﾁ ﾏｻﾄ 35 丸尾　公貞 ﾏﾙｵ ｷﾐｻﾀﾞ 33 沖　　幸治

60 60 松山三津クラブ 42.195km 男子３部 大和　洋介 ﾔﾏﾄ ﾖｳｽｹ 38 安藤　栄治 ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 57 黒田　勝行 ｸﾛﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 30 稲田　湧太 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾀ 21 佐伯　和洋 ｻｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ 40 大西　卓哉 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾔ 28 髙山　義喜 ｺｳﾔﾏ ﾖｼｷ 55 西尾　　健 ﾆｼｵ ｹﾝ 32 大串　嘉文 ｵｵｸｼ ﾖｼﾌﾐ 47 田村　　剛 ﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ 60 竹内　　裕

61 61 砥部アスリートＢ 42.195km 男子３部 平岡　武彦 ﾋﾗｵｶ ﾀｹﾋｺ 46 中田　高志 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 37 白形　芳之 ｼﾗｶﾀ ﾖｼﾕｷ 45 永野　　裕 ﾅｶﾞﾉ ﾕﾀｶ 34 永野　　渚 ﾅｶﾞﾉ ﾅｷﾞｻ 29 谷岡　史喜 ﾀﾆｵｶ ﾌﾐﾖｼ 58 中路　駿平 ﾅｶｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 35 仙波　利昭 ｾﾝﾊﾞ ﾄｼｱｷ 51 相田健太郎 ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 23 山下　吉信 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 54 山下　吉信

62 62 大洲平公民館クラブ 42.195km 男子３部 平井　雄介 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 31 山門　良平 ﾔﾏｶﾄﾞ  ﾘｮｳﾍｲ 40 一藤　忠史 ｲﾁﾌｼﾞ  ﾀﾀﾞｼ 36 澤山　秀樹 ｻﾜﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 51 大西　健太 ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 27 美濃　節雄 ﾐﾉｳ ｾﾂｵ 63 三宅　正晃 ﾐﾔｹ ﾏｻｱｷ 40 芝田　徳男 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ 60 加洲與理雄

63 63 野村体協Ｂ 42.195km 男子３部 石山　智也 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ 31 三瀬　　崇 ﾐｾ ﾀｶｼ 41 赤松　　亮 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 34 森　　稔治 ﾓﾘ ﾄｼﾊﾙ 25 井関　貞徳 ｲｾｷ ﾃｲﾄｸ 47 鈴木　弘太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 26 牧野　　将 ﾏｷﾉ ﾏｻｼ 33 光沖　真治 ﾐﾂｵｷ ｼﾝｼﾞ 42 門脇　　忍 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾉﾌﾞ 59 土居　幸信 ﾄﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 38 酒井　康次

64 64 愛媛県庁遊走会Ｃ 42.195km 男子３部 香川　　崇 ｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 47 真木　健司 ﾏｷ ｹﾝｼﾞ 52 目見田貴彦 ﾒﾐﾀ ﾀｶﾋｺ 53 楠本　　博 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｼ 48 谷山　　徹 ﾀﾆﾔﾏ ﾄｵﾙ 54 重川　光正 ｼｹﾞｶﾜ ﾐﾂﾏｻ 42 吉見　秀寿 ﾖｼﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 45 佐賀山耕一 ｻｶﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 35 片谷　　浩 ｶﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛｼ 29 宇都宮大海 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ 27 藤本　欣浩

65 101 宇和島陸協Ｂ 29.0km 男子４部 山下　雄矢 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 34 山本　太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ 27 池田　  剛 ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 48 村中　建信 ﾑﾗﾅｶ ﾀﾃｱｷ 35 田窪　　孟 ﾀｸﾎﾞ ﾊｼﾞﾒ 30 浅本　圭一 ｱｻﾓﾄ ｹｲｲﾁ 45 河添　晋悟 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｺﾞ 49 宝本  　将 ﾀｶﾗﾓﾄ ﾏｻｼ 43 今津　豊生 ｲﾏﾂﾞ ﾄﾖｷ 51 岡田　大伸 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾝ 42 益田　五郎

66 102 愛南体協Ｂ 29.0km 男子４部 下田　雅一 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 39 酒井　平雄 ｻｶｲ ﾂﾈｵ 65 上田　城生 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｮｳｷ 50 清家　康弘 ｾｲｹ ﾔｽﾋﾛ 42 近平　　翔 ﾁｶﾋﾗ ｼｮｳ 35 萩尾　　司 ﾊｷﾞｵ ﾂｶｻ 49 得能　健二 ﾄｸﾉｳ ｹﾝｼﾞ 48 荒谷　栄次 ｱﾗﾀﾆ ｴｲｼﾞ 62 猪野　浩信 ｲﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 55 尾川　勝彦 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 41 荒谷　栄次

67 103 四国中央市陸協Ｂ 29.0km 男子４部 大西　崇文 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾌﾐ 47 森田　慎也 ﾓﾘﾀ ｼﾝﾔ 46 鈴木　　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 61 石川　賢吾 ｲｼｶﾜ ｹﾝｺﾞ 46 山下　雅之 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾕｷ 44 森実　　保 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀﾓﾂ 61 稲見　和彦 ｲﾅﾐ ｶｽﾞﾋｺ 42 渡邊　慎也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 37 石川　幸雄 ｲｼｶﾜ ﾕｷｵ 57 玉井　和人 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾄ 35 鈴木　　誠

68 104 野村高教員クラブ 29.0km 男子４部 片岡　史成 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾅﾘ 28 宮本　康平 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 31 徳永　裕史 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 33 岡田　嘉浩 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 51 岩村　允雄 ｲﾜﾑﾗ ﾐﾂｵ 30 中島　定信 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 53 神野　一郎 ｼﾞﾝﾉ ｲﾁﾛｳ 26 伊原　達也 ｲﾊﾗ ﾀﾂﾔ 33 岡本　繁幸 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾕｷ 46 上甲　裕一 ｼﾞｮｳｺｳ ﾕｳｲﾁ 42 白木　俊一

