
岡山県ハーフマラソン選手権大会　男子の部
順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 28 1:15:33 山本　康政 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ - 滋賀県

2 24 1:15:41 小郷　和希 ｵｺﾞｳ ｶｽﾞｷ 岡山ＡＣ 岡山県

3 27 1:16:36 諏訪　健治 ｽﾜ ｹﾝｼﾞ 倉敷化工 大阪府

4 23 1:17:46 北村　康 ｷﾀﾑﾗ ｺｳ 岡山ＡＣ 岡山県

5 6 1:18:10 遠藤　潤一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岡山ＡＣ 岡山県

6 18 1:19:38 村田　修一 ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁ 政田ＲＣ 岡山県

7 25 1:19:40 大森　活 ｵｵﾓﾘ ｶﾂ - 広島県

8 9 1:20:00 多田　陽祐 ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 岡山県庁 岡山県

9 1 1:20:45 小原　勝 ｺﾊﾗ ﾏｻﾙ 岡山県庁 岡山県

10 17 1:21:53 倉田　稔 ｸﾗﾀ ﾐﾉﾙ はっぴーず 岡山県

11 2 1:22:57 長谷川　登 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 倉敷福田走友会 岡山県

12 12 1:23:12 鶴重　高宏 ﾂﾙｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ 倉敷化工 岡山県

13 4 1:28:07 加藤　吉則 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 岡山陸協 岡山県

14 20 1:28:31 船越　周一 ﾌﾅｺｼ ｼｭｳｲﾁ 岡山ＡＣ 岡山県

15 19 1:28:37 越野　淳 ｺｼﾉ ｼﾞｭﾝ ランプロＲＣ 岡山県

16 7 1:30:25 若林　淳 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 三井造船玉野 岡山県

17 21 1:31:37 和田　智行 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 岡山教員クラブ 広島県

18 15 1:32:01 妹尾　則之 ｾﾉｵ ﾉﾘﾕｷ 桃太郎夢クラブ 岡山県

19 8 1:33:27 鳥越　敏明 ﾄﾘｺﾞｴ ﾄｼｱｷ 倉敷化工 岡山県

20 3 1:33:34 西村　介延 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ 井原RC 岡山県

21 26 1:38:07 廣安　孝弘 ﾋﾛﾔｽ ﾀｶﾋﾛ 井原ＲＣ 広島県

22 14 1:39:02 横地　稔夫 ﾖｺﾁ ﾄｼｵ 旭化成水島 岡山県

23 11 1:39:46 中野　浩 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 桃太郎夢クラブ 岡山県

24 5 1:47:49 十河　直樹 ｿｺﾞｳ ﾅｵｷ 桃太郎夢クラブ 岡山県

岡山県ハーフマラソン選手権大会　女子の部
順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 102 1:25:19 森下　即子 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾂｺ 井原ＲＣ 岡山県

2 101 1:46:05 熊原　弓叶里 ｸﾏﾊﾗ ﾕｶﾘ 岡山職員クラブ 岡山県



１）ハーフマラソンの部　①一般男子３９歳以下
順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 1165 1:09:00 福濱　駿 ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 浜田市 島根県
2 1101 1:13:10 新田　岬 ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 備前鍛工 岡山県
3 1088 1:14:42 青野　勇紀 ｱｵﾉ ﾕｳｷ 北斗神兼伝承者 愛媛県
4 1007 1:15:29 池田　亮太 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 就実高校 岡山県
5 1036 1:17:20 平本　昌樹 ﾋﾗﾓﾄ ﾏｻｷ 溶接カンカンズ 広島県
6 1161 1:17:21 谷本　啓嗣 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ - 岡山県
7 1015 1:19:00 田川　淳一 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 田川ＡＣ 岡山県
8 1058 1:19:52 田栗　健伸 ﾀｸﾞﾘ ｹﾝｼﾝ 加古川陸連 兵庫県
9 1027 1:20:06 割鞘　勇介 ﾜﾘｻﾔ ﾕｳｽｹ 神村体育振興会 広島県

10 1169 1:20:37 小寺　貴之 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ タートルＪＣ 広島県
11 1096 1:21:37 知野見　友弘 ﾁﾉﾐ ﾄﾓﾋﾛ - 岡山県
12 1141 1:21:42 種本　航平 ﾀﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ - 岡山県
13 1026 1:21:46 久安　康平 ﾋｻﾔｽ ｺｳﾍｲ - 岡山県
14 1010 1:22:07 見村　圭介 ﾐﾑﾗ ｹｲｽｹ 歩いていこう 岡山県
15 1053 1:22:43 重村　祐希 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 倉敷化工 岡山県
16 1133 1:22:52 高前　直幸 ﾀｶﾏｴ ﾅｵﾕｷ 寺岡整形外科 広島県
17 1104 1:23:10 井出　大成 ｲﾃﾞ ﾀｲｾｲ 聖カタリナ 愛媛県
18 1174 1:23:38 木地　正道 ｷｼﾞ ﾏｻﾐﾁ 月曜半休 神奈川県
19 1097 1:24:22 丸山　秀登 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ - 広島県
20 1002 1:24:30 磯山　潤 ｲｿﾔﾏ ｼﾞｭﾝ JFE　熱延部 岡山県
21 1154 1:24:33 後藤　信太朗 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 川崎医大陸上部 岡山県
22 1048 1:24:39 山根　友和 ﾔﾏﾈ ﾄﾓｶｽﾞ - 広島県
23 1068 1:25:19 荻野　詔司 ｵｷﾞﾉ ｼｮｳｼﾞ - 広島県
24 1103 1:27:09 安達　雅也 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾔ 神辺旭 広島県
25 1136 1:27:19 神宝　将志 ｼﾝﾎﾟｳ ﾏｻｼ - 岡山県
26 1073 1:27:44 藤井　俊成 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾅﾘ - 広島県
27 1057 1:28:28 北殿　大祐 ｷﾀﾄﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 銑鋼制御 岡山県
28 1056 1:28:37 三和田　知典 ﾐﾜﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神辺分団３班 広島県
29 1087 1:28:53 濵田　卓也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ - 広島県
30 1158 1:29:06 山崎　勇哉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ - 大阪府
31 1156 1:29:22 松井　純 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝ - 京都府
32 1080 1:30:57 飯干　新 ｲｲﾎｼ ｱﾗﾀ 楽走 広島県
33 1034 1:31:11 平田　哲也 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾔ - 岡山県
34 1091 1:31:53 石田　栄一 ｲｼﾀﾞ ｴｲｲﾁ クラレ走る人 岡山県
35 1066 1:32:51 井上　英明 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 挑夢 岡山県
36 1102 1:32:53 藤原　優 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ - 岡山県
37 1105 1:33:04 福田　大輔 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＦＡＫＥ 岡山県
38 1042 1:33:20 笠行　智博 ｶｻﾕｷ ﾄﾓﾋﾛ - 岡山県
39 1111 1:33:58 渡辺　稔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 井原ＲＣ 岡山県
40 1029 1:34:06 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ - 岡山県
41 1117 1:34:06 津和野　太史 ﾂﾜﾉ ﾀｲｼ ＨＴＧ 広島県
42 1038 1:34:10 川上　晶広 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾋﾛ - 広島県
43 1028 1:35:30 瀧浦　光樹 ﾀｷｳﾗ ﾃﾙｷ - 岡山県
44 1107 1:36:08 山室　尚之 ﾔﾏﾑﾛ ﾅｵﾕｷ ぐっじょぶ！！ 岡山県
45 1167 1:38:04 三村　和徳 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ サンキ 岡山県
46 1044 1:38:19 福間　雄彦 ﾌｸﾏ ﾕｳﾋｺ 井原市役所 岡山県
47 1079 1:38:30 飯干　和希 ｲｲﾎｼ ｶｽﾞｷ 楽走 広島県
48 1084 1:38:48 圓井　大祐 ﾏﾙｲ ﾀﾞｲｽｹ ＥＳＹ 岡山県
49 1098 1:39:05 西山　成一 ﾆｼﾔﾏ ｾｲｲﾁ モミジヤＡＣ 岡山県
50 1082 1:40:16 佐能　芳博 ｻﾉｳ ﾖｼﾋﾛ 佐能松山園 岡山県
51 1139 1:40:25 矢原　颯人 ﾔﾊﾗ ﾊﾔﾄ 大阪体育大学 広島県
52 1017 1:40:53 三宅　礼央 ﾐﾔｹ ﾚｵ - 広島県
53 1063 1:41:11 奥村　遼 ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳ 札幌医大陸上部 北海道
54 1137 1:41:34 平松　一成 ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾅﾘ - 岡山県
55 1047 1:41:48 坂本　悠 ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 北川鉄工所 広島県
56 1039 1:42:09 熊谷　健治 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ - 広島県
57 1170 1:42:35 榊原　拓海 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ - 岡山県



58 1168 1:42:42 国崎　和弥 ｸﾆｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ ＮＢＩ 岡山県
59 1014 1:43:09 野村　泰司 ﾉﾑﾗ ﾀｲｼ - 岡山県
60 1179 1:43:28 吉見　尚之 ﾖｼﾐ ﾅｵﾕｷ 関東電化 岡山県
61 1145 1:44:05 武田　佳士 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｼ 神村体育振興会 広島県
62 1175 1:44:22 小野　真嗣 ｵﾉ ｼﾝｼ - 岡山県
63 1033 1:44:24 古味　鉄也 ｺﾐ ﾃﾂﾔ 佐川町役場 高知県
64 1109 1:44:30 杉本　博俊 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ - 岡山県
65 1177 1:44:40 各務　伸一 ｶｶﾐ ｼﾝｲﾁ 広島大学 広島県
66 1035 1:46:04 ブルムス　グラントﾌﾞﾙﾑｽ ｸﾞﾗﾝﾄ - 広島県
67 1046 1:46:16 井上　健一 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁ の～りミク 岡山県
68 1129 1:46:57 野田　智洋 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ - 広島県
69 1054 1:47:00 沖　政人 ｵｷ ﾏｻﾄ - 広島県
70 1124 1:47:15 金平　千博 ｶﾈﾋﾗ ﾁﾋﾛ パトロール中国 岡山県
71 1115 1:47:24 雨山　隆志 ｱﾒﾔﾏ ﾀｶｼ キロ７分半 岡山県
72 1012 1:47:54 瀬島　龍史 ｾｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ - 岡山県
73 1045 1:48:28 児玉　友和 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 本郷ＡＣ 広島県
74 1001 1:49:44 宇野　健太郎 ｳﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 山手消防団１部 岡山県
75 1032 1:50:33 堀田　淳生 ﾎｯﾀ ｼﾞｭﾝｷ アミーゴＦＣ 広島県
76 1030 1:50:59 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ - 岡山県
77 1138 1:51:21 渡邉　靖之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ - 岡山県
78 1122 1:52:16 宮城　基樹 ﾐﾔｷﾞ ﾓﾄｷ 陸上自衛隊 広島県
79 1121 1:52:45 大野　泰典 ｵｵﾉ ﾔｽﾉﾘ - 岡山県
80 1125 1:52:58 松本　貴博 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ - 岡山県
81 1043 1:53:19 増田　広志 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｼ ソルベンツ 岡山県
82 1130 1:53:32 石井　俊 ｲｼｲ ｼｭﾝ - 兵庫県
83 1008 1:53:54 三宅　康太 ﾐﾔｹ ｺｳﾀ - 岡山県
84 1061 1:54:02 岡本　陽介 ｵｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 市民ランナー 岡山県
85 1090 1:54:09 藤井　博 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ ドングラーズ 岡山県
86 1112 1:55:18 板谷　泰之 ｲﾀﾔ ﾔｽﾕｷ - 岡山県
87 1147 1:56:01 谷本　貴浩 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ かめとうさぎ 広島県
88 1143 1:56:54 佐藤　寿宏 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ - 大阪府
89 1016 1:56:55 刀根　隆典 ﾄﾈ ﾀｶﾉﾘ - 広島県
90 1031 1:56:57 小野　友義 ｵﾉ ﾄﾓﾖｼ - 岡山県
91 1020 1:57:26 三村　武司 ﾐﾑﾗ ﾀｹｼ - 岡山県
92 1094 1:57:59 田中　規之 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ - 岡山県
93 1127 1:58:17 正木　寛 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ - 岡山県
94 1144 1:58:33 小林　雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 大阪府
95 1178 1:58:55 尾川　達也 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ - 岡山県
96 1013 1:58:59 小田原　一生 ｵﾀﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ - 岡山県
97 1018 1:59:16 薮田　考聡 ﾔﾌﾞﾀ ﾀｶｱｷ - 岡山県
98 1148 1:59:35 樋口　土生 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｷ - 兵庫県
99 1006 2:00:10 入矢　幸二 ｲﾘﾔ ｺｳｼﾞ 丸二工業 岡山県

100 1074 2:00:15 板谷　和樹 ｲﾀﾔ ｶｽﾞｷ - 岡山県
101 1166 2:00:30 高山　和政 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ チーム倉中 岡山県
102 1123 2:01:16 浅井　啓介 ｱｻｲ ｹｲｽｹ - 大阪府
103 1011 2:01:16 森　隆 ﾓﾘ ﾀｶｼ - 岡山県
104 1150 2:01:19 田中　大智 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ - 兵庫県
105 1060 2:01:40 國広　武男 ｸﾆﾋﾛ ﾀｹｵ - 広島県
106 1160 2:03:55 中山　真一 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｲﾁ - 香川県
107 1159 2:06:57 サエフルデ　ィン ｻｴﾌﾙﾃﾞ ｨﾝ - 岡山県
108 1052 2:07:37 豊池　晃 ﾄﾖｲｹ ｱｷﾗ - 広島県
109 1089 2:08:08 石井　和行 ｲｼｲ ｶｽﾞﾕｷ - 広島県
110 1005 2:08:22 的場　謙介 ﾏﾄﾊﾞ ｹﾝｽｹ ソルベンツ 岡山県
111 1113 2:09:01 楠葉　晃 ｸｽﾊﾞ ｱｷﾗ - 岡山県
112 1128 2:10:15 道仙　太一 ﾄﾞｳｾﾝ ﾀｲﾁ - 岡山県
113 1155 2:11:11 木村　悠 ｷﾑﾗ ﾕｳ 川崎医大陸上部 岡山県
114 1062 2:11:51 舘原　昇士 ﾀﾁﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ - 広島県
115 1140 2:13:18 筒井　良信 ﾂﾂｲ ﾖｼﾉﾌﾞ - 岡山県
116 1181 2:15:01 前田　大輔 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ - 兵庫県



117 1049 2:15:12 河野　紘正 ｺｳﾉ ﾋﾛﾏｻ 香川大学 香川県
118 1151 2:15:46 岸本　竜馬 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ - 岡山県
119 1081 2:15:52 多田　晃久 ﾀﾀﾞ ｱｷﾋｻ - 岡山県
120 1171 2:18:18 益田　健司 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 岡山県
121 1164 2:18:58 伊藤　隆昭 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ - 大阪府
122 1077 2:19:37 兼安　真也 ｶﾈﾔｽ ｼﾝﾔ 山口大学 山口県
123 1069 2:22:56 林　雄輝 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ - 愛媛県
124 1120 2:23:56 宮地　孝明 ﾐﾔｼﾞ ﾀｶｱｷ ＫＨＲＣ 岡山県
125 1134 2:26:38 隈崎　善久 ｸﾏｻｷ ﾖｼﾋｻ - 広島県
126 1135 2:26:39 岩本　磨理雄 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘｵ - 広島県
127 1003 2:27:52 西山　彰 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾗ チーム土山 兵庫県
128 1153 2:28:20 広川　将之 ﾋﾛｶﾜ ﾏｻﾕｷ かめとうさぎ 広島県
129 1149 2:29:20 前田　大輔 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ - 兵庫県
130 1152 2:34:17 高橋　義和 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 倉敷中央病院 岡山県
131 1078 2:34:25 鶴丸　巧 ﾂﾙﾏﾙ ﾀｸﾐ 山口大学 山口県
132 1095 2:41:10 菊元　康明 ｷｸﾓﾄ ﾔｽｱｷ ＥＳＹ 岡山県
133 1163 2:43:51 石井　雄希 ｲｼｲ ﾕｳｷ - 大阪府
134 1076 2:48:42 吉田　浩祐 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 山口大学 山口県
135 1092 2:53:05 牛房　恭亮 ｺﾞﾎﾞｳ ｷｮｳｽｹ - 岡山県
136 1162 2:56:35 中村　肇宏 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ - 大阪府
137 1093 3:00:14 山本　稜太 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ - 岡山県
138 1100 3:09:34 内藤　俊介 ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ＥＳＹ 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 1343 1:16:01 森賀　信行 ﾓﾘｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 今治アスリート 愛媛県
2 1353 1:17:00 若原　新吾 ﾜｶﾊﾗ ｼﾝｺﾞ - 兵庫県
3 1390 1:18:12 東本　和之 ﾄｳﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 福山市走ろう会 広島県
4 1214 1:18:22 新田　恒士武 ﾆｯﾀ ﾂﾄﾑ 岡山陸上クラブ 岡山県
5 1471 1:18:49 谷光　修二 ﾀﾆﾐﾂ ｼｭｳｼﾞ 大和走友会 広島県
6 1351 1:19:21 阿部　泰紀 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ - 岡山県
7 1549 1:19:26 矢次　武 ﾔﾂｷﾞ ﾀｹｼ 倉敷福田走友会 広島県
8 1323 1:20:24 今岡　俊和 ｲﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 五島の森クラブ 岡山県
9 1447 1:20:50 橋本　広明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 松阪消防 三重県

10 1614 1:21:18 定浪　圭史 ｻﾀﾞﾅﾐ ｹｲｼ - 香川県
11 1483 1:22:27 赤松　普宣 ｱｶﾏﾂ ﾌｾﾝ - 兵庫県
12 1463 1:22:34 堀　和也 ﾎﾘ ｶｽﾞﾔ 幡多ＲＣ 岡山県
13 1263 1:23:00 亀山　典彦 ｶﾒﾔﾏ ﾉﾘﾋｺ 岡山教員クラブ 岡山県
14 1407 1:23:43 渡辺　暢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ みのみの会 広島県
15 1254 1:23:56 梶本　広康 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ 由良育英クラブ 鳥取県
16 1539 1:24:07 森　慎二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 大和走友会 広島県
17 1585 1:25:21 田淵　聡 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 転倒虫 広島県
18 1420 1:25:38 飯塚　貴 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｼ 鞆の浦ランデブ 広島県
19 1512 1:26:24 荒木　俊 ｱﾗｷ ﾀｶｼ - 広島県
20 1292 1:26:25 溝渕　恵 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｹｲ ダイヘンＲＣ 大阪府
21 1405 1:26:30 渡邉　俊雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 総社消防ＲＣ 岡山県
22 1348 1:26:55 三野　賢太郎 ﾐﾉ ｹﾝﾀﾛｳ - 広島県
23 1440 1:26:56 安本　忠司 ﾔｽﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ - 岡山県
24 1349 1:26:58 鮫島　博士 ｻﾒｼﾏ ﾋﾛｼ - 広島県
25 1357 1:27:10 清水　靖士 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼ サンブリッジ 岡山県
26 1296 1:27:15 岡本　孝行 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ - 岡山県
27 1384 1:28:23 伊藤　昌彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ フジタ地質ＡＣ 岡山県
28 1324 1:28:24 吉澤　篤史 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ - 広島県
29 1305 1:28:30 長谷川　武 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ 笠岡工高クラブ 岡山県
30 1430 1:28:50 岡田　真和 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ - 広島県
31 1494 1:29:10 黒上　淳二 ｸﾛｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 徳島かめＲＣ 徳島県
32 1546 1:29:41 岩井　憲一 ｲﾜｲ ｹﾝｲﾁ リョービ（株） 広島県
33 1367 1:29:46 鳥越　直樹 ﾄﾘｺﾞｴ ﾅｵｷ - 岡山県
34 1444 1:29:49 妹尾　勝久 ｾﾉｵ ｶﾂﾋｻ チーム鬼脚 岡山県

