
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

１０部：2km

所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

F251 谷本　昂士郎 0:06:531 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 田布施町

F171 原田　大叶 0:07:082 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 熊毛ＦＣ周南市

F167 古川　聡 0:07:083 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｼ 防府市

F175 清木　涼平 0:07:204 ｾｲｷ ﾘｮｳﾍｲ ひらちゅう周南市

F143 八塚　宥武 0:07:345 ﾔﾂﾞｶ ﾋﾛﾑ 勝間小学校周南市

F237 野村　蒼生 0:07:346 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 広島市

F069 木村　漣 0:07:397 ｷﾑﾗ ﾚﾝ 岩国市

F195 松井　維吹 0:07:408 ﾏﾂｲ ｲﾌﾞｷ 戸田陸上クラブ周南市

F019 川口　貴稔 0:07:519 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 久賀小学校山口県

F060 松山　翔哉 0:07:5210 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳﾔ 通津小学校岩国市

F135 小武家　悠真 0:08:0511 ｺﾌﾞｹ ﾕｳﾏ 幟ランクラブ広島市

F162 原　妃莉 0:08:0512 ﾊﾗ ﾋﾏﾘ ＪＡＣ岩国大竹市

F178 秋山　柚乃 0:08:0613 ｱｷﾔﾏ ﾕﾉ ＪＡＣ岩国岩国市

F115 村岡　希一 0:08:1514 ﾑﾗｵｶ ｷｲﾁ 周南市

F192 渡邊　光仁 0:08:1615 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾄ 下松市

F119 井上　城 0:08:1916 ｲﾉｳｴ ｼﾞｮｳ 名田島小学校山口市

F176 清木　美来 0:08:1917 ｾｲｷ ﾐｷ ひらちゅう周南市

F063 松本　敬介 0:08:2018 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 岩国小学校岩国市

F188 福田　康志 0:08:2119 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼ 柳井市

F198 松嶋　温 0:08:2220 ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙ 萩市

F147 河本　文太 0:08:2221 ｶﾜﾓﾄ ﾌﾞﾝﾀ 富田東小学校周南市

F068 田村　信一郎 0:08:2322 ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 下松市

F209 川口　瞬浬 0:08:2423 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ 付属光小学校光市

F067 田村　駿乃介 0:08:2624 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 下松市

F196 河野　悠佑 0:08:2625 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ 戸田陸上クラブ周南市

F150 山下　勇心 0:08:2726 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾝ 山口市

F023 宮田　野花 0:08:2727 ﾐﾔﾀ ﾉﾊﾅ 東和スポーツ少年団周防大島町

F164 小野　姫花 0:08:2928 ｵﾉ ﾋﾒｶ ＳＣレアリサール防府市

F020 岡　鉄生 0:08:3229 ｵｶ ﾃｯｼｮｳ 和木町

F180 秋田　櫂 0:08:3530 ｱｷﾀ ｶｲ 周南市

F046 山本　智美 0:08:3731 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ 油田小学校周防大島町

F123 岡村　灯 0:08:3932 ｵｶﾑﾗ ｱｶﾘ 光市

F066 有福　悠登 0:08:4133 ｱﾘﾌｸ ﾕｳﾄ 岩国小学校岩国市

F106 松原　智人 0:08:4234 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 周防大島町

F107 松原　信 0:08:4335 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 周防大島町

F137 岡迫　千晴 0:08:4636 ｵｶｻｺ ﾁﾊﾙ 岩国市

F181 秋田　航 0:08:4737 ｱｷﾀ ﾜﾀﾙ 周南市

F077 神吉　モルスプリア 0:08:4838 ｶﾐﾖｼ ﾓﾙｽﾌﾟﾘｱﾝﾄ 光市

F089 末岡　幹嗣 0:08:5239 ｽｴｵｶ ﾓﾄｼ 光市

F053 木下　和思 0:08:5240 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｼ 森野小学校周防大島町

