
ゼッケン番号 部門 チーム名 参加人数 チーム所在地 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７ 選手８ 選手９ 選手１０ 選手１１ 選手１２ 選手１３ 選手１４ 選手１５ 選手１６ 選手１７ 選手１８ 選手１９ 選手２０

1 一般の部 あっかりーず 5 愛媛県 菊池　文孝 細谷　真也 川崎　真治 渡辺　紗代 平田　真紀

2 一般の部 エイトマン　ブルー 5 松山市 糟谷　哲史 塩飽　悠馬 中山　仁成 大上　智徳 佐藤　慎也

3 一般の部 エイトマン　レッド 5 松山市 松浦　一真 富岡　正治 鷲津　宏明 小林　朋広 井上　やおき

4 一般の部 さくらパパママ 5 松山市 森　明徳 大橋　秀之 長谷川　由佳梨 向井　貴子 森　弘恵

5 一般の部 サザンカ 5 松山市 山内　衛 山内　岳士 山内　未散 清水　俊夫 吉田　遥香

6 一般の部 しのはＲＵＮ２ 5 松山市 篠原　陽三 露口　さえ子 光芳　啓二 河野　博仁 市川　裕太郎

7 一般の部 すしボンバー 5 松前町 渡辺　伸二 濱田　嘉夫 黒田　浩則 菊地　閲弥 泉谷　尚希

8 一般の部 チームてっちゃん 5 松山市 園田　哲朗 大本　真 大野　将治 藤山　拓也 川本　和美

9 一般の部 チーム宇和島Ａ 5 宇和島市 村山　祐児 大西　康輔 中川　源輝 池田　剛 岡原　博士

10 一般の部 チーム東風 5 東温市 東　博得 東　聡子 早川　昂汰 兵頭　周 東　隆博

11 一般の部 トラのしっぽ 5 松山市 家安　一也 三原　崇生 米田　泰之 近藤　清 黒原　尚友

12 一般の部 にきゅ 5 松山市 白石　達紀 近藤　剛 谷　春香 丸岡　なぎさ 稲葉　千尋

13 一般の部 温泉最強ブラザーズ 5 松山市 水口　直人 後藤　司 麻生　北斗 井上　雄二 新谷　知己

14 一般の部 松山大学人社４年男子 5 松山市 阿部　亮祐 十川　和貴 薬師寺　知貴 柳瀬　優 大西　悠太

15 一般の部 ♬　新ドン屋　∮ 5 八幡浜市 ダテっち スダっち アキラ・プロダクツ みっちゃん ショコタンばあば

16 一般の部 森安田 5 松山市 森山　治樹 山田　裕大 山田　竜弘 宇都宮　育 安富　あゆみ

17 一般の部 聖カ大　松波ゼミ 5 松山市 大西　海星 久保　光希 重松　美穂 菅原　愛花 松波　勝

18 一般の部 ㈱チャレンジャー　Ａ 9 松山市 森　一八 矢内　利幸 水野　葉子 松本　啓子 篠森　健一 徳丸　博智 兵頭　哲典 早瀬　祐樹 徳永　裕紀

19 一般の部 ㈱チャレンジャー　Ｂ 9 松山市 山本　修 西原　勇 宇都宮　直樹 戸井田　典 山内　克洋 長岡　千春 忽那　和幸 和家　涼平 宇都宮　優大

20 一般の部 ㈱チャレンジャー　Ｃ 8 松山市 高橋　恒 向井　雄一郎 渡邉　隆幸 小田　光佑 安永　友樹 湊　翔馬 弓山　辰也 松田　真央

21 一般の部 チームＴ 5 松山市
田中　千里 田中　俊司 田中　健二 丹下　修太郎 丹下　良佳

22 一般の部 オレンジリボン愛媛Ｃ 6 松山市 石井　恵一郎 松本　佳之 安井　優介 玉井　貴洋 濵本　健志 矢野　貴一

23 一般の部 ＢＡ課 6 松山市 兒玉　芳弘 兒玉　伊歩希 山本　翼 宮崎　秀輝 伊賀上　祐彰 白石　拓也

24 一般の部 ＥＪＥＣ＿Ａ代表 6 松山市 岡川　佳史 八木　泉 武智　章 坂田　健治 濵渦　貴博 森井　一正

25 一般の部 ＫＡＴＴＩＯ 6 広島市 久保田　純史 大石　貴章 青木　和泉 磯永　浩平 高橋　雄大 多田　貴博

26 一般の部 ＰＨＣ　ベロベーロ 6 東温市 黒川　和也 玉井　徳彦 小西　孝徳 造田　光章 藤本　光輝 野口　展明

27 一般の部 ＹＯＮＣＯＮ－Ａ 6 松山市 近藤　春夫 武田　彩子 貝原　愛 黒川　文子 小越　勇輝 黒川　嘉昭

28 一般の部 チームＹＯＮＣＯＮーＢ 6 松山市 村上　聡 太田　賢治 池田　浩章 伊藤　大将 谷　亜希子 堀　直也