１）ハーフマラソンの部　②一般男子４０歳以上



35 1241 1:29:49 東江　栄 ｱｶﾞﾘｴ ｻｶｴ - 香川県
36 1496 1:30:06 松石　充弘 ﾏﾂｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 広島愉快走部 広島県
37 1245 1:30:28 穴田　勝英 ｱﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ 中山石灰工業 岡山県
38 1501 1:30:40 今井　清彦 ｲﾏｲ ｷﾖﾋｺ しそうし陸協 兵庫県
39 1448 1:30:54 秋山　弘史 ｱｷﾔﾏ ｺｳｼﾞ 北興化学走友会 岡山県
40 1306 1:31:02 梶原　義行 ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 榊原病院 岡山県
41 1506 1:31:33 安宗　拓史 ﾔｽﾑﾈ ﾀｸｼ - 岡山県
42 1333 1:31:42 細羽　利幸 ﾎｿﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 西部オートＲＣ 岡山県
43 1514 1:31:45 藤田　康照 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾃﾙ - 岡山県
44 1249 1:32:35 萱野　泰久 ｶﾔﾉ ﾔｽﾋｻ 岡山県庁 岡山県
45 1479 1:32:38 長﨑　洋介 ﾅｶﾞｻｷ ﾖｳｽｹ - 広島県
46 1412 1:32:44 森　竜也 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ - 広島県
47 1326 1:32:53 久安　伸明 ﾋｻﾔｽ ﾉﾌﾞｱｷ - 岡山県
48 1589 1:33:44 原田　佳治 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ - 兵庫県
49 1606 1:33:50 重實　達巳 ｼｹﾞｻﾞﾈ ﾀﾂﾐ 宇甘川荘 岡山県
50 1597 1:33:54 三村　武志 ﾐﾑﾗ ﾀｹｼ 玉翔ＲＣ 岡山県
51 1264 1:34:00 小林　俊彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｺ おかやまコープ 岡山県
52 1284 1:34:24 建内　博行 ﾀﾃｳﾁ ﾋﾛﾕｷ りよみか 広島県
53 1583 1:34:28 植野　裕行 ｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ ＳＯＮＩＣ 広島県
54 1402 1:34:34 三好　直樹 ﾐﾖｼ ﾅｵｷ 本郷ＡＣ 広島県
55 1310 1:34:47 小屋敷　兼夫 ｺﾔｼｷ ｶﾈｵ エイトマンＪＣ 広島県
56 1414 1:34:53 石原　誠治 ｲｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ 倉敷税務署 岡山県
57 1510 1:35:16 海野　尚也 ｳﾝﾉ ﾅｵﾔ - 広島県
58 1417 1:35:22 定家　哲也 ｻﾀﾞｲｴ ﾃﾂﾔ - 岡山県
59 1315 1:35:29 藤井　雅隆 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾀｶ 松下ビデオテニス部 岡山県
60 1346 1:35:36 宮本　典明 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘｱｷ - 香川県
61 1229 1:35:47 佐藤　啓介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ - 岡山県
62 1570 1:35:57 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 岡山県議会 岡山県
63 1395 1:36:14 平松　孝文 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ モミジヤ 岡山県
64 1203 1:36:25 黒田　直之 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵﾕｷ ごはんですよ！ 岡山県
65 1492 1:36:29 伊藤　健次 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ ドングラーズ 岡山県
66 1467 1:36:32 高谷　佳宏 ﾀｶﾔ ﾖｼﾋﾛ 広島大和走友会 広島県
67 1358 1:36:48 元木　康人 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ - 広島県
68 1477 1:36:54 光田　誠 ﾐﾂﾀﾞ ﾏｺﾄ - 広島県
69 1243 1:37:32 三戸岡　裕政 ﾐﾄｵｶ ﾋﾛﾏｻ - 岡山県
70 1212 1:37:54 横関　浩二 ﾖｺｾﾞｷ ｺｳｼﾞ - 岡山県
71 1553 1:38:01 清水　紀幸 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾕｷ Ｆバスターズ 岡山県
72 1485 1:38:05 岡崎　博道 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ - 岡山県
73 1611 1:38:09 北村　俊博 ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ - 岡山県
74 1400 1:38:24 大下　祥文 ｵｵｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 中山石灰工業 岡山県
75 1478 1:38:27 福島　三郎 ﾌｸｼﾏ ｻﾌﾞﾛｳ プライベートラ 広島県
76 1431 1:38:37 尾刀　仁 ｵｶﾞﾀ ｼﾞﾝ 内海建設Ｃ 岡山県
77 1424 1:38:47 藤井　靖幸 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ - 岡山県
78 1329 1:38:52 狩野　文夫 ｶﾘﾉ ﾌﾐｵ - 岡山県
79 1563 1:39:08 大窪　賢也 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾔ ＴｅａｍＢ 広島県
80 1530 1:39:16 田井　敏之 ﾀｲ ﾄｼﾕｷ - 香川県
81 1561 1:39:24 桐山　直人 ｷﾘﾔﾏ ﾅｵﾄ - 島根県
82 1623 1:39:27 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ - 岡山県
83 1556 1:39:33 山口　隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ チームガウ 広島県
84 1581 1:39:34 高畠　実 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾐﾉﾙ - 岡山県
85 1487 1:39:40 文　志雄 ｼﾕｳ ﾌﾞﾝ 個人 広島県
86 1458 1:39:43 牧迫　寛 ﾏｷｻｺ ﾋﾛｼ - 神奈川県
87 1610 1:39:53 増広　浩二 ﾏｽﾋﾛ ｺｳｼﾞ - 広島県
88 1239 1:39:55 仁科　嘉裕 ﾆｼﾅ ﾖｼﾋﾛ - 岡山県
89 1601 1:40:07 藤井　宏則 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾉﾘ 柿木ブラック団 岡山県
90 1388 1:40:10 小林　俊治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｼﾞ - 岡山県
91 1298 1:40:13 畠田　光晴 ﾊﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ - 広島県
92 1615 1:40:23 井上　佳尚 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀｶ - 岡山県
93 1554 1:40:34 高橋　正敬 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾀｶ - 岡山県



94 1622 1:41:04 長澤　弘明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 長澤塾 広島県
95 1528 1:41:14 江種　正樹 ｴｸﾞｻ ﾏｻｷ リョ―ビ（株） 広島県
96 1266 1:41:17 大西　末富 ｵｵﾆｼ ｽｴﾄﾐ 桜ヶ丘AC 岡山県
97 1304 1:41:30 吉永　生生 ﾖｼﾅｶﾞ ｾｲｷ 岡山医療生協Ｒ 岡山県
98 1602 1:41:31 原谷　勤 ﾊﾗﾀﾆ ﾂﾄﾑ - 福岡県
99 1449 1:41:42 遠藤　雅義 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 荏原製作所 兵庫県

100 1491 1:41:44 永井　義範 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾉﾘ ドングラーズ 岡山県
101 1205 1:41:47 小山　隆之 ｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ - 広島県
102 1441 1:41:49 美甘　実 ﾐｶﾓ ﾐﾉﾙ ヤシロ走友会 岡山県
103 1443 1:41:53 福田　直文 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ アヲハタＪＣ 広島県
104 1202 1:41:54 遠近　直成 ﾄｳﾁｶ ﾅｵｼｹﾞ 福山回生病院 広島県
105 1575 1:41:58 山田　秀訓 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 広島県
106 1234 1:41:59 藤原　裕司 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ みのみの会 広島県
107 1242 1:41:59 重康　寛 ｼｹﾞﾔｽ ﾕﾀｶ モミジヤAC 岡山県
108 1403 1:42:31 梅垣　康治 ｳﾒｶﾞｷ ｺｳｼﾞ - 広島県
109 1419 1:42:32 池田　卓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ - 愛媛県
110 1457 1:42:38 今井　博隆 ｲﾏｲ ﾋﾛﾀｶ チームＲＯＣＫ 広島県
111 1544 1:42:47 小川　一彦 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 大和ハウス工業 岡山県
112 1605 1:42:47 佐内　正道 ｻﾅｲ ﾏｻﾐﾁ - 岡山県
113 1269 1:42:50 矢原　和幸 ﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ - 広島県
114 1235 1:42:54 浅野　晃史 ｱｻﾉ ﾃﾙﾌﾐ チーム土山 兵庫県
115 1327 1:42:54 藤井　一章 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｱｷ シャープタカヤ 岡山県
116 1251 1:42:58 藤本　孝則 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ - 岡山県
117 1211 1:43:17 松本　荘 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ 桃太郎夢クラブ 岡山県
118 1493 1:43:21 井上　英之 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ ドングラーズ 岡山県
119 1566 1:43:26 木曽　設夫 ｷｿ ｾﾂｵ - 広島県
120 1559 1:43:55 藤井　浩二 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ - 広島県
121 1437 1:43:58 三井　和之 ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾕｷ - 岡山県
122 1268 1:44:03 藤原　道宏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁﾋﾛ - 岡山県
123 1468 1:44:33 牧野　昇造 ﾏｷﾉ ｼｮｳｿﾞｳ チームアキレス 岡山県
124 1571 1:44:39 永山　和幸 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ - 広島県
125 1612 1:44:43 大橋　研 ｵｵﾊｼ ｹﾝ 技術トレラン部 岡山県
126 1227 1:44:45 吉岡　真二 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ - 岡山県
127 1459 1:44:59 粟津　隆宏 ｱﾜﾂ ﾀｶﾋﾛ - 広島県
128 1569 1:45:09 渡邉　厚明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｱｷ 大阪陸競 広島県
129 1350 1:45:23 徳留　源 ﾄｸﾄﾒ ﾊｼﾞﾒ チームひとり 兵庫県
130 1273 1:45:23 操田　雅之 ｸﾞﾘﾀ ﾏｻﾕｷ - 岡山県
131 1276 1:45:30 坂本　正 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｼ 中条走ろう会 広島県
132 1404 1:45:51 徳田　茂樹 ﾄｸﾀﾞ ｼｹﾞｷ ラーンズ 岡山県
133 1279 1:45:57 大角　和正 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾏｻ - 岡山県
134 1429 1:45:59 岡崎　吉正 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ フェニテック 岡山県
135 1217 1:46:00 沖中　豊 ｵｷﾅｶ ﾕﾀｶ - 岡山県
136 1260 1:46:18 江原　政彦 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ - 岡山県
137 1564 1:46:28 出原　純一 ｲﾃﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ おじやまＡＣ 岡山県
138 1380 1:46:30 宮武　健治 ﾐﾔﾀｹ ｹﾝｼﾞ チームナガオ 岡山県
139 1300 1:47:02 藤原　幸吉 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷﾁ 出雲２人３脚 島根県
140 1312 1:47:08 友国　和明 ﾄﾓｸﾆ ｶｽﾞｱｷ - 広島県
141 1325 1:47:17 杉原　信正 ｽｷﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾏｻ - 岡山県
142 1586 1:47:18 中澤　渉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ - 広島県
143 1397 1:47:28 木山　一成 ｷﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 空飛ぶ農民 愛媛県
144 1490 1:47:44 田川　英樹 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ - 広島県
145 1339 1:47:55 亀山　慎二 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ - 鳥取県
146 1290 1:48:00 藤井　一広 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ 井原市 岡山県
147 1377 1:48:01 高垣　宗睦 ﾀｶｶﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ - 広島県
148 1593 1:48:03 梅舎　慎二 ｳﾒﾔ ｼﾝｼﾞ 東ソー 山口県
149 1536 1:48:04 山下　宗伸 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾉﾌﾞ - 広島県
150 1336 1:48:06 板野　納生也 ｲﾀﾉ ﾅｵﾔ - 岡山県
151 1523 1:48:33 村尾　直宏 ﾑﾗｵ ﾅｵﾋﾛ - 広島県
152 1354 1:48:34 三村　浩 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｼ - 香川県



153 1445 1:48:39 出原　靖之 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾔｽﾕｷ - 岡山県
154 1261 1:48:46 小松原　紳一 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁ - 岡山県
155 1267 1:48:49 三田　忠雄 ｻﾝﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ - 広島県
156 1363 1:48:59 細川　洋通 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ＨＧＯ 広島県
157 1393 1:49:02 宝橋　敦 ﾀｶﾗﾊﾞｼ ｱﾂｼ ハマダ 広島県
158 1340 1:49:02 福岡　時雄 ﾌｸｵｶ ﾄｷｵ - 岡山県
159 1394 1:49:07 岡田　清次 ｵｶﾀﾞ ｾｲｼﾞ - 広島県
160 1338 1:49:08 小谷　勝教 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ ワールド薬局 岡山県
161 1442 1:49:19 下鵜瀬　桂一 ｼﾓｳｾ ｹｲｲﾁ - 岡山県
162 1379 1:49:23 野上　睦史 ﾉｶﾞﾐ ﾑｯｼ ボンビボン 岡山県
163 1230 1:49:33 井上　満千夫 ｲﾉｳｴ ﾐﾁｵ 岡山市役所 岡山県
164 1484 1:49:34 池本　真人 ｲｹﾓﾄ ﾏｻﾄ - 兵庫県
165 1434 1:49:50 大森　修 ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ 山竹ＡＣ 岡山県
166 1208 1:49:54 坂本　肇 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ シャープタカヤ 岡山県
167 1225 1:49:56 松崎　弘政 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 鉄人６０号 広島県
168 1587 1:50:00 浦野　洋 ｳﾗﾉ ﾋﾛｼ 福富東　体育部 岡山県
169 1238 1:50:04 赤坂　通夫 ｱｶｻｶ ﾐﾁｵ - 岡山県
170 1573 1:50:19 小畠　正照 ｺﾊﾞﾀｹ ﾏｻﾃﾙ - 広島県
171 1532 1:50:27 難波　則雄 ﾅﾝﾊﾞ ﾉﾘｵ 久遠Ｒ 岡山県
172 1481 1:50:29 井上　哲 ｲﾉｳｴ ﾃﾂ - 岡山県
173 1344 1:50:51 堀越　淳 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝ - 広島県
174 1295 1:51:02 森定　秀記 ﾓﾘｻﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ - 岡山県
175 1525 1:51:02 西村　和宏 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ - 岡山県
176 1551 1:51:25 斎藤　渉 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 山本電器（株） 岡山県
177 1558 1:51:27 石井　富夫 ｲｼｲ ﾄﾐｵ - 広島県
178 1408 1:51:31 猪原　康正 ｲﾉﾊﾗ ﾔｽﾏｻ - 広島県
179 1383 1:51:36 加賀　英雄 ｶｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 呉港高校 広島県
180 1282 1:51:46 美甘　忠広 ﾐｶﾓ ﾀﾀﾞﾋﾛ 岡山ダイハツＲ 岡山県
181 1209 1:51:46 蔦川　揮佳 ﾂﾀｶﾞﾜ ｷﾖｼ 西江原石油 岡山県
182 1578 1:51:49 田中　博章 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ - 岡山県
183 1423 1:51:50 松川　光伸 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ - 広島県
184 1495 1:52:08 中村　達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ ＥＳＹ 千葉県
185 1456 1:52:28 西田　幸弘 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ - 京都府
186 1301 1:52:33 鳥落　宏樹 ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ - 岡山県
187 1291 1:52:38 高橋　和則 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ - 岡山県
188 1257 1:52:47 板谷　澄夫 ｲﾀﾀﾞﾆ ｽﾐｵ - 岡山県
189 1543 1:52:59 正木　俊英 ﾏｻｷ ﾄｼﾋﾃﾞ - 岡山県
190 1425 1:53:08 石田　和英 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ - 岡山県
191 1332 1:53:11 加茂　悦郎 ｶﾓ ｴﾂﾛｳ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
192 1280 1:53:19 小田原　誠明 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ たかやＲＣ 岡山県
193 1461 1:53:52 吉田　文昭 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｱｷ - 岡山県
194 1389 1:53:54 平橋　裕示 ﾋﾗﾊｼ ﾕｳｼﾞ イチフジ 広島県
195 1218 1:53:55 内田　立志 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂｼ - 香川県
196 1330 1:54:11 花岡　義隆 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾀｶ - 岡山県
197 1314 1:54:15 米田　裕二 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ - 広島県
198 1577 1:54:17 木村　里志 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 亀齢酒造 広島県
199 1201 1:54:19 髙丸　道信 ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ 三海ランナーズ 香川県
200 1207 1:54:25 大平　浩司 ｵｵﾋﾗ ｺｳｼﾞ - 広島県
201 1373 1:54:55 二川　暢之 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ - 徳島県
202 1600 1:55:03 稲田　勇 ｲﾅﾀﾞ ｲｻﾑ - 広島県
203 1552 1:55:07 村山　秀一 ﾑﾗﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ - 広島県
204 1572 1:55:13 長安　郁正 ﾅｶﾞﾔｽ ｲｸﾏｻ - 岡山県
205 1517 1:55:26 國米　文人 ｺｸﾏｲ ﾌﾐﾄ ＲｏｃｋＲｕｎ 岡山県
206 1392 1:55:29 吉田　敦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ イーグル工業 岡山県
207 1271 1:55:43 馬越　寛晃 ﾏｺﾞｼ ﾋﾛｱｷ 保津川トライアスロン 京都府
208 1289 1:55:49 黒木　孝志 ｸﾛｷ ﾀｶｼ - 岡山県
209 1240 1:55:56 藤井　英治 ﾌｼﾞｲ ｴｲｼﾞ S－じょがあず 岡山県
210 1534 1:56:01 岡　泰弘 ｵｶ ﾔｽﾋﾛ - 岡山県
211 1500 1:56:18 傍田　忠明 ｿﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｱｷ たかやＲＣ 岡山県