F132 小椋　颯人 0:08:5241 ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ 鳥取県

F131 小椋　誠 0:08:5342 ｵｸﾞﾗ ﾏｺﾄ 鳥取県

F078 神吉　テオ 0:08:5443 ｶﾐﾖｼ ﾃｵ 光市

F029 藤山　留維 0:08:5844 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾙｲ 岩国市

F161 木村　康佑 0:09:0945 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 明新小学校周防大島町

F088 末岡　育寛　 0:09:1046 ｽｴｵｶ ｲｸﾋﾛ 光市

F149 原田　一徳 0:09:1347 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 岩国市

F136 久村　菜々美 0:09:1648 ｸﾑﾗ ﾅﾅﾐ ＪＡＣ岩国岩国市

F234 岡﨑　祐幸 0:09:1749 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 徳山ＲＣコネット周南市

F117 今田　渉太郎 0:09:1750 ｲﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 毘沙門台小広島市
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F219 橋本　千亜季 0:09:2051 ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ 周南市

F104 渕上　遥斗 0:09:2352 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 周南市

F061 福田　宝晴 0:09:2653 ﾌｸﾀﾞ ﾎｳｾｲ 周防大島町

F091 阪本　明希 0:09:2654 ｻｶﾓﾄ ｱｷ 華浦小学校防府市

F013 渥美　伊織 0:09:3155 ｱﾂﾐ ｲｵﾘ 森野小学校山口県

F240 河崎　春馬 0:09:3156 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾏ 周南市

F148 住村　幸美 0:09:3357 ｽﾐﾑﾗ ｺｳﾐ 周南市

F160 木村　総太 0:09:3458 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 明新小学校周防大島町

F221 岡本　優大 0:09:3859 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 明新小学校周防大島町

F110 渡辺　朋佳 0:09:3860 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶ 山口市

F174 山下　俊一 0:09:4061 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｲﾁ うんかい広島市

F193 田中　颯馬 0:09:4162 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 廿日市市

F238 浅田　乃々果 0:09:4263 ｱｻﾀﾞ ﾉﾉｶ 周南市

F080 森元　詞栞 0:09:4464 ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 周防大島町

F142 仲　梨花 0:09:4565 ﾅｶ ﾘﾝｶ 周防大島町

F177 清木　菜々美 0:09:4866 ｾｲｷ ﾅﾅﾐ ひらちゅう周南市

F040 森脇　諒太 0:09:5267 ﾓﾘﾜｷ ﾘｭｳﾀ 広島市

F041 森脇　勝利 0:09:5268 ﾓﾘﾜｷ ｶﾂﾄｼ 広島市

F163 村中　彩 0:09:5569 ﾑﾗﾅｶ ｱﾔ 岩国市

F087 原田　優衣 0:09:5670 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ 防府市

F045 久保　正 0:09:5871 ｸﾎﾞ ｼｮｳ 油田小学校周防大島町

F191 渡邊　達仁 0:10:0072 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋﾄ 下松市

F025 塩崎　惺 0:10:0573 ｼｵｻﾞｷ ｾｲ 城山小学校山口県

F172 平岡　千尋 0:10:0574 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ ＳＡＮＫＯＮ倶楽部広島市

F159 木村　早瑛 0:10:0775 ｷﾑﾗ ｻｴ 明新小学校周防大島町

F073 長尾　梨花 0:10:0776 ﾅｶﾞｵ ﾘｶ 岩国市

F015 山岡　巧 0:10:0877 ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾐ 広島市

F014 坂本　そら 0:10:0978 ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 宇部市

F134 松本　圭司 0:10:1079 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼ 通津小学校岩国市

F125 岩村　薫子 0:10:1080 ｲﾜﾑﾗ ｶｵﾙｺ 山陽小野田市

F058 前田　安典 0:10:1181 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ チーム柳居山口市

