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3128 水口　涼 0:32:231 ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ 岩国高校岩国市

3005 大竹　康平 0:32:312 ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 広島経済大学広島市

3003 石津　悟 0:33:003 ｲｼﾂﾞ ｻﾄﾙ 大竹市陸協廿日市市 ※

3178 村重　亮達 0:33:364 ﾑﾗｼｹﾞ ﾘｮｳﾀﾂ 岩国高校岩国市

3008 福永　竜也 0:34:055 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 大竹市陸協大竹市 ※

3007 古賀　友明 0:34:106 ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ 三菱ケミカル岩国市

3180 小林　聖武 0:34:217 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 岩国工業高校岩国市

3132 武林　悠天 0:34:228 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾀｶ 岩国高校陸上部岩国市

3025 伊藤　信雄 0:34:419 ｲﾄｳ ｼﾝﾕｳ 皆実高校東広島市

3002 千代延　巧 0:34:5110 ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ 明誠高校島根県 ※

3168 清永　啓喜 0:34:5411 ｷﾖﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 周南市

3138 奥川　雄也 0:35:0012 ｵｸｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 広島県立宮島工業高等学校廿日市市

3179 細川　貴史 0:35:2313 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 岩国工業高校岩国市

3018 村田　翔哉 0:35:3514 ﾑﾗﾀ ｼﾖｳﾔ 誠英高校防府市

3137 江崎　琉哉 0:35:4415 ｴｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ 広島県立宮島工業高等学校廿日市市

3014 菊地　裕太 0:36:0116 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ ＪＸＴＧ麻里布岩国市 ※

3010 河田　雅士 0:36:0217 ｶﾜﾀ ﾏｻｼ 岩国高校岩国市

3144 弘中　慧 0:36:0818 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄﾙ 山口県立岩国高等学校岩国市

3009 濱松　海斗 0:36:1119 ﾊﾏﾏﾂ ｶｲﾄ 広島経済大学広島市

3026 古浜　功二 0:36:2320 ﾌﾙﾊﾏ ｺｳｼﾞ 柳井化学岩国市

3012 藤村　貴司 0:36:3021 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ 海上自衛隊岩国岩国市 ※

3019 堂本　尚吾 0:36:3122 ﾄﾞｳﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 安芸陸協広島市 ※

3184 松岡　慎吾 0:36:3323 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ 岩国工業高校岩国市

3022 蜷川　祥太 0:36:3424 ﾐﾅｶﾜ ｼｮｳﾀ 三菱重工広島広島市 ※

3149 岡本　勇二郎 0:36:4125 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ Ｓｔｅｐ防府市

3153 福字　涼太郎 0:36:4226 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 光高等学校光市

3176 石原　隆之介 0:36:4527 ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 光高等学校光市

3001 奥田　捺暉 0:36:4828 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 明誠高校島根県 ※

3157 原田　裕大 0:36:5529 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 光高等学校光市

3006 藤井　俊平 0:36:5530 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東広島市 ※

3139 田村　陸斗 0:36:5631 ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ 周防大島高校陸上部周防大島町

3021 田邉　雄一郎 0:36:5732 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宇部市 ※

3155 吉長　大貴 0:36:5933 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 光高等学校光市

3156 今村　柊野 0:37:1234 ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳﾔ 光高等学校光市

3171 矢野　利生 0:37:1835 ﾔﾉ ﾄｼｷ 岩国工業高校岩国市

3015 岡迫　竜汰 0:38:1236 ｵｶｻｺ ﾘｭｳﾀ 岩国市

3020 長崎　隼太 0:38:3437 ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾔﾀ トライスマイル広島市

3129 作本　育海 0:38:4538 ｻｸﾓﾄ ｲｸﾐ 岩国高校岩国市

3016 谷本　拓巳 0:38:4739 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｸﾐ 田布施町

3054 松田　優瑠 0:38:4740 ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ タツヤジャポン広島市

3141 田村　悠太 0:39:1441 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 周防大島高校陸上部周防大島町

3154 濵田　優希 0:39:3242 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 光高等学校光市

3031 木村　治彦 0:39:3543 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 山口市

3136 安田　圭吾 0:39:4144 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 広島県立宮島工業高等学校廿日市市

3167 田中　遥伎 0:39:4645 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 周南市

3032 勝本　健二 0:39:5646 ｶﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 岩国市

3037 中村　秀一 0:41:5647 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 航空自衛隊防府市

3175 村岡　泰成 0:42:0748 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 光高等学校光市

3074 髙橋　慶伍 0:42:1549 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 山口県立防府高等学校防府市

3071 加川　竜太 0:42:2450 ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 東広島市
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3030 村上　達哉 0:42:3251 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ 岩国市

3024 森　直樹 0:42:4252 ﾓﾘ ﾅｵｷ 三菱重工広島広島市 ※

3034 八山　亮太 0:43:0853 ﾊﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 周南市

3181 石丸　竣也 0:43:2854 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾔ 光高等学校光市