212 1608 1:56:23 八木　宏之 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ ＶＩＶＩＤ 愛媛県
213 1476 1:56:33 中村　英明 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ - 広島県
214 1596 1:56:37 津田　稔 ﾂﾀﾞ ﾐﾉﾙ - 兵庫県
215 1302 1:56:41 有竹　正寿 ｱﾘﾀｹ ﾏｻﾄｼ - 岡山県
216 1275 1:56:48 桜木　裕文 ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ - 広島県
217 1502 1:56:50 今井　宏樹 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ - 広島県
218 1439 1:56:54 真田　祐治 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳｼﾞ まるこんぶ 広島県
219 1499 1:57:04 鳥越　信一 ﾄﾘｺﾞｴ ｼﾝｲﾁ クラレ走る人 岡山県
220 1252 1:57:13 炭野　正育 ｽﾐﾉ ﾏｻﾔｽ まあきんず 香川県
221 1464 1:57:21 益田　昌己 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾐ たかやＲＣ 岡山県
222 1381 1:57:29 岡部　明浩 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 広島壮年走ろ会 広島県
223 1498 1:57:38 岸　誠司 ｷｼ ｾｲｼﾞ ４７ｉＨＳ 岡山県
224 1547 1:57:43 柿林　浩彦 ｶｷﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾋｺ 庄原中教員 広島県
225 1213 1:57:49 山本　長嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ - 岡山県
226 1385 1:57:51 佐土井　宏 ｻﾄﾞｲ ﾋﾛｼ - 広島県
227 1345 1:58:05 安永　博史 ﾔｽﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 広島ランパ 広島県
228 1278 1:58:09 鎌田　文義 ｶﾏﾀﾞ ﾌﾐﾖｼ 西大寺ＴＡＸ 岡山県
229 1262 1:58:15 天野　英治 ｱﾏﾉ ｴｲｼﾞ - 広島県
230 1545 1:58:15 大幡　芳明 ｵｵﾊﾞﾝ ﾖｼｱｷ - 広島県
231 1232 1:58:16 西部　正男 ﾆｼﾍﾞ ﾏｻｵ バンスポクラブ 広島県
232 1455 1:58:18 三好　良一 ﾐﾖｼ ﾘｮｳｲﾁ 港南歯科陸上部 愛媛県
233 1555 1:58:28 藤田　慎二 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ - 岡山県
234 1470 1:58:36 田原　英司 ﾀﾊﾗ ｴｲｼﾞ - 岡山県
235 1370 1:58:40 池下　賢一 ｲｹｼﾀ ｹﾝｲﾁ - 広島県
236 1303 1:58:45 奥谷　勝 ｵｸﾔ ﾏｻﾙ - 岡山県
237 1595 1:58:49 高木　克明 ﾀｶｷ ｶﾂｱｷ - 兵庫県
238 1316 1:58:59 中山　隆志 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ - 広島県
239 1366 1:59:03 藤川　尊規 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶﾉﾘ - 岡山県
240 1287 1:59:26 山川　達也 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾂﾔ - 岡山県
241 1206 1:59:31 児山　則和 ｺﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 瀬戸内RC 岡山県
242 1537 1:59:32 有本　圭輔 ｱﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ - 京都府
243 1435 1:59:37 守屋　知伸 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾉﾌﾞ 日の本園 岡山県
244 1219 1:59:39 楠木　武吉 ｸｽﾉｷ ﾀｹﾖｼ - 岡山県
245 1617 1:59:39 七座　武史 ｼﾁｻﾞ ﾀｹｼ 丸亀市役所 香川県
246 1259 1:59:41 平松　泰之 ﾋﾗﾏﾂ ﾔｽﾕｷ - 岡山県
247 1228 1:59:46 玉木　昌美 ﾀﾏｷ ﾏｻﾐ びわこランナーズ 滋賀県
248 1247 1:59:53 石井　典和 ｲｼｲ ﾐﾁｶｽﾞ ランプロRC 岡山県
249 1418 1:59:59 宮坂　康夫 ﾐﾔｻｶ ﾔｽｵ - 北海道
250 1413 2:00:02 小泉　伸一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ - 岡山県
251 1248 2:00:10 大森　昭 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ チームＷａｖｅ 岡山県
252 1258 2:00:15 高田　孝 ﾀｶﾀﾞ ﾀｶｼ イーオン 岡山県
253 1516 2:00:19 岩根　哲夫 ｲﾜﾈ ﾃﾂｵ - 岡山県
254 1307 2:00:26 藤井　宜直 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾅｵ - 岡山県
255 1521 2:01:21 村田　浩二 ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ - 広島県
256 1432 2:01:37 安原　満夫 ﾔｽﾊﾗ ﾐﾁｵ - 広島県
257 1433 2:02:03 白潟　佳徳 ｼﾗｶﾀ ﾖｼﾉﾘ ノコノコ 愛媛県
258 1579 2:02:18 内田　貴章 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｱｷ - 岡山県
259 1535 2:02:33 高橋　晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 風都市 岡山県
260 1421 2:02:52 石田　敦士 ｲｼﾀﾞ ｱﾂｼ ＡＧＥ５５ 広島県
261 1557 2:02:55 河渕　晋 ｶﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾑ 桃太郎夢クラブ 岡山県
262 1599 2:03:13 奥西　宏文 ｵｸﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ - 岡山県
263 1509 2:03:19 片山　一巳 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾐ - 岡山県
264 1541 2:03:31 織田　嗣彦 ｵﾘﾀ ﾂｸﾞﾋｺ 織田道場 兵庫県
265 1272 2:03:40 西　一三 ﾆｼ ｶｽﾞﾐ 倉敷RC 岡山県
266 1281 2:03:46 森山　洋平 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｳﾍｲ - 岡山県
267 1274 2:04:17 中山　康孝 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾀｶ - 広島県
268 1320 2:04:32 田邊　浩史 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ - 広島県
269 1231 2:04:46 皿海　英幸 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ わかば 広島県
270 1560 2:04:53 河合　忠行 ｶﾜｲ ﾀﾀﾞﾕｷ - 岡山県



271 1356 2:04:57 石川　和重 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 大三商行 岡山県
272 1318 2:05:00 香川　和義 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ - 神奈川県
273 1576 2:05:09 陶山　祥誉 ｽﾔﾏ ﾖｼﾀｶ - 島根県
274 1204 2:05:28 中村　吉昌 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾏｻ - 岡山県
275 1548 2:05:33 水津　順一 ｽｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福山市民走会 広島県
276 1322 2:05:38 守屋　常夫 ﾓﾘﾔ ﾂﾈｵ - 広島県
277 1244 2:05:47 前田　広明 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ミサワ中国建設 広島県
278 1475 2:05:55 中濱　芳喜 ﾅｶﾊﾏ ﾖｼｷ ゆうゆう学園 兵庫県
279 1450 2:05:59 貴山　高行 ｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ - 広島県
280 1590 2:06:17 渡邊　修太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ - 岡山県
281 1368 2:06:17 北村　栄治 ｷﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ - 岡山県
282 1436 2:06:19 森　重教 ﾓﾘ ｼｹﾞﾉﾘ 池田糖化工業 広島県
283 1309 2:06:26 岡村　年晃 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ - 広島県
284 1374 2:06:37 山本　邦治 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆﾊﾙ サンキ津山 岡山県
285 1533 2:06:46 野村　剛志 ﾉﾑﾗ ﾂﾖｼ - 広島県
286 1524 2:06:54 山崎　順弘 ﾔﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ - 岡山県
287 1488 2:06:55 藤井　智之 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾕｷ - 岡山県
288 1409 2:07:13 穴見　晋一 ｱﾅﾐ ｼﾝｲﾁ オンリーワン 岡山県
289 1277 2:07:16 佐藤　清隆 ｻﾄｳ ｷﾖﾀｶ - 広島県
290 1588 2:07:33 村尾　純一 ﾑﾗｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ フジ 愛媛県
291 1236 2:07:38 増田　英 ﾏｽﾀﾞ ｽｸﾞﾙ - 広島県
292 1288 2:07:45 森本　恭全 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾏｻ - 広島県
293 1286 2:07:46 佐野　保雄 ｻﾉ ﾔｽｵ - 広島県
294 1265 2:08:49 成山　尚行 ﾅﾙﾔﾏ ﾅｵﾕｷ - 岡山県
295 1505 2:09:45 開田　昭徳 ﾋﾗｷﾀﾞ ｱｷﾉﾘ - 広島県
296 1347 2:09:52 松本　正守 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾓﾘ ミノアカ 岡山県
297 1580 2:10:29 石井　和宏 ｲｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ 菱陽電機 広島県
298 1401 2:10:39 信重　卓司 ﾉﾌﾞｼｹﾞ ﾀｸｼ 本郷ＡＣ 広島県
299 1391 2:10:39 竹井　一夫 ﾀｹｲ ｶｽﾞｵ 興生病院 広島県
300 1382 2:10:50 北川　博之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 福山市民走会 広島県
301 1503 2:11:03 重政　明憲 ｼｹﾞﾏｻ ｱｷﾉﾘ - 広島県
302 1497 2:11:41 馬場　俊行 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼﾕｷ - 岡山県
303 1299 2:11:52 小林　剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 中条走ろう会 広島県
304 1489 2:12:02 浜田　晃 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷﾗ - 岡山県
305 1465 2:12:47 佐々木　智彦 ｻｻｷ ﾄﾓﾋｺ - 岡山県
306 1410 2:13:08 石川　覚 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ 茶屋町小学校 岡山県
307 1411 2:13:53 吉本　義一 ﾖｼﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ＳＡＣ広島支部 岡山県
308 1337 2:13:56 西郷　傑 ｻｲｺﾞｳ ﾏｻﾙ ＨＧＲＣＣ 岡山県
309 1355 2:14:12 湯谷　豊 ﾕﾀﾆ ﾕﾀｶ プリード湯谷 岡山県
310 1591 2:14:33 河合　清志 ｶﾜｲ ｷﾖｼ - 岡山県
311 1472 2:15:52 難波　孝光 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾐﾂ 山陽新聞社 岡山県
312 1255 2:16:21 藤山　直美 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾅｵﾐ シルバー山歩会 広島県
313 1531 2:16:46 森岡　信行 ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 全秦通商 岡山県
314 1529 2:16:54 有地　伸剛 ｱﾘﾁ ﾉﾌﾞﾀｹ 有地会計事務所 広島県
315 1341 2:17:38 河原　祐志 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 三徳園ＲＣ 岡山県
316 1224 2:18:01 正木　幸一 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ - 東京都
317 1508 2:18:26 長谷川　利 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ - 兵庫県
318 1619 2:19:06 栗藤　雅紀 ｸﾘﾄｳ ﾏｻｷ - 広島県
319 1540 2:19:24 小川　省吾 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ - 岡山県
320 1335 2:19:28 山崎　仁伸 ﾔﾏｻｷ ﾋﾄﾉﾌﾞ - 広島県
321 1371 2:19:38 半田　修二 ﾊﾝﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ - 広島県
322 1507 2:20:22 後藤　道幸 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 福山丸之内 広島県
323 1369 2:21:24 竹田　雅則 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ チームすけこう 岡山県
324 1222 2:22:26 海部　進 ｶｲﾍﾞ ｽｽﾑ - 岡山県
325 1334 2:23:19 中塚　秀樹 ﾅｶﾂｶ ﾋﾃﾞｷ - 岡山県
326 1311 2:23:52 髙橋　宏幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ チームカワハラ 岡山県
327 1317 2:24:42 黒瀬　一二三 ｸﾛｾ ﾋﾌﾐ 柿木ブラック団 岡山県
328 1504 2:26:03 河本　勝成 ｺｳﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ はっぴーず 岡山県
329 1283 2:26:51 増田　良幸 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾕｷ - 広島県



330 1511 2:27:06 田邉　正人 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ チーム空の翼 岡山県
331 1565 2:27:33 宇野　宏造 ｳﾉ ｺｳｿﾞｳ - 岡山県
332 1462 2:28:04 木村　隆一 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ - 岡山県
333 1210 2:28:51 天野　成士郎 ｱﾏﾉ ｾｲｼﾛｳ 南風RC 広島県
334 1454 2:28:52 植松　史貴 ｳｴﾏﾂ ﾌﾐﾀｶ 岡山トヨタ 岡山県
335 1603 2:28:52 木川　仁志 ｷｶﾜ ﾋﾄｼ - 広島県
336 1451 2:29:18 永松　知洋 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ - 岡山県
337 1372 2:29:29 本田　博章 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｱｷ - 岡山県
338 1466 2:32:16 篠田　富貴男 ｼﾉﾀﾞ ﾌｷｵ - 岡山県
339 1604 2:38:19 川崎　信也 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾔ - 岡山県
340 1362 2:38:57 河合　桂司 ｶﾜｲ ｹｲｼﾞ - 岡山県
341 1616 2:41:53 武久　康 ﾀｹﾋｻ ﾔｽｼ 岡山赤十字病院 岡山県
342 1574 2:42:38 畑野　仁 ﾊﾀﾉ ﾋﾄｼ - 岡山県
343 1386 2:43:43 山口　督司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ - 鳥取県
344 1319 2:46:57 山根　一幸 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾕｷ チームスサノオ 島根県
345 1620 2:59:13 白石　博将 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾏｻ - 岡山県
346 1613 3:01:35 松尾　真幸 ﾏﾂｵ ﾏｻﾕｷ - 広島県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 1761 1:28:29 大高　未歌 ｵｵﾀｶ ﾐｶ 環太平洋大学 兵庫県
2 1762 1:36:35 松田　彩花 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 倉敷中央高校 岡山県
3 1720 1:37:51 成田　由美子 ﾅﾘﾀ ﾕﾐｺ - 広島県
4 1743 1:40:15 白潟　朋美 ｼﾗｶﾀ ﾄﾓﾐ ノコノコ 愛媛県
5 1781 1:42:29 藤田　千尋 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾋﾛ - 岡山県
6 1770 1:42:54 相方　美佳 ｻｶﾞﾀ ﾐｶ かめとうさぎ 広島県
7 1736 1:46:43 武鑓　靖子 ﾀｹﾔﾘ ﾔｽｺ - 岡山県
8 1707 1:46:47 川田　洋美 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐ 綾川AC 香川県
9 1708 1:48:30 長谷川　奈美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾐ - 岡山県

10 1764 1:48:33 難波　美千代 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾁﾖ 久遠Ｒ 岡山県
11 1703 1:50:33 金島　寛子 ｶﾈｼﾏ ﾋﾛｺ Ｗｅｅｄｓ 岡山県
12 1716 1:50:34 藤井　弘美 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐ - 岡山県
13 1706 1:51:02 児玉　光子 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾂｺ - 広島県
14 1760 1:51:29 後迫　通子 ｳｼﾛｻｺ ﾐﾁｺ - 広島県
15 1709 1:52:26 萱野　由香利 ｶﾔﾉ ﾕｶﾘ - 岡山県
16 1737 1:52:35 井上　まみ ｲﾉｳｴ ﾏﾐ - 広島県
17 1729 1:53:29 小谷　裕子 ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ ワールド薬局 岡山県
18 1756 1:53:58 片山　恵子 ｶﾀﾔﾏ ｹｲｺ 県庁走ろう会 岡山県
19 1771 1:54:18 内田　絵美 ｳﾁﾀﾞ ｴﾐ - 岡山県
20 1712 1:57:05 増田　美紀恵 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷｴ - 岡山県
21 1774 1:57:23 中西　千恵 ﾅｶﾆｼ ﾁｴ - 広島県
22 1750 1:57:59 野村　泰子 ﾉﾑﾗ ﾔｽｺ - 兵庫県
23 1722 1:59:16 河本　宏美 ｺｳﾓﾄ ﾋﾛﾐ - 岡山県
24 1741 2:00:10 金谷　純代 ｶﾅﾔ ｽﾐﾖ ＴＥＡＭ　Ｋ 香川県
25 1749 2:00:15 高橋　優希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ - 岡山県
26 1768 2:01:18 松本　かおり ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ - 京都府
27 1742 2:02:07 安原　美由紀 ﾔｽﾊﾗ ﾐﾕｷ - 広島県
28 1728 2:02:22 坂田　奈緒 ｻｶﾀ ﾅｵ - 広島県
29 1746 2:02:45 荒井　恵子 ｱﾗｲ ｹｲｺ - 岡山県
30 1701 2:02:47 馬屋原　由美子 ｳﾏﾔﾊﾗ ﾕﾐｺ - 広島県
31 1748 2:03:21 小林　由希子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ - 広島県
32 1782 2:03:26 藤本　知里 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ - 香川県
33 1713 2:04:16 中川　治美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾐ - 広島県
34 1744 2:04:27 水津　由美子 ｽｲﾂﾞ ﾕﾐｺ - 岡山県
35 1779 2:05:00 福川　奈緒美 ﾌｸｶﾜ ﾅｵﾐ ＮＢＩ 岡山県
36 1714 2:08:34 吉田　佳代 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 吉田歯科医院 岡山県
37 1783 2:08:49 川岡　奈々 ｶﾜｵｶ ﾅﾅ - 香川県
38 1715 2:08:52 寺迫　恵美子 ﾃﾗｻｺ ｴﾐｺ - 広島県
39 1724 2:09:05 長谷川　璃子 ﾊｾｶﾞﾜ 倉敷中央高校 岡山県