29 一般の部 ＳＲＣ 6 松山市 武智　聖治 新田　健 岡田　晋一 近藤　豪紀 星野　聡一 丸金　覚

30 一般の部 カニかまーず 6 松前町 永田　彪 小泉　太郎 藤野　雄太 吉田　圭佑 野本　明誉 大根田　雅人

31 一般の部 すけさんズ 6 松山市 佐伯　浩樹 相田　和之 堀　涼介 源　浩輔 山本　慧 米田　周平

32 一般の部 だけじゃない 6 松山市 石田　真由美 池田　一 三好　隆志 笘居　達朗 渡邉　彰 西山　政輝

33 一般の部 チームＹＴＫ 6 東温市 武隈　雄也 上原　健祐 阿部　峻靖 杉上　裕一 越智　貴士 山崎　耕一

34 一般の部 チーム宇和島Ｂ 6 宇和島市 宝本　将 今津　豊生 浅本　圭一 石橋　明洋 丸尾　泰俊 清家　清志

35 一般の部 チーム京 6 松山市 土田　貴士 赤松　雄 宮前　泰伸 六本木　京 廣橋　裕子 松本　恵美

36 一般の部 共立工営Ａ 6 松山市 福増　智也 門田　誉士夫 大西　宏治 岡田　知洋 島田　興志郎 戒田　拓磨

37 一般の部 田渡消防団一部 6 内子町 大久保　明徳 二宮　一 梅木　雅生 寺岡　和一 福岡　博実 泉田　大介

38 一般の部 徳洲会リハ 6 宇和島市 近田　有輝 中村　孝司 今城　翔太 長沼　良典 三瀬　由貴 二宮　真菜

39 一般の部 よんでん　愛媛Ｂ 6 松山市
城戸　雅英 鴨川　英和 梅木　雅春 山下　真司 村上　佑治 中川　茉耶

40 一般の部 ＳＫＤＩＯＮ 6 松山市
篠原　重樹 丸尾　和之 中川　輝 中川　優太 水中　重郎 津田　清隆

41 一般の部 オレンジリボン愛媛Ａ 7 松山市 菅田　英治 菅田　めぐみ 秋月　千佳 福富　由果 渡部　隼也 池田　和史 榊原　麻悠子



42 一般の部 オレンジリボン愛媛Ｂ 7 松山市 矢野　貴樹 佐々木　大輔 田中　梨絵 大森　一明 深見　佳彦 門屋　智仁 上拾石　直人

43 一般の部 チームたんたん山 7 松山市 伯耆田　孝太 入川　久美子 沖田　俊幸 加納　健二 藤本　英樹 藤坂　徹郎 藤坂　朱美

44 一般の部 牛もつＲＣ 7 西条市 田中　真人 手嶋　隆 𠮷川　宇喜地 三宅　賢輔 藤原　亜紀 宮倉　真澄 岩崎　友子

45 一般の部 風になる＠郵便局 7 松山市 上田　貴大 岡本　竜也 津嶌　幸一 野村　朋哉 宮崎　正三 渡部　敬太 渡部　達也

46 一般の部 あるよ１号 7 松山市 小倉　正嗣 湯口　昌昭 白方　浩平 田野岡　直人 高嶋　龍仙 竹田　真吾 中矢　潤

47 一般の部 よんでん　愛媛Ａ 7 松山市 大田　茂 小森山　浩之 木谷　治 大森　貴之 二宮　大知 上田　紗織 曽根　寛子

48 一般の部 監督、出産しました２ 7 松山市 尾家　慶行 大西　祥久 山田　剛史 鞍田　竜史 池上　亨彦 平岡　明典 鎌田　由男

49 一般の部 ３Ｆ技術部とその仲間 7 松山市 片岡　太一 浅野　太郎 田頭　寛之 井手　祥代 上田　健太 杉本　和博 衣川　和尭

50 一般の部 ＤＣＭダイキチームＡ 7 松山市 村山　良太 嶋田　英之 井上　博光 高橋　和之 小田　友厚 吉田　怜平 佐川　紳一郎

51 一般の部 ＤＣＭダイキチームＢ 7 松山市 森田　泰文 中村　憲二 上玉利　鎌司 迫部　洋平 今田　雅貴 赤川　絢一 高市　明成

52 一般の部 ＤＣＭダイキチームＣ 7 松山市 宮田　聖悟 越智　浩一郎 加治　英樹 石田　裕朗 浅井　長幸 西岡　翔史 三好　大士

53 一般の部 ＤＣＭダイキチームＤ 7 松山市 中川　真行 上甲　正宏 越智　敬義 北田　裕史 仙波　満 空閑　浩基 山本　浩正

54 一般の部 ＪＡ全農えひめＡ 7 松山市 戒能　俊久 藤井　駿弥 三谷　真鈴 上田　幸樹 廣瀬　志奈 山口　真利佳 友岡　慎弥

55 一般の部 ＫＩＭＲＵＮ 7 松山市 重松　孝之 渡部　哲也 稲本　麗華 加藤　裕介 堤　誠 兵頭　計哉 木村　昌宏

56 一般の部 ｍｅｇｕａｋｉ 7 松山市 安藤　友浩 清水　恒一郎 加藤　和教 岩本　拓也 清水　奏翔 井田　光一 土居　邦章

