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2022年10月16日（日）

順位 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 完走タイム（グロス） 完走タイム（ネット） 所属
1 澤田　幸治 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷﾊﾙ 男性 35 広島県 1:11:34 1:11:32 三原市体協
2 妹尾　稔 ｾﾉｵ ﾐﾉﾙ 男性 42 広島県 1:13:00 1:12:58 広島マスターズ
3 奥原　康裕 ｵｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 男性 42 広島県 1:13:10 1:13:08 トップギア広島
4 西岡　大輝 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 男性 25 広島県 1:13:52 1:13:49 広島市役所
5 政近　裕貴 ﾏｻﾁｶ ﾕｳｷ 男性 34 広島県 1:14:32 1:14:31 東広島市陸協
6 森藤　潤 ﾓﾘﾌｼﾞ ｼﾞｭﾝ 男性 41 広島県 1:14:34 1:14:33 広島信用金庫
7 車谷　慶介 ｸﾙﾏﾔ ｹｲｽｹ 男性 29 広島県 1:15:03 1:15:01 広島市役所
8 中田　勝己 ﾅｶﾀ ｶﾂﾐ 男性 50 広島県 1:15:32 1:15:31 呉市陸協
9 揚田　将史 ｱｶﾞﾘﾀﾞ ﾏｻｼ 男性 46 広島県 1:15:32 1:15:31 広島疾風クラブ