１）ハーフマラソンの部　③一般女子



40 1730 2:09:16 田原　奈々子 ﾀﾊﾗ ﾅﾅｺ - 兵庫県
41 1769 2:09:40 笠原　良子 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｺ - 岡山県
42 1733 2:09:53 奥村　一衣 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｴ ＳＷＡＣ 東京都
43 1747 2:10:20 飛田　麻里 ﾋﾀﾞ ﾏﾘ - 兵庫県
44 1767 2:10:30 中坊　京子 ﾅｶﾎﾞｳ ｷｮｳｺ - 広島県
45 1735 2:11:35 木山　明美 ｷﾔﾏ ｱｹﾐ 空飛ぶ農民 愛媛県
46 1766 2:12:19 赤松　典子 ｱｶﾏﾂ ﾉﾘｺ - 岡山県
47 1705 2:12:33 藤田　千代美 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾖﾐ ももたろうパートナーズ岡山県
48 1734 2:13:35 松本　彩子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｺ - 広島県
49 1710 2:15:19 平田　加奈子 ﾋﾗﾀ ｶﾅｺ - 広島県
50 1754 2:18:28 坂上　扶美代 ｻｶｳｴ ﾌﾐﾖ - 岡山県
51 1775 2:18:42 岡本　麻依子 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｺ - 岡山県
52 1759 2:18:47 塩飽　朱実 ｼﾜｸ ｱｹﾐ - 岡山県
53 1757 2:18:59 二井内　裕子 ﾆｲﾅｲ ﾋﾛｺ 楯築診療所 岡山県
54 1725 2:20:40 貝　まりこ ｶｲ ﾏﾘｺ - 岡山県
55 1780 2:21:06 西本　久子 ﾆｼﾓﾄ ﾋｻｺ - 広島県
56 1765 2:21:06 河田　直美 ｶﾜﾀ ﾅｵﾐ - 岡山県
57 1772 2:21:14 北山　奈緒美 ｷﾀﾔﾏ ﾅｵﾐ - 岡山県
58 1726 2:21:25 横田　多亜子 ﾖｺﾀ ﾀｴｺ - 兵庫県
59 1717 2:24:55 山岡　美賀 ﾔﾏｵｶ ﾐｶ - 岡山県
60 1751 2:25:05 池田　輝子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ - 広島県
61 1732 2:26:02 川上　愛美 ｶﾜｶﾐ ｱｲﾐ - 岡山県
62 1784 2:26:52 石原　得世 ｲｼﾊﾗ ﾄｸﾖ - 岡山県
63 1773 2:27:36 山本　あずさ ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾞｻ かめとうさぎ 岡山県
64 1787 2:27:54 秋田　智子 ｱｷﾀ ﾄﾓｺ - 岡山県
65 1718 2:29:05 小西　雅子 ｺﾆｼ ﾏｻｺ ＢＫＥ２５ 岡山県
66 1745 2:29:18 永松　秀子 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞｺ - 岡山県
67 1763 2:33:56 石井　寛子 ｲｼｲ ﾋﾛｺ - 岡山県
68 1727 2:33:56 藤井　陽子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ - 岡山県
69 1776 2:41:22 小川　豊子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾖｺ - 広島県
70 1786 2:42:38 渡部　優衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ - 岡山県
71 1711 2:43:25 平松　清子 ﾋﾗﾏﾂ ｾｲｺ - 岡山県
72 1719 3:08:57 川上　たみ子 ｶﾜｶﾐ ﾀﾐｺ - 岡山県
73 1721 3:09:43 川上　奈保美 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ - 岡山県
74 1753 3:09:43 出原　美保 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾐﾎ - 岡山県



順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 230 1:09:57 中島　健一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 高知市陸協 高知県
2 204 1:13:18 島崎　満光 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ 世羅めぐみ 広島県
3 215 1:16:02 池上　大輔 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県庁クラブ 愛知県
4 220 1:16:33 渡邊　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ブドウＲＣ 兵庫県
5 224 1:16:37 井上　剣正 ｲﾉｳｴ ｹﾝｾｲ 今治アスリート 愛媛県
6 209 1:18:45 井上　智喜 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ - 岡山県
7 223 1:19:24 野口　将司 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｼ 岡山ＦＳ 岡山県
8 227 1:20:18 井堂　倫也 ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ - 広島県
9 222 1:21:06 中原　哲 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ 大阪陸協 大阪府

10 240 1:22:15 津田　祥平 ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 三原市陸協 広島県
11 235 1:22:44 辻本　颯太 ﾂｼﾞﾓﾄ ｿｳﾀ 関西大学陸友会 大阪府
12 233 1:24:10 須古井　茂 ｽｺｲ ｼｹﾞﾙ 西日本シティ銀 広島県
13 213 1:24:17 石井　佑輝 ｲｼｲ ﾕｳｷ 倉敷福田走友会 岡山県
14 241 1:24:55 村井　昭徳 ﾑﾗｲ ｱｷﾉﾘ 香川ＲＣ遊 香川県
15 206 1:26:20 小川　光司 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 吉備国際大学 岡山県
16 225 1:26:48 津野　宰也 ﾂﾉ ﾀﾀﾞﾔ ＣＲ２西日本 高知県
17 234 1:27:00 虫本　涼介 ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ - 香川県
18 211 1:27:01 永田　哲 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂ - 埼玉県
19 237 1:28:16 北脇　秀亮 ｷﾀﾜｷ ｼｭｳｽｹ しゅうりゃん 広島県
20 229 1:29:16 安田　泰飛 ﾔｽﾀﾞ ﾀｲﾄ - 大阪府
21 217 1:29:19 渡辺　博文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 今治アスリート 愛媛県
22 239 1:31:26 奥上　泰弘 ｵｸｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ 神戸陸協 兵庫県
23 219 1:34:05 田栗　伸二 ﾀｸﾞﾘ ｼﾝｼﾞ ＣＲ２西日本 兵庫県
24 212 1:34:10 高橋　陽介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ - 広島県
25 236 1:36:51 白井　清登 ｼﾗｲ ｷﾖﾄ 香川ＲＣ遊 香川県
26 221 1:37:57 岩井　宏一 ｲﾜｲ ｺｳｲﾁ 松風ランナーズ 広島県
27 205 1:38:42 櫻井　学 ｻｸﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 広島市陸協 広島県
28 202 1:42:17 佐藤　進 ｻﾄｳ ｽｽﾑ CR２西日本 広島県
29 208 1:52:11 田中　信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪陸協 和歌山県
30 201 2:18:36 春石　庄一 ﾊﾙｲｼ ｼｮｳｲﾁ 福山市老人大学 広島県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 302 1:36:48 中尾　雅子 ﾅｶｵ ﾏｻｺ 倉敷藤花 岡山県

１）ハーフマラソンの部　④陸連登録者男子

１）ハーフマラソンの部　⑤陸連登録者女子



順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 4289 0:11:01 永倉　圭 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲ 横井小学校 岡山県
2 4008 0:11:25 吉岡　剛志 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 井原陸上クラブ 岡山県
3 4270 0:11:35 角南　秀行 ｽﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 梅の木クラブ 岡山県
4 4285 0:11:39 小野　颯斗 ｵﾉ ﾊﾔﾄ 笠岡ジュニア 岡山県
5 4267 0:11:43 松本　大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 桃太郎夢クラブ 岡山県
6 4318 0:11:49 岩城　慶志郎 ｲﾜｷ ｹｲｼﾛｳ 松倉小学校 富山県
7 4159 0:12:01 三村　幌 ﾐﾑﾗ ﾎﾛ 井原陸上クラブ 岡山県
8 4271 0:12:02 角南　祐行 ｽﾅﾐ ﾕｳｺｳ 梅の木クラブ 岡山県
9 4051 0:12:06 井上　史琉 ｲﾉｳｴ ｼﾘｭｳ 新涯ＪＡＣ 広島県

10 4009 0:12:08 若林　拓音 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 竹尋ＡＣ 広島県
11 4312 0:12:18 後藤　聖空 ｺﾞﾄｳ ｾｲｱ 新涯ＪＡＣ 広島県
12 4004 0:12:20 岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 神村体育陸上部 広島県
13 4272 0:12:39 茂成　拓真 ｼｹﾞﾅﾘ ﾀｸﾏ 梅の木クラブ 岡山県
14 4151 0:12:42 武部　開渡 ﾀｹﾍﾞ ｶｲﾄ - 岡山県
15 4003 0:12:45 加藤　大和 ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 六条院の疾風 岡山県
16 4311 0:12:46 芦原　智哉 ｱｼﾊﾗ ﾄﾓﾔ 尾道市立高須小 広島県
17 4099 0:12:49 上野　智大 ｳｴﾉ ﾄﾓﾋﾛ 井原FC 岡山県
18 4276 0:12:57 舘原　陸 ﾀﾁﾊﾗ ﾘｸ 神辺走ろう会 広島県
19 4161 0:13:05 中西　一心 ﾅｶﾆｼ ｲｯｼﾝ 井原陸上クラブ 広島県
20 4241 0:13:09 定光　虎太郎 ｻﾀﾞﾐﾂ ｺﾀﾛｳ アローズＪｒ． 岡山県
21 4057 0:13:11 東本　直 ﾄｳﾓﾄ ﾅｵ 新涯ＪＡＣ 広島県
22 4020 0:13:11 田辺　寛人 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 出部中部 岡山県
23 4074 0:13:12 難波　晃大 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾀ - 岡山県
24 4033 0:13:16 藤沢　幸輝 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ 井原陸上クラブ 岡山県
25 4317 0:13:18 小林　孝輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ＫＢＲＣ 鳥取県
26 4156 0:13:19 徳原　一輝 ﾄｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 井原陸上クラブ 岡山県
27 4206 0:13:19 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 出部小学校 岡山県
28 4278 0:13:19 三野　真渚人 ﾐﾉ ﾏﾅﾄ 多治米小学校 広島県
29 4013 0:13:19 宍戸　佑斗 ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾄ 冷延ＲＣ 岡山県
30 4146 0:13:21 井上　未来翔 ｲﾉｳｴ ﾐｷﾄ 中条走ろう会 広島県
31 4149 0:13:23 沖中　大輝 ｵｷﾅｶ ﾀﾞｲｷ 中条走ろう会 広島県
32 4150 0:13:23 児島　光朔 ｺｼﾞﾏ ｺｳｻｸ 中条走ろう会 広島県
33 4145 0:13:23 井上　輝翔 ｲﾉｳｴ ｷﾗﾄ 中条走ろう会 広島県
34 4193 0:13:33 瀧本　珀之真 ﾀｷﾓﾄ ﾊｸﾉｼﾝ 木之子イーグルス 岡山県
35 4022 0:13:34 妹尾　匠真 ｾﾉｵ ﾀｸﾏ 出部中部 岡山県
36 4251 0:13:37 藤井　春汰 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾀ - 岡山県
37 4066 0:13:41 種本　航大 ﾀﾈﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 芳井ＳＣ 岡山県
38 4094 0:13:42 山本　楓稀 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｷ 井原陸上クラブ 岡山県
39 4299 0:13:42 山室　朱雀 ﾔﾏﾑﾛ ｽｻﾞｸ 稲倉 岡山県
40 4191 0:13:43 柳本　涼太 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 木之子イーグルス 岡山県
41 4197 0:13:43 山廣　悠斗 ﾔﾏﾋﾛ ﾕｳﾄ ＮＥＸＴ 広島県
42 4286 0:13:51 小野　祥吾 ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 大島小学校 岡山県
43 4101 0:13:51 上野　竣哉 ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ 井原FC 岡山県
44 4163 0:13:52 原田　来輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾗｲｷ 井原陸上クラブ 岡山県
45 4123 0:13:53 渡邉　龍之輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ - 岡山県
46 4081 0:13:54 本井　亮太 ﾓﾄｲ ﾘｮｳﾀ 芳井ＳＣ 岡山県
47 4121 0:13:54 鳥越　天真 ﾄﾘｺﾞｴ ﾃﾝﾏ - 岡山県
48 4021 0:13:56 﨑谷　蓮二朗 ｻｷﾔ ﾚﾝｼﾞﾛｳ 出部中部 岡山県
49 4277 0:14:01 葛原　将大 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 西阿知小学校 岡山県
50 4125 0:14:06 三島　拓斗 ﾐｼﾏ ﾀｸﾄ 芳井ＳＣ 岡山県
51 4261 0:14:06 森　聖芽 ﾓﾘ ｾｲｶﾞ 湯田小学校 広島県
52 4027 0:14:06 杉　和繁 ｽｷﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 出部中部 岡山県
53 4194 0:14:07 桑田　柊 ｸﾜﾀﾞ ｼｭｳ ＮＥＸＴ 広島県
54 4118 0:14:08 原田　達也 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 井原ＦＣ 岡山県
55 4199 0:14:08 村岡　侑亮 ﾑﾗｵｶ ﾕｳｽｹ ＮＥＸＴ 広島県
56 4119 0:14:08 吉仲　朝陽 ﾖｼﾅｶ ｱｻﾋ 芳井ＳＣ 岡山県
57 4303 0:14:08 田中　駿介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 大江スポ少 岡山県

２）３ｋｍの部　⑥小学生男子



58 4234 0:14:11 渡邊　晃成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 井原アローズＪｒ 岡山県
59 4238 0:14:11 森本　純平 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ アローズＪｒ 岡山県
60 4310 0:14:12 内田　海基 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ - 岡山県
61 4215 0:14:12 定光　翼 ｻﾀﾞﾐﾂ ﾂﾊﾞｻ 西江原ソフト 岡山県
62 4218 0:14:12 細羽　晋平 ﾎｿﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 西江原ソフト 岡山県
63 4075 0:14:16 岸田　朝陽 ｷｼﾀﾞ ｱｻﾋ 井原ＦＣ 岡山県
64 4038 0:14:16 内村　幸資 ｳﾁﾑﾗ ｺｳｽｹ - 岡山県
65 4090 0:14:17 原田　蒼士 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｼ 井原ＦＣ 広島県
66 4164 0:14:17 谷本　雅斗 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾄ チームフミヤン 岡山県
67 4189 0:14:17 川上　伯人 ｶﾜｶﾐ ﾊｸﾄ 木之子イーグルス 岡山県
68 4037 0:14:20 太田　夏貴 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 芳井SC 岡山県
69 4129 0:14:24 三村　慶仁 ﾐﾑﾗ ｹｲﾄ 井原ＦＣ 岡山県
70 4213 0:14:25 沖久　禅那 ｵｷﾋｻ ｾﾞﾝﾅ 西江原ソフト 岡山県
71 4268 0:14:27 松本　尚和 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｶｽﾞ 桃太郎夢クラブ 岡山県
72 4010 0:14:31 塩飽　洋明 ｼﾜｸ ﾋﾛｱｷ - 岡山県
73 4231 0:14:31 松本　匠史 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸｼ 西江原ソフト 岡山県
74 4073 0:14:31 髙木　康佑 ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ - 岡山県
75 4292 0:14:32 高杉　怜矢 ﾀｶｽｷﾞ ﾚﾝﾔ 井原陸上競技 岡山県
76 4155 0:14:32 藤代　恭輔 ﾌｼﾞｼﾛ ｷｮｳｽｹ 井原陸上クラブ 岡山県
77 4287 0:14:35 川合　奏一郎 ｶﾜｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 大江小学校 岡山県
78 4284 0:14:35 高木　大地 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ - 岡山県
79 4201 0:14:36 瀬戸　悠生 ｾﾄ ﾕｳｾｲ ＮＥＸＴ 岡山県
80 4198 0:14:36 鈴木　克幸 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾕｷ ＮＥＸＴ 広島県
81 4014 0:14:39 高田　彩斗 ﾀｶﾀ ｱﾔﾄ - 岡山県
82 4130 0:14:41 塚本　寛太 ﾂｶﾓﾄ ｶﾝﾀ 井原ＦＣ 岡山県
83 4147 0:14:42 児島　匠悟 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 中条走ろう会 広島県
84 4029 0:14:43 池田　隼斗 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 出部中部 岡山県
85 4242 0:14:43 茂原　塁斗 ﾓﾊﾗ ﾙｲﾄ アローズＪｒ 岡山県
86 4220 0:14:44 守本　晴哉 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙﾔ 西江原ソフト 岡山県
87 4093 0:14:44 藤井　崇博 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 六条院小学校 岡山県
88 4265 0:14:44 杉森　恒星 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ 竹尋アスリート 広島県
89 4034 0:14:44 山岡　大峨 ﾔﾏｵｶ ﾀｲｶﾞ - 岡山県
90 4039 0:14:45 内村　涼資 ｳﾁﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ - 岡山県
91 4128 0:14:51 釜山　耀 ｶﾏﾔﾏ ﾋｶﾙ 出部中部 岡山県
92 4279 0:14:51 亀山　伊織 ｶﾒﾔﾏ ｲｵﾘ - 岡山県
93 4239 0:14:51 佐藤　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 井原アローズＪｒ 岡山県
94 4120 0:14:52 宮本　竜聖 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 井原ＦＣ 岡山県
95 4067 0:15:00 守安　郁人 ﾓﾘﾔｽ ｲｸﾄ - 岡山県
96 4005 0:15:02 髙島　知憲 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｱｷ 高屋小学校 岡山県
97 4063 0:15:04 三村　拓 ﾐﾑﾗ ﾀｸ 井原ＦＣ 岡山県
98 4006 0:15:05 髙島　憲人 ﾀｶｼﾏ ｹﾝﾄ 高屋小学校 岡山県
99 4137 0:15:06 蔵本　祐治 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳｼﾞ - 岡山県

100 4035 0:15:07 石川　泰地 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ - 岡山県
101 4209 0:15:07 細羽　康介 ﾎｿﾊﾞ ｺｳｽｹ 西江原ソフト 岡山県
102 4280 0:15:08 鶴田　快風 ﾂﾙﾀ ｶｲﾗ チーム快風 広島県
103 4190 0:15:08 吉田　誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 木之子イーグルス 岡山県
104 4078 0:15:09 上田　真吾 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 芳井ＳＣ 岡山県
105 4196 0:15:12 瀬戸　風雅 ｾﾄ ﾌｳｶﾞ ＮＥＸＴ 岡山県
106 4046 0:15:21 河村　亮哉 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾔ - 岡山県
107 4192 0:15:21 森藤　温哉 ﾓﾘﾄｳ ｱﾂﾔ 木之子イーグルス 岡山県
108 4165 0:15:27 倉田　郁哉 ｸﾗﾀ ﾌﾐﾔ チームフミヤン 岡山県
109 4127 0:15:27 江本　翔真 ｴﾓﾄ ｼｮｳﾏ 井原ＦＣ 岡山県
110 4180 0:15:28 馬越　奎汰 ｳﾏｺｼ ｹｲﾀ 木之子慎思 岡山県
111 4060 0:15:29 大山　凌平 ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ チームフミヤン 岡山県
112 4205 0:15:31 多田　光 ﾀﾀﾞ ﾋｶﾘ - 岡山県
113 4302 0:15:31 川田　波琉 ｶﾜﾀ ﾊﾙ 大江スポ少 岡山県
114 4184 0:15:33 竹内　翔一 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｲﾁ 木之子イーグルス 岡山県
115 4232 0:15:34 松本　匡史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 西江原ソフト 岡山県
116 4023 0:15:34 小出　晴隆 ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾀｶ 出部中部 岡山県