3035 石井　勝士 0:44:2655 ｲｼｲ ﾏｻｼ 新笠戸ドック周南市

3188 神田　将司 0:44:3156 ｺｳﾀﾞ ﾏｻｼ 岩国市

3013 杉谷　将梧 0:44:5157 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 川戸鉄工所田布施町

3064 朝山　清貴 0:44:5358 ｱｻﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 防府高校登山部防府市

3067 国貞　開心 0:45:1159 ｸﾆｻﾀﾞ ｶｲｼﾝ 防府市

3165 安本　将雄 0:45:1360 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻｵ 周防大島高校陸上部周防大島町

3072 中川　裕太 0:45:1961 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 日本製紙岩国市

3033 宮野　史康 0:45:3362 ﾐﾔﾉ ﾌﾐﾔｽ 面担広島市

3044 久保　圭史 0:45:5163 ｸﾎﾞ ｹｲｼ ランナーズクボ岩国市

3047 為近　晋 0:46:1064 ﾀﾒﾁｶ ｽｽﾑ 下松市

3142 松岡　巧 0:46:1765 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 大島郡陸協柳井市

3174 橋本　雅也 0:46:3466 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 光高等学校光市

3043 亀井　靖 0:46:3667 ｶﾒｲ ﾔｽｼ ＴＡＩＫＯ光市

3182 徳永　仁志 0:46:4368 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾄｼ 周防大島高校周防大島町

3053 松田　昌樹 0:46:4469 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｷ でちょるる周防大島町

3060 倉西　郷滋 0:46:5470 ｸﾗﾆｼ ｷｮｳｼﾞ 広島市

3050 重安　仁志 0:47:1471 ｼｹﾞﾔｽ ﾋﾄｼ 周南市

3127 岩崎　亮 0:47:2072 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 廿日市市

3027 古閑　巧 0:47:2573 ｺｶﾞ ﾀｸﾐ 海上自衛隊岩国岩国市

3048 小倉　希一郎 0:47:3074 ｵｸﾞﾗ ｷｲﾁﾛｳ 島根県

3164 岡　拓也 0:47:3375 ｵｶ ﾀｸﾔ 光市

3131 野添　和也 0:47:5976 ﾉｿﾞｴ ｶｽﾞﾔ 廿日市市

3135 風井　裕次郎 0:48:2177 ｶｾﾞｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 宇部市

3086 細田　浩輔 0:48:2278 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｽｹ 広島市

3056 島本　嶺 0:48:2279 ｼﾏﾓﾄ ﾚｲ 廿日市市

3041 齊藤　真輝 0:48:3080 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 岩国市

3104 野田　俊介 0:48:3381 ﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 防府市

3183 上畠　彰太 0:48:3982 ｳｴﾊﾀ ｼｮｳﾀ 周防大島高校岩国市

3185 藤田　麟太郎 0:48:4083 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 岩国市

3090 高菅　寛之 0:49:5884 ﾀｶｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 周南市

3045 村田　広希 0:50:0185 ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 下松市

3069 藤田　瞬 0:50:0986 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝ 防府市

3042 伊賀　孟 0:50:1187 ｲｶﾞ ﾀｹﾙ 下松市

3052 阿部　和幸 0:50:1188 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ ランスマイル広島市

3039 末次　真斗 0:50:1789 ｽｴﾂｸﾞ ﾏﾅﾄ 広島市

3068 松井　裕二 0:50:2190 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 山口市

3085 中本　大俊 0:50:3791 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ 周南市

3123 末永　大祐 0:51:0892 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 防府市

3038 秋本　祐 0:51:3293 ｱｷﾓﾄ ﾀｽｸ 広島市

3083 宮崎　誠 0:51:5394 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 光市

3075 石井　雄一 0:52:0295 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ ＰＡＰＥＲＳ東広島市

3163 石津　真 0:52:2296 ｲｼﾂﾞ ｼﾝ 光市

3145 平原　崚丞 0:52:3397 ﾋﾗﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 和木町

3055 國信　祐太郎 0:52:3798 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 田布施町

3107 山下　琢也 0:52:5099 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ ＨＡＹＡＴ２山口市

3070 谷川　智成 0:53:04100 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 防府市
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3084 高本　一慶 0:53:19101 ﾀｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 岩国市

3082 阿部　克哉 0:53:21102 ｱﾍﾞ ｶﾂﾔ 周南市

3046 熊本　友基 0:53:39103 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 下松市

3120 藤本　淳基 0:53:44104 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 柳井市

3094 末岡　慶晃 0:53:45105 ｽｴｵｶ ﾖｼｱｷ 周南市

3130 大信　順 0:54:03106 ｵｵﾉﾌﾞ ﾊｼﾞﾒ 廿日市市

3088 廣林　正則 0:54:08107 ﾋﾛﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 周南市