10 西野　悠 ﾆｼﾉ ﾋｻｼ 男性 39 広島県 1:16:18 1:16:15 広島市役所
11 伊藤　吉洋 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 男性 41 広島県 1:16:41 1:16:40 トップギア
12 服部　史寛 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐﾋﾛ 男性 42 広島県 1:17:36 1:17:35 安芸陸協
13 林　真也 ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 男性 33 広島県 1:19:03 1:19:00 呉市
14 藤井　雄大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 男性 25 広島県 1:19:11 1:19:10 あかね会
15 柘植　翔太 ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 男性 29 広島県 1:19:20 1:19:19 広島ＳＲＰＣ
16 高村　拓哉 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 男性 31 広島県 1:19:40 1:19:38 広島市役所
17 片山　雅博 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 男性 29 広島県 1:19:42 1:19:39 トップギア広島
18 森藤　望 ﾓﾘﾌｼﾞ ﾉｿﾞﾑ 男性 47 広島県 1:19:57 1:19:56 ＪＡ広島総合病院
19 森元　憲治 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 男性 54 広島県 1:20:23 1:20:21 比治山アスリート倶楽部
20 福田　昌哉 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 男性 26 広島県 1:20:29 1:20:27 広島県庁ＲＣ
21 出口　浩己 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 男性 49 広島県 1:21:18 1:21:15 広島市役所
22 椋木　直樹 ﾑｸｷﾞ ﾅｵｷ 男性 41 広島県 1:21:43 1:21:41 呉共済病院
23 竹入　英樹 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 男性 42 広島県 1:22:27 1:22:25 広島市役所
24 三嶋　敏平 ﾐｼﾏ ﾄｼﾋﾗ 男性 25 広島県 1:22:31 1:22:29 トップギア広島
25 品川　雅俊 ｼﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 男性 46 広島県 1:22:55 1:22:52 廿日市市陸協
26 佐藤　栄祐 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 男性 53 広島県 1:23:51 1:23:47 トップギア広島
27 石津　秀喜 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 男性 40 広島県 1:24:16 1:24:14 大竹市陸協
28 鍋島　孝 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｶｼ 男性 53 広島県 1:26:05 1:26:02 広島市役所陸上競技部
29 片山　裕太 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 男性 37 広島県 1:26:14 1:26:11 トップギア広島
30 金谷　重人 ｶﾅﾔ ｼｹﾞﾄ 男性 46 広島県 1:26:27 1:26:24 トップギア広島
31 児玉　亮一 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 男性 44 広島県 1:26:39 1:26:37 広島県庁ＲＣ
32 玉井　利武 ﾀﾏｲ ﾄｼﾀｹ 男性 46 広島県 1:28:03 1:28:01 安芸陸協
33 一木　恵介 ｲﾁｷ ｹｲｽｹ 男性 41 広島県 1:28:48 1:28:44 ＳＡＵＲＵＳ広島
34 米澤　嘉記 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｼｷ 男性 28 広島県 1:28:55 1:28:51 呉市陸上競技協会
35 森園　裕輝 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾕｳｷ 男性 40 広島県 1:28:59 1:28:55 トップギア広島
36 澤津橋　英昌 ｻﾜﾂﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾏｻ 男性 48 広島県 1:29:29 1:29:26 広島修道大学
37 戸高　照瑛 ﾄﾀﾞｶ ｼｮｳｴｲ 男性 20 広島県 1:29:54 1:29:51 日本製鉄瀬戸内
38 木村　英徳 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男性 62 広島県 1:30:15 1:30:12 マスターズ陸上広島
39 中村　啓二 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ 男性 42 広島県 1:30:39 1:30:37 トップギア広島
40 平岡　可英 ﾋﾗｵｶ ﾖｼﾋﾃﾞ 男性 54 広島県 1:32:03 1:31:58 トップギア広島
41 浜本　裕樹 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 男性 51 広島県 1:32:14 1:32:10 中野東陸上
42 森本　竜朗 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 男性 58 広島県 1:33:04 1:33:00 医みやうちＲＣ
43 矢次　武 ﾔﾂｷﾞ ﾀｹｼ 男性 51 広島県 1:33:15 1:33:10 倉敷福田走友会
44 土居　恒峰 ﾄﾞｲ ﾂﾈﾀｶ 男性 48 広島県 1:33:30 1:33:25 マツダＡＣ
45 西村　知宣 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 男性 58 広島県 1:33:55 1:33:51 トップギア広島
46 甲斐　泰弘 ｶｲ ﾔｽﾋﾛ 男性 65 広島県 1:36:35 1:36:32 府中市陸上競技協会
47 重道　五二 ｼｹﾞﾐﾁ ｺﾞｳｼﾞ 男性 52 広島県 1:37:08 1:37:04 ＳＴＡＲＦＬＯＷ
48 三宅　康夫 ﾐﾔｹ ﾔｽｵ 男性 46 広島県 1:37:51 1:37:48 マスターズ広島
49 濵田　卓也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 男性 40 広島県 1:39:45 1:39:43 ＳＡＴランニングクラブ
50 森　浩康 ﾓﾘ ﾋﾛﾔｽ 男性 55 広島県 1:41:11 1:41:08 マツダＡＣ
51 稲垣　聡 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ 男性 45 広島県 1:42:21 1:42:17 サウルスジャパン
52 名越　秀国 ﾅｺﾞｼ ﾋﾃﾞｸﾆ 男性 49 広島県 1:43:05 1:43:03 尾道市陸協
53 相本　祐三 ｱｲﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 男性 37 広島県 1:43:15 1:43:13 広島市役所
54 岩中　理人 ｲﾜﾅｶ ﾘﾋﾄ 男性 51 広島県 1:45:06 1:45:02 あすリードRC大阪
55 立上　紀夫 ﾀﾂｶﾐ ﾉﾘｵ 男性 59 広島県 1:46:40 1:46:38 広島市陸協
56 宮本　隆雄 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｵ 男性 47 広島県 2:14:23 2:14:20 ＬａｚｏＲｕｎｎｉｎｇＴｅａｍ

順位 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 完走タイム（グロス） 完走タイム（ネット） 所属
1 筒本　恭実 ﾂﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 女性 37 広島県 1:24:23 1:24:21 広島県庁ＲＣ
2 中村　直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 女性 48 広島県 1:30:19 1:30:16 クラブＲ２西日本
3 佐々木　寛華 ｻｻｷ ﾋﾛｶ 女性 30 広島県 1:31:49 1:31:45 安芸陸協
4 蓮沼　香織 ﾊｽﾇﾏ ｶｵﾘ 女性 41 広島県 1:34:09 1:34:07 トップギア広島
5 才田　裕美 ｻｲﾀ ﾋﾛﾐ 女性 43 広島県 1:35:18 1:35:15 ＳＴＡＲ　ＦＬＯＷ
6 杉本　里栄 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ 女性 46 広島県 1:40:48 1:40:44 ＣＨＡＳＫＩ
7 八ケ代　美由紀 ﾔｶｼﾛ ﾐﾕｷ 女性 57 広島県 1:45:58 1:45:49 トップギア広島
8 清田　明子 ｷﾖﾀ ｱｷｺ 女性 52 広島県 1:56:18 1:56:14 廿日市市陸協