69 105 大洲体協Ｃ 29.0km 男子４部 菊地　　徹 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 30 冨永　大輔 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 44 向居　幸治 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 51 大下　友昭 ｵｵｼﾀ ﾄﾓｱｷ 40 清水　博隆 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 50 田岡　久志 ﾀｵｶ ﾋｻｼ 36 浅野　猛士 ｱｻﾉ ﾀｹｼ 45 大谷　俊一 ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝｲﾁ 55 宇高　幸典 ｳﾀﾞｶ ﾕｷﾉﾘ 72 佐々山吉一 ｻｻﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 61 谷本　俊一

70 106 伊予クラブＡ 29.0km 男子４部 隅田　知秀 ｽﾐﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 31 向井　裕喜 ﾑｶｲ ﾕｳｷ 38 武智　聖典 ﾀｹﾁ ｷﾖﾉﾘ 31 鎌田　修平 ｶﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ 26 森松　章憲 ﾓﾘﾏﾂ ｱｷﾉﾘ 48 西岡　英治 ﾆｼｵｶ ｴｲｼﾞ 40 鍋田　陽二 ﾅﾍﾞﾀ ﾖｳｼﾞ 40 吉村　泰人 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲﾄ 23 向井雄一郎 ﾑｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 48 加川　　大 ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲ 50 田井　孝和

71 107 松山駅伝クラブ 29.0km 男子４部 田中　寛記 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 33 宮城　卓也 ﾐﾔｷﾞ ﾀｸﾔ 45 中川　一貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 51 八木　俊宏 ﾔｷﾞ ﾄｼﾋﾛ 49 赤田　樹皇 ｱｶﾀﾞ ｼﾞｭｵ 26 宮栄　宏次 ﾐﾔｴ ｺｳｼﾞ 45 家安　一也 ｲｴﾔｽ ｶｽﾞﾔ 48 三原　　隆 ﾐﾊﾗ ﾀｶｼ 53 沖村　泰志 ｵｷﾑﾗ ﾔｽｼ 56 三原　　隆

72 108 明浜体協Ｂ 29.0km 男子４部 中村　正教 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 38 清水　和則 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 43 黒田　栄作 ｸﾛﾀﾞ ｴｲｻｸ 51 浜田　直浩 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 57 古谷　　斉 ﾌﾙﾔ ﾋﾄｼ 48 藤本　　敦 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 56 高岡　健蔵 ﾀｶｵｶ ｹﾝｿﾞｳ 39 網干　岩雄 ｱﾎﾞｼ ｲﾜｵ 51 古谷　柾朋 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄﾓ 24 稲垣　国弘 ｲﾅｶﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 48 稲垣　国弘

73 109 愛アスリートクラブ 29.0km 男子４部 大塚　才豪 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾋﾃﾞ 20 大島　信也 ｵｵｼﾏ ｼﾝﾔ 25 大塚　敏満 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾐﾂ 53 芝　　憲子 ｼﾊﾞ ﾉﾘｺ 48 橋本　好弘 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 41 阪本　武士 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ 42 武智　湧史 ﾀｹﾁ ﾕｳｼ 21 竹本　圭佑 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｽｹ 20 三好　由布

74 110 大洲走風会Ｂ 29.0km 男子４部 林　　幸治 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 30 二宮　章智 ﾆﾉﾐﾔ ｱｷﾄｼ 28 清水　亮芳 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾖｼ 26 成登　　司 ﾅﾙﾄ ﾂｶｻ 26 垣内　裕史 ｶｷｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 30 辻　妃奈乃 ﾂｼﾞ ﾋﾅﾉ 22 久保麻南美 ｸﾎﾞ ﾏﾅﾐ 30 原田　俊介　 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 24 菅　　春香 ｽｶﾞ ﾊﾙｶ 30 清家　恒一 ｾｲｹ ｺｳｲﾁ 41 清水　清勝

75 111 久万体協Ｂ 29.0km 男子４部 平塚　　隆 ﾋﾗﾂｶ ﾘｭｳ 21 石丸　寛人 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛﾄ 27 越智　　洋 ｵﾁ ﾋﾛｼ 39 吉村　　航 ﾖｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ 28 甲斐　健二 ｶｲ ｹﾝｼﾞ 41 大森　定一 ｵｵﾓﾘ ｻﾀﾞｲﾁ 71 段王　繁嘉 ﾀﾞﾝｵｳ ｼｹﾞﾖｼ 57 段ノ上義文 ﾀﾞﾝﾉｳｴ ﾖｼﾌﾐ 40 坂本　好直　

76 112 内子走友会Ｂ 29.0km 男子４部 岩野　哲也 ｲﾜﾉ ﾃﾂﾔ 56 二宮　善徳 ﾆﾉﾐﾔ ﾖｼﾉﾘ 58 寺谷　圭吾 ﾃﾗﾀﾆ ｹｲｺﾞ 48 伊賀　弘夫 ｲｶﾞ ﾋﾛｵ 64 大藤　達雄 ﾀﾞｲﾄｳ ﾀﾂｵ 68 吉本　和幸 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 53 山本真太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 31 兼高　芳久 ｶﾈﾀｶ ﾖｼﾋｻ 68 松川　長栄 ﾏﾂｶﾜ ﾁｮｳｴｲ 64 明智　　司 ｱｹﾁ ﾂｶｻ 64 伊達　　勉

77 113 伊予市体協Ｃ 29.0km 男子４部 武智　正人 ﾀｹﾁ ﾏｻﾄ 35 向井　貴優 ﾑｶｲ ﾀｶﾋﾛ 21 藤田　貴夫 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｵ 52 西本　奏太 ﾆｼﾓﾄ ｿｳﾀ 47 丸尾　公貞 ﾏﾙｵ ｷﾐｻﾀﾞ 33 中嶋　和司 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ 50 高橋　徹朗 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 35 沖　　幸治 ｵｷ ｺｳｼﾞ 64 野本　哲郎 ﾉﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 57 中村　一行 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 53 沖　　幸治