57 一般の部 ＮＴＬＳ 7 松山市 石田　貴士 新居田　晃徳 西野　栄一 檜田　慶生 兵頭　孝太 堀江　浩司 二宮　浩介

58 一般の部 ＴＥＡＭ５１．５ＧＯ 7 松山市 梶川　明宏 山本　志織 藤井　徹哉 矢野　陽子 川辺　恭子 金子　司 上鶴　正弘

59 一般の部 あやめ１ 7 西予市 湯上　良太 谷岡　梓 津田　尚美 梶谷　由佳 片上　大介 寿海　雅彦 谷口　誠崇

60 一般の部 あやめ２ 7 西予市 黒川　和毅 宇都宮　千裕 伊勢　智子 大野　泰伸 飯田　高大 鶴井　宏治 土居　裕

61 一般の部 イプラ 7 松山市 小田　泰平 藤岡　勝利 入河　真美 島崎　貴文 濵上　芳栄 塩﨑　佑典 竹中　千穂

62 一般の部 ウルトラ晶子姉 7 松山市 相原　雄一 三原　晶子 三好　みちひろ 村上　真理 相原　成美 三原　隆 沖田　典子

63 一般の部 おいしい牛乳 7 松山市 山地　宏幸 岩﨑　和久 中川　大司 杉尾　未穂 門田　陽平 山崎　雛子 横山　巧

64 一般の部 ジャスミン 7 愛媛県 冨岡　広海 倉成　秀樹 向井　聡 木原　慎也 吉田　遥香 坂本　はるか 森　正孝

65 一般の部 チョコレート効果 7 松山市 乗松　隆信 田中　伸芳 吉田　哲也 髙田　裕之 渡邉　拓也 金山　元気 白形　玲

66 一般の部 ディーン 7 松山市 篠﨑　竜男 高須賀　大祐 野本　健 片野　憲司 山下　勝義 八束　陽介 門田　泰典

67 一般の部 ノーススターズ 7 松山市 渡部　健太郎 井上　菜美 宮﨑　達也 藤田　麻友美 山口　里桜子 越智　郁仁 亀岡　美咲

68 一般の部 のび家 7 松山市 中村　和彦 青野　和範 三重野　真人 富尾　知世 神近　陽平 宮本　武士 加藤　創

69 一般の部 のび家２ 7 松山市 渡部　早智子 佐伯　直哉 神原　誠 木田　佳央人 神野　新太 中川　真梨子 永井　克尚

70 一般の部 ビギナーマラソン１ 7 松山市 泉　晶子 岩井　香織 大森　由紀 高田　美香 福本　治哉 宮田　聖悟 森田　貴弘

71 一般の部 ビギナーマラソン２ 7 松山市 大渓　由美子 齋藤　心幸 寺川　一花 中村　純一郎 加川　大 松田　文雄 芝　直裕

72 一般の部 ほしぐみ 7 新居浜市 星野　敦志 安部　智毅 近藤　啓 滝本　正一 塩崎　修基 佐藤　和夫 瀬尾　拓也

73 一般の部 よんでん　徳島・高知 7
高知県
徳島県

古山　建司 増井　優仁 小倉　慎司 真鍋　尚暉 明神　良房 森澤　安倫 宮脇　啓臣

74 一般の部 愛大眼科ヌードルズ 7 東温市 白石　敦 上甲　武志 浪口　孝治 井上　英紀 神野　恵吉 足立　隆一 甲斐　聡一郎

75 一般の部 加地ジャパン速い組 7 松山市 則兼　哲也 畑山　健 岡本　房俊 山本　武克 西山　雅人 谷本　泰士 東　雅恵

76 一般の部 共立工営Ｂ 7 松山市 大田　裕哉 雁　孝治 三原　正己 近藤　裕介 若江　大貴 池内　みずき 吉原　潔

77 一般の部 賢将会 7 松山市 石丸　将 立岡　賢一 大本　英視 長尾　千緩 芳之内　真奈美 藤岡　諭 濱田　亜希

78 一般の部 五色天狗爆走隊 7
伊予市
西条市
松山市

篠﨑　博志 小袋　健太郎 日野　勉 兵頭　裕司 宇都宮　麻紀 宮崎　紀子 髙市　貴久

79 一般の部 初任科第６期おやじず 7 伊予市 梶原　浩一 太田　博淳 津田　宗孝 山本　賢 浅野　大誠 竹内　慎治 山本　誠治

80 一般の部 ＪＡ全農えひめB 7 松山市 関岡　光昭 川﨑　広範 本田　庄三 野本　克央 森　慎太郎 渡邊　健太 毛利　光宏

81 一般の部 隊長と愉快な仲間たち 7 松山市 長谷部　孝幸 鍋田　和範 都築　泰彦 長谷部　智津子 藤井　真弓 鍋田　文美 小野　美佐子

82 一般の部 東西北角合同 7 新居浜市 野間　聡 渡部　真吾 佐伯　翔平 池内　浩平 紀平　真実 岩野　紘子 藤田　舞