117 4158 0:15:34 藤井　彰人 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾄ 井原陸上クラブ 岡山県
118 4250 0:15:35 曽根　天雅 ｿﾈ ﾃﾝｶﾞ 芳井ＦＣ 岡山県
119 4001 0:15:39 福尾　泰世 ﾌｸｵ ﾀｲｾｲ - 岡山県
120 4016 0:15:40 平田　彪真 ﾍｲﾀﾞ ﾋｭｳﾏ 出部中部 岡山県
121 4177 0:15:40 藤本　志音 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 木之子慎思 岡山県
122 4026 0:15:43 林　大地 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 出部中部 岡山県
123 4152 0:15:46 佐藤　弘輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ - 岡山県
124 4274 0:15:47 橋本　雄斗 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 柿野小学校 三重県
125 4296 0:15:47 井上　椋太 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 稲倉 岡山県
126 4188 0:15:50 越智　公介 ｵﾁ ｺｳｽｹ 木之子イーグルス 岡山県
127 4030 0:15:51 井上　翔希 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ 出部中部 岡山県
128 4126 0:15:53 中西　大心 ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｼﾝ - 岡山県
129 4036 0:15:55 髙橋　佑成 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ - 岡山県
130 4154 0:15:57 安福　栖直 ｱﾌﾞｸ ｽﾅｵ 井原陸上クラブ 岡山県
131 4070 0:15:58 中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ - 岡山県
132 4032 0:16:01 松井　諒亮 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 芳井ＳＣ 岡山県
133 4098 0:16:04 岸井　光星 ｷｼｲ ｺｳｾｲ 井原ＦＣ 岡山県
134 4044 0:16:04 藤井　瑛琉 ﾌｼﾞｲ ｴｲﾙ 井原ＦＣ 岡山県
135 4095 0:16:06 佐川　公康 ｻｶﾞﾜ ｷﾐﾔｽ - 岡山県
136 4295 0:16:09 塩飽　海氣 ｼﾜｸ ｶｲｷ 稲倉 岡山県
137 4007 0:16:09 杣山　甲斐 ｿﾏﾔﾏ ｶｲ 神辺はしろう会 広島県
138 4106 0:16:10 市川　昊 ｲﾁｶﾜ ｺｳ 井原FC 岡山県
139 4107 0:16:12 中山　基葵 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾄｷ 井原FC 岡山県
140 4112 0:16:12 前田　大智 ﾏｴﾀﾞ ﾀｲﾁ 井原FC 岡山県
141 4307 0:16:15 高田　浩孝 ﾀｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 大江スポ少 岡山県
142 4025 0:16:15 佐藤　龍昇 ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 出部中部 岡山県
143 4153 0:16:16 守本　智哉 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ 井原陸上クラブ 岡山県
144 4102 0:16:17 川上　皓大 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀ 井原FC 岡山県
145 4185 0:16:19 塩浦　颯乙 ｼｵｳﾗ ｿｳﾄ 木之子イーグルス 岡山県
146 4187 0:16:19 﨑谷　英生 ｻｷﾔ ﾋﾃﾞｵ 木之子イーグルス 岡山県
147 4176 0:16:20 野宮　康生 ﾉﾐﾔ ｺｳｷ 木之子慎思 岡山県
148 4259 0:16:20 小寺　功祐 ｺﾃﾞﾗ ｺｳｽｹ 竹尋アスリート 広島県
149 4237 0:16:20 江尻　明史 ｴｼﾞﾘ ｱｷﾌﾐ 井原アローズＪｒ 岡山県
150 4298 0:16:21 木和田　拓満 ｷﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ - 岡山県
151 4228 0:16:22 三宅　智人 ﾐﾔｹ ﾄﾓﾋﾄ 西江原ソフト 岡山県
152 4240 0:16:22 定光　大成 ｻﾀﾞﾐﾂ ﾀｲｾｲ - 岡山県
153 4045 0:16:22 倉田　隆成 ｸﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ - 岡山県
154 4160 0:16:23 丸山　颯太 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 井原陸上クラブ 岡山県
155 4200 0:16:24 鈴木　陽之助 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾉｽｹ ＮＥＸＴ 広島県
156 4195 0:16:24 村岡　宗志郎 ﾑﾗｵｶ ｿｳｼﾛｳ ＮＥＸＴ 広島県
157 4124 0:16:27 園田　佑磨 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾏ 井原ＦＣ 岡山県
158 4157 0:16:29 松田　笛太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｴﾀﾛｳ 井原陸上クラブ 岡山県
159 4304 0:16:30 田中　大誠 ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 大江スポ少 岡山県
160 4116 0:16:30 山本　祥太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 井原ＦＣ 岡山県
161 4293 0:16:33 坂本　輝 ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ 竹尋アスリート 広島県
162 4064 0:16:37 山岡　健 ﾔﾏｵｶ ﾀｹﾙ ＹＳＣ 岡山県
163 4210 0:16:42 今岡　浩介 ｲﾏｵｶ ｺｳｽｹ 西江原ソフト 岡山県
164 4244 0:16:44 三宅　晃生 ﾐﾔｹ ｺｳｷ ＹＳＣ 岡山県
165 4056 0:16:44 勘藤　彪人 ｶﾝﾄｳ ｱｷﾄ 総社羽球道場 岡山県
166 4314 0:16:47 久枝　陽太 ﾋｻｴﾀﾞ ﾖｳﾀ 大元小学校 岡山県
167 4105 0:16:49 市川　修 ｲﾁｶﾜ ｼｭｳ - 岡山県
168 4069 0:16:49 武智　航平 ﾀｹﾁ ｺｳﾍｲ 西江原小 岡山県
169 4018 0:16:50 土井　桜祐 ﾄﾞｲ ｵｳｽｹ 出部中部 岡山県
170 4115 0:16:51 藤井　陽生 ﾌｼﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 井原ＦＣ 岡山県
171 4294 0:16:53 小野　佑太 ｵﾉ ﾕｳﾀ 稲倉 岡山県
172 4049 0:16:54 高下　泰昌 ｺｳｹﾞ ﾔｽﾏｻ - 岡山県
173 4043 0:16:56 田村　蓮太郎 ﾀﾑﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ - 広島県
174 4308 0:16:57 妹尾　昴成 ｾﾉｵ ｽﾊﾞﾙ 大江スポ少 岡山県
175 4065 0:16:59 山岡　優介 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｽｹ ＹＳＣ 岡山県



176 4306 0:17:00 後藤　蒼弥 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾔ 大江スポ少 岡山県
177 4217 0:17:02 西山　晃弘 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 西江原ソフト 岡山県
178 4080 0:17:03 三好　和弥 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾔ 井原ＦＣ 岡山県
179 4131 0:17:13 木村　光稀 ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ - 岡山県
180 4096 0:17:15 當山　璃来 ﾄｳﾔﾏ ﾘｸ - 岡山県
181 4047 0:17:16 村上　廉 ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝ - 岡山県
182 4252 0:17:19 三村　凌央 ﾐﾑﾗ ﾘｮｳ - 岡山県
183 4216 0:17:19 戸田　雄 ﾄﾀﾞ ﾀｹｼ 西江原ソフト 岡山県
184 4248 0:17:20 妹尾　旺樹 ｾﾉｵ ｵｳｷ 井原ＦＣ 岡山県
185 4092 0:17:21 戸﨑　伊織 ﾄｻﾞｷ ｲｵﾘ 第四福田小学校 岡山県
186 4166 0:17:22 片山　鳴人 ｶﾀﾔﾏ ﾅﾙﾄ 木之子慎思 岡山県
187 4072 0:17:27 守屋　悠也 ﾓﾘﾔ ﾕｳﾔ - 岡山県
188 4291 0:17:28 楠葉　渉太 ｸｽﾊﾞ ｼｮｳﾀ - 岡山県
189 4263 0:17:29 水本　敬 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲ 手城小学校 広島県
190 4113 0:17:30 片山　蓮 ｶﾀﾔﾏ ﾚﾝ - 岡山県
191 4297 0:17:35 妹尾　穂尚 ｾﾉｵ ﾎﾀﾞｶ 稲倉 岡山県
192 4122 0:17:35 加藤　匠真 ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ 木之子慎思 岡山県
193 4108 0:17:35 亀山　孔悠 ｶﾒﾔﾏ ｸﾘｭｳ 井原FC 岡山県
194 4052 0:17:35 片山　裕之祐 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾉｽｹ - 岡山県
195 4300 0:17:36 妹尾　陽由 ｾﾉｵ ﾋﾕｳ 稲倉 岡山県
196 4183 0:17:36 越智　俊介 ｵﾁ ｼｭﾝｽｹ 木之子イーグルス 岡山県
197 4226 0:17:45 藤井　日汰 ﾌｼﾞｲ ｼﾞﾂﾀ 西江原ソフト 岡山県
198 4174 0:17:47 大月　智矢 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾔ 木之子慎思 岡山県
199 4290 0:17:51 楠葉　隆真 ｸｽﾊﾞ ﾘｭｳﾏ - 岡山県
200 4040 0:17:54 広畑　徳朗 ﾋﾛﾊﾀ ﾉﾘｱｷ - 岡山県
201 4221 0:17:55 山田　光誠 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 西江原ソフト 岡山県
202 4182 0:17:56 寺岡　琥太郎 ﾃﾗｵｶ ｺﾀﾛｳ 木之子イーグルス 岡山県
203 4055 0:17:56 内田　幸希 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ 芳井ＳＣ 岡山県
204 4138 0:17:56 吉岡　悠太 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾀ - 岡山県
205 4068 0:17:58 武智　洋樹 ﾀｹﾁ ﾋﾛｷ 西江原小 岡山県
206 4211 0:17:59 植田　天斗 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄ 西江原ソフト 岡山県
207 4214 0:18:00 蔭下　勇行 ｶｹﾞｼﾀ ｲｻｷ 西江原ソフト 岡山県
208 4246 0:18:02 長田　英大 ｵｻﾀﾞ ｴｲﾄ - 岡山県
209 4233 0:18:02 三浦　瑛太 ﾐｳﾗ ｴｲﾀ 西江原ソフト 岡山県
210 4142 0:18:03 小笠原　佑真 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ - 岡山県
211 4305 0:18:07 佐藤　賢斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 大江スポ少 岡山県
212 4175 0:18:12 山田　響心 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｼﾝ 木之子慎思 岡山県
213 4079 0:18:13 田中　伶汰 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 荏原小学校 岡山県
214 4181 0:18:15 川上　凛人 ｶﾜｶﾐ ﾘﾝﾄ 木之子イーグルス 岡山県
215 4173 0:18:17 塩飽　悠祐 ｼﾜｸ ﾕｳｽｹ 木之子慎思 岡山県
216 4229 0:18:17 山木　蓮翔 ﾔﾏｷ ﾚﾝﾄ 西江原ソフト 岡山県
217 4223 0:18:18 髙田　侑幸 ﾀｶﾀ ﾕｳｷ 西江原ソフト 岡山県
218 4255 0:18:20 髙橋　彰吾 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 芳井ＳＣ 岡山県
219 4082 0:18:22 重政　光作 ｼｹﾞﾏｻ ｺｳｻｸ 井原ＦＣ 岡山県
220 4249 0:18:23 曽根　真聖 ｿﾈ ﾏｻﾄ 芳井ＦＣ 岡山県
221 4202 0:18:31 福島　大矢 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾔ - 岡山県
222 4204 0:18:32 井上　拓大 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾄ - 岡山県
223 4091 0:18:33 佐々木　健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ - 岡山県
224 4171 0:18:33 馬越　悠人 ｳﾏｺｼ ﾕｳﾄ 木之子慎思 岡山県
225 4222 0:18:44 稲本　耶雲 ｲﾅﾓﾄ ﾔｸﾓ 西江原ソフト 岡山県
226 4048 0:18:44 清水　勇也 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ - 岡山県
227 4227 0:18:45 藤井　琉騎 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｷ 西江原ソフト 岡山県
228 4061 0:18:45 大山　泰生 ｵｵﾔﾏ ﾀｲｾｲ チームフミヤン 岡山県
229 4103 0:18:49 川上　侑大 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 井原FC 岡山県
230 4275 0:18:50 山本　煌士郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ はしろうず 岡山県
231 4179 0:18:51 河田　圭佑 ｶﾜﾀ ｹｲｽｹ 木之子慎思 岡山県
232 4315 0:18:56 竹本　彩人 ﾀｹﾓﾄ ｱﾔﾄ 西大寺小学校 岡山県
233 4224 0:19:03 原田　直弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾔ 西江原ソフト 岡山県
234 4087 0:19:04 三宅　朝陽 ﾐﾔｹ ｱｻﾋ - 岡山県



235 4059 0:19:07 佐藤　旺介 ｻﾄｳ ｵｳｽｹ - 岡山県
236 4203 0:19:10 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ - 岡山県
237 4097 0:19:11 森山　温葵 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾂｷ 井原ＦＣ 岡山県
238 4243 0:19:12 守屋　結人 ﾓﾘﾔ ﾕｲﾄ - 岡山県
239 4168 0:19:13 浅田　双矢 ｱｻﾀﾞ ｿｳﾔ 木之子慎思 岡山県
240 4139 0:19:19 大成　和音 ｵｵﾅﾘ ｶｽﾞﾈ - 岡山県
241 4054 0:19:28 三宅　晴登 ﾐﾔｹ ﾊﾙﾄ - 岡山県
242 4062 0:19:30 久安　慧昇 ﾋｻﾔｽ ｹｲｼｮｳ チームフミヤン 岡山県
243 4269 0:19:34 真田　航汰 ｻﾅﾀﾞ ｺｳﾀ まるこんぶ 広島県
244 4225 0:19:36 平川　耕太 ﾋﾗｶﾜ ｺｳﾀ 西江原ソフト 岡山県
245 4170 0:19:36 今井　颯大 ｲﾏｲ ｿｳﾀ 木之子慎思 岡山県
246 4260 0:19:38 梅垣　昊平 ｳﾒｶﾞｷ ｺｳﾍｲ - 広島県
247 4031 0:19:39 渡辺　吟太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾞﾝﾀ - 岡山県
248 4247 0:19:39 村上　輝真 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾙﾏ - 岡山県
249 4017 0:19:40 佐藤　昴輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 出部中部 岡山県
250 4254 0:19:43 森井　陸斗 ﾓﾘｲ ﾘｸﾄ - 岡山県
251 4235 0:19:46 塚村　悠司 ﾂｶﾑﾗ ﾕｳｼ 井原アローズＪｒ. 岡山県
252 4236 0:19:47 長谷川　達也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 井原アローズＪｒ 岡山県
253 4253 0:19:48 森井　悠陽 ﾓﾘｲ ﾊﾙﾋ - 岡山県
254 4088 0:19:56 作田　寛樹 ｻｸﾀﾞ ﾋﾛｷ - 岡山県
255 4143 0:19:58 小笠原　蒼真 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿｳﾏ - 岡山県
256 4136 0:19:59 広田　翔紀 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｷ 県主タイヨーズ 岡山県
257 4288 0:20:14 木村　亮瑛 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｴｲ 大江小学校 岡山県
258 4050 0:20:15 三宅　泰成 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 出部小学校 岡山県
259 4028 0:20:16 真砂　湊 ﾏｻｺﾞ ﾐﾅﾄ 出部中部 岡山県
260 4178 0:20:21 横溝　翔 ﾖｺﾐｿﾞ ｼｮｳ 木之子慎思 岡山県
261 4273 0:20:22 橋本　拓士 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾄ 柿野小学校 三重県
262 4117 0:20:28 山室　匠郎 ﾔﾏﾑﾛ ﾀｸﾛｳ 井原ＦＣ 岡山県
263 4053 0:20:39 片山　英祐 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｽｹ - 岡山県
264 4134 0:20:41 岡田　哩空 ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 県主タイヨーズ 岡山県
265 4083 0:21:05 出原　海 ｲﾃﾞﾊﾗ ｶｲ - 岡山県
266 4283 0:21:11 近藤　琢真 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 万寿小学校 岡山県
267 4282 0:21:16 近藤　和真 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 万寿小学校 岡山県
268 4309 0:21:17 中川　裕紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ - 岡山県
269 4172 0:21:19 塩飽　崇祐 ｼﾜｸ ｿｳｽｹ 木之子慎思 岡山県
270 4086 0:21:20 丸川　光夫 ﾏﾙｶﾜ - 岡山県
271 4245 0:21:20 田辺　和斗 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄ - 岡山県
272 4132 0:21:22 三嶋　克哉 ﾐｼﾏ ｶﾂﾔ 県主タイヨーズ 岡山県
273 4133 0:21:22 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 県主タイヨーズ 岡山県
274 4019 0:21:23 高橋　愛貴 ﾀｶﾊｼ ｱｲｷ 出部中部 岡山県
275 4110 0:21:37 小玉　來良 ｺﾀﾞﾏ ﾗｲ 井原FC 岡山県
276 4002 0:22:03 内田　優希 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ - 広島県
277 4084 0:22:05 出原　大也 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾋﾛﾔ - 岡山県
278 4167 0:22:25 浅田　来輝 ｱｻﾀﾞ ﾗｲｷ 木之子慎思 岡山県
279 4230 0:22:36 渡邊　聡久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｻ 西江原ソフト 岡山県
280 4144 0:22:54 竹内　秀斗 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾄ - 岡山県
281 4212 0:23:09 大山　拓真 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 西江原ソフト 岡山県
282 4207 0:23:26 原田　健太 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 井原ＦＣ 岡山県
283 4140 0:23:31 野中　拓実 ﾉﾅｶ ﾀｸﾐ アホイ塾 岡山県
284 4109 0:23:35 小玉　廉 ｺﾀﾞﾏ ﾚﾝ 井原FC 岡山県
285 4015 0:23:37 中山　昊真 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾏ - 岡山県
286 4169 0:25:51 大江　理登 ｵｵｴ ﾏｻﾄ 木之子慎思 岡山県
287 4085 0:26:21 宮永　琉惺 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ - 岡山県
288 4011 0:26:21 谷中　祐介 ﾀﾆﾅｶ ﾕｳｽｹ - 岡山県
289 4076 0:26:22 船倉　湖太郎 ﾌﾅｸﾗ ｺﾀﾛｳ - 岡山県
290 4071 0:26:22 谷本　大誠 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｲｾｲ - 岡山県
291 4208 0:26:23 髙田　篤基 ﾀｶﾀ ｱﾂｷ 西江原ソフト 岡山県
292 4041 0:26:24 寺岡　琉晟 ﾃﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ - 岡山県
293 4258 1:21:12 小寺　将太 ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 竹尋アスリート 広島県



順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 4553 0:11:57 杉森　月音 ｽｷﾞﾓﾘ ｶﾉﾝ 竹尋アスリート 広島県
2 4512 0:12:17 西　都 ﾆｼ ﾐﾔｺ - 岡山県
3 4413 0:12:21 中塚　梨菜 ﾅｶﾂｶ ﾘﾅ 竹尋アスリート 広島県
4 4562 0:12:39 江原　美月優 ｴﾊﾗ ﾐﾂﾞﾕ 竹尋ＡＣ 広島県
5 4574 0:12:41 福光　桃香 ﾌｸﾐﾂ ﾓﾓｶ ＯＪＡＣ 岡山県
6 4579 0:12:43 小林　優里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ ＫＢＲＣ 鳥取県
7 4450 0:12:56 占部　栞望 ｳﾗﾍﾞ ｶﾉ 新涯ＪＡＣ 広島県
8 4432 0:12:57 高柿　陽菜 ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾅ ＩＲＣ 岡山県
9 4565 0:12:59 大住　早永 ｵｵｽﾐ ｻｴ 竹尋ＡＣ 広島県