78 114 石井体協Ｃ 29.0km 男子４部 山崎　文治 ﾔﾏｻｷ ﾌﾐﾊﾙ 37 高橋　繁之 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾕｷ 49 畠山　　礎 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓﾄｲ 52 宇都宮俊雄 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄｼｵ 67 久保　智嗣 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 40 池田　　功 ｲｹﾀﾞ ｲｻｵ 78 久保　力也 ｸﾎﾞ ﾘｷﾔ 48 安野　雄人 ﾔｽﾉ ﾀｹﾄ 25 高橋　敏章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 45 石橋　貞人 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾀﾞﾄ 45 久保　力也

79 115 宇和島市教員クラブ 29.0km 男子４部 若宮　磯一 ﾜｶﾐﾔ ｲｿｶｽﾞ 37 松本　　剛 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳ 49 平田　延幸 ﾋﾗﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 50 岡崎正太郎 ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 39 吉田　和聖 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 38 崎須賀　悠 ｻｷｽｶ ﾕｳ 37 下田　　新 ｼﾓﾀﾞ ｱﾗﾀ 45 安藤　賢治 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 53 平田　延幸

80 116 内子高校教職員クラブ 29.0km 男子４部 大西　健登 ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ 27 小北　良弘 ｵｷﾀ ﾖｼﾋﾛ 40 森本　憲治 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 71 𠮷田　亮一 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 44 安並　　亨 ﾔｽﾅﾐ ﾄｵﾙ 30 鷲見　英治 ｽﾐ ｴｲｼﾞ 55 横田　幸治 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ 42 田中　利和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 45 廻角　純子 ﾏﾜﾘｶﾄﾞ ｼﾞｭﾝｺ 40 水田　　寿

81 117 宇和特支クラブＢ 29.0km 男子４部 田野岡寛治 ﾀﾉｵｶ ｶﾝｼﾞ 30 田中　義則 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 52 高木　昭彦 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾋｺ 39 堀田　貴広 ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ 40 山口　初徳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾉﾘ 37 日野　信彦 ﾋﾉ ﾉﾌﾞﾋｺ 34 登尾　庸介 ﾉﾎﾞﾘｵ ﾖｳｽｹ 40 喜多岡由樹 ｷﾀｵｶ ﾖｼｷ 28 向井　誠二

82 118 吉田浜クラブＢ 29.0km 男子４部 黒川　　優 ｸﾛｶﾜ ﾕｳ 38 山本　　慧 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 21 大野　　航 ｵｵﾉ ﾜﾀﾙ 34 柴岡　政紀 ｼﾊﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ 49 末広　　豊 ｽｴﾋﾛ ﾕﾀｶ 45 山崎　和宏 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 52 渡部　克彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶt5ｳﾋｺ 43 能瀬　康明 ﾉｾ ﾔｽｱｷ 52 光宗　宏隆 ﾐﾂﾑﾈ ﾋﾛﾀｶ 33 木本　敏夫 ｷﾓﾄ ﾄｼｵ 57 高石　年雄

83 119 野村体協Ｃ 29.0km 男子４部 光沖　真治 ﾐﾂｵｷ ｼﾝｼﾞ 42 西森　　潤 ﾆｼﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 42 島岩　拓馬 ｼﾏｲﾜ ﾀｸﾏ 32 和氣　計雄 ﾜｹ ｶｽﾞｵ 50 荻野　　猛 ｵｷﾞﾉ ﾀｹｼ 41 松本　勇人 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 50 土居　裕幸 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 40 門脇　　忍 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾉﾌﾞ 59 土居　幸信 ﾄﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 38 酒井　康次

84 120 新東高教員クラブ 29.0km 男子４部 大竹　悠平 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾍｲ 28 竹宮　直孝 ﾀｹﾐﾔ ﾅｵﾀｶ 54 山本　喬之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 26 月原　康宏 ﾂｷﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 53 望月　　航 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾜﾀﾙ 29 黒河　智史 ｸﾛｶﾜ ｻﾄｼ 36 白石　圭佑 ｼﾗｲｼ ｹｲｽｹ 28 大熊　　周 ｵｵｸﾏ ｼｭｳ 54 高岡　由衣 ﾀｶｵｶ ﾕｲ 28 瀬川　　綾 ｾｶﾞﾜ ｱﾔ 26 白方　　順

85 121 大洲高校教員クラブＡ 29.0km 男子４部 竹中　一生 ﾀｹﾅｶ ｲｯｾｲ 39 小倉　初美 ｵｸﾞﾗ ﾊﾂﾐ 29 宇都宮将太 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ 30 德川　裕太 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 31 田村　信悟 ﾀﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 52 谷口　真也 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 34 河本　潤也 ｺｳﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 46 松盛　　敦 ﾏﾂﾓﾘ ｱﾂｼ 42 稲積　俊英 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ 54 清家　純三 ｾｲｹ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 58 八木　俊博

86 122 西条マスターズ 29.0km 男子４部 安藤　　茂 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ 61 雁木　淳一 ｶﾞﾝｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 61 石川　雅基 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 49 神野　　茂 ｼﾞﾝﾉ ｼｹﾞﾙ 67 成高　久豊 ﾅﾙﾀｶ ﾋｻﾄﾖ 58 羽倉　　勝 ﾊｸﾗ ﾏｻﾙ 54 高木　行磨 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾏ 58 本田研二郎 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 54 阿部　　豊 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 66 神野　　茂

87 123 松山マスターズＣ 29.0km 男子４部 森田　忠之 ﾓﾘﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 48 中川　哲夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂｵ 64 仙波　　浩 ｾﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 58 モンテロ　ノエラ ﾓﾝﾃﾛ ﾉｴﾗ 42 河合　聖次 ｶﾜｲ ｾｲｼﾞ 58 森棟　敦子 ﾓﾘﾑﾈ ｱﾂｺ 57 河野　寛司 ｺｳﾉ ｶﾝｼﾞ 57 河野　寛司