83 一般の部 北山の愉快な仲間達 7 伊予市 村田　若菜 土居　結子 福田　祥恵 山下　淳也 山下　沙羅 宮里　寿希 宮里　秀彰

84 一般の部 野獣会アスリート部Ａ 7 砥部町 善家　祐二 森口　賢一 山本　康蔵 定成　裕一 曽我部　平 高本　知美 谷口　亜紀

85 一般の部 野獣会アスリート部Ｂ 7 砥部町 永見　玲 矢野　公喜 土居　俊一 山下　智也 篠原　雅尋 河本　直子 三谷　留理子

86 一般の部 アグサス 7 松山市
兵頭　永一 真田　和幹 兵頭　敏弘 和田　章 高橋　佑慎 高橋　海 川口　晃希

87 一般の部 アットハウジングＡ 8 松山市 佐々木　哲夫 後藤　新平 日野　祥希 渡部　順一 新開　翔 谷口　敦暉 牧澤　佑樹 松田　貴好

88 一般の部 伊予銀ビジネスＳ 8 松山市 鶴岡　憲治 藤井　保宏 下野　孝司 武内　和明 栂村　佳文 兵頭　一恵 栂村　栄美 長野　真弥

89 一般の部 愛媛大学法文同窓会 8 各地 鳥生　勉歳 高田　敬士 住友　良光 梶川　成保 土井　明人 大西　孝史 寒作　典員 永原　和弥

90 一般の部 チーム走行中 8 松山市 埴生　隆志 河野　竜也 重川　英紀 水地　元 水地　翔 武知　美佳 渡辺　絵里 門屋　真奈美

91 一般の部 四電高松ＲＣ 8 高松市 浜野　広樹 伊藤　政訓 大森　輝和 大西　孝明 黒澤　奈美 穴沢　勇斗 神野　大輝 村井　昭徳

92 一般の部 team Ｇｉｒａｆｆｅ　Ａ 8 松山市 井関　智喜 吉田　薫 大野　露美 弘田　恵 清水　秀和 井口　卓也 香川　雅博 松岡　亜由子

93 一般の部 ＴＯＪＩＴＳＵ 8 松前町 若宮　政司 白石　光明 石田　治広 森本　勝 窪田　泰郎 吉岡　勇人 森野　義弘 乗松　隆司

94 一般の部 レジェンド会 8 松山市 和泉　壽郎 和泉　泰裕 山岡　大輔 光田　幸祐 市川　和夫 正岡　智 松浦　翔也 今井　広二

95 一般の部 串カツ食べたい 8 内子町 林　愼一郎 高本　匡介 児玉　芳樹 亀岡　健一朗 室岡　康平 亀沖　菜津美 沖元　美月 納堂　邦弘

96 一般の部 惑星ベジータ！ 8 愛媛県 向井　裕喜 平岡　たかし 平岡　若菜 武智　聖典 近藤　真由美 西谷　里佳 越智　明美 浮穴　誠子

97 一般の部 ８階の窓際族 8 松山市 山内　泰 久保田　正幸 藤本　隆文 徳弘　清 戒能　吉昭 檜垣　賢嗣 佐々木　隆志 岡本　匡史

98 一般の部 ＢＲＩ 8 松山市 石田　力也 石田　博嗣 久田　圭亮 松井　志郎 平光　千代 門田　省二 浅川　靖 重松　生泰

99 一般の部 ＣＡＲＮＡ 8 松山市 重松　嘉胤 佐々木　優光 十倉　久弥 鈴木　雄太 正　博喜 宮内　茉妃 日野　史織 戒田　美典

100 一般の部 ＥＰＡ１７７Ａ 8 松前町 都築　一弥 髙藤　颯大 秋山　海斗 菅　優希 山内　雄生 西山　晟佑 藤村　勇暉 平田　智也

101 一般の部 ＥＰＡ１７７Ｂ 8 松前町 村上　悠真 熊田　拓未 喜田　仁 山下　椋平 山内　優舞 上光　空良 門田　航 名倉　宗輝

102 一般の部 ＥＰＡ１７７Ｃ 8 松前町 和田　航平 請田　祐大 髙松　亮太 古川　浩満 梅川　涼 曽我部　亮太 秦　健一郎 大西　宏幸

103 一般の部 Ｍｅｇａマイマイ 8 松山市 窪　勝司 酒井　裕治 金谷　正昭 窪　真太郎 窪　優希 安田　まどか 安田　颯一郎 松本　真介

104 一般の部 ＰＨＣ　ローゼ１ 8 東温市 兵頭　正威 阿河　昌弘 岩崎　雅弘 白石　正人 多田　淳二 村井　雄太 矢野　裕昭 山田　亮介

105 一般の部 ＰＨＣ陸上倶楽部１ 8 東温市 二神　規通 東原　啓久 佐藤　由美 渡部　賢治 篠崎　潤 山川　智久 角谷　和哉 渡部　剛志

106 一般の部 ＰＨＣ陸上倶楽部２ 8 東温市 武下　敏章 岡　学 小川　高晴 白石　孝範 鳥取　悟 山下　諒也 中山　潤子 泉　秀明

107 一般の部 ＳＢＴ麦走会 8 松山市 滝下　直樹 岸　国男 柴田 裕介 立花　大輔 田村　日奈 横田　朱音 門屋　ひなみ 江本　茉央

