
記録 1区 2区 3区 4区 5区
ｺﾒﾝﾄ 5㎞ 3㎞ 5㎞ 3㎞ 5㎞

今治西高陸上 新宮　大貴 鴻上　達弥 山内　崇徳 石川　智也 村上　一誠
ｼﾝｸﾞｳ ﾀｲｷ ｺｳｶﾐ ﾀﾂﾔ ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾉﾘ ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ ﾑﾗｶﾐ ｲｯｾｲ
今治西高陸

上
今治西高陸

上
今治西高陸

上
今治西高陸

上
今治西高陸

上
(1) 15:41 (1) 26:03 (1) 43:40 (1) 54:20 (1) 1:12:23
(1) 15:41 (1) 10:22 (2) 17:37 (1) 10:40 (1) 18:03

新居浜楽走Ａ 長井　英明 武方　理人 白石　悦晃 三ツ井　琢 小林　真治
ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｹｶﾞﾀ ﾏｻﾄ ｼﾗｲｼ ｴﾂｱｷ ﾐﾂｲ ﾀｸﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ
新居浜楽走

Ａ
新居浜楽走

Ａ
新居浜楽走

Ａ
新居浜楽走

Ａ
新居浜楽走

Ａ
(3) 16:18 (2) 28:11 (2) 44:58 (2) 56:34 (2) 1:14:51
(3) 16:18 (2) 11:53 (1) 16:47 (2) 11:36 (3) 18:17

新居浜楽走Ｂ 長谷川　茂 森脇　照文 内田　栄治 野口　貴正 渡辺　敏明
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ ﾓﾘﾜｷ ﾃﾙﾌﾐ ｳﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ
新居浜楽走

Ｂ
新居浜楽走

Ｂ
新居浜楽走

Ｂ
新居浜楽走

Ｂ
新居浜楽走

Ｂ
(7) 20:13 (5) 32:55 (4) 51:47 (4) 1:03:38 (3) 1:21:59
(7) 20:13 (5) 12:42 (4) 18:52 (3) 11:51 (4) 18:21

オール中萩Ａ 寺尾　浩二 井上　匡啓 小野　善正 山本　清美 鈴木　恵治
ﾃﾗｵ ｺｳｼﾞ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ ｵﾉ ﾖｼﾏｻ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ

オール中萩 オール中萩 オール中萩 オール中萩 オール中萩
(2) 16:11 (3) 28:34 (3) 46:59 (3) 1:00:15 (4) 1:22:36
(2) 16:11 (4) 12:23 (3) 18:25 (7) 13:16 (9) 22:21

東予陸上ク 平井　顕徳 山本　雅一 井田　光一 岡澤　剛 稲田　勝
ﾋﾗｲ ｱｷﾉﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶ ｲﾀﾞ ｺｳｲﾁ ｵｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾙ
東予陸上ク 東予陸上ク 東予陸上ク 東予陸上ク 東予陸上ク
(4) 17:27 (4) 29:27 (6) 52:49 (5) 1:04:44 (5) 1:23:32
(4) 17:27 (3) 12:00 (10) 23:22 (5) 11:55 (5) 18:48

SON愛媛Ａ 田坂　亘祐 河上　辰彦 曽我部　慎 梶原　基史 髙橋　健太
ﾀｻｶ ｺｳｽｹ ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾋｺ ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ ｶｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｼ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ
SON愛媛Ａ SON愛媛Ａ SON愛媛Ａ SON愛媛Ａ SON愛媛Ａ
(6) 19:56 (9) 34:50 (8) 55:33 (7) 1:07:24 (6) 1:25:35
(6) 19:56 (11) 14:54 (8) 20:43 (3) 11:51 (2) 18:11

西条マスタＢ 本田　研二 成高　久豊 安藤　茂 神野　茂 戸田　領成
ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛ ﾅﾙﾀｶ ﾋｻﾄﾖ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ ｼﾞﾝﾉ ｼｹﾞﾙ ﾄﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ
西条マスタ 西条マスタ 西条マスタ 西条マスタ 西条マスタ
(9) 20:35 (7) 34:08 (7) 53:50 (6) 1:07:05 (7) 1:27:58
(9) 20:35 (6) 13:33 (6) 19:42 (6) 13:15 (7) 20:53

西条マスタＡ 水間　渡 坂根　浩弥 石川　雅基 川又　一正 高本　行磨
ﾐｽﾞﾏ ﾜﾀﾙ ｻｶﾈ ﾋﾛﾔ ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ ｶﾜﾏﾀ ｶｽﾞﾏｻ ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾏﾛ

西条マスタＡ 西条マスタＡ 西条マスタＡ 西条マスタＡ 西条マスタＡ
(5) 19:47 (6) 33:26 (5) 52:47 (8) 1:07:52 (8) 1:30:09
(5) 19:47 (7) 13:39 (5) 19:21 (10) 15:05 (8) 22:17

チームコタカ 小原　敦 松田　秀樹 三好　裕之 井門　孝博 橋本　佳彦
ｵﾊﾗ ｱﾂｼ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ ｲﾄﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋｺ

チームコタカ チームコタカ チームコタカ チームコタカ チームコタカ
(8) 20:27 (8) 34:30 (10) 57:34 (10) 1:12:32 (9) 1:32:47
(8) 20:27 (8) 14:03 (9) 23:04 (8) 14:58 (6) 20:15

フジボウ 青木　馨 黒木　彩乃 古邸　洋紀 松澤　克浩 永瀬　友博
ｱｵｷ ｶｵﾙ ｸﾛｷ ｱﾔﾉ ﾌﾙﾔｼｷ ﾋﾛｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾋﾛ
フジボウ フジボウ フジボウ フジボウ フジボウ
(11) 21:25 (11) 35:42 (9) 55:46 (9) 1:12:28 (10) 1:35:44
(11) 21:25 (10) 14:17 (7) 20:04 (11) 16:42 (10) 23:16

SON愛媛Ｂ 眞鍋　純平 中須　啓友 鈴木　智生 野田　悠起 塩﨑　将大
ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟ ﾅｶｽ ﾋﾛﾄﾓ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ ﾉﾀﾞ ﾕｳｷ ｼｵｻﾞｷ ﾏｻﾋ
SON愛媛Ｂ SON愛媛Ｂ SON愛媛Ｂ SON愛媛Ｂ SON愛媛Ｂ
(10) 20:50 (10) 35:02 (11) 1:01:04 (11) 1:16:08 (11) 1:40:37
(10) 20:50 (9) 14:12 (11) 26:02 (9) 15:04 (11) 24:29

1区 2区 3区 4区 5区
5㎞ 3㎞ 5㎞ 3㎞ 5㎞

15:39 9:21 15:14 9:24 15:22
平野裕市 伊藤裕也 平野裕市 横田将大 平野裕市

順位 No. チーム

1 1:12:23 4

2 1:14:51 9

3 1:21:59 10

1

7 1:27:58 7

4 1:22:36 3

5 1:23:32 11

一般男子Ⅰ部結果

10 1:35:44 5

11 1:40:37 2

8 1:30:09 6

9 1:32:47 8

6 1:25:35