3110 北田　尚丈 0:54:12108 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 周南市

3133 河野　哲夫 0:54:17109 ｶﾜﾉ ﾃﾂｵ 山口市

3151 銀　智春 0:54:19110 ｷﾞﾝ ﾄﾓﾊﾙ 岩国市

3100 杉岡　弘基 0:54:26111 ｽｷﾞｵｶ ﾋﾛｷ めで鯛やつら大竹市

3093 河田　隼 0:54:33112 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 廿日市市

3147 青山　高弘 0:54:51113 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 広島市

3118 白木　啓介 0:55:14114 ｼﾗｷ ｹｲｽｹ 光市

3073 古野　陽一郎 0:56:11115 ﾌﾙﾉ ﾖｳｲﾁﾛｳ 周南市

3169 田村　達矢 0:56:21116 ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ 光市役所光市

3040 国広　政登 0:56:53117 ｸﾆﾋﾛ ﾏｻﾄ 岩国市

3152 吉田　啓士 0:56:55118 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ 岩国市

3095 大石　諒太朗 0:57:05119 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 周南市

3057 平山　浩雅 0:57:09120 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 廿日市市

3087 神田　正之 0:57:14121 ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 周南市

3124 佐伯　哲也 0:57:19122 ｻｴｷ ﾃﾂﾔ 防府市

3051 小泉　開勢 0:57:26123 ｺｲｽﾞﾐ ｶｲｾｲ 廿日市市

3103 古村　勇樹 0:57:28124 ｺﾑﾗ ﾕｳｷ 大竹市

3108 楠本　広則 0:57:59125 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 下松市

3066 山本　紘大 0:58:15126 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 周南市

3049 鶴岡　稔也 0:58:23127 ﾄｼ ﾔ 下松市

3089 沖　欣春 0:58:25128 ｵｷ ﾖｼﾊﾙ 周南市

3099 森岡　剛史 0:58:42129 ﾓﾘｵｶ ﾀｹｼ 岩国市

3150 ｱﾘﾌ･ｾﾃｨｱ･ﾊﾔﾝﾀﾞ 0:58:45130 ｱﾘﾌ･ｾﾃｨｱ･ﾊﾔﾝﾀﾞ 本郷ＲＣ岩国市

3079 中山　孝浩 0:58:47131 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 周南市

3112 安田　風明 0:59:12132 ﾔｽﾀﾞ ｶｾﾞｱｷ 柳井市

3158 豊暉原　侑心 0:59:14133 ﾄﾖｷﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 光市

3160 平山　裕規 0:59:25134 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 光市

3081 山田　克巳 1:00:36135 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ 防府市

3126 山口　翔也 1:00:38136 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ なし東広島市

3077 辻　誠 1:01:00137 ﾂｼﾞ ﾏｺﾄ 東広島市

3078 曽我　晃至 1:02:27138 ｿｶﾞ ﾃﾙﾉﾘ 防府市

3101 石見　一貴 1:02:57139 ｲｼﾐ ｶｽﾞﾀｶ 周南市

3146 岩崎　貴樹 1:03:09140 ｲﾜｻｷ ﾀｶｷ 柳井市

3187 杉村　昌輝 1:03:10141 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻｷ ﾏｻｶ 山口市

3119 安井　敬一 1:03:12142 ﾔｽｲ ｹｲｲﾁ 周南市

3122 牛見　悠太 1:04:04143 ｳｼﾐ ﾕｳﾀ 防府市

3148 島田　真也 1:04:08144 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ マッティーズ広島市

3166 村上　孝明 1:04:31145 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 岩国市

3125 小島　寿史 1:05:06146 ｺｼﾞﾏ ﾋｻｼ 防府市

3106 所　英伸 1:06:55147 ﾄｺﾛ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 大竹市

3121 村田　拓海 1:08:24148 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾐ 廿日市市

3115 山田　優一郎 1:08:34149 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 周防大島町

3098 勝田　祐一 1:09:11150 ｶﾂﾀ ﾕｳｲﾁ 平生町
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第34回サザン･セト大島ロードレース大会 2018/02/11

３部：10km高校生以上39歳以下男子

所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

3091 采光　啓太 1:09:22151 ｳﾈﾐﾂ ｹｲﾀ タツヤジャポン広島市

3096 重村　諭 1:09:46152 ｼｹﾞﾑﾗ ｻﾄﾙ 岩国市

3134 村上　輝 1:12:04153 ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 山口市

3117 小薄　翔矢 1:12:17154 ｵｽｷ ｼｮｳﾔ 光市

3092 藤濱　欽三 1:14:14155 ﾌｼﾞﾊﾏ ｷﾝｿﾞｳ タツヤジャポン広島市

3097 竹之内　康孝 1:14:46156 ﾀｹﾉｳﾁ ﾔｽﾀｶ 呉市 ※

P rin t :  2018/02/14 15:08:50 4 /  4 ページ Official  Tim er & Resu l t By F inesystem