88 124 朝倉・玉川クラブＢ 29.0km 男子４部 森山　哲史 ﾓﾘﾔﾏ ﾃﾂｼ 57 矢野　翔平 ﾔﾉ ｼｮｳﾍｲ 29 宇高　秀志 ｳﾀﾞｶ ﾋﾃﾞｼ 57 大澤　泰介 ｵｵｻﾞﾜ ﾀｲｽｹ 40 徳毛　浩一 ﾄｸﾓ ｺｳｲﾁ 53 野間　政弘 ﾉﾏ ﾏｻﾋﾛ 57 山本　裕司 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 53 越智　孝典 ｵﾁ ﾀｶﾉﾘ 66 越智　弘雅 ｵﾁ ﾋﾛﾏｻ 53 武田憲太郎 ﾀｹﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 57 越智　孝典

89 125 松山楽走クラブＢ 29.0km 男子４部 藤本　　彰 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 53 佐藤　美奈 ｻﾄｳ ﾐﾅ 41 大野　露美 ｵｵﾉ ﾂﾕﾐ 54 山内　朋子 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｺ 48 森川　美江 ﾓﾘｶﾜ ﾐｴ 41 弘田　　恵 ﾋﾛﾀ ﾒｸﾞﾐ 46 渡部　康二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 41 杉本　達也 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 54 杉本　美香 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｶ 48 杉本　達也

90 126 城川体協Ｂ 29.0km 男子４部 佐々木　祐 ｻｻｷ ﾀｽｸ 46 横山　哲也 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ 45 岡田　拡幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 62 藤本　勘市 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾝｲﾁ 68 河野　　通 ｺｳﾉ ﾄｵﾙ 54 松本　将吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 24 山師　義男 ﾔﾏｼ ﾖｼｵ 62 玉川　大地 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 28 佐々木　祐

91 127 今治アスリ－トＣ 29.0km 男子４部 徳永　有宣 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾘﾉﾌﾞ 50 米田　義憲 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼｵﾘ 42 渡邉　博文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 57 近藤　康親 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾁｶ 57 曽我部　浩 ｿｶﾞﾍﾞ ﾋﾛｼ 46 中野　正司 ﾅｶﾉ ｼｮｳｼﾞ 65 河内　和則 ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 66 渡辺　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28 渡邉　益巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｽﾐ 49 苅山　　均 ｶﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 65 白石　和仁

92 128 吉田喜佐方クラブＡ 29.0km 男子４部 二宮　喜信 ﾆﾉﾐﾔ ﾖｼﾉﾌﾞ 49 伊藤　善啓 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 52 松浦　貴行 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾕｷ 42 兵頭　章彦 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ 44 清家　友邦 ｾｲｹ ﾄﾓｸﾆ 20 清家　茂邦 ｾｲｹ ｼｹﾞｸﾆ 59 西本　勝幸 ﾆｼﾓﾄ ｶﾂﾕｷ 47 山平　　権 ﾔﾏﾋﾗ ｽｽﾑ 73 中橋　洋人 ﾅｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 20 太宰　俊明 ﾀﾞｻﾞｲ ﾄｼｱｷ 59 山平　　権

93 129 今治クラブＣ 29.0km 男子４部 真鍋　純平 ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 28 檜垣　真城 ﾋｶﾞｷ ﾏｻｷ 51 正岡　佳晃 ﾏｻｵｶ ﾖｼｱｷ 38 松木　義満 ﾏﾂｷﾞ ﾖｼﾐﾂ 66 藤坂　一輝 ﾌｼﾞｻｶ ｶｽﾞｷ 23 原　　隆晃 ﾊﾗ ﾀｶｱｷ 47 渡部　善正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾏｻ 24 檜垣　敏朗 ﾋｶﾞｷ ﾄｼﾛｳ 63 保利　義美 ﾎﾘ ﾖｼﾐ 57 木村　佳央 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 45 小澤　卓郎

94 130 南伊予体育会 29.0km 男子４部 日野　誠己 ﾋﾉ ｻﾄｼ 50 小笠原一貴 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 36 古川　和樹 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 25 影浦　　淳 ｶｹﾞｳﾗ ｼﾞｭﾝ 43 市川　隆則 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 44 亀田　優人 ｶﾒﾀﾞ ﾕｳﾄ 25 菅　　徹夫 ｽｶﾞ ﾃﾂｵ 59 武知　満昭 ﾀｹﾁ ﾐﾂｱｷ 51 武智　健祐 ﾀｹﾁ ｹﾝｽｹ 62 山下　光一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 54 山下　光一

95 131 西予市体協Ｃ 29.0km 男子４部 黒田晋一郎 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 25 山木　辰夫 ﾔﾏｷ ﾀﾂｵ 66 三好　雅雄 ﾐﾖｼ ﾏｻｵ 60 福井　敏夫 ﾌｸｲ ﾄｼｵ 67 安田　誠市 ﾔｽﾀﾞ ｾｲｲﾁ 66 宇都宮　靖 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾔｽｼ 56 寺岡　　誠 ﾃﾗｵｶ ﾏｺﾄ 38 宇都宮一雄

96 132 吉田喜佐方クラブＢ 29.0km 男子４部 武田　元介 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｽｹ 58 松浦　昭文 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾌﾐ 65 奥山　　功 ｵｸﾔﾏ ｲｻｵ 68 村田　正則 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 73 笹井　　巧 ｻｻｲ ﾀｸﾐ 62 宮本　常保 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾈﾔｽ 50 大久保義彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾋｺ 63 山平　　権 ﾔﾏﾋﾗ ｽｽﾑ 73 中橋　洋人 ﾅｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 20 太宰　俊明 ﾀﾞｻﾞｲ ﾄｼｱｷ 59 山平　　権

97 133 野村体協Ｄ 29.0km 男子４部 門脇　　勲 ｶﾄﾞﾜｷ ｲｻｵ 62 和氣　岩男 ﾜｹ ｲﾜｵ 56 兵頭　健二 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 58 酒井　康次 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 52 井関　禎三 ｲｾｷ ﾃｲｿﾞｳ 64 井関　聖二 ｲｾｷ ｾｲｼﾞ 59 角藤　輝久 ｶｸﾄｳ ﾃﾙﾋｻ 65 井関　貞徳 ｲｾｷ ﾃｲﾄｸ 47 門脇　　忍 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾉﾌﾞ 59 酒井　康次