108 一般の部 がっくん 8 伊予市 村田　知輝 永田　凌一 安永　京平 久保　宏允 吉見　彩夏 畑邊　貴和子 宮栄　俊作 長崎　拓人

109 一般の部 きたごえぬ 8 松山市 石川　幸枝 松嶋　佐恵 上野　真紀子 阿部　珠江 三瀬　史恵 松岡　郁美 吉良　麻未 山内　秀美

110 一般の部 ゴールドジム１ 8 新居浜市 前川　由美 大野　真琴 高橋　涼真 高橋　義孝 小野　正志 武方　玲子 大垣　雅義 前川　智奈美

111 一般の部 ゴールドジム２ 8 新居浜市 多見　恵 高橋　由起 高橋　一義 源代　宏一 岩見　敦志 近藤　諒太 橋本　ひとみ 橋本　拓

112 一般の部 ご長寿遊走会 8 松山市 岡山　美穂 二宮　啓二 岡山　美穂 大野　達広 二宮　一恵 黒田　敬 岩倉　伴子 佐川　啓子

113 一般の部 じょじょ 8 伊予市 川口　ひらり 田中　悌二 宮岡　玄 横山　元 西原　祥真 渡邊　健太郎 山本　将平 坂本　憲昭

114 一般の部 チームＭＩＫＡ 8 松山市 神山　省三 宮本　賢一 川本　美香 藤田　貴夫 境　竜介 守田　忠彦 八木　聡子 高橋　徹朗

115 一般の部 チームくろくま 8 松山市 松本　功一 岡本　智博 廣藤　雅一 松浦　淳 宮部　保人 都田　雄二 高橋　眞人 小倉　真

116 一般の部 チームちゃがまる 8 高知県 井上　浩二 大坪　裕直 森下　佳代 上村　和美 戸田　義之 祝田　拓 島田　和典 細川　愛貴

117 一般の部 ミラクル三浦 8 大洲市 藤岡　悟史 三浦　裕太郎 石井　隆樹 福田　達也 平内　拓麻 佐野　翼 須内　陸 重岡　智

118 一般の部 伊台塾 8 松山市 田窪　剛 玉井　佐代美 玉井　克明 畠山　礎 本田　庄三 久保　力也 岡田　教人 髙橋　巨成

119 一般の部 伊予市キョロキョロ隊 8 伊予市 川口　和代 金井　美恵 山下　美穂 山下　章二 島川　仁 土井　真理子 矢野　美智子 山下　美里

120 一般の部 喜多医師会病院Ａ 8 大洲市 佐々木　教 篠原　和浩 中本　大成 池田　京平 吉田　智貴 菊池　健司 齊藤　実 満井　美代子

121 一般の部 肱川走業 8 大洲市 上田　敏行 上田　美和 飯田　裕己 祖母井　沙樹 冨永　周作 山田　耕士 大野　拓也 思田　亮

122 一般の部 四国総合通信局麦走会 8 松山市 野村　好夫 堀川　幸治 田村　浩晃 河野　義則 柴田　裕介 深水　遼太郎 山西　俊輝 沖嶋　聖雅

123 一般の部 昭和会 8 松山市 光田　秀之 三瀬　明子 小泉　隆央 柴田　督弘 石丸　一臣 菅　直人 村上　直美 宇田　真記



124 一般の部 大阪ソーダ 8 松山市 山崎　和宏 山崎　豊記 江端　英昭 大西　孝明 松岡　慎也 三島　明子 井上　美沙 山本　紗綾香

125 一般の部 特攻野郎Ｃチーム 8 伊方町 尾下　勇太 乙武　秀二郎 城戸　隆志 西上　直輝 山本　竜聖 山本　晴登 戸城　聡太 正木　優

126 一般の部 邦栄ランニングクラブ 8 松山市 井谷　哲也 吉川　亮 片山　真紀 津田　裕晃 松岡　栄二 鈴木　那奈子 越智　悠介 福本　幸基

127 一般の部 伊方サービスＢ 8 伊方町 大谷　慶彦 渡邊　眞次 谷口　智彦 上田　秀和 西野　修真 中川　裕士 吉田　新平 竹林　直輝

128 一般の部 かずおーず８２ 8 松山市 近藤　奨也 近藤　煌士 近藤　由希 平野　美春 上本　沙緒里 佐竹　純一郎 佐竹　孝之 佐竹　勇哉

129 一般の部 チーム八高 8 八幡浜市
清家　純三 浅田　富保 松井　由紀子 西谷　由香 青山　敬吾 濵元　慶彦 檜垣　步夢 髙橋　龍之介

130 一般の部 華麗なる飲んだくれ 8 松山市
山野　祐介 山本　恵子 森松　咲江 初瀬　圭佑 初瀬　紗也佳 首藤　祐輝 湯川　純弥 森　稔治

131 一般の部 team Ｇｉｒａｆｆｅ　Ｂ 9 松山市 玉木　景二 弘田　貴郎 山内　朋子 渡部　陽子 安本　恵吾 大橋　孝太郎 竹本　逸一 中川　博 大野　健二

