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

四国電力 中田　晃司 遠藤　良太 岩﨑　清二 鴨川　英和 越智　宗治
ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ ｲﾜｻｷ ｾｲｼﾞ ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｵﾁ ﾑﾈﾊﾙ
四国電力 四国電力 四国電力 四国電力 四国電力
(1) 6:34 (1) 13:07 (1) 19:56 (1) 27:15 (1) 34:25
(1) 6:34 (1) 6:33 (1) 6:49 (3) 7:19 (3) 7:10

今治西陸上Ａ 内山　隼人 池内　直貴 青井　太平 高橋　皓己 渡邉　将也
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾔﾄ ｲｹｳﾁ ﾅｵｷ ｱｵｲ ﾀｲﾍｲ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ

今治西陸上Ａ 今治西陸上Ａ 今治西陸上Ａ 今治西陸上Ａ 今治西陸上Ａ
(3) 6:50 (2) 13:51 (2) 21:09 (2) 28:19 (2) 35:29
(3) 6:50 (2) 7:01 (4) 7:18 (1) 7:10 (3) 7:10

今治西陸上Ｂ 川邊　健太 田中　瑞基 白石　凌大 伊藤　映登 矢原　諒
ｶﾜﾍﾞ ｹﾝﾀ ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ｴｲﾄ ﾔﾊﾗ ﾘｮｳ

今治西陸上Ｂ 今治西陸上Ｂ 今治西陸上Ｂ 今治西陸上Ｂ 今治西陸上Ｂ
(2) 6:40 (3) 14:13 (3) 21:29 (3) 28:45 (3) 36:02
(2) 6:40 (6) 7:33 (3) 7:16 (2) 7:16 (5) 7:17

西消防署 小笠原　寛 武田　裕治 八山　泰典 楠　龍樹 川下　剛史
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾊﾁﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ ｸｽﾉｷ ﾘｭｳｷ ｶﾜｼﾀ ﾀｹｼ

西消防署 西消防署 西消防署 西消防署 西消防署
(7) 7:23 (6) 15:10 (4) 23:12 (4) 30:54 (4) 37:55
(7) 7:23 (7) 7:47 (5) 8:02 (4) 7:42 (2) 7:01

ＭＳ倶楽部 伊藤　昂平 真鍋　誠 玉井　浩貴 合田　紳也 徳永　祥人
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ ﾏﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ ﾀﾏｲ ｺｳｷ ｺﾞｳﾀﾞ ｼﾝﾔ ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼﾄ
ＭＳ倶楽部 ＭＳ倶楽部 ＭＳ倶楽部 ＭＳ倶楽部 ＭＳ倶楽部
(11) 7:56 (13) 16:37 (10) 24:43 (8) 32:54 (5) 39:29
(11) 7:56 (15) 8:41 (6) 8:06 (7) 8:11 (1) 6:35

東消防署第２ 木藤　啓介 村上　陽平 黒田　天舞 藤田　尚輝 高瀬　裕貴
ｷﾄﾞｳ ｹｲｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾖｳﾍｲ ｸﾛﾀﾞ ﾃﾝﾏ ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ ﾀｶｾ ﾕｳｷ

東消防署第２ 東消防署第２ 東消防署第２ 東消防署第２ 東消防署第２
(10) 7:46 (7) 15:41 (6) 23:53 (6) 32:05 (6) 39:34
(10) 7:46 (9) 7:55 (7) 8:12 (8) 8:12 (6) 7:29

中央病院ーＡ 宮城　佑輔 周藤　誠則 兵頭　賢 久保　昌史 中村　真胤
ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ ｼｭｳﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝ ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾂｸﾞ

中央病院ーＡ 中央病院ーＡ 中央病院ーＡ 中央病院ーＡ 中央病院ーＡ
(5) 7:10 (4) 14:58 (5) 23:18 (5) 32:04 (7) 39:36
(5) 7:10 (8) 7:48 (9) 8:20 (10) 8:46 (7) 7:32

松下寿ＧＴＲ 越智　啓郎 大西　謙一 高橋　尚史 長澤　大輔 石川　淳一
ｵﾁ ｹｲﾛｳ ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾌﾐ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

松下寿ＧＴＲ 松下寿ＧＴＲ 松下寿ＧＴＲ 松下寿ＧＴＲ 松下寿ＧＴＲ
(17) 9:06 (16) 17:13 (8) 24:12 (7) 32:06 (8) 40:24
(17) 9:06 (10) 8:07 (2) 6:59 (5) 7:54 (10) 8:18