10 4578 0:13:14 中野　さくら ﾅｶﾉ ｻｸﾗ 竹尋アスリート 広島県
11 4558 0:13:16 葛原　舞華 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲｶ 西阿知小学校 岡山県
12 4556 0:13:22 平本　栞那 ﾋﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ - 広島県
13 4529 0:13:28 早川　美羽 ﾊﾔｶﾜ ﾐｳ ＮＥＸＴ 広島県
14 4534 0:13:30 新田　紋巳 ﾆｯﾀ ｱﾔﾐ 井原陸上クラブ 岡山県
15 4468 0:13:43 山内　優佳 ﾔﾏｳﾁ ﾕｶ 伊島ミニバスケ 岡山県
16 4524 0:13:50 國竹　星 ｸﾆﾀｹ ｱｶﾘ ＮＥＸＴ 広島県
17 4560 0:13:56 松尾　莉沙 ﾏﾂｵ ﾘｻ 世羅小学校 広島県
18 4404 0:13:56 不田　美菜子 ﾌﾀﾞ ﾐﾅｺ 竹尋ＡＣ 広島県
19 4465 0:13:59 山本　稀月 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾗ 井原陸上クラブ 岡山県
20 4410 0:13:59 佐々木　美月 ｻｻｷ ﾐﾂﾞｷ 竹尋アスリート 広島県
21 4466 0:14:00 篠原　結愛 ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ - 広島県
22 4476 0:14:05 釜山　愛望 ｶﾏﾔﾏ ｱﾐ 井原ＦＣ 岡山県
23 4513 0:14:12 野口　愛華 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 井原陸上クラブ 岡山県
24 4573 0:14:21 芦原　茉奈 ｱｼﾊﾗ ﾏﾅ 尾道市立高須小 広島県
25 4554 0:14:25 石川　真妃 ｲｼｶﾜ ﾏｷ 茶屋町小学校 岡山県
26 4555 0:14:28 小西　優織 ｺﾆｼ ﾕｲﾘ 神村陸上部 広島県
27 4409 0:14:36 辰本　心音 ﾀﾂﾓﾄ ｺｺﾈ 竹尋ＡＣ 広島県
28 4549 0:14:42 重宗　姫香 ｼｹﾞﾑﾈ ﾋﾒｶ 竹尋アスリート 広島県
29 4506 0:14:58 岩森　心春 ｲﾜﾓﾘ ｺﾊﾙ 中条走ろう会 広島県
30 4440 0:14:58 金谷　有里子 ｶﾅﾀﾆ ﾕﾘｺ 伊島小ミニバス 岡山県
31 4519 0:15:00 河田　綾音 ｶﾜﾀ ｱﾔﾈ 木之子慎思 岡山県
32 4545 0:15:01 西村　里穂 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾎ 井原陸上競技ク 岡山県
33 4417 0:15:09 河﨑　木乃香 ｶﾜｻｷ ｺﾉｶ 神辺走ろう会 広島県
34 4509 0:15:17 沖中　友佳 ｵｷﾅｶ ﾄﾓｶ 中条走ろう会 広島県
35 4527 0:15:17 江藤　楓花 ｴﾄｳ ﾌｳｶ ＮＥＸＴ 広島県
36 4531 0:15:19 黒木　夢礼 ｸﾛｷ ﾕﾗ ＮＥＸＴ 広島県
37 4511 0:15:19 児島　歩実 ｺｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 中条走ろう会 広島県
38 4575 0:15:32 森本　真生 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ 伊島小学校 岡山県
39 4467 0:15:32 山内　優奈 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾅ 伊島ミニバスケ 岡山県
40 4508 0:15:33 生田　彩華 ｲｸﾀ ｱﾔｶ 中条走ろう会 広島県
41 4546 0:15:33 石田　久留実 ｲｼﾀﾞ ｸﾙﾐ スパークルＲＧ 岡山県
42 4528 0:15:34 桑田　倖芽 ｸﾜﾀﾞ ｺｳﾒ ＮＥＸＴ 広島県
43 4536 0:15:41 高田　亜衣 ﾀｶﾀ ｱｲ - 岡山県
44 4541 0:15:42 前原　ののか ﾏｴﾊﾗ ﾉﾉｶ スパークル井原 岡山県
45 4441 0:15:45 金谷　帆夏 ｶﾅﾀﾆ ﾎﾉｶ 伊島小ミニバス 岡山県
46 4559 0:15:48 船越　風花 ﾌﾅｺｼ ﾌｳｶ 鹿田小学校 岡山県
47 4422 0:15:52 黒田　真佑 ｸﾛﾀﾞ ﾏﾕ 出部中部 岡山県
48 4470 0:15:55 藤井　瑞 ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ - 岡山県
49 4525 0:16:03 頼　ゆり愛 ﾗｲ ﾕﾘｱ ＮＥＸＴ 広島県
50 4478 0:16:09 塚本　衣未 ﾂｶﾓﾄ ｴﾐ 井原ＦＣ 岡山県
51 4569 0:16:13 田崎　絵理奈 ﾀｻｷ ｴﾘﾅ ＫＴＭ 岡山県
52 4550 0:16:13 梅垣　みみ ｳﾒｶﾞｷ ﾐﾐ - 広島県
53 4570 0:16:14 田崎　愛理 ﾀｻｷ ｱｲﾘ ＫＴＭ 岡山県
54 4464 0:16:17 山本　徠月 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾗﾗ 井原陸上クラブ 岡山県
55 4434 0:16:22 津組　温香 ﾂｸﾞﾐ ﾊﾙｶ - 岡山県
56 4423 0:16:26 高田　ひかり ﾀｶﾀ ﾋｶﾘ 出部中部 岡山県
57 4576 0:16:30 北村　栞 ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾘ チームふくだ 岡山県

２）３ｋｍの部　⑦小学生女子



58 4447 0:16:38 武智　愛実 ﾀｹﾁ ﾏﾅﾐ - 岡山県
59 4539 0:16:39 小寺　美緒 ｺﾃﾞﾗ ﾐｵ スパークルＲＧ 岡山県
60 4490 0:16:39 谷本　沙月 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾂｷ 出部ＪＶＣ 岡山県
61 4538 0:16:39 藤井　杏 ﾌｼﾞｲ ｱﾝ - 岡山県
62 4484 0:16:40 三宅　柑名 ﾐﾔｹ ｶﾝﾅ 出部ＪＶＣ 岡山県
63 4419 0:16:40 米本　夏実 ﾖﾈﾓﾄ ﾅﾂﾐ 出部中部 岡山県
64 4415 0:16:40 道広　葵 ﾐﾁﾋﾛ ｱｵｲ - 岡山県
65 4481 0:16:43 難波　莉央 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｵ 出部ＪＶＣ 岡山県
66 4567 0:16:47 出原　央渡 ｲﾃﾞﾊﾗ ｵﾄ おじやまＡＣ 岡山県
67 4414 0:16:48 宍戸　妃陽里 ｼｼﾄﾞ ﾋﾖﾘ 冷延ＲＣ 岡山県
68 4407 0:16:49 豊田　花子 ﾄﾖﾀ ﾊﾅｺ チームＷｅｅｄｓ 岡山県
69 4411 0:16:55 山下　瑞菜都 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾄ - 岡山県
70 4403 0:16:57 中山　來星 ﾅｶﾔﾏ ﾗﾗ 竹尋ＡＣ 広島県
71 4501 0:17:00 井元　陽菜 ｲﾓﾄ ﾊﾙﾅ - 岡山県
72 4537 0:17:06 小林　舞衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 出部小学校 岡山県
73 4485 0:17:11 谷本　佳予 ﾀﾆﾓﾄ ｶﾖ 出部ＪＶＣ 岡山県
74 4499 0:17:11 井上　暖菜 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾅ - 岡山県
75 4500 0:17:12 井上　朱里 ｲﾉｳｴ ｱｶﾘ - 岡山県
76 4462 0:17:13 中黒　礼央奈 ﾅｶｸﾞﾛ ﾚｵﾅ - 岡山県
77 4510 0:17:13 藤本　真穂 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 中条走ろう会 広島県
78 4526 0:17:17 外山　茉来 ﾄﾔﾏ ﾐｸ ＮＥＸＴ 広島県
79 4471 0:17:21 吉仲　莉子 ﾖｼﾅｶ ﾘｺ 芳井ＳＣ 岡山県
80 4473 0:17:24 渡邉　莉子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ - 岡山県
81 4482 0:17:26 片山　結衣 ｶﾀﾔﾏ ﾕｲ 出部ＪＶＣ 岡山県
82 4435 0:17:28 三宅　歩未 ﾐﾔｹ ｱﾐ - 岡山県
83 4543 0:17:28 松本　帆華 ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾉｶ - 岡山県
84 4564 0:17:32 小田原　史佳 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾌﾐｶ - 岡山県
85 4557 0:17:35 舘原　杏 ﾀﾁﾊﾗ ｱﾝ 神辺走ろう会 広島県
86 4577 0:17:36 三藤　渚 ﾐﾄｳ ﾅｷﾞｻ 神村陸上部 広島県
87 4480 0:17:37 秀平　琉海 ﾋﾃﾞﾋﾗ ﾙﾅ - 岡山県
88 4430 0:17:39 田邉　亜依 ﾀﾅﾍﾞ ｱｲ - 岡山県
89 4425 0:17:45 広川　七渚 ﾋﾛｶﾜ ﾅｷﾞｻ - 岡山県
90 4507 0:17:53 髙垣　知里 ﾀｶｶﾞｷ ﾁｻﾄ 中条走ろう会 広島県
91 4568 0:17:56 田崎　愛 ﾀｻｷ ﾏﾅ ＫＴＭ 岡山県
92 4436 0:17:58 三宅　亜祐 ﾐﾔｹ ｱﾕ 出部小学校 岡山県
93 4488 0:17:59 鳥越　瑞希 ﾄﾘｺﾞｴ ﾐｽﾞｷ 出部ＪＶＣ 岡山県
94 4402 0:18:03 平田　杏心 ﾋﾗﾀ ｱｺ - 広島県
95 4438 0:18:10 山田　さくら ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾗ スパークルＲＧ 岡山県
96 4532 0:18:10 大田　風花 ｵｵﾀ ﾌｳｶ スパークルＲＧ 岡山県
97 4474 0:18:11 松田　果那子 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅｺ - 岡山県
98 4428 0:18:11 熊谷　菜央 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵ - 岡山県
99 4518 0:18:11 妹尾　心瑚 ｾﾉｵ ｺｺ 木之子慎思 岡山県

100 4420 0:18:11 唐木　希海 ﾄｳｷ ﾉｿﾞﾐ 出部中部 岡山県
101 4486 0:18:16 福島　美玖 ﾌｸｼﾏ ﾐｸ 出部ＪＶＣ 岡山県
102 4431 0:18:17 三宅　莉央 ﾐﾔｹ ﾘｵ - 岡山県
103 4406 0:18:19 渡邉　みやび ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ - 岡山県
104 4535 0:18:22 藤井　優衣 ﾌｼﾞｲ ﾕｲ - 岡山県
105 4547 0:18:25 石田　奈那佳 ｲｼﾀﾞ ﾅﾅｶ スパークルＲＧ 岡山県
106 4517 0:18:27 川上　彩加音 ｶﾜｶﾐ ｱｶﾈ スパークル井原 岡山県
107 4443 0:18:28 鳥落　咲良 ﾄﾘｵﾁ ｻｸﾗ 高島小学校 岡山県
108 4448 0:18:30 武智　睦実 ﾀｹﾁ ﾑﾂﾐ - 岡山県
109 4418 0:18:31 戸田　楓花 ﾄﾀﾞ ﾌｳｶ 出部中部 岡山県
110 4479 0:18:41 塚本　陽子 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｺ 井原ＦＣ 岡山県
111 4514 0:18:55 金藤　未夢 ｶﾈﾄｳ ﾐﾕ - 岡山県
112 4489 0:19:05 髙橋　茉夏 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾂ 出部ＪＶＣ 岡山県
113 4522 0:19:07 田上　珠帆 ﾀｶﾞﾐ ﾐﾎ - 岡山県
114 4502 0:19:08 鳥越　夢純 ﾄﾘｺﾞｴ ﾕｱ - 岡山県
115 4469 0:19:13 田辺　幸季 ﾀﾅﾍﾞ ｻｷ - 岡山県
116 4515 0:19:16 山領　珊南 ﾔﾏﾘｮｳ ｻﾝﾅ - 岡山県



117 4454 0:19:16 秋田　結衣 ｱｷﾀ ﾕｲ - 岡山県
118 4572 0:19:16 内田　未海 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾅﾐ - 岡山県
119 4477 0:19:19 塩飽　莉子 ｼﾜｸ ﾘｺ - 岡山県
120 4405 0:19:26 福尾　香名 ﾌｸｵ ｶﾅ - 岡山県
121 4533 0:19:29 藤井　美空 ﾌｼﾞｲ ﾐｸ - 岡山県
122 4460 0:19:36 岡田　奈巳 ｵｶﾀﾞ ﾅﾐ - 岡山県
123 4429 0:19:37 広畑　佳穂 ﾋﾛﾊﾀ ｶﾎ - 岡山県
124 4561 0:19:48 今岡　夏帆 ｲﾏｵｶ ﾅﾂﾎ 西江原小学校 岡山県
125 4503 0:19:48 鳥越　心菜 ﾄﾘｺﾞｴ ｺｺﾅ - 岡山県
126 4521 0:20:01 田上　真帆 ﾀｶﾞﾐ ﾏﾎ - 岡山県
127 4444 0:20:17 中尾　美咲 ﾅｶｵ ﾐｻｷ - 岡山県
128 4424 0:20:19 平木　優衣 ﾋﾗｷ ﾕｲ - 岡山県
129 4463 0:20:19 藤井　菜緒 ﾌｼﾞｲ ﾅｵ 六条院小学校 岡山県
130 4445 0:20:20 田上　亜依 ﾀﾉｳｴ ｱｲ 井原小学校 岡山県
131 4475 0:20:20 藤原　蒼衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ - 岡山県
132 4540 0:20:26 小寺　優姫 ｺﾃﾞﾗ ﾕﾒ スパークルＲＧ 岡山県
133 4412 0:20:39 竹内　千晧 ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ - 岡山県
134 4457 0:20:46 宮永　怜 ﾐﾔﾅｶﾞ ｴﾚﾝ - 岡山県
135 4439 0:20:55 三宅　希実 ﾐﾔｹ ﾉｿﾞﾐ - 岡山県
136 4442 0:20:55 渡邊　藍花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ - 岡山県
137 4455 0:20:56 黒崎　みのり ｸﾛｻｷ ﾐﾉﾘ - 岡山県
138 4452 0:20:57 田中　杏美 ﾀﾅｶ ｱﾐ 荏原小学校 岡山県
139 4453 0:20:57 三好　彩花 ﾐﾖｼ ｱﾔｶ 荏原小学校 岡山県
140 4451 0:21:03 船倉　小華 ﾌﾅｸﾗ ｺﾊﾙ - 岡山県
141 4427 0:21:09 内村　優希 ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｷ - 岡山県
142 4548 0:21:18 三浦　佳純 ﾐｳﾗ ｶｽﾐ - 岡山県
143 4542 0:21:20 山上　和夏 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾜｶ - 岡山県
144 4520 0:22:17 吉田　しおり ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ - 岡山県
145 4461 0:22:25 戸﨑　琴理 ﾄｻﾞｷ ｺﾄﾘ 第四福田小学校 岡山県
146 4566 0:22:36 西山　柚希 ﾆｼﾔﾏ ﾕｽﾞｷ オニギリ 岡山県
147 4544 0:22:50 森川　古都 ﾓﾘｶﾜ ｺﾄ 井原ＦＣ 岡山県
148 4433 0:22:55 小川　葵 ｵｶﾞﾜ ｱｵｲ - 岡山県
149 4446 0:22:56 片山　ななみ ｶﾔﾀﾏ ﾅﾅﾐ - 岡山県
150 4505 0:23:09 竹内　玲奈 ﾀｹｳﾁ ﾚｲﾅ - 岡山県
151 4516 0:23:09 安原　瑠海菜 ﾔｽﾊﾗ ﾙﾐﾅ - 岡山県
152 4523 0:23:12 島本　遥 ｼﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ - 岡山県
153 4437 0:24:21 山田　りら ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾗ スパークルＲＧ 岡山県
154 4426 0:24:22 橋本　咲季 ﾊｼﾓﾄ ｻｷ Ｓｐａｒｋｌｅ 岡山県
155 4472 0:24:22 橋本　遥 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ - 岡山県
156 4571 0:26:22 中川　桃子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾓｺ - 岡山県
157 4487 1:21:12 岡田　真依 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 出部ＪＶＣ 岡山県
158 4449 1:21:12 松本　妃菜 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅ 総社　羽球道場 岡山県
159 4497 1:21:12 種本　明莉 ﾀﾈﾓﾄ ｱｶﾘ 出部ＪＶＣ 岡山県
160 4491 1:21:12 島田　夏希 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 出部ＪＶＣ 岡山県
161 4494 1:21:12 石井　空 ｲｼｲ ｿﾗ 出部ＪＶＣ 岡山県



順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 地区

1 2045 ※0:16:08 角南　隆行 ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ 梅の木クラブ 岡山県
2 2047 0:16:20 石井　大揮 ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ 水曜走ろう会 岡山県
3 2038 0:16:30 小林　翼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 西大寺中学校 岡山県
4 2067 0:16:37 本田　央介 ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 福山城南 広島県
5 2020 0:16:52 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 井原陸上クラブ 岡山県
6 2051 0:17:12 大窪　晴天 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾀｶ 安佐中学校 広島県
7 2049 0:17:48 和田　将希 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 笠岡西中学校 岡山県
8 2002 0:17:51 長谷川　舜 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 金浦中学校 岡山県
9 2043 0:17:56 三好　弘真 ﾐﾖｼ ｺｳﾏ 鳳中学校 広島県