98 134 松前体協Ｃ 29.0km 男子４部 室津　広行 ﾑﾛﾂ ﾋﾛﾕｷ 58 大西　和久 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾋｻ 70 村上　義人 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾄ 62 武井　節子 ﾀｹｲ ｾﾂｺ 53 上地　重男 ｶﾐｼﾞ ｼｹﾞｵ 67 林　　末弘 ﾊﾔｼ ｽｴﾋﾛ 71 西田　辰美 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 66 水口　拓哉 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 25 大西　和久

99 135 砥部アスリートＣ 29.0km 男子４部 中村　義雄 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ 68 仙波　利昭 ｾﾝﾊﾞ ﾄｼｱｷ 51 中村　光秀 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾃﾞ 67 手塚　　紀 ﾃﾂﾞｶ ﾄｵﾙ 63 佐々木金裕 ｻｻｷ ｶﾈﾋﾛ 63 水本　健三 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 72 綱崎　健司 ﾂﾅｻｷ ｹﾝｼﾞ 56 熊岡　悟史 ｸﾏｵｶ ｻﾄｼ 46 佐川　雄一 ｻｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 48 相田健太郎 ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 23 山下　吉信

100 136 愛媛県庁遊走会Ｄ 29.0km 男子４部 濱岡　　浩 ﾊﾏｵｶ ﾋﾛｼ 58 清家　幸吉 ｾｲｹ ﾕｷﾖｼ 56 本田　慎哉 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝﾔ 60 横田　　潔 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 66 大西　宏昭 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ 64 岡田　泰一 ｵｶﾀﾞ ﾔｽｶｽﾞ 70 河野　和男 ｺｳﾉ ｶｽﾞｵ 66 佐賀山耕一 ｻｶﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 35 片谷　　浩 ｶﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛｼ 29 宇都宮大海 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ 27 藤本　欣浩

101 137 松山祝谷クラブ 29.0km 男子４部 奥　　博之 ｵｸ ﾋﾛﾕｷ 29 内田　貴光 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ 43 福吉　史知 ﾌｸﾖｼ ﾐﾉﾘ 23 栗田　英治 ｸﾘﾀ ｴｲｼﾞ 43 今　雄二朗 ｺﾝ ﾕｳｼﾞﾛｳ 43 西山　武志 ﾆｼﾔﾏ ﾀｹｼ 33 竹内　孝児 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 42 西山　武志

102 138 吉田喜佐方クラブＣ 29.0km 男子４部 丸山　伸幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 61 菊池　恵一 ｷｸﾁ ｹｲｲﾁ 62 清家　光生 ｾｲｹ ﾐﾂｵ 54 清家　強暉 ｾｲｹ ｶﾂｷ 23 村上　　東 ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾞﾏ 65 山本　源郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝﾛｳ 66 山平　　権 ﾔﾏﾋﾗ ｽｽﾑ 73 中橋　洋人 ﾅｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 20 山平　大介 ﾔﾏﾋﾗ ﾀﾞｲｽｹ 39 太宰　俊明 ﾀﾞｻﾞｲ ﾄｼｱｷ 59 山平　　権

103 139 愛光学園クラブＡ 29.0km 男子４部 河野　敬晃 ｺｳﾉ ﾀｶｱｷ 47 杉浦　正洋 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 47 山岡　利郎 ﾔﾏｵｶ ﾄｼﾛｳ 54 上木　　裕 ｳｴｷ ﾕﾀｶ 50 加藤　剛志 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 36 小林　　慎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 37 小田　倫史 ｵﾀﾞ ﾐﾁﾌﾐ 52 水谷　　剛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾖｼ 46 丹下　　愛 ﾀﾝｹﾞ ｱｲ 34 上木　　裕

104 140 東予陸上クラブＢ 29.0km 男子４部 土居　邦章 ﾄﾞｲ ｸﾆｱｷ 24 田口　研志 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝｼ 66 日和佐慶太 ﾋﾜｻ ｹｲﾀ 41 松田　幸樹 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 38 垂水　真一 ﾀﾙﾐ ｼﾝｲﾁ 39 玉置　準二 ﾀﾏｵｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 48 森川　広志 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛｼ 57 篠原　芳博 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 60 三並　俊二 ﾐﾅﾐ ｼｭﾝｼﾞ 57 玉置　裕規 ﾀﾏｵｷ ﾕｳｷ 60 玉置　裕規
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105 141 伊予ごしきＲＣ 29.0km 男子４部 豊田　　誠 ﾄﾖﾀ ﾏｺﾄ 35 三好　敏之 ﾐﾖｼ ﾄｼﾕｷ 35 菅　研太郎 ｶﾝ ｹﾝﾀﾛｳ 35 高田　修三 ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 68 森田　尚良 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾖｼ 42 大福　　学 ｵｵﾌｸ ﾏﾅﾌﾞ 60 山本　忠男 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ 70 藤井　恒成 ﾌｼﾞｲ ｺｳｾｲ 70 藤井　恒成

106 142 今治南高教職員クラブ 29.0km 男子４部 片山　了輔 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 25 羽藤　秀人 ﾊﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 55 横山　拓史 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 34 開田　　明 ﾋﾗｷﾀﾞ ｱｷﾗ 44 正岡　涼太 ﾏｻｵｶ ﾘｮｳﾀ 30 松木　　幹 ﾏﾂｷﾞ ﾐｷ 25 松原　邦明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｱｷ 39 真鍋沙耶香 ﾏﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 31 渡部　　誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 53 藤原　　淳 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 38 藤田　克昌

107 143 新居浜楽走会Ｃ 29.0km 男子４部 塩崎　敦史 ｼｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 47 坂井喜代己 ｻｶｲ ｷﾖﾐ 62 富永　恭史 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽｼ 56 森脇　照文 ﾓﾘﾜｷ ﾃﾙﾌﾐ 69 村上　友紀 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｷ 42 井上　数正 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏｻ 70 杉本　幸朗 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｷｵ 55 渡辺　敏明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 48 大西　康輔 ｵｵﾆｼ ﾔｽｽｹ 31 山中　正己 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾐ 43 内田　栄治