西条１１０番 小倉　和樹 山﨑　博史 深川　翔平 福本　慎 上松　和徳
ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ ﾌｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ ﾌｸﾓﾄ ｼﾝ ｳｴﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ

西条１１１番 西条１１１番 西条１１１番 西条１１１番 西条１１１番
(6) 7:14 (10) 16:11 (12) 25:15 (12) 34:23 (9) 42:15
(6) 7:14 (16) 8:57 (12) 9:04 (12) 9:08 (9) 7:52

四Ｅ西条工事 高橋　能生 高橋　康伸 森　卓正 高瀬　和宏 多田　圭祐
ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾌﾞ ﾓﾘ ﾀｶﾏｻ ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋﾛ ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ

四Ｅ西条工事 四Ｅ西条工事 四Ｅ西条工事 四Ｅ西条工事 四Ｅ西条工事
(14) 8:31 (14) 16:43 (13) 25:25 (10) 33:24 (10) 42:28
(14) 8:31 (11) 8:12 (10) 8:42 (6) 7:59 (14) 9:04

東消防署第１ 増田　亮 今井　祥太 今井　隆二 中川　彰人 千葉　聖
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ ｲﾏｲ ｼｮｳﾀ ｲﾏｲ ﾘｭｳｼﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾄ ﾁﾊﾞ ｻﾄｼ

東消防署第１ 東消防署第１ 東消防署第１ 東消防署第１ 東消防署第１
(9) 7:39 (9) 16:07 (11) 25:13 (14) 35:14 (11) 42:53
(9) 7:39 (13) 8:28 (13) 9:06 (17) 10:01 (8) 7:39

順位 No. チーム

1 34:25:00 39

2 35:29:00 29

3 36:02:00 30

4 37:55:00 35

5 39:29:00 36

6 39:34:00 23

7 39:36:00 41

8 40:24:00 32

9 42:15:00 34

10 42:28:00 27

11 42:53:00 22

一般男子Ⅱ部結果



記録 1区 2区 3区 4区 5区
ｺﾒﾝﾄ 2㎞ 2㎞ 2㎞ 2㎞ 2㎞

順位 No. チーム

一般男子Ⅱ部結果

西条市役所Ｂ 山内　広茂 合田　陽造 柳瀬　政司 十河　傑 松尾　光晃
ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼｹﾞ ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｳｿﾞｳ ﾔﾅｾ ﾏｻｼ ｿｺﾞｳ ｽｸﾞﾙ ﾏﾂｵ ﾐﾂｱｷ
西条市役所Ｂ 西条市役所Ｂ 西条市役所Ｂ 西条市役所Ｂ 西条市役所Ｂ

(13) 8:18 (15) 16:50 (15) 26:01 (13) 34:25 (12) 42:59
(13) 8:18 (14) 8:32 (14) 9:11 (9) 8:24 (11) 8:34

西条市役所Ａ 竹内　義幸 大野　淳 近藤　敬博 高橋　康行 越智　義文
ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ ｵﾁ ﾖｼﾌﾐ

西条市役所Ａ 西条市役所Ａ 西条市役所Ａ 西条市役所Ａ 西条市役所Ａ
(8) 7:29 (5) 14:59 (9) 24:34 (11) 33:50 (13) 44:04
(8) 7:29 (5) 7:30 (17) 9:35 (13) 9:16 (17) 10:14

ＲＳＥ西条Ａ 森　広志 平田　春雄 戸田　裕之 幾島　幸治 広川　太一
ﾓﾘ ﾋﾛｼ ﾋﾗﾀ ﾊﾙｵ ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｲｸｼﾏ ｺｳｼﾞ ﾋﾛｶﾜ ﾀｲﾁ

ＲＳＥ西条Ａ ＲＳＥ西条Ａ ＲＳＥ西条Ａ ＲＳＥ西条Ａ ＲＳＥ西条Ａ
(15) 8:39 (8) 15:53 (7) 24:10 (9) 32:58 (14) 44:18
(15) 8:39 (4) 7:14 (8) 8:17 (11) 8:48 (19) 11:20

オール中萩Ｓ 伊藤　一也 海面　孝子 八塚　佳織 冨士枝　浩 土岐　文人
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｶｲﾒﾝ ﾀｶｺ ﾔﾂﾂﾞｶ ｶｵﾘ ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾄｷ ﾌﾐﾋﾄ