10 2039 0:18:08 石川　舞尋 ｲｼｶﾜ ﾏﾋﾛ 鳳中学校 広島県
11 2046 0:18:28 松尾　拓哉 ﾏﾂｵ ﾀｸﾔ 世羅中学校 広島県
12 2041 0:18:31 村上　朋郎 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾛｳ 清秀中学校 岡山県
13 2035 0:18:36 森川　蒼太 ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾀ 高屋中学校 岡山県
14 2021 0:18:44 森下　競太 ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳﾀ 井原陸上クラブ 岡山県
15 2003 0:18:55 瀬戸　優登 ｾﾄ ﾕｳﾄ 井原陸上クラブ 広島県
16 2023 0:18:57 大成　生真 ｵｵﾅﾘ ｾｲﾏ 井原ＡＣ 岡山県
17 2001 0:19:14 道広　賢将 ﾐﾁﾋﾛ ｹﾝｼｮｳ - 岡山県
18 2052 0:19:49 三浦　稜平 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾍｲ 和気中学校 岡山県
19 2050 0:19:50 宮本　瀬那 ﾐﾔﾓﾄ ｾﾅ 走健塾 広島県
20 2019 0:20:23 藤井　啓生 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｷ - 岡山県
21 2040 0:20:25 森下　直樹 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵｷ 笠岡西中学校 岡山県
22 2048 0:21:47 松本　賢樹 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ - 岡山県
23 2005 0:21:49 片山　夢良 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾗ - 岡山県
24 2037 0:21:56 石田　昂輝 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 井原中学校 岡山県
25 2010 0:22:08 渡邉　諒太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 井原中学校 岡山県
26 2015 0:22:10 山成　健太郎 ﾔﾏﾅﾘ ｹﾝﾀﾛｳ - 岡山県
27 2012 0:22:14 三村　陸 ﾐﾑﾗ ﾘｸ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
28 2027 0:22:14 黒田　啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
29 2057 0:22:17 小野田　浩之 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ - 岡山県
30 2031 0:22:27 佐藤　涼翔 ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
31 2066 0:22:27 北村　隆博 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ チームふくだ 岡山県
32 2029 0:22:27 加茂　駿介 ｶﾓ ｼｭﾝｽｹ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
33 2032 0:22:41 前原　悠人 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾄ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
34 2028 0:22:42 西江　雄哉 ﾆｼｴ ﾕｳﾔ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
35 2059 0:23:00 久富　聖琉 ﾋｻﾄﾐ ｾｲﾘｭｳ - 岡山県
36 2004 0:23:18 田辺　涼我 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ - 岡山県
37 2011 0:23:19 野宮　翔 ﾉﾐﾔ ｶｹﾙ - 岡山県
38 2008 0:23:28 田中　大智 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 井原中学校 岡山県
39 2030 0:23:28 三宅　亮輔 ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
40 2054 0:23:33 有元　銀河 ｱﾘﾓﾄ ｷﾞﾝｶﾞ - 岡山県
41 2018 0:23:34 森山　泰斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲﾄ 木之子中学校 岡山県
42 2058 0:23:37 大川　秀 ｵｵｶﾜ ｼｭｳ - 岡山県
43 2013 0:23:44 友国　直也 ﾄﾓｸﾆ ﾅｵﾔ - 広島県
44 2053 0:23:56 橋本　直也 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 福田南中学校 岡山県
45 2061 0:24:03 森　流星 ﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ - 岡山県
46 2065 0:24:21 齋藤　仁知嗣 ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ クラブＭ 岡山県
47 2062 0:24:26 戸田　廉 ﾄﾀﾞ ﾚﾝ - 岡山県
48 2036 0:24:31 川上　遼河 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
49 2026 0:24:37 金藤　大河 ｶﾈﾄｳ ﾀｲｶﾞ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
50 2025 0:25:00 井上　新之介 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾉｽｹ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
51 2009 0:25:19 入江　太陽 ｲﾘｴ ﾀｲﾖｳ 井原中学校 岡山県
52 2007 0:25:19 小野　亜斗夢 ｵﾉ シャトーマルゴ 岡山県
53 2055 0:25:43 髙橋　光輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ - 岡山県
54 2017 0:25:56 黒瀬　雄大 ｸﾛｾ ﾕｳﾀ - 岡山県
55 2024 0:26:22 寺岡　亮 ﾃﾗｵｶ ﾘｮｳ 井原中学陸上部 岡山県
56 2014 0:26:35 高田　拓実 ﾀｶﾀ ﾀｸﾐ 井原中学陸上部 岡山県
57 2022 0:26:54 大山　翔平 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ - 岡山県

４）５ｋｍの部　⑨男子中学生



58 2056 0:28:29 髙砂　智也 ﾀｶｻｺﾞ ﾄﾓﾔ - 岡山県
59 2060 0:32:13 笹岡　永遠 ｻｻｵｶ ﾄﾜ - 岡山県
60 2063 0:35:20 渡辺　翔馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ - 岡山県
61 2064 0:35:35 濱口　侑良 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾗ - 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 2109 0:18:25 渡辺　智也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 呉高専 広島県
2 2103 0:20:03 宮本　聡 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄﾙ ＮＥＸＴ 広島県
3 2108 0:20:20 三宅　寿英 ﾐﾔｹ ﾄｼﾋﾃﾞ - 岡山県
4 2104 0:21:33 久原　椋 ｸﾊﾗ ﾘｮｳ ＮＥＸＴ 広島県
5 2106 0:23:39 米谷　友紀 ﾏｲﾀﾆ ﾄﾓｷ - 岡山県
6 2101 0:24:03 小島　陸 ｺｼﾞﾏ ﾘｸ - 岡山県
7 2105 0:28:55 ﾃﾞｨﾇﾙﾌｧ ｱｸﾞﾆｱ ﾑｱﾋｬ ﾜｳｽﾅ ﾃﾞｨﾇﾙﾌｧ ｱｸﾞﾆｱ ﾑｱﾋｬ ﾜｳｽﾅ ㈱トーイン 広島県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 2222 0:16:50 小川　大輔 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ シーピー化成 広島県
2 2216 0:17:44 田嶋　展明 ﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 川崎医大陸上部 岡山県
3 2201 0:17:47 内山　翔太 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ JFE熱延部 岡山県
4 2208 0:18:07 渡辺　大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 香川大学 広島県
5 2204 0:19:20 山田　祥隆 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ヤマダＡＣ 岡山県
6 2214 0:22:50 松浪　潤一 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ トンボ学生服 岡山県
7 2223 0:23:13 田原　雄太 ﾀﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ チーム倉中 岡山県
8 2207 0:23:48 重政　和裕 ｼｹﾞﾏｻ ｶｽﾞﾋﾛ - 広島県
9 2209 0:24:14 池田　創 ｲｹﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ - 広島県

10 2221 0:24:30 日高　雅夫 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻｵ 川崎医大陸上部 岡山県
11 2205 0:24:34 猪原　直樹 ｲﾉﾊﾗ ﾅｵｷ - 広島県
12 2224 0:24:47 山田　正大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ - 岡山県
13 2215 0:25:48 小林　隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 川崎医大陸上部 岡山県
14 2210 0:25:59 山本　浩嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ - 広島県
15 2219 0:26:29 石田　雄大 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 川崎医大陸上部 岡山県
16 2212 0:27:00 神原　隆志 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀｶｼ （株）増岡組 広島県
17 2220 0:28:40 砂田　有哉 ｽﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 川崎医大陸上部 岡山県
18 2202 0:28:56 杉本　昇太 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ - 広島県
19 2206 0:29:21 井上　健 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ - 岡山県
20 2218 0:30:35 赤井　亮介 ｱｶｲ ﾘｮｳｽｹ 川崎医大陸上部 岡山県
21 2217 0:30:35 福西　慧 ﾌｸﾆｼ ｹｲ 川崎医大陸上部 岡山県
22 2213 0:39:06 廣野　司也 ﾋﾛﾉ ｶｽﾞﾔ - 広島県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 2301 0:17:32 森本　玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ ETT 岡山県
2 2328 0:17:49 大住　昌広 ｵｵｽﾐ ﾏｻﾋﾛ 井原ＲＣ 広島県
3 2322 0:18:35 木口　竜一 ｷｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ ＴＥＡＭ２００ 岡山県
4 2333 0:18:37 三藤　哲也 ﾐﾄｳ ﾃﾂﾔ 神村体育振興会 広島県
5 2314 0:18:37 齋藤　真臣 ｻｲﾄｳ ﾏｻｵﾐ シャープＤＥＣ 広島県
6 2317 0:19:51 Ｗｉｔｈｅｒｓ　Ｃａｒｌ ｳｨｻﾞｰｽﾞ ｶｰﾙ - 広島県
7 2332 0:20:42 福本　陽一 ﾌｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ チーム今田 高知県
8 2320 0:21:14 筒井　丈智 ﾂﾂｲ ﾀｹﾄﾓ 三菱化学桜ＲＣ 岡山県
9 2302 0:21:16 加治佐　大輔 ｶｼﾞｻ ﾀﾞｲｽｹ 福山市走会 広島県

10 2321 0:21:27 葛原　孝己 ｸｽﾞﾊﾗ ﾀｶｷ ししまる 岡山県
11 2316 0:22:01 角田　孝治 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｼﾞ 三備管工 岡山県
12 2308 0:22:06 大石　享 ｵｵｲｼ ｱｷﾗ - 岡山県
13 2306 0:22:06 村上　直博 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾋﾛ - 広島県
14 2324 0:23:12 井口　貴広 ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ - 岡山県
15 2312 0:23:14 高橋　修二 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ ㈱トーイン 広島県
16 2319 0:23:20 倉田　泰裕 ｸﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ - 岡山県

　　　　　　　　　　　　　　　※・・・新記録

４）５ｋｍの部　⑩男子１９歳以下

４）５ｋｍの部　⑪男子２０歳代

４）５ｋｍの部　⑫男子３０歳代



17 2307 0:24:08 土肥　光正 ﾄﾋ ﾐﾂﾏｻ みきゃんやけん 広島県
18 2323 0:25:37 伊豆田　祐三 ｲｽﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ - 広島県
19 2309 0:26:12 山内　優樹 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ - 広島県
20 2326 0:27:22 秋岡　雅俊 ｱｷｵｶ ﾏｻﾄｼ シン・ゴジラ 岡山県
21 2303 0:27:54 三宅　将也 ﾐﾔｹ ﾏｻﾔ - 広島県
22 2305 0:29:27 河村　昌宏 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ - 広島県
23 2311 0:30:04 古林　猛志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ - 岡山県
24 2327 0:30:26 山本　宜正 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾏｻ - 岡山県
25 2310 0:33:01 篠原　昌紘 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ - 広島県
26 2330 0:35:08 小杉　昌彦 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾋｺ - 兵庫県
27 2325 0:35:46 三宅　昭弘 ﾐﾔｹ ｱｷﾋﾛ - 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 2409 0:17:29 髙本　浩司 ﾀｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ モミジヤAC 岡山県
2 2407 0:17:38 白神　光国 ｼﾗｶﾞ ﾐﾂｸﾆ 丸五ゴム走友会 岡山県
3 2413 0:18:24 片岡　泉 ｶﾀｵｶ ｲｽﾞﾐ 岡山クラブ 岡山県
4 2437 0:18:41 速水　潤一 ﾊﾔﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 広島県
5 2402 0:18:42 米谷　浩一 ﾏｲﾀﾆ ｺｳｲﾁ - 岡山県
6 2471 0:18:48 小林　智行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ ＫＢＲＣ 鳥取県
7 2456 0:19:05 宮本　隆雄 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｵ 走健塾 広島県
8 2447 0:19:13 柴北　昌徳 ｼﾊﾞｷﾀ ﾏｻﾉﾘ 歩いていこう 岡山県
9 2434 0:19:17 山崎　幸利 ﾔﾏｻｷ ﾕｷﾄｼ 井原ＲＣ 岡山県

10 2445 0:19:20 花岡　望 ﾊﾅｵｶ ﾉｿﾞﾑ - 広島県
11 2435 0:19:38 小林　博文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 河野義巳商店 広島県
12 2468 0:19:41 森本　淳士 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼ タートルＪＣ 広島県
13 2424 0:19:45 小林　浩二 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ サラリーマン 岡山県
14 2403 0:19:47 道広　優一 ﾐﾁﾋﾛ ﾕｳｲﾁ - 岡山県
15 2442 0:19:49 横山　公彦 ﾖｺﾔﾏ ｷﾐﾋｺ - 広島県
16 2449 0:20:10 坂本　克司 ｻｶﾓﾄ ｶﾂｼ - 広島県
17 2439 0:21:01 渡辺　栄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ 八丈岩ＴＲＣ 広島県
18 2458 0:21:07 寄金　允 ﾖﾘｶﾈ ﾏｺﾄ - 広島県
19 2423 0:21:16 三木　修一 ﾐｷ ｼｭｳｲﾁ - 岡山県
20 2469 0:21:29 河根　修 ｶﾜﾈ ｵｻﾑ - 広島県
21 2462 0:21:43 上本　孝明 ｳｴﾓﾄ ﾀｶｱｷ Ｒｅｉｓｔａ 広島県
22 2419 0:21:45 高下　英俊 ｺｳｹﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ - 岡山県
23 2436 0:21:48 塚本　育弘 ﾂｶﾓﾄ ｲｸﾋﾛ 技販 広島県
24 2459 0:22:19 小野　順央 ｵﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 稲倉 岡山県
25 2455 0:22:34 藤阪　収洋 ﾌｼﾞｻｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ - 広島県
26 2465 0:22:48 橋本　寛 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 鷲山会 岡山県
27 2406 0:23:23 後藤　智行 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 哲多RC 岡山県
28 2438 0:23:38 藤井　義弘 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾛ アクト共済会 広島県
29 2427 0:23:58 桑田　賢二 ｸﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 岡山県
30 2412 0:24:06 佐藤　晃正 ｻﾄｳ ﾃﾙﾏｻ - 岡山県
31 2444 0:24:09 早川　智和 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ - 岡山県
32 2457 0:24:14 清原　誠司 ｷﾖﾊﾗ ｾｲｼﾞ - 広島県
33 2466 0:24:23 川上　弘道 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ サンエス 広島県
34 2404 0:24:38 藤田　俊介 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ JCD 広島県
35 2429 0:24:40 山成　秀峰 ﾔﾏﾅﾘ ﾋﾃﾞﾐﾈ - 岡山県
36 2425 0:24:44 池田　誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ - 岡山県
37 2401 0:24:50 香西　正裕 ｺｳｻﾞｲ ﾏｻﾋﾛ トンボ学生服 岡山県
38 2448 0:25:25 鶴田　浩三 ﾂﾙﾀ ｺｳｿﾞｳ チーム快風 広島県
39 2410 0:25:31 守屋　義弘 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾋﾛ - 岡山県
40 2416 0:25:34 内村　展久 ｳﾁﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ - 岡山県
41 2420 0:25:42 矢田　義秀 ﾔﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ - 広島県
42 2411 0:25:57 上原　通利 ｳｴﾊﾗ ﾐﾁﾄｼ - 岡山県
43 2433 0:26:00 前原　伸博 ﾏｴﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 井原ＪＹＳＣ 岡山県
44 2428 0:26:06 妹尾　敏行 ｾﾉｵ ﾄｼﾕｷ - 岡山県
45 2460 0:26:08 妹尾　亘泰 ｾﾉｵ ﾉﾌﾞﾔｽ 稲倉 岡山県

４）５ｋｍの部　⑬男子４０歳代



46 2440 0:26:10 三浦　寛士 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ - 岡山県
47 2451 0:26:14 松本　浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ ＡＣＴ共済会 広島県
48 2426 0:26:58 本間　有 ﾎﾝﾏ ﾀﾓﾂ - 兵庫県
49 2463 0:28:00 藤本　卓治 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸｼﾞ - 岡山県
50 2432 0:28:19 中西　正人 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ - 岡山県
51 2415 0:28:33 藤原　浩樹 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ - 広島県
52 2405 0:28:41 岡原　雄高 ｵｶﾊﾗ ﾕﾀｶ 白麗陵 岡山県
53 2453 0:28:46 近藤　弘人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 藤木工務店 岡山県
54 2454 0:30:22 中岡　大樹 ﾅｶｵｶ ﾀﾞｲｷ - 広島県
55 2417 0:30:58 田中　竜一 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ - 岡山県
56 2431 0:31:19 田中　康典 ﾀﾅｶ ﾔｽﾉﾘ - 岡山県
57 2414 0:31:30 川上　桂二 ｶﾜｶﾐ ｹｲｼﾞ Ｔ岡山ＣＣ 岡山県
58 2450 0:31:42 松本　高志 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ - 岡山県
59 2421 0:32:14 山田　真二 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ スパークルＲＧ 岡山県
60 2422 0:33:59 村上　賢豪 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｺﾞｳ - 広島県
61 2467 0:34:42 落合　一正 ｵﾁｱｲ ｶｽﾞﾏｻ - 岡山県
62 2452 0:36:51 河本　泰行 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾕｷ - 広島県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 2533 0:17:23 平井　秀尚 ﾋﾗｲ ﾋﾃﾞﾅｵ 総社・神在小 岡山県
2 2532 0:18:20 蜂須賀　泰博 ﾊﾁｽｶ ﾖｼﾋﾛ - 岡山県
3 2530 0:18:22 牟禮　賢一 ﾑﾚ ｹﾝｲﾁ 高松市走ろう会 香川県
4 2508 0:18:26 柿原　貴次 ｶｷﾊﾗ ﾀｶｼﾞ 柿原整体治療院 広島県
5 2524 0:18:39 山高　浩司 ﾔﾏﾀｶ ｺｳｼﾞ 廿日市市陸協 広島県
6 2501 0:18:40 塚本　昭彦 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋｺ 尾道市陸協 広島県
7 2523 0:18:59 中澤　隆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ - 鳥取県
8 2502 0:19:31 大橋　裕 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 岡山ＡＣ 岡山県
9 2544 0:19:47 種谷　圭一郎 ﾀﾈﾀﾆ ｹｲｲﾁﾛｳ 大和マルヰガス 岡山県

10 2507 0:19:48 住田　義明 ｽﾐﾀﾞ - 岡山県
11 2520 0:19:53 渡邉　伸太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ フェニテック 岡山県
12 2527 0:20:15 藤井　功 ﾌｼﾞｲ ｲｻｵ タートルＪＣ 広島県
13 2538 0:20:24 畠山　彰人 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾋﾄ Ｒ～３ 岡山県
14 2528 0:20:36 森下　泰孝 ﾓﾘｼﾀ ﾔｽﾀｶ 井原ＲＣ 岡山県
15 2503 0:20:40 西江　利文 ﾆｼｴ ﾄｼﾌﾐ 井原教員クラブ 岡山県
16 2540 0:20:52 増成　賢治 ﾏｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 岡山教員クラブ 広島県
17 2506 0:20:56 成本　文明 ﾅﾘﾓﾄ ﾌﾐｱｷ - 岡山県
18 2537 0:20:59 高山　勝智 ﾀｶﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ ＰＰＣ－ＮＢＺ 静岡県
19 2536 0:21:12 菅野　雅文 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ - 岡山県
20 2535 0:21:29 古角　忠之 ｺｶﾄﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 矢掛ランニング 岡山県
21 2519 0:21:31 前原　平治 ﾏｴﾊﾗ ﾍｲｼﾞ 川崎学園 岡山県
22 2514 0:22:07 福島　昭治 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｼﾞ サンエス 広島県
23 2531 0:22:07 佐藤　充 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ たかやＲＣ 岡山県
24 2539 0:23:07 橋本　文春 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐﾊﾙ - 広島県
25 2509 0:23:30 藤原　隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ - 広島県
26 2526 0:25:02 杉原　慶信 ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ - 岡山県
27 2513 0:25:40 三宅　幸浩 ﾐﾔｹ ﾕｷﾋﾛ - 岡山県
28 2516 0:26:08 森下　敏章 ﾓﾘｼﾀ ﾄｼｱｷ - 広島県
29 2545 0:26:09 筒井　信一 ﾂﾂｲ ｼﾝｲﾁ - 広島県
30 2546 0:26:10 和田　純一 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ エスビー食品 岡山県
31 2542 0:26:27 三宅　淳司 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ - 岡山県
32 2543 0:26:30 木村　英明 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ＪＦＥＵ 岡山県
33 2505 0:26:45 坂口　裕之 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ MBC１８０ 兵庫県
34 2511 0:27:15 岡本　達也 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ - 岡山県
35 2504 0:28:52 藤原　伸一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ - 岡山県
36 2515 0:29:19 藤田　幸弘 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋﾛ - 岡山県
37 2525 0:29:53 岩城　新一 ｲﾜｷ ｼﾝｲﾁ Ｗ・高梁川 岡山県
38 2541 0:30:02 岩井　博行 ｲﾜｲ ﾋﾛﾕｷ - 岡山県
39 2521 0:30:42 松井　省吾 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ チーム　マツイ 広島県