108 144 済美平成教員クラブ 29.0km 男子４部 門屋　孝明 ｶﾄﾞﾔ ﾀｶｱｷ 31 前田　卓也 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 28 石原　俊典 ｲｼﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ 42 寺尾　貴志 ﾃﾗｵ ﾀｶｼ 30 後藤　美咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 26 村上　弘倫 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ 28 田中　善教 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 53 石原　俊典

109 145 愛光学園クラブＢ 29.0km 男子４部 令官　龍太 ﾚｲｶﾝ ﾘｭｳﾀ 38 北川　哲弘 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 31 西村　健大 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 28 山本　直人　 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 25 小澤　柾彦 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 23 森下　堅斗 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾄ 29 一色　大輔 ｲｯｼｷ ﾀﾞｲｽｹ 27 高木　健太 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ 25 髙橋　純子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 44 髙橋　純子

110 146 今治競走クラブＢ 29.0km 男子４部 赤根川真由美 ｱｶﾈｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 51 桧垣　紘一 ﾋｶﾞｷ ｺｳｲﾁ 71 小野　竹則 ｵﾉ ﾀｹﾉﾘ 71 桧垣　和己 ﾋｶﾞｷ ｶｽﾞｷ 38 長野　雅彦 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾋｺ 53 白石　薫児 ｼﾗｲｼ ｸﾝｼﾞ 58 越智　徹二 ｵﾁ ﾃﾂｼﾞ 53 井出　裕二 ｲﾃﾞ ﾕｳｼﾞ 37 武田徹太郎 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂﾀﾛｳ 76 越智　英治 ｵﾁ ｴｲｼﾞ 76 眞部　健吾

111 147 松山中央高校教員 29.0km 男子４部 堀内　崇史 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 23 ステファニー・チャベス ｽﾃﾌｧﾆｰ･ﾁｬﾍﾞｽ 29 枝吉　一世 ｴﾀﾞﾖｼ ｶｽﾞｷ 39 吉岡　歩美 ﾖｼｵｶ ｱﾕﾐ 25 中田　　滋 ﾅｶﾀ ｼｹﾞﾙ 30 片山　哲夫 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂｵ 45 山中　孝重 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼｹﾞ 46 中井　芳恵 ﾅｶｲ ﾖｼｴ 39 西岡　秀樹 ﾆｼｵｶ ﾋﾃﾞｷ 39 朝村　　篤

112 148 加茂川クラブ 29.0km 男子４部 尾崎　健吏 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 46 松岡　雅仁 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾄ 28 弓山　泰年 ﾕﾐﾔﾏ ﾔｽﾄｼ 45 大東　哲也 ﾀﾞｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 40 市川　智崇 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 31 佐々木一也 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 34 砂田　健太 ｽﾅﾀﾞ ｹﾝﾀ 38 長野　　満 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾙ 48 弓山　泰年

113 149 宇和島陸協Ｃ 29.0km 男子４部 宝本  　将 ﾀｶﾗﾓﾄ ﾏｻｼ 43 末廣　　一 ｽｴﾋﾛ ﾊｼﾞﾒ 40 今津　豊生 ｲﾏﾂﾞ ﾄﾖｷ 51 岡本　恵介 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 64 岡田　大伸 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾝ 42 西川　孝博 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 43 鷹見　正治 ﾀｶﾐ ｼｮｳｼﾞ 47 谷口憲一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 50 清家　清志 ｾｲｹ ｷﾖｼ 55 大野　博文 ｵｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ 34 益田　五郎

114 150 大洲高校教員クラブＢ 29.0km 男子４部 德川　裕太 ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 31 齊藤　晴美 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾐ 51 村井　智士 ﾑﾗｲ ｻﾄｼ 43 玉木なつめ ﾀﾏｷ ﾅﾂﾒ 25 楠橋　佑樹 ｸｽﾊｼ ﾕｳｷ 41 長野　美紀 ﾅｶﾞﾉ ﾐｷ 31 矢野　奈美 ﾔﾉ ﾅﾐ 38 松盛　　敦 ﾏﾂﾓﾘ ｱﾂｼ 42 稲積　俊英 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ 54 清家　純三 ｾｲｹ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 58 八木　俊博

115 151 丹高教職員 29.0km 男子４部 安東　直之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ 25 伊藤　史晴 ｲﾄｳ ﾌﾐﾊﾙ 45 北尾　哲也 ｷﾀｵ ﾃﾂﾔ 53 平塚　敏和 ﾋﾗﾂｶ ﾄｼｶｽﾞ 47 柚山　宏光 ﾕﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ 47 山下　峻平 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 31 谷口　大祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 33 勝田　　毅 ｶﾂﾀ ﾀｶｼ 58 黒江　英隆 ｸﾛｴ ﾋﾃﾞﾀｶ 40 窪田　孝志 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 43 勝田　　毅

116 152 今治クラブＤ 29.0km 男子４部 櫛野　　武 ｸｼﾉ ﾀｹｼ 48 岡川　佳史 ｵｶｶﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 44 岡本　勝敏 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 28 小川　哲史　 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｼ 43 保利　義美 ﾎﾘ ﾖｼﾐ 57 頼木　美枝 ﾖﾘｷ ﾐｴ 46 菊川　智文 ｷｸｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 62 檜垣　敏朗 ﾋｶﾞｷ ﾄｼﾛｳ 63 黒川　　透 ｸﾛｶﾜ ﾄｵﾙ 56 木村　佳央 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 45 青野　克明

117 153 大西クラブ 29.0km 男子４部 近藤　克彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｺ 52 貴田　　薫 ｷﾀ ﾞｶｵﾙ 66 浜岡　　貢 ﾊﾏｵｶ ﾐﾂｸﾞ 63 伊藤　二久 ｲﾄｳ ﾂｷﾞﾋｻ 68 在間　良規 ｻﾞｲﾏ ﾖｼｷ 57 管　　恒彦 ｶﾝ ﾂﾈﾋｺ 65 桧垣　正清 ﾋｶﾞｷ ﾏｻｷﾖ 49 忽那　忠昭 ｸﾂﾅ ﾀﾀﾞｱｷ 74 忽那　忠昭