オール中萩Ｓ オール中萩Ｓ オール中萩Ｓ オール中萩Ｓ オール中萩Ｓ
(4) 6:56 (11) 16:22 (14) 25:53 (15) 35:40 (15) 44:24
(4) 6:56 (18) 9:26 (16) 9:31 (16) 9:47 (13) 8:44

松下寿４８ 中野　英樹 下藤　勲 高橋　好夫 今井　睦満 眞鍋　智久
ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ ｼﾓﾌｼﾞ ｲｻｵ ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ ｲﾏｲ ﾑﾂﾐﾁ ﾏﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ
松下寿４９ 松下寿４９ 松下寿４９ 松下寿４９ 松下寿４９
(16) 8:49 (17) 17:14 (17) 27:55 (17) 37:29 (16) 46:33
(16) 8:49 (12) 8:25 (18) 10:41 (14) 9:34 (14) 9:04

ミラバケッソ 文野　陽介 小寺　雄己 渡邉　竜一 森田　雄一 大野　龍一
ﾌﾞﾝﾉ ﾖｳｽｹ ｺﾃﾞﾗ ﾕｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ ﾓﾘﾀ ﾕｳｲﾁ ｵｵﾉ ﾘｭｳｲﾁ
ミラバケッソ ミラバケッソ ミラバケッソ ミラバケッソ ミラバケッソ

(12) 8:09 (18) 18:23 (16) 27:24 (16) 37:08 (17) 46:43
(12) 8:09 (19) 10:14 (11) 9:01 (15) 9:44 (16) 9:35

ＳＯＮ愛媛Ｃ 星加　成一郎 一色　陽輔 定岡　李々 長野　圭祐 高橋　一郎
ﾎｼｶ ｾｲｲﾁﾛｳ ｲｯｼｷ ﾖｳｽｹ ｻﾀﾞｵｶ ﾘﾘ ﾅｶﾞﾉ ｹｲｽｹ ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ
ＳＯＮ愛媛Ｃ ＳＯＮ愛媛Ｃ ＳＯＮ愛媛Ｃ ＳＯＮ愛媛Ｃ ＳＯＮ愛媛Ｃ

(18) 9:25 (12) 16:33 (18) 28:34 (18) 39:00 (18) 47:34
(18) 9:25 (3) 7:08 (19) 12:01 (18) 10:26 (11) 8:34

ＳＯＮ愛媛Ｄ 中川　太雅 吉井　昌和 秋山　尚久 池田　祐二 村上　瑛一
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾖｼｲ ﾏｻｶｽﾞ ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾋｻ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾑﾗｶﾐ ｴｲｲﾁ
ＳＯＮ愛媛Ｄ ＳＯＮ愛媛Ｄ ＳＯＮ愛媛Ｄ ＳＯＮ愛媛Ｄ ＳＯＮ愛媛Ｄ

(19) 9:53 (19) 19:15 (19) 28:38 (19) 40:06 (19) 51:03
(19) 9:53 (17) 9:22 (15) 9:23 (19) 11:28 (18) 10:57

今治西陸上Ｃ 吉田　昌広 飯尾　建 門田　準平 真部　大輔 三好　俊輔
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｲｲｵ ｹﾝ ｶﾄﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾐﾖｼ ｼｭﾝｽｹ

今治西陸上Ｃ 今治西陸上Ｃ 今治西陸上Ｃ 今治西陸上Ｃ 今治西陸上Ｃ

中央病院－Ｓ 久保　昌史 越智　正志 高木　弘太郎 佐伯　敏雄 目見田　馨太
ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ ｵﾁ ﾏｻｼ ﾀｶｷﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｻｲｷ ﾄｼｵ ﾒﾐﾀﾞ ｹｲﾀ

中央病院－Ｓ 中央病院－Ｓ 中央病院－Ｓ 中央病院－Ｓ 中央病院－Ｓ

1区 2区 3区 4区 5区
2㎞ 2㎞ 2㎞ 2㎞ 2㎞

6:03 6:06 6:30 6:19 6:12
河野祐介 河野祐介 今井俊則 野間大誉 平野裕市

DNS:欠 場

12 42:59:00 38

13 44:04:00 37

33

17 46:43:00 21

14 44:18:00 24

15 44:24:00 28

DNS 31

DNS 40

18 47:34:00 25

19 51:03:00 26

16 46:33:00