４）５ｋｍの部　⑭男子５０歳代



40 2518 0:31:23 松本　元次 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄﾂｸﾞ - 島根県
41 2512 0:31:50 大草　誠 ｵｵｸｻ ﾏｺﾄ - 岡山県
42 2522 0:32:53 寺地　竜夫 ﾃﾗﾁ ﾀﾂｵ - 広島県
43 2517 0:35:28 船越　博章 ﾌﾅｺｼ ﾋﾛｱｷ ＳＴＲＣ 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 2670 0:19:56 林　幸弘 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 福山技研工業 広島県
2 2641 0:20:32 光本　雅洋 ﾐﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 備前縁陽 岡山県
3 2607 0:20:44 福﨑　穰司 ﾌｸｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ - 広島県
4 2628 0:20:47 迫江　茂幸 ｻｺｴ ｼｹﾞﾕｷ プリウス走友会 広島県
5 2656 0:20:53 西村　千壽 ﾆｼﾑﾗ ﾁﾄｼ 岡山マスターズ 岡山県
6 2689 0:21:19 西脇　正美 ﾆｼﾜｷ ﾏｻﾐ - 兵庫県
7 2614 0:21:51 平松　庸元 ﾋﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ ヒラリダンス 岡山県
8 2609 0:22:50 岡田　正 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ パサージュRC 岡山県
9 2667 0:24:48 桑田　拓治 ｸﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 福山市職労ＲＣ 広島県

10 2640 0:25:16 藤井　克己 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾐ - 岡山県
11 2613 0:25:53 馬屋原　和正 ｳﾏﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ 誠走会 広島県
12 2635 0:25:59 和田　正巳 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾐ - 広島県
13 2647 0:26:02 土山　秀雄 ﾂﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ - 岡山県
14 2606 0:26:36 妹尾　康也 ｾﾉｵ ﾔｽﾅﾘ 岡山マスターズ 岡山県
15 2621 0:26:57 山下　唯徳 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾀﾞﾉﾘ エイトマンJC 岡山県
16 2688 0:27:26 細川　恵永 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 福山走ろう会 広島県
17 2645 0:27:26 水川　映一 ﾐｽﾞｶﾜ ｴｲｲﾁ - 広島県
18 2638 0:27:33 橋本　秀樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ - 広島県
19 2684 0:27:43 増野　清人 ﾏｼﾉ ｷﾖﾄ 早う走ＲＵＮ会 岡山県
20 2677 0:27:55 藤井　悟 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾙ 福山水道ＲＣ 広島県
21 2659 0:27:56 西岡　清美 ﾆｼｵｶ ｷﾖﾐ - 岡山県
22 2675 0:27:59 堤　光昭 ﾂﾂﾐ ﾐﾂｱｷ - 岡山県
23 2633 0:28:10 佐々木　且之 ｻｻｷ ｶﾂﾕｷ - 広島県
24 2680 0:28:11 芳村　喜道 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾐﾁ くずてつ 広島県
25 2625 0:28:28 瓜生　健二 ｳﾘｳ ｹﾝｼﾞ あひるクラブ 広島県
26 2627 0:28:32 谷　登喜雄 ﾀﾆ ﾄｷｵ - 岡山県
27 2658 0:28:36 木坂　隆三 ｷｻｶ ﾘｭｳｿﾞｳ - 広島県
28 2669 0:29:02 宮本　修 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ 木本ＲＣ 岡山県
29 2608 0:29:02 新野　晴芳 ﾆｲﾉ ﾊﾙﾖｼ - 岡山県
30 2632 0:29:07 岡本　昌昭 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ - 広島県
31 2644 0:29:07 松原　誠 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ - 広島県
32 2637 0:29:19 羽原　和彦 ﾊﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ - 広島県
33 2673 0:29:30 笹井　正敏 ｻｻｲ ﾏｻﾄｼ - 広島県
34 2604 0:29:34 坂本　斉史 ｻｶﾓﾄ ｾｲｼ - 広島県
35 2612 0:29:40 守　一己 ﾓﾘ ｶｽﾞﾐ 大畠ふたりAC 岡山県
36 2662 0:29:41 村上　光彦 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾋｺ - 広島県
37 2626 0:29:43 小栁　定男 ｺﾔﾅｷﾞ ｻﾀﾞｵ - 広島県
38 2676 0:29:47 岩畦　一 ｲﾜｳﾈ ﾊｼﾞﾒ - 岡山県
39 2687 0:29:55 柏葉　勝彦 ｶｼﾊﾞ ｶﾂﾋｺ - 山口県
40 2661 0:29:59 俊田　康弘 ﾄｼﾀ ﾔｽﾋﾛ - 広島県
41 2668 0:30:03 三村　則夫 ﾐﾑﾗ ﾉﾘｵ - 広島県
42 2685 0:30:09 永井　英夫 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 日立愛走会 茨城県
43 2601 0:30:25 梅田　学 ｳﾒﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 生きがい創り 岡山県
44 2611 0:30:33 兼本　博之 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ - 広島県
45 2619 0:30:47 内村　正夫 ｳﾁﾑﾗ ﾏｻｵ - 岡山県
46 2618 0:30:55 青井　英一 ｱｵｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ メダカクラブ 岡山県
47 2666 0:31:11 佐藤　丈夫 ｻﾄｳ ﾀｹｵ - 岡山県
48 2665 0:31:26 大内　弘志 ｵｵｳﾁ ﾋﾛｼ - 岡山県
49 2649 0:31:40 浅野　健一 ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ - 岡山県
50 2602 0:32:00 今岡　正昭 ｲﾏｵｶ ﾏｻｱｷ - 岡山県
51 2622 0:32:02 牧　純也 ﾏｷ ｽﾐﾔ 三菱自動車OB 岡山県
52 2664 0:32:27 武　逸男 ﾀｹ ｲﾂｵ - 岡山県

４）５ｋｍの部　⑮男子６０歳以上



53 2681 0:32:36 倉田　元一 ｸﾗﾀ ﾓﾄｲﾁ - 岡山県
54 2683 0:32:38 宇野　天士 ｳﾉ ﾀｶｼ - 広島県
55 2623 0:32:52 藤井　道広 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁﾋﾛ - 広島県
56 2646 0:32:54 下垣内　和典 ｼﾓｶﾞｲﾁ ｶｽﾞﾉﾘ - 広島県
57 2629 0:33:54 川崎　孝義 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾖｼ ８０まで走ろう会 岡山県
58 2678 0:33:59 木村　幸雄 ｷﾑﾗ ﾕｷｵ - 広島県
59 2631 0:34:07 福島　誠輝 ﾌｸｼﾏ ｾｲｷ 冷延ＲＣ 岡山県
60 2657 0:34:09 中村　峻則 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 稲背脛ＲＣ 岡山県
61 2615 0:34:36 川上　裕治 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ - 広島県
62 2642 0:34:43 溝上　滝雄 ﾐｿﾞｳｴ ﾀｷｵ - 広島県
63 2630 0:35:15 石井　博 ｲｼｲ ﾋﾛｼ - 広島県
64 2639 0:35:41 濵﨑　丈治 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 岡桑会 岡山県
65 2650 0:35:46 三宅　惇司 ﾐﾔｹ ｱﾂｼ - 岡山県
66 2643 0:36:08 江崎　克彦 ｴｻｷ ｶﾂﾋｺ - 岡山県
67 2672 0:37:14 山本　眞之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ - 愛媛県
68 2603 0:37:38 井上　寛 ｲﾉｳｴ ﾕﾀｶ - 広島県
69 2616 0:37:58 繁田　篤二 ｼｹﾞﾀ ｱﾂｼﾞ 楽走快 岡山県
70 2648 0:39:21 天雲　幸治 ﾃﾝｸﾓ ﾕｷﾊﾙ - 香川県
71 2686 0:39:27 藤枝　寛二 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ - 岡山県
72 2620 0:40:50 溝手　二郎 ﾐｿﾞﾃ ｼﾞﾛｳ - 岡山県
73 2663 0:47:31 大西　芳男 ｵｵﾆｼ ﾖｼｵ - 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 3013 0:18:11 片山　希美香 ｶﾀﾔﾏ ｷﾐｶ - 岡山県
2 3003 0:18:15 森　陽向 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 竹尋ＡＣ 広島県
3 3004 0:18:16 卜部　由莉香 ｳﾗﾍﾞ ﾕﾘｶ 福山城南 広島県
4 3001 0:18:54 土屋　舞琴 ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 井原陸上クラブ 岡山県
5 3025 0:19:46 安藤　充郁 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 玉島北中学校 岡山県
6 3032 0:20:28 浦島　萌乃佳 ｳﾗｼﾏ ﾎﾉｶ 東部中学校 富山県
7 3027 0:22:49 船越　菜々 ﾌﾅｺｼ ﾅﾅ 岡山大安寺 岡山県
8 3020 0:24:08 髙田　亜美 ﾀｶﾀ ｱﾐ ばすけっと 岡山県
9 3026 0:24:27 葛原　夏輝 ｸｽﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 倉敷第一中学校 岡山県

10 3015 0:24:28 中西　実結 ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ 井原中学校 岡山県
11 3014 0:24:36 花岡　小羽 ﾊﾅｵｶ ｺﾊﾈ 井原中学校 岡山県
12 3007 0:24:37 笠原　みみ ｶｻﾊﾗ ﾐﾐ 井原中学校 岡山県
13 3005 0:24:52 矢田　美咲 ﾔﾀﾞ ﾐｻｷ - 広島県
14 3021 0:25:02 小林　美紅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 井原中学校 岡山県
15 3018 0:25:13 國竹　瞳 ｸﾆﾀｹ ﾋﾄﾐ ＮＥＸＴ 広島県
16 3017 0:25:22 藤澤　ななみ ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅﾐ ＮＥＸＴ 広島県
17 3024 0:25:52 山本　麗菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ - 岡山県
18 3022 0:26:01 久安　友依 ﾋｻﾔｽ ﾕｲ ばすけっと 岡山県
19 3012 0:26:43 松本　京華 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｶ 井原中学校 岡山県
20 3023 0:27:01 曽根　里菜 ｿﾈ ﾘﾅ 井原中学校 岡山県
21 3016 0:27:13 佐藤　朱莉 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 井原中学校 岡山県
22 3019 0:28:04 平川　陽菜 ﾋﾗｶﾜ ﾊﾙﾅ ＮＥＸＴ 広島県
23 3008 0:29:54 猪原　冴映 ｲﾉﾊﾗ ｻｴ - 岡山県
24 3002 0:30:06 畑地　華佳 ﾊﾀﾁ ﾊﾙｶ - 岡山県
25 3006 0:40:21 片山　美咲 ｶﾀﾔﾏ ﾐｻｷ - 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 3117 0:21:41 中山　舞 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ - 富山県
2 3116 0:22:51 中山　愛美 ﾅｶﾔﾏ ｱﾐ 魚津高校 富山県
3 3106 0:23:26 三宅　紗都香 ﾐﾔｹ ｻﾂｶ - 岡山県
4 3115 0:26:19 川岡　千穂 ｶﾜｵｶ ﾁﾎ - 広島県
5 3110 0:26:38 妹尾　友恵 ｾﾉｵ ﾄﾓｴ - 岡山県
6 3107 0:27:41 松崎　裕子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｺ 梅の木クラブ 岡山県
7 3112 0:30:30 渡邊　千智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ チーム倉中 岡山県

４）５ｋｍの部　⑯女子中学生

４）５ｋｍの部　⑰女子２９歳以下



8 3104 0:31:09 藤田　真理 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘ - 岡山県
9 3109 0:32:44 外山　佳瑞 ﾄﾔﾏ ﾖｼﾐ - 大阪府

10 3103 0:32:55 藤田　真希 ﾌｼﾞﾀ ﾏｷ - 岡山県
11 3114 0:33:42 原田　幸子 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾁｺ かめとうさぎ 広島県
12 3108 0:33:56 重政　友貴子 ｼｹﾞﾏｻ ﾕｷｺ - 広島県
13 3113 0:34:04 勝部　涼子 ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳｺ チーム倉中 岡山県
14 3111 0:35:07 山口　祐美子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾐｺ - 大阪府
15 3102 0:36:39 藤田　真弓 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕﾐ - 岡山県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 3222 0:19:51 平田　裕子 ﾋﾗﾀ ﾕｳｺ 玉島の森クラブ 岡山県
2 3217 0:22:19 杉森　めぐみ ｽｷﾞﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ - 広島県
3 3213 0:23:15 小寺　佳枝 ｺﾃﾞﾗ ﾖｼｴ - 広島県
4 3214 0:23:35 村上　真木 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷ - 岡山県
5 3220 0:23:55 越野　忍 ｺｼﾉ ｼﾉﾌﾞ ランプロＲＣ 岡山県
6 3202 0:24:59 高原　幸子 ﾀｶﾊﾗ ｻﾁｺ シャトーマルゴ 岡山県
7 3218 0:25:05 藤井　恵 ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ - 広島県
8 3225 0:25:17 野口　美絵 ﾉｸﾞﾁ ﾐｴ - 岡山県
9 3208 0:25:59 釜山　亜希子 ｶﾏﾔﾏ ｱｷｺ - 岡山県

10 3221 0:26:30 鶴田　智子 ﾂﾙﾀ ｻﾄｺ チーム快風 広島県
11 3210 0:26:56 前原　有美 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾐ シャトーマルゴ 岡山県
12 3209 0:27:08 井上　扶美 ｲﾉｳｴ ﾌﾐ シャトーマルゴー 岡山県
13 3215 0:27:09 三浦　祥子 ﾐｳﾗ ｼｮｳｺ - 岡山県
14 3229 0:27:47 林　由紀子 ﾊﾔｼ ﾕｷｺ - 岡山県
15 3212 0:28:49 宇野　麿夢 ｳﾉ ﾏﾛﾑ - 岡山県
16 3204 0:31:17 中岡　貴子 ﾅｶｵｶ ﾀｶｺ - 広島県
17 3228 0:31:31 石井　淳子 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｺ - 岡山県
18 3226 0:31:54 小西　由紀恵 ｺﾆｼ ﾕｷｴ - 岡山県
19 3205 0:33:32 山田　祐美 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐ スパークルＲＧ 岡山県
20 3203 0:33:40 松本　陽子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ - 岡山県
21 3211 0:34:42 森　知子 ﾓﾘ ﾄﾓｺ - 岡山県
22 3207 0:37:01 青木　里紗 ｱｵｷ ﾘｻ - 岡山県
23 3223 0:37:11 河本　優 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳ - 広島県

順位 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　名 フリガナ タイム 所属クラブ 地区
1 3312 0:20:46 佐藤　恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 桃太郎夢クラブ 岡山県
2 3323 0:22:31 佐藤　美保 ｻﾄｳ ﾐﾎ たかやＲＣ 岡山県
3 3305 0:23:38 福田　八恵美 ﾌｸﾀﾞ ﾔｴﾐ 新見走ろう会 岡山県
4 3316 0:24:12 下山　裕子 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾛｺ - 岡山県
5 3301 0:24:27 守　百合葉 ﾓﾘ ﾕﾘﾊ 大畠ふたりAC 岡山県
6 3341 0:25:00 川上　景子 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｺ シャトーマルゴ 岡山県
7 3339 0:25:58 竹本　浩子 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｺ 岡山大学病院 岡山県
8 3320 0:26:23 友田　久仁子 ﾄﾓﾀﾞ ｸﾆｺ 中銀ＡＣ 岡山県
9 3309 0:28:08 小野　真智子 ｵﾉ ﾏﾁｺ シャトーマルゴ 岡山県

10 3322 0:28:55 石井　理恵 ｲｼｲ ﾘｴ - 岡山県
11 3337 0:28:55 出原　康子 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾔｽｺ おじやまＡＣ 岡山県
12 3338 0:29:24 久枝　美紀 ﾋｻｴﾀﾞ ﾐｷ - 岡山県
13 3321 0:29:32 佐藤　典子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ - 岡山県
14 3331 0:29:47 橋本　晴美 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾐ - 広島県
15 3324 0:30:50 折出　美沙子 ｵﾘﾃﾞ ﾐｻｺ - 広島県
16 3326 0:30:59 池田　由美子 ｲｹﾀﾞ ﾕﾐｺ - 広島県
17 3333 0:31:13 吉田　加代子 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖｺ 倉敷化工 岡山県
18 3308 0:32:05 佐藤　節子 ｻﾄｳ ｾﾂｺ - 岡山県
19 3314 0:32:14 秋山　和美 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾐ - 岡山県
20 3307 0:32:26 十河　裕美 ｿｺﾞｳ ﾋﾛﾐ - 岡山県
21 3336 0:33:08 出原　正子 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾏｻｺ おじやまＡＣ 岡山県
22 3310 0:33:21 末滝　美佳 ｽｴﾀｷ ﾐｶ シャトーマルゴ 岡山県

４）５ｋｍの部　⑲女子４６歳以上

４）５ｋｍの部　⑱女子３０～４５歳



23 3330 0:33:47 井上　央江 ｲﾉｳｴ ﾋｻｴ - 岡山県
24 3317 0:34:05 鳥丸　孝子 ﾄﾘﾏﾙ ﾀｶｺ - 岡山県
25 3311 0:34:23 森原　文子 ﾓﾘﾊﾗ ｱﾔｺ - 広島県
26 3318 0:34:28 青木　多美子 ｱｵｷ ﾀﾐｺ - 岡山県
27 3306 0:35:03 大草　友美 ｵｵｸｻ ﾄﾓﾐ - 岡山県
28 3328 0:35:12 弓削　とも子 ﾕｹﾞ ﾄﾓｺ - 岡山県
29 3313 0:35:33 上岡　奈津美 ｳｴｵｶ ﾅﾂﾐ - 岡山県
30 3335 0:35:50 和田　千賀子 ﾜﾀﾞ ﾁｶｺ - 岡山県
31 3303 0:37:57 繁田　睦子 ｼｹﾞﾀ ﾑﾂｺ 楽走快 岡山県
32 3315 0:38:38 村上　信子 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｺ - 広島県
33 3332 0:39:00 重政　一恵 ｼｹﾞﾏｻ ｶｽﾞｴ - 広島県
34 3325 0:40:39 倉田　典子 ｸﾗﾀ ﾉﾘｺ - 岡山県
35 3327 0:46:40 田原　和美 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾐ - 岡山県