F179 高橋　朋希 0:10:1482 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 岩国市

F133 松本　秀雄 0:10:1683 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 岩国市

F170 高松　颯馬 0:10:1984 ﾀｶﾏﾂ ｿｳﾏ 奇兵隊周南市

F239 浅田　一翔 0:10:2285 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 周南市

F173 平岡　鉄兵 0:10:2686 ﾋﾗｵｶ ﾃｯﾍﾟｲ ＳＡＮＫＯＮ倶楽部広島市

F124 岩村　さくらこ 0:10:2987 ｲﾜﾑﾗ ｻｸﾗｺ 山陽小野田市

F070 木村　葵 0:10:3088 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 岩国市

F010 小松　聖明 0:10:3189 ｺﾏﾂ ﾏｻｱｷ 周南市

F011 小松　雅代 0:10:3190 ｺﾏﾂ ﾏｻﾖ 周南市

F248 山中　映利奈 0:10:3591 ﾔﾏﾅｶ ｴﾘﾅ 岩国市

F247 山中　勝昭 0:10:3592 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂｱｷ 岩国市

F079 森元　健一 0:10:3993 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 山口県

F022 宮田　正樹 0:10:4694 ﾐﾔﾀ ﾏｻｷ 山口県

F059 見原　遥佳 0:10:4795 ﾐﾊﾗ ﾊﾙｶ 周防大島町

F082 藤弘　心寧 0:10:4896 ﾌｼﾞﾋﾛ ｺｺﾈ 光市

F116 三宅　優月 0:10:4897 ﾐﾔｹ ﾕﾂﾞｷ チーム粟倉下松市

F113 上田　湊斗 0:10:5498 ｳｴﾀ ﾐﾅﾄﾄﾐﾅﾄ 広島市

F036 田中　和仁 0:10:5599 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾄ 周防大島町

F099 丁田　侑星 0:10:55100 ﾁｮｳﾀﾞ ﾕｳｾｲ 広島市
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F185 迫田　昭彦 0:10:55101 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾋｺ チームなぎさ広島市

F031 中島　大貴　 0:10:56102 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ 広島市

F208 末次　凌生 0:10:56103 ｽｴﾂｸﾞ ﾘｮｳｾｲ 広島市

F062 福田　絆奈 0:10:59104 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾝﾅ 山口県

F021 岡　久美子 0:10:59105 ｵｶ ｸﾐｺ 和木町

F218 橋本　滉人 0:11:01106 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 周南市

F254 海島　博行 0:11:05107 ｶｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 広島市

F098 丁田　葉月 0:11:06108 ﾁｮｳﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 広島市

F155 武谷　日向 0:11:08109 ﾀｹﾔ ﾋﾅﾀ 早稲田小学校広島市

F252 安田　舞衣 0:11:11110 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ 上関町

F072 長尾　久美 0:11:17111 ﾅｶﾞｵ ﾋｻﾐ 岩国市

F194 田中　真知子 0:11:20112 ﾀﾅｶ ﾏﾁｺ 廿日市市

F144 久保　奏太 0:11:20113 ｸﾎﾞ ｿｳﾀ 下松市

F224 古村　楓 0:11:26114 ｺﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 大竹市

F076 寺本　春香 0:11:28115 ﾃﾗﾓﾄ ﾊﾙｶ 高津小学校愛媛県

F120 石井　瑛美 0:11:30116 ｲｼｲ ｴﾐ 東広島市

F152 山下　心愛 0:11:31117 ﾔﾏｼﾀ ｺｺｱ 山口市

F232 田坂　勇樹 0:11:35118 ﾀｻｶ ﾕｳｷ 大島電機商会福岡県

F202 江見　翔 0:11:36119 ｴﾐ ｼｮｳ 広島市

F201 江見　里美 0:11:40120 ｴﾐ ｻﾄﾐ 広島市

F044 櫛部　水月 0:11:41121 ｸｼﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 油田小学校周防大島町