132 一般の部 けいこと愉快な仲間達 9 東温市 黒河　健 西山　美里 好井　由紀子 坂本　桂子 高橋　怜子 三好　奈津恵 北岡　美緒 岡　きらら 宮内　椎菜

133 一般の部 ＳＴＫチームＡ 9 今治市 永野　和広 河野　寿生 松本　伸次 古角　真章 越智　孝敏 蔭原　柚介 檜垣　弘明 坂本　慎司 南条　孝徳

134 一般の部 愛大ＡＲＴチームＲ 9 松山市 岩田　剛 畝　慎太郎 伊藤　達矢 吉田　麻人 小川　達也 西村　優作 岩切　毅 堀田　恭平 越智　海容

135 一般の部 愛大ＡＲＴチームT 9 松山市 粟津　浩光 二神　竜一 有澤　雅音 亀岡　正寛 中山　拓 大島　美菜 吉良　典真 森田　将之 吉田　晋一郎

136 一般の部 ＥＰＡ１７７　Ｄ 9 松前町 石村　真彩 北川　友理 金丸　瑞希 冨内　晃来 正岡　弥花 芥川　悠里 後藤　優花 橋本　桃果 清水　浩代

137 一般の部 ＥＰＡ１７７Ｐ 9 松前町 大塚　裕之 黒澤　博 土居　大真 曽我部　友陽 楠　昂起 進　大河 門屋　辰太朗 山本　大悟 仲岡　禎和

138 一般の部 ＮＥＷギガ１Ｇ 9 松山市 宮川　和輝 田邉　智大 東　優志 二宮　洋平 濱澤　宏季 東山　泰我 巻木　瑛 畠山　鈴唯 山下　智也

139 一般の部 カロカロきっずボーイ 9 松山市 鎌倉　大祐 大内　孝弘 高松　一馬 竹本　岳 田中　雅基 永井　飛鳥 宮崎　勝久 宮崎　淳之介 三好　光一郎

140 一般の部 チーム　呑んだくれ 9 伊方町 日浦　高志 中田　信幸 井上　恵隆 足利　博文 清水　貴志 畑中　保人 菊池　崇史 松平　大 赤坂　有理

141 一般の部 チーム楽楽走 9 松山市 矢吹　隆広 大窪　美輪子 安本　由佳 井上　成計 林　哉宏 井上　賢二 渡部　慎一 井上　颯 下久保　淳子

142 一般の部 どこいこランナーズ 9 高知県 楠瀬　和也 村瀬　章治 田岡　季里 宮内　宏和 濱崎　哲一 矢野　聡司 山下　剛 上田　光一 野仲　弘一

143 一般の部 磯風ランナーズ 9 新居浜市 村上　旭 白石　隆 久保　直樹 羽藤　貴生 尾崎　雄三 田邊　大基 野田　照明 柴田　良一 小山　祐樹

144 一般の部 桑中四期生 9 松山市 山岡　幸司 田中　秀和 二神　秀樹 山内　誠 渡邉　啓 渡部　等 岩崎　真須美 楠　和美 周藤　純子

145 一般の部 親和Ｆｒｅｅ’ｓ 9 松山市 小倉　英二 松尾　健司 野本　卓也 渡部　洋樹 増田　敦吏 宮内　渉 武智　伸泰 岡田　和馬 菅原　大輔

146 一般の部 哲治と愉快な仲間たち 9 松前町 大河内　克純 田中　周作 細川　哲治 中村　泰 兵頭　宏輔 楠本　祥司 岡田　美保 西岡　幸 宮崎　彩

147 一般の部 八幡浜ちゃんぽん９ 9 八幡浜市 井上　剛史 菊池　貴洋 稲田　雄一郎 増池　充 吉川　幸宏 山下　教千賀 菊池　之成 稲田　雄飛 森分　洋樹

148 一般の部 準硬４回生 9 松山市
小川　颯兵 塩月　陽大 加藤　大暉 川崎　健太郎 池田　優大 井上　蒼士 古川　晧一 久保野　浩輝 中丸　ひかり

149 一般の部 ぶっ駆け 9 松前町 樫田　崇 新水　徹郎 谷口　久典 冨永　るり子 濱崎　昭憲 松浦　勝 明賀　和也 宗谷　圭一 森田　雅章

150 一般の部 アットハウジングＢ 10 松山市 後藤　浩介 宮内　利拡 村上　祐竜 菅　秀雄 田鍋　護 山本　柊平 大家　香那 三代　逸斗 岡　啓介 山本　裕貴

151 一般の部 武内工務店の仲間たち 10 宇和島市 矢間　永二 芝　賢二 芝　真弓 武内　英和 榎　マキ子 情家　央達 情家　貴子 情家　唯 西田　惣一 西田　浩子

152 一般の部 ＧＯGO！しこちゅー 10 四国中央市 大西　崇文 鈴木　崇士 冨原　英友 石川　巧 渡辺　英雄 井原　広一 浅井　貴美 大西　佳奈 大久保　静香 ダニエル　クルーズ

153 一般の部 ａｇｅーｇａｐ１号 10 松山市 三谷　真治 瀬野　沙織 吉丸　大洋 飯尾　美月 柴田　勝 井川　瑚都 神谷　裕美 田中　秀喜 山田　和代 大谷　有起

154 一般の部 ａｇｅーｇａｐ２号 10 松山市 松本　守隆 北原　由香 梶原　保幸 石井　里美 菅　政範 佐伯　友里恵 篠原　睦実 越智　浩 木戸　千恵 川田　豊明

155 一般の部 Ｐａｓｔｅｌ．Ｒ．Ｃ 10 松前町 中野　純志 小野　晶 ザイナル　ハフィジ 佐々木　桂樹 野本　浩次 海法　圭司 内村　伊佐爾 坂上　泰紳 三好　毅 苗代　和樹