118 154 六軒家ＲＣ 29.0km 男子４部 高橋　佑慎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾝ 28 高橋　　海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 27 川口　晃希 ｶﾜｸﾞ ﾁｺｳｷ 23 兵頭　敏弘 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 44 和田　　章 ﾜﾀ ﾞ ｱｷﾗ 43 真田　和幹 ｻﾅﾀ ﾞ ｶｽﾞﾐｷ 50 兵頭　永一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ 57 杉之内達敏 ｽｷﾞﾉｳﾁ ﾀﾂﾄｼ 53 井上　繁光 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾐﾂ 63 井上　繁光

119 155 新居浜市役所クラブ 29.0km 男子４部 秋山　亮介 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 37 三宅　淳司 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ 26 都築　達哉 ﾂﾂﾞｷ ﾀﾂﾔ 29 井上　達貴 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 28 廣田　賢憲 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾉﾘ 22 岡　　義孝 ｵｶ ﾖｼﾀｶ 34 大西　剛平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 28 菊池　栄光 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 39 鈴木　良平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 35 菊池　栄光

120 156 新居浜ロードランナー 29.0km 男子４部 杉村　久男 ｽｷﾞﾑﾗﾋｻｵ 52 蓮沼　　唯 ﾊｽﾇﾏﾕｲ 25 井上　一志 ｲﾉｳｴｶｽﾞｼ 58 田中　美里 ﾀﾅｶﾐｻﾄ 24 井上　竜爾 ｲﾉｳｴﾘｭｳｼﾞ 52 梶川さくら ｶｼﾞｶﾜｻｸﾗ 42 宮部　真司 ﾐﾔﾍﾞｼﾝｼﾞ 48 久保　壽一 ｸﾎﾞﾄｼｶｽﾞ 68 浅野　文浩 ｱｻﾉﾌﾐﾋﾛ 51 浅野　文浩

121 157 西条市役所Ａ 29.0km 男子４部 伊藤　　歩 ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 31 佐伯　昌紀 ｻｲｷ ﾏｻﾄｼ 42 白石　明裕 ｼﾗｲｼ ｱｷﾋﾛ 24 永井　宏武 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾑ 26 戸田　和宏 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 38 真鍋　彰宏 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 26 大野　　淳 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ 37 豊田　　茂 ﾄﾖﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 52 藤田　大器 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 34 西田　周平 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 25 玉井　敏久

122 158 西条市役所Ｂ 29.0km 男子４部 竹内　義幸 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ 42 藤田　大器 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 34 上野　孝二 ｳｴﾉ ｺｳｼﾞ 35 西田　周平 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 25 近藤　敬博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 40 青野　洋士 ｱｵﾉ ﾖｳｼﾞ 41 松尾　光晃 ﾏﾂｵ ﾐﾂｱｷ 49 柳瀬　政司 ﾔﾅｾ ﾏｻｼ 55 髙橋　康行 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ 35 深澤　優希 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 23 豊田　　茂

123 159 西条高校教職員クラブ 29.0km 男子４部 東　　睦雄 ﾋｶﾞｼ ﾑﾂｵ 38 田代　知典 ﾀｼﾛ ﾄﾓﾉﾘ 47 矢野　裕房 ﾔﾉ ﾋﾛﾌｻ 53 三浦　怜也 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾔ 35 永井　紀之 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 56 野中　俊和 ﾉﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 32 山本　鷹裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 23 菊池　英樹 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｷ 40 関　　聡司 ｾｷ ｻﾄｼ 34 武智　裕之 ﾀｹﾁ ﾋﾛﾕｷ 25 東　　睦雄

124 160 西農教員クラブＡ 29.0km 男子４部 野田　昇吾 ﾉﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 32 印南　雄介 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｽｹ 33 松田　晃典 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 25 村上　剛史 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ 43 兵頭　茂慶 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｹﾞﾉﾘ 34 宮内　大知 ﾐﾔｳﾁ ﾀｲﾁ 24 辰野　裕康 ﾀﾂﾉ ﾋﾛﾔｽ 26 松永　　泰 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽｼ 56 松永　　泰

125 161 西農教員クラブＢ 29.0km 男子４部 亀岡　慎平 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾍﾟｲ 29 小池　千尋 ｺｲｹ ﾁﾋﾛ 25 越智　謙太 ｵﾁ ｹﾝﾀ 35 首藤　優希 ｽﾄｳ ﾕｷ 27 上野　達也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ 23 谷口　哲宏 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾋﾛ 31 黒田　千夏 ｸﾛﾀﾞ ﾁﾅﾂ 31 能田　秀樹 ﾉｳﾀ ﾋﾃﾞｷ 55 吉村　弥生 ﾖｼﾑﾗ ﾔﾖｲ 49 能田　秀樹

126 162 今特クラブＡ 29.0km 男子４部 青山　敬吾 ｱｵﾔﾏ ｹｲｺﾞ 24 藤原　　都 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾔｺ 24 西山　和輝 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28 井門　義瑛 ｲﾓﾝ ﾖｼｱｷ 25 木村　佑太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 25 熊　　美里 ｸﾏ ﾐｻﾄ 24 藤原　　稜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 23 宮田　国光 ﾐﾔﾀ ｸﾆﾐﾂ 53 菅　　琴音 ｶﾝ ｺﾄﾈ 26 三好　由布

127 163 今特クラブＢ 29.0km 男子４部 井角　圭佑 ｲｽﾞﾐ ｹｲｽｹ 26 上田　妙子 ｳｴﾀﾞ ﾀｴｺ 49 藤岡　　舞 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｲ 26 塩見真太朗 ｼｵﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 35 中本　尚人 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾄ 26 越智　瑞恵 ｵﾁ ﾐｽﾞｴ 47 勝本　悠介 ｶﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 32 宮田　国光 ﾐﾔﾀ ｸﾆﾐﾂ 53 菅　　琴音 ｶﾝ ｺﾄﾈ 26 三好　由布

128 164 今治宅間クラブ 29.0km 男子４部 楠橋　　集 ｸｽﾊｼ ｱﾂﾑ 52 松本　大喜 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 42 横山　尚明 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ 42 近藤　浩之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 42 近藤　英二 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 41 松本　輝男 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙｵ 45 窪田　　保 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾓﾂ 47 近藤　英吾 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｺﾞ 47 芝田　裕治 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 42 窪田　　保

