
瀬戸内アイランドトレイル実行委員会 2013/3/31

瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 場所：広島県 呉市 蒲刈県民の浜

レース別　成績一覧

３．【ショートコース 男子】
順位 NO. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 514 0:55:43 真子 輝 マコ アキラ - 広島県
2 515 0:56:36 速水 潤一 ハヤミ ジュンイチ ＡＶＲＣ広島 広島県
3 577 0:57:51 西村 凌 ニシムラ リョウ 高水高等学校 山口県
4 520 0:58:16 佐藤 裕二 サトウ ユウジ - 香川県
5 590 0:59:51 山口 祐汰 ヤマグチ ユウタ - 広島県
6 568 1:00:22 大西 和也 オオニシ カズヤ エスカルゴ 広島県
7 545 1:00:57 藤本 雄壮 フジモト ユウソウ ∴ 兵庫県
8 587 1:02:26 三好 文章 ミヨシ フミアキ 広島市消防局 広島県
9 618 1:02:48 森脇 諒太 モリワキ リョウタ - 広島県

10 602 1:03:04 末岡 真樹 スエオカ マサキ - 広島県
11 626 1:03:20 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ サイクルプラス 広島県
12 650 1:06:33 丸本　匠 マルモト タクミ - 広島県
13 522 1:06:46 平本 秀人 ヒラモト ヒデト 一般 広島県
14 634 1:07:13 四居 敬三 ヨツイ ケイゾウ - 広島県
15 539 1:08:00 高橋 秀暢 タカハシ ヒデノブ - 広島県
16 649 1:08:13 丸本　信 マルモト マコト - 広島県
17 562 1:08:18 沖本 吉弘 オキモト ヨシヒロ - 香川県
18 605 1:08:26 目崎 裕佑 メサキ ユウスケ - 広島県
19 557 1:08:44 本家 隆雅 ホンケ タカマサ オオタコウカン 広島県
20 635 1:09:58 山福 洋 ヤマフク ヒロシ - 広島県
21 546 1:10:08 鈴藤 正史 スズトウ マサシ - 広島県
22 567 1:10:19 広幡 康祐 ヒロハタ ヤスヒロ - 広島県
23 622 1:11:00 武田 憲和 タケダ ノリカズ 飛翔会 広島県
24 529 1:11:06 脇地 康二 ワキヂ コウジ ＴＲＤＧＲ 広島県
25 591 1:11:28 水口 欣也 ミナクチ キンヤ アペックス 広島県
26 553 1:11:33 加藤 千典 カトウ カズノリ - 広島県
27 556 1:12:15 尾尻 信 オジリ シン オオタコウカン 香川県
28 505 1:12:27 林 光夫 ハヤシ ミツオ - 広島県
29 523 1:12:36 宮本 栄三 ミヤモト エイゾウ 一般 広島県
30 509 1:12:38 吉本 雄一 ヨシモト ユウイチ ＴＪＫ東中野 広島県
31 554 1:12:45 岡本 豪 オカモト タケシ 呉歯しラン会 広島県
32 599 1:13:24 米丸 達朗 ヨネマル タツロウ ウィンドラン 広島県
33 521 1:13:56 木本 直樹 キモト ナオキ - 山口県
34 516 1:15:03 村上 紀章 ムラカミ ノリアキ 黄金山ＲＣ 広島県
35 501 1:15:15 柳澤 昌純 ヤナギサワ マサズミ まいな倶楽部 愛媛県
36 620 1:15:43 星川 裕昭 ホシカワ ヒロアキ - 広島県
37 508 1:16:29 山口 徳美 ヤマグチ ナルミ - 広島県
38 629 1:16:47 河村 亮 カワムラ アキラ 広島経済大学 広島県
39 601 1:16:54 海生 英二郎 カイオ エイジロウ かいせい 広島県
40 558 1:18:14 陶山 融 スヤマ トオル - 広島県
41 617 1:19:28 竹下 修二 タケシタ シュウジ - 島根県
42 544 1:19:30 槻川原 俊文 ツキカワラ トシフミ - 広島県
43 518 1:20:41 深田 圭吾 フカダ ケイゴ 上蒲刈島大好き 広島県
44 559 1:20:53 前田 琢己 マエダ タクミ - 広島県
45 583 1:20:58 鈴木 輝一 スズキ テルカズ 岡山赤十字病院 岡山県
46 613 1:21:36 大川 淳 オオカワ ジュン 米久 広島県
47 644 1:22:15 吉野 鉄平 ヨシノ テッペイ - 広島県
48 582 1:22:25 兵頭 賢 ヒョウドウ ケン 爆友会 愛媛県
49 580 1:22:28 杉 直征 スギ ナオユキ 爆友会 愛媛県
50 619 1:22:32 小野 尚史 オノ ヒサシ - 広島県
51 552 1:22:52 奥村 雅人 オクムラ マサト - 北海道
52 551 1:23:00 日高 圭介 ヒダカ ケイスケ - 広島県
53 532 1:23:08 宅野 秀和 タクノ ヒデカズ テラル（株） 広島県
54 502 1:23:36 清水 正明 シミズ マサアキ - 広島県
55 543 1:23:40 中島 幹雄 ナカシマ ミキオ フィジオ 広島県
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56 578 1:24:17 長尾 誠毅 ナガオ マサタカ リンク 広島県
57 572 1:24:22 土井 正純 ドイ マサズミ - 広島県
58 594 1:24:40 神垣 寛 カミガキ ヒロシ - 広島県
59 573 1:25:11 黒神 洋志 クロカミ ヒロシ - 広島県
60 542 1:25:23 馬淵 紀行 マブチ ノリユキ ＴＲＤＧＲ 広島県
61 633 1:25:33 会田 淳 カイタ アツシ - 山口県
62 527 1:26:01 中原 徳高 ナカハラ ノリタカ - 広島県
63 526 1:26:16 舛井 充昭 マスイ ミツアキ 大竹電力センタ 広島県
64 606 1:26:41 西本 寛史 ニシモト ヒロシ - 広島県
65 506 1:26:50 小川 正利 オガワ マサトシ - 広島県
66 607 1:26:54 新谷 優也 シンタニ ユウヤ - 広島県
67 600 1:27:04 村瀬 敏則 ムラセ トシノリ - 広島県
68 623 1:27:08 石倉 法隆 イシクラ ノリタカ - 広島県
69 541 1:27:29 埜村 芳弘 ノムラ ヨシヒロ ＡＣ５３８ 広島県
70 632 1:27:39 宮田 洋介 ミヤタ ヨウスケ - 東京都
71 538 1:27:41 柳沢 孝幸 ヤナギサワ タカユキ ラポーラーズ 広島県
72 533 1:27:51 木村 勝 キムラ マサル テラル（株） 広島県
73 513 1:28:12 岡 裕史 オカ ヒロシ - 岡山県
74 589 1:28:15 石井 孝茂 イシイ タカシゲ - 広島県
75 610 1:28:36 増田 拓 マスダ ヒロシ 医療法人社団飛 広島県
76 641 1:29:53 國田 将平 クニタ ショウヘイ - 広島県
77 507 1:30:25 河内 龍三 コウチ リュウソウ セントラルＲＣ 広島県
78 598 1:30:28 西村 猛 ニシムラ タケシ - 広島県
79 534 1:30:53 中原 利博 ナカハラ トシヒロ テラル（株） 広島県
80 604 1:31:09 秋山 悟志 アキヤマ サトシ 会社員 広島県
81 614 1:33:15 酒木 悠次 サカキ ユウジ - 広島県
82 637 1:33:30 造田 明男 ソウダ アキオ - 香川県
83 592 1:33:30 清水 宏三 シミズ コウゾウ サンコム 香川県
84 560 1:33:38 水野 雄一郎 ミズノ ユウイチロウ - 広島県
85 648 1:34:05 中松　政隆 ナカマツ マサタカ - 広島県
86 631 1:36:19 石田 功 イシダ イサオ 公務員 広島県
87 566 1:36:27 柴田 勝実 シバタ カツミ エルカエル 広島県
88 535 1:36:47 斉藤 康夫 サイトウ ヤスオ - 山口県
89 611 1:37:33 岩井 勝 イワイ マサル - 広島県
90 628 1:37:49 塩飽 太基 シワク タイキ オガワエコノス 広島県
91 595 1:39:33 上利 大輝 アガリ ダイキ キャロットＣ 広島県
92 597 1:39:46 中本 和男 ナカモト カズオ - 広島県
93 652 1:39:52 桑田　徹也 クワダ テツヤ - 広島県
94 603 1:39:53 長谷 圭晃 ハセ ヨシアキ - 広島県
95 547 1:41:09 江村 隆 エムラ タカシ にっけーず 広島県
96 536 1:41:49 佐々木 幹根 ササキ ミキネ - 岡山県
97 645 1:41:49 石原　正一 イシハラ ショウイチ - 岡山県
98 511 1:42:39 金宮 誠 カネミヤ マコト 本郷アスリート 広島県
99 609 1:42:49 松浦 泰法 マツウラ ヤスノリ - 広島県