156 一般の部 加地ジャパン遅い組 10 松山市 加地　俊彦 竹田　智 高橋　好夫 正月　祥司 近藤　和也 平岡　宥人 宇都宮　勇樹 慶徳　大樹 加地　真紀 植松　貴之

157 一般の部 松山ｌｏｖｅｒｓ 10 松山市 日之西　真 中村　麻奈美 井手　優好 渡部　歩 村上　美桜 丁野　樹 山内　真理亜 山木　麻惟 日之西　崇 多田　修平

158 一般の部 （株）スズキ自販松山 10 松山市 平野　淳俊 梅本　勝哉 縣　昌伸 梶田　勝寛 山本　弘記 山本　晋也 香川　浩幸 岩市　直也 八木　真実 吉田　いづみ

159 一般の部 （株）大建設計工務 10 松山市 水野　博文 矢野　和彦 井関　泰介 橋本　圭 門田　美和 戒野　透 中屋　和斗 平安　茜音 沖田　果穂 淺田　哲

160 一般の部 愛大ＡＲＴチームＡ 10 松山市 近藤　理 谷崎　繭友美 橋本　真伊 對馬　早也佳 松下　祐子 藤本　悦子 松本　良美 西島　克也 神野　琢也 神森　隼人

161 一般の部 ＢＬＵＥＬＥＴ‘Ｓ 10 愛媛県 佐伯　有二 井下　勝 堀部　修平 西林　和紀 河内　康訓 森　徹也 和気　翔太 　グエンバンホア　 沖　匠 佐伯　亮介

162 一般の部 ＣＳＬＲＵＮ 10 松山市 大都　麻衣子 兵頭　克大 西本　雄一郎 大西　由香理 川添　千津子 高柳　紀子 三好　敏行 井上　由香里 二宮　志穂 中矢　彩

163 一般の部 ＥＨＰハシルズ 10 松山市 兵頭　勝 渡部　佳寿雄 窪岡　瞳 乗松　孝旭 近藤　将太 今村　裕子 金森　保 大泉　嘉明 宇都宮　ゆみ 原　達也

164 一般の部 ＥＨＰランナーズ 10 松山市 青木　隆行 高橋　和裕 中村　香子 難波　真悠 大濱　譲 堀江　忍 釜台　史保 宮岡　佳代 松重　肇太郎 萩原　保宏



165 一般の部 ＦＦＫＭ 10
愛媛・香川
・徳島

藤木　修 田村　聡啓 立川　晃 小笠原　毅 高田　桐奈 田伏　義典 京中　春樹 野村　和真 伊藤　貴之 水田　将聖

166 一般の部 岩ちゃんと愉快な仲間 10 松山市 岩森　健一郎 八山　博幸 三瀬　慎太郎 石丸　優宰 田窪　紀之 越智　弘貴 梶谷　侑生 中平　智 明比　一樹 矢野　雄大

167 一般の部 ＩＴＳラン同好会 10 松山市 古瀬　秀孝 小笠原　有三 齊藤　桂花 荒井　章 小野澤　啓次 中満　隆行 松田　晃幸 佐藤　雄亮 藤元　裕康 川津　浩太郎

168 一般の部 ＪＡバンクえひめＡ 10 松山市 宇都宮　久嗣 平田　浩一 門田　真次朗 奥田　雄大 森　智治 重岡　宏紀 村上　大和 筒井　駿 宮塚　雄大 渡部　翔吾

169 一般の部 ＪＡバンクえひめＢ 10 松山市 松岡　久紀 高橋　晃成 髙橋　一生 櫻井　貴明 稲荷　雄太郎 石川　貴啓 門屋　卓磨 大嶋　侑達 鱸　遼介 山内　大貴

170 一般の部 ＭＪＨ３０４０ 10 松山市 松田　恵介 玉井　尚吾 大嶋　優 吉川　知佳 佐伯　杏里 井上　祐吾 佐々木　裕 青木　さやか 仲井　美樹 松田　佳代

171 一般の部 ＮＲＣ１ 10 松山市 酒井　研治 佐々木　隆司 矢野　歩 小椋　まなみ 小椋　ちえみ 山本　愛莉 小野　今日子 大塚　史隆 家高　靖子 高松　美央

172 一般の部 ＮＲＣ２ 10 松山市 今里　健太 中﨑　智大 中﨑　めぐみ 高橋　直 佐藤　啓介 松浦　利則 松林　洋祐 大谷　佳祐 行元　聡子 徳田　修

173 一般の部 Ｏ・Ｆ・Ｚ・Ｋ 10 愛媛県 若松　達也 佐々木　進 青木　雄二 大西　健一 駄場　敏起 薬師寺　徹 渡邊　幸博 末松　奈々江 西岡　雅美 向井　裕子

174 一般の部 ＰＨＣヒンカン 10 東温市 西岡　幸治 西宇　実代 大野　直美 堀内　昇 松本　和泰 蓑田　英司 村上　伸介 政本　一郎 町田　佐土子 佐竹　謙松

175 一般の部 ＰＨＣ楽走・・・ 10 東温市 澤田　剛 森口　庄司 加藤　晃彦 三浦　修一 須山　彩香 谷　怜亮 藤吉　功 北原　薫 野村　孝典 森分　優太

176 一般の部 Ｓさんのチーム☆ 10 松山市 田中　吉典 松田　良彦 古本　伸志 須田　大介 西窪　麻美 西窪　華里奈 吉田　真 岡田　彩希 藤堂　裕人 井上　敦子

