
順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第34回サザン･セト大島ロードレース大会 2018/02/11

10ｋｍ　50歳代男子

所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

4005 上本　尚弘 0:37:211 ｳｴﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 柳井市

4010 角田　和義 0:40:542 ｶｸﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 防府市 ※

4235 山根　真明 0:41:123 ﾔﾏﾈ ﾏｻｱｷ 広島市

4297 下瀬　英雄 0:42:444 ｼﾓｾ ﾋﾃﾞｵ 防府市

4024 藤本　保彦 0:43:085 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 岩国市

4047 羽部　幸光 0:43:516 ﾊﾍﾞ ﾕｷﾐﾂ 北広島町

4042 大村　東洋和 0:45:057 ｵｵﾑﾗ ﾄﾖｶｽﾞ 山口マスターズ岩国市

4274 中本　和彦 0:45:178 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 海田町

4140 伊賀　浩一郎 0:45:429 ｲｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 下松市

4028 新井　利光 0:46:5010 ｱﾗｲ ﾄｼﾐﾂ 山口市

4026 河本　義弘 0:47:0211 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 美川福祉会岩国市

4086 粟屋　浩道 0:47:1312 ｱﾜﾔ ﾋﾛﾐﾁ 山口市

4040 相川　勝彦 0:47:1713 ｱｲｶﾜ ｶﾂﾋｺ 相川社会保険労務士岩国市

4035 古賀　信也 0:47:1714 ｺｶﾞ ｼﾝﾔ 岩国市

4057 岩谷　功 0:47:3915 ｲﾜﾀﾆ ｲｻｵ 広島市

4249 原　宏治 0:47:4016 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 原・張娜電光石火安芸高田市

4037 山本　康治 0:47:4617 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 広島市

4099 中本　幸太郎 0:48:2418 ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 広島市

4167 山本　哲之 0:48:4819 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾕｷ 柳井市

4329 藤保　雅博 0:48:5120 ﾌｼﾞﾔｽ ﾏｻﾋﾛ 安芸高田市

4345 岡　利晋 0:49:3021 ｵｶ ﾄｼﾕｷ 防府市

4108 三好　潤一 0:49:4122 ﾐﾖｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 萩市

4084 白井　亨一 0:49:4123 ｼﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ 広島市

4094 半田　友久 0:50:1524 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 廿日市市

4090 嬉　泰明 0:50:5025 ｳﾚｼ ﾔｽｱｷ 田布施町

4355 松村　智正 0:51:0426 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾏｻ 廿日市市

4123 丸山　克哉 0:51:0627 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾔ 宇部市

4146 岩藤　春樹 0:52:0828 ｲﾜﾌｼﾞ ﾊﾙｷ 下関市

4348 山田　直明 0:52:0929 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ 防府市

4079 塚田　友宏 0:52:1530 ﾂｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 定例会岩国市

4066 大丸　浩志 0:52:2231 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋﾛｼ ＮＥＸＣＯエンジ中国広島市

4014 山本　和史 0:52:2932 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｼ 山口市

4294 山下　克巳 0:52:3933 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾐ 上関町

4149 迫田　昭彦 0:52:5234 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾋｺ ただひたすら、前へ広島市

4041 石見　保志 0:53:1235 ｲﾜﾐ ﾔｽｼ 岩国市

4178 八木　住雄 0:53:1336 ﾔｷﾞ ｽﾐｵ 防府市

4145 田中　正幸 0:53:2037 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 広電走友会廿日市市

4112 島田　佳昭 0:53:3438 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 下松市

4109 陶山　泰則 0:53:3539 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ タツヤジャポン広島市

4261 西村　研治 0:53:3540 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 光市

4161 正尺　弘樹 0:54:0241 ｼｮｳｼﾞｬｸ ﾋﾛｷ 広島市

4142 児玉　浩志 0:54:2142 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｼ 山口市

4081 森　浩 0:54:3343 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 周南市

4141 山下　健次 0:54:4344 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 岩国市

4347 野原　弘幸 0:54:4445 ﾉﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 山口市

4143 森国　正基 0:54:5046 ﾓﾘｸﾆ ﾏｻｷ 岩国市

4254 田川　朝典 0:55:2847 ﾀｶﾞﾜ ｱｻﾉﾘ 光市

4170 小西　博明 0:55:4748 ｺﾆｼ ﾋﾛｱｷ 下松市

4139 ｱﾘ ｱｽｶﾞﾙ 0:56:2549 ｱﾘ ｱｽｶﾞﾙ 宇部市

4101 山下　洋一 0:56:3250 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｲﾁ 広島市
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4175 大野　幸弘 0:56:4251 ｵｵﾉ ﾕｷﾋﾛ 府中町

4185 沖原　政裕 0:57:0352 ｵｷﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩国市

4121 大浦　不可止 0:57:1353 ｵｵｳﾗ ﾌｶｼ 柳井市

4110 飯塚　忠 0:57:2554 ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾀﾞｼ 和木町

4303 吉本　保 0:57:3255 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾓﾂ 広島市

4156 長門　清則 0:57:4056 ﾅｶﾞﾄ ｷﾖﾉﾘ 大竹市

4202 矢次　博志 0:58:1757 ﾔﾂｷﾞ ﾋﾛｼ 山口市

4275 村上　弘志 0:58:2758 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 山口市

4210 林　光昭 0:58:4359 ﾊﾔｼ ﾐﾂｱｷ 大竹市

4137 小泉　大 0:58:4760 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 廿日市市

4330 田中　克之 0:59:0661 ﾀﾅｶ ｶﾂﾕｷ 三丘オーシャンズ5周南市

4039 水本　茂則 0:59:2362 ﾐｽﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ 光市

4163 中長　健二 0:59:2763 ﾅｶﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ 中袖ＳＲＣ周南市

4155 貞本　芳彦 0:59:4964 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 防府市

4257 沖野　浩二 1:00:0165 ｵｷﾉ ｺｳｼﾞ ㈱山産岩国市

4287 古迫　登志郎 1:00:1266 ﾌﾙｻｺ ﾄｼﾛｳ 光市

4236 大田　隆史 1:00:2367 ｵｵﾀ ﾀｶﾌﾐ バンドー化学兵庫県

4344 髙畑　茂 1:00:5868 ｺｳﾊﾀ ｼｹﾞﾙ Unix廿日市市

4220 繁冨　靖生 1:02:1669 ｼｹﾞﾄﾐ ﾔｽｵ 広島市

4332 佐々木　伸行 1:02:3570 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 田布施町

4227 竹内　正義 1:03:1071 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾖｼ 防府市

4195 北林　隆浩 1:03:5172 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 岩国市

4153 亀田　孝志 1:03:5973 ｶﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 広島市

4213 谷本　浩 1:05:1274 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｼ コベルコ建機ＴＡＣ広島市

4331 加藤　雄一 1:07:0175 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 広島市

4217 斉藤　龍彦 1:07:0876 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ ＨＫＲＣ呉市

4211 松田　敏則 1:08:4577 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ タツヤジャポン広島市

4204 原　康三 1:10:2478 ﾊﾗ ﾔｽﾐﾂ 夢の続き光市

4224 西原　太 1:12:3479 ﾆｼﾊﾗ ﾌﾄｼ 広島市

4218 斉藤　浩征 1:12:4380 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 定例会広島市

4320 森重　隆文 1:15:4281 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾌﾐ 防府市
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