100 630 1:43:39 松尾 秀之 マツオ ヒデユキ - 広島県
101 640 1:44:46 長谷川 森一 ハセガワ シンイチ - 広島県
102 636 1:44:46 杉田 憲彦 スギタ ノリヒコ 大阪大学 大阪府
103 612 1:44:47 清弘 肇 キヨヒロ ハジメ - 広島県
104 569 1:47:13 佐藤 健司 サトウ ケンジ - 広島県
105 625 1:50:13 春田 常宏 ハルタ ツネヒロ - 広島県
106 579 1:50:53 笹野 宏 ササノ ヒロシ 畑板 広島県
107 646 1:50:54 畑板　千明 ハタイタ チアキ - 広島県
108 503 1:51:05 片山 省司 カタヤマ ショウジ - 広島県
109 531 1:51:10 新本 英人 シンモト ヒデト 可部クラブ 広島県
110 588 1:51:47 阪口 尚希 サカグチ ナオキ - 広島県
111 608 1:51:51 新谷 佑介 シンタニ ユウスケ - 広島県
112 596 1:52:38 森原 直樹 モリハラ ナオキ - 広島県
113 524 1:52:46 萩原 覚 ハギワラ サトル - 広島県
114 624 1:56:14 大西 弘城 オオニシ ヒロキ - 広島県
115 575 1:57:20 川根 博 カワネ ヒロシ リス株式会社 岡山県
116 563 1:57:32 深見 慶次 フカミ ヨシツグ - 広島県
117 555 1:58:06 新谷 隆英 シンタニ タカヒデ 呉歯しラン会 広島県
118 504 1:59:09 臼井 聖児 ウスイ セイジ 新宿陸上バー 兵庫県
119 528 2:06:43 園山 昇 ソノヤマ ノボル オヤジの底力 広島県
120 627 2:08:12 後藤 憲一 ゴトウ ケンイチ - 広島県
121 647 2:26:04 梅迫　久男 ウメサコ ヒサオ - 広島県
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