129 165 朝倉・玉川クラブＣ 29.0km 男子４部 石丸　博士 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｼ 22 曽我部啓太 ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲﾀ 23 越智　孝典 ｵﾁ ﾀｶﾉﾘ 66 越智　雅史 ｵﾁ ﾏｻﾌﾐ 30 武田　典隆 ﾀｹﾀ ﾉﾘﾀｶ 50 越智　弘雅 ｵﾁ ﾋﾛﾏｻ 53 櫨井　常貴 ﾊｾﾞｲ ﾂﾈﾀｶ 32 青野　健治 ｱｵﾉ ｹﾝｼﾞ 70 阿部　芳信 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 68 渡邉　功樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 20 阿部　芳信

130 166 福角ランナーズ 29.0km 男子４部 河窪　哲也 ｶﾜｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 41 片田　信一 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 30 渡　　圭佑 ﾜﾀﾘ ｹｲｽｹ 27 渡邉　　明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 28 渡部　恒輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 29 居村　和樹 ｲﾑﾗ ｶｽﾞｷ 30 福富　智樹 ﾌｸﾄﾐ ﾄﾓｷ 47 渡部　恒輝

131 167 愛大特支クラブ 29.0km 男子４部 宮瀬　　朗 ﾐﾔｾ ｱｷﾗ 38 岡本　美乃 ｵｶﾓﾄ ﾐﾉ 46 山口　英二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 52 清水美智子 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁｺ 50 増井日登美 ﾏｽｲ ﾋﾄﾐ 50 近藤　智美 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾐ 41 土居　克好 ﾄﾞｲ ｶﾂﾖｼ 49 矢野　佐和 ﾔﾉ ｻﾜ 45 栗原　吏加 ｸﾘﾊﾗ ﾘｶ 41 森本　久美

132 168 松工教職員クラブ 29.0km 男子４部 髙橋　　諒 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 27 佐伯　秀樹 ｻｲｷ ﾋﾃﾞｷ 48 鈴鹿　暢大 ｽｽﾞｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 37 寺尾惣一郎 ﾃﾗｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 26 泉　　政輝 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾃﾙ 39 原田　真吾 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 25 林　　伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 47 藤田　誠人 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ 45 乗松　明加 ﾉﾘﾏﾂ ﾊﾙｶ 25 二宮　賢治 ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 41 高岡　眞平

133 169 松北中島教職員 29.0km 男子４部 藏田　圭太 ｸﾗﾀ ｹｲﾀ 26 神原あゆみ ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾕﾐ 34 河野　和巳 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾐ 41 丸山　達也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 52 松長　健治 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 50 堀川　誠吾 ﾎﾘｶﾜ ｾｲｺﾞ 31 重見　一平 ｼｹﾞﾐ ｲｯﾍﾟｲ 29 松長　健治

134 170 松山自衛隊クラブＣ 29.0km 男子４部 元親　勇樹 ﾓﾄﾁｶ ﾕｳｷ 23 金澤崚太郎 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 22 赤松　宏彰 ｱｶﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 26 神野　竜太 ｼﾞﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 28 水窪　祐隆 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ﾕﾀｶ 34 野地　翔太 ﾉｼﾞ ｼｮｳﾀ 26 三好　拓斗 ﾐﾖｼ ﾀｸﾄ 22 水窪　祐隆

135 171 伊予クラブＢ 29.0km 男子４部 福原　雅史 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻｼ 29 大政ひとみ ｵｵﾏｻ ﾋﾄﾐ 22 吉村　泰人 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲﾄ 23 田井　孝和 ﾀｲ ﾀｶｶｽﾞ 43 菅原　孝太 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 34 中村　郁弥 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 28 向井雄一郎 ﾑｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 48 亀岡　　彩 ｶﾒｵｶ ｱﾔ 42 永嶋　孝志 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ 61 三上　晃史 ﾐｶﾐ ｱｷﾌﾐ 43 田井　孝和

136 172 鬼北体協Ａ 29.0km 男子４部 清家　寛樹 ｾｲｹ ﾋﾛｷ 43 程内　琢磨 ﾎﾄﾞｳﾁ ﾀｸﾏ 40 高田　康之 ﾀｶﾀ ﾔｽﾕｷ 33 善家　正道 ｾﾞﾝｹ ﾏｻﾐﾁ 49 竹本　敬三 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ 46 中村　龍二 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 31 芝　　隆裕 ｼﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 35 丹下　敬忠 ﾀﾝｹﾞ ﾉﾘﾀﾀﾞ 47 兵頭　聡史 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻﾄｼ 32 宇都宮克志 ｳﾂﾆﾐﾔ ｶﾂｼ 46 兵頭　　尚

137 173 鬼北体協Ｂ 29.0km 男子４部 犬飼　順一 ｲﾇｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 39 宇都宮誠司 ｳﾂﾉﾐﾔ ｾｲｼﾞ 37 蛭谷　朋隆 ﾋﾙﾀﾆ ﾄﾓﾀｶ 40 兵頭　聡史 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻﾄｼ 32 兵頭　和一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾄ 43 松本　周作 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｻｸ 54 宇都宮克志 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶﾂｼ 46 山下　悦朗 ﾔﾏｼﾀ ｴﾂﾛｳ 49 井上　直人 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾋﾄ 45 兵頭　　尚 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋｻｼ 50 兵頭　　尚

138 174 愛南体協Ｃ 29.0km 男子４部 猪野　浩信 ｲﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 55 山口　　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 46 尾川　勝彦 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 41 鈴木　　貴 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 44 山下　公久 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋｻ 47 大江　隼人 ｵｵｴ ﾊﾔﾄ 40 宮下　武浩 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾋﾛ 53 荒谷　栄次 ｱﾗﾀﾆ ｴｲｼﾞ 62 桑原　真也 ｸﾜﾊﾗ ｼﾝﾔ 47 小笠原和樹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 43 荒谷　栄次