F075 下中　日葵 0:11:43122 ｼﾓﾅｶ ﾋﾖﾘ 周防大島町

F145 来栖　若菜 0:11:50123 ｸﾙｽ ﾜｶﾅ 富田東小学校周南市

F047 松村　亨 0:11:57124 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｵﾙ 油田小学校周防大島町

F130 吉山　晄生 0:11:59125 ﾖｼﾔﾏ ｺｳｷ 周防大島町

F223 古村　佳代 0:11:59126 ｺﾑﾗ ｶﾖ 大竹市

F253 安田　由奈 0:12:03127 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ 上関町

F004 髙村　長生 0:12:08128 ﾀｶﾑﾗ ｵｻｵ 山口放送編成業務局長

F139 平田　智也 0:12:09129 ﾋﾗﾀ ﾄﾓﾔ 光市

F226 久保　湊心 0:12:11130 ｸﾎﾞ ﾐﾅﾄ ランナーズクボ岩国市

F129 吉山　宗孝 0:12:14131 ﾖｼﾔﾏ ﾑﾈﾀｶ 周防大島町

F064 山本　隆己 0:12:23132 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐ 我儘ランナーズ光市

F109 渡辺　ちい子 0:12:26133 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｲｺ 山口市

F111 渡辺　舞佳 0:12:26134 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｶ 山口市

F225 久保　翼 0:12:27135 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ランナーズクボ岩国市

F187 田中　美稚子 0:12:31136 ﾀﾅｶ ﾐﾁｺ 周南市

F102 片山　　真梨 0:12:38137 ｶﾀﾔﾏ  ﾏﾘ 和木町和木町

F103 片山　　蒼真 0:12:38138 ｶﾀﾔﾏ  ｿｳﾏ 和木幼稚園和木町

F126 岩村　雄仁 0:12:39139 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 山陽小野田市

F199 松嶋　波 0:12:41140 ﾏﾂｼﾏ ﾅﾐ 萩市

F197 松嶋　浩 0:12:42141 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 萩市

F065 福井　真澄 0:12:48142 ﾌｸｲ ﾏｽﾐ 兵庫県

F016 山岡　新 0:12:50143 ﾔﾏｵｶ ｱﾗﾀ 広島市

F048 赤井　真有子 0:12:51144 ｱｶｲ ﾏﾕｺ 広島市

F049 赤井　遥 0:12:53145 ｱｶｲ ﾊﾙ 広島市

F003 石井　伸司 0:12:54146 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 中国新聞防長本社代表

F083 山根　典子 0:12:54147 ﾔﾏﾈ ﾉﾘｺ (株)オホギ防府市

F112 坂林　優作 0:12:56148 ｻｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｻｸ 周南市

F057 植木　啓一郎 0:13:03149 ｳｴｷ ｹｲｲﾁﾛｳ チーム柳居防府市

F257 中本　匠 0:13:05150 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 周防大島町
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F074 寺本　織子 0:13:05151 ﾃﾗﾓﾄ ｱﾔｺ 愛媛県

F200 松嶋　志津 0:13:08152 ﾏﾂｼﾏ ｼﾂﾞ 萩市

F017 山岡　美奈子 0:13:10153 ﾔﾏｵｶ ﾐﾅｺ 広島市

F220 岡本　真一 0:13:11154 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 株式会社ダイワ周防大島町

F084 小林　橙子 0:13:12155 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺ 広島市

F032 中島　敬博 0:13:13156 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 広島市

F042 永田　貴文 0:13:15157 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ 岩国市

F030 中島　知子 0:13:17158 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ 広島市

F213 岩政　都 0:13:28159 ｲﾜﾏｻ ﾐﾔｺ 岩国市

F008 今元　みちか 0:13:33160 ｲﾏﾓﾄ ﾐﾁｶ 屋代島の住人周防大島町

F009 繁吉　健志 0:13:33161 ｼｹﾞﾖｼ ﾀｹｼ 防府市

F255 新山　晴久 0:13:33162 ﾆｲﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 周防大島町

F256 新山　結菜 0:13:34163 ﾆｲﾔﾏ ﾕｲﾅ 周防大島町

F028 松田　房江 0:13:36164 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｻｴ 東広島市

F138 平田　加寿子 0:13:40165 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｺ 光市

F241 安部　加奈子 0:13:42166 ｱﾍﾞ ｶﾅｺ 光市

F242 前畑　敦史 0:13:43167 ﾏｴﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 下松市

F211 新定　羽唯 0:13:50168 ｼﾝｼﾞｮｳ ｳｲ 周防大島町

F210 新定　愛 0:13:51169 ｼﾝｼﾞｮｳ ｱｲ 周防大島町

F204 坂元　由紀 0:14:02170 ｻｶﾓﾄ ﾕｷ 呉市

F001 椎木　巧 0:14:12171 ｼｲｷ ﾀｸﾐ 周防大島町長

F095 山中　和久 0:14:20172 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ 広島市

F018 藤村　弘子 0:14:43173 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｺ 防府市

F156 高橋　めいな 0:14:56174 ﾀｶﾊｼ ﾒｲﾅ ラングル兵庫県

F157 高橋　めぐみ 0:14:56175 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ ラングル兵庫県

F216 西木　毅 0:14:58176 ﾆｼｷ ﾀｹｼ 広島市

F215 松下　京平 0:15:01177 ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳﾍｲ いなほ岩国市

F121 石井　明佳 0:15:09178 ｲｼｲ ﾒｲｶ 東広島市

F114 吉川　洋子 0:15:14179 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｺ 府中町

F118 山本　一美 0:15:17180 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 島根県

F183 大岩　暖夢 0:15:18181 ｵｵｲﾜ ﾊﾙﾑ 柳井市

F184 大岩　唯花 0:15:18182 ｵｵｲﾜ ﾕｲｶ 柳井市

F182 大岩　清 0:15:19183 ｵｵｲﾜ ｷﾖｼ 柳井市

F231 田坂　夏彦 0:15:20184 ﾀｻｶ ﾅﾂﾋｺ 大島電機商会福岡県

F027 鍵山　員子 0:15:32185 ｶｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ 東広島市

F233 田坂　優奈 0:15:38186 ﾀｻｶ ﾕｳﾅ 大島電機商会福岡県

F229 田坂　和彦 0:15:39187 ﾀｻｶ ｶｽﾞﾋｺ 大島電機商会福岡県

F244 村野　勢津子 0:15:44188 ﾑﾗﾉ ｾﾂｺ 東広島市

F141 堀野　真慶 0:15:45189 ﾎﾘﾉ ﾏｻﾖｼ マリン＆マリン下関市

F140 堀野　智子 0:15:45190 ﾎﾘﾉ ﾄﾓｺ マリン＆マリン下関市

F108 渡辺　繁樹 0:15:51191 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｷ 山口市

F085 神田　里佳 0:15:54192 ｺｳﾀﾞ ﾘｶ 周防大島町

F236 金元　昌子 0:15:54193 ｶﾅﾓﾄ ﾏｻｺ 周防大島町

F214 松下　由美子 0:16:09194 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾐｺ 岩国市

F122 正國　誠太 0:16:44195 ﾏｻｸﾆ ｾｲﾀ 廿日市市

F151 安光　成子 0:16:52196 ﾔｽﾐﾂ ﾅﾘｺ 山口市

F127 岩瀬　伊那 0:18:18197 ｲﾜｾ ﾖｼﾅ 藤本ファーム久美保育周防大島町

F128 岩瀬　一真 0:18:19198 ｲﾜｾ ｶｽﾞﾏ 藤本ファーム周防大島町

F212 岩政　悠矢 0:19:53199 ｲﾜﾏｻ ﾕｳﾔ 岩国市
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