177 一般の部 ＴＥＡＭニノ＠瞬足 10 宇和島市 白方　一平 二宮　宏介 今永　智之 水野　静代 阿蘇　忍 大西　和花 高橋　敬一 松本　司 佐々木　大志 玉利　未来

178 一般の部 ＴＥＩＪＩＮ－Ａ 10 松山市 東　寿 宋　坤鵬 篠原　秀晃 伊藤　一也 白方　秀樹 佐伯　正義 石井　修人 前田　真一郎 縄田　裕之 金井　英雄

179 一般の部 ＴＥＩＪＩＮ－Ｂ 10 松山市 水元　文哉 渡部　篤 佐々木　秀雄 大野　淳 田村　史絵 平松　美香 井上　亜希子 山田　佳樹 西川　尚哉 池本　理佳

180 一般の部 ＹＯＳＨＵニッケルン 10 松山市 上間　靖宏 西田　理 久保　知弘 曽我部　史也 上岡　正知 柴田　宏樹 豊田　強 森　晋吾 林　真吾 白石　仁志

181 一般の部 アイナンマン 10 愛南町 土居　寿直 山口　伸子 松本　賢一 岡添　二美 濱見　麻美 布山　知伸 山本　典政 平井　忠司 平井　千積 堀金　智子

182 一般の部 イーズホケン 10 松山市 三根生　啓太 福岡　勝也 二宮　盛夫 重松　亜沙斗 下栁　徳也 下栁　海翔 和氣　史奈 二宮　圭 重松　佑紀 藤井　大

183 一般の部 うわじポストオフィス 10 宇和島市 山田　博也 廣見　智 鈴木　由紀 山本　京香 中井　淳一 八木　純 木下　祐矢 萩森　一斗 川上　雅史 小西　敬男

184 一般の部 えのもんプロジェクト 10 新居浜市 安部　匠 榎本　皓仁 大堀　真生 岡村　遥 小田　淳史 川東　拓未 西條　史朗 神野　裕貴 相田　健太郎 中村　佳樹

185 一般の部 クリナップ 10 松山市 河野　智史 倉本　光州 高橋　亮祐 清水　勇希 宮本　浩行 中川　卓 浪越　都秀 佐々木　千晴 和田　龍太郎 北崎　昌幸

186 一般の部 ケアジャパン 10 松山市 橋本　保明 大塚　学 木澤　麻美 池内　郁央 加藤　清秀 宮内　眞弓 西口　隼人 井上　麻里 吉平　ゆう子 西野　和孝

187 一般の部 コイノニア 10 松山市 宇都宮　栞 大西　銀之丞 松村　育弥 田畑　一郎 田中　優衣 山内　優太 岡崎　誠 渡邊　由 河野　莉乃 亀井　弦

188 一般の部 サニクリーン四国 10 松山市 玉井　香帆 小野原　新 武智　郁 渡邊　智 高橋　健次 相原　太 加藤　梨子 西原　秀一 櫛田　弥生 榎　徹

189 一般の部 しのはＲＵＮＳ 10 松山市 渡辺　一弘 北尾　美奈子 池田　晴美 奥宮　啓介 原　薫 奥　雅博 永田　有沙 黒光　祐輔 野中　脩平 河野　雲仁

190 一般の部 しろポメラニアンズ 10 松山市 折田　佳菜 山中　啓史 梅岡　真央 小倉　健 矢嶋　和平 日野　聖人 丹　正樹 金谷　智明 西原　麻衣 宮本　一郎

191 一般の部 スージーズ２０１９ 10 松山市 宇都宮　詩織 泉口　洋輝 安西　唯 参鍋　太郎 井上　晧介 寺田　未来 冨永　七恵 田中　導 家高　真哉 白戸　裕之

192 一般の部 ストーム陸上部Ａ 10 松山市 次家　洋明 田村　友希 山下　克尚 角本　勇人 高橋　学 河野　寛 本田　峻一 城戸　康志 野中　健史 矢野　博和

193 一般の部 ストーム陸上部Ｂ 10 松山市 大本　貴規 清家　博之 玉井　盛吾 田井　孝和 武智　正人 渡部　将裕 近藤　智恵子 水田　勇次 水田　里実 次家　かおり

194 一般の部 チームＨ 10 松山市 竹場　哉翔 清水　一夫 上野　健 大田　慎治 山瀬　和樹 尾崎　加奈 高橋　哲哉 飛田　泰広 丸石　祐成 川村　徹也

195 一般の部 チームＭＢＮ 10 新居浜市 藤田　昇平 足立　久和 井上　朋美 田中　誠二 濱田　英樹 佐藤　剛 飯尾　一男 三浦　靖弘 松村　達也 奥嶋　紘司

196 一般の部 チームアマミ 10 松山市 菊川　宏美 三ツ井　春奈 山田　祐基子 菅　雄貴 沖野　優斗 平野　洋平 上田　英和 上田　あゆみ 上田　葵 田窪　夏音

197 一般の部 チームしまなみ 10 今治市 岩本　新汰 尾崎　哉太 尾崎　壮太 河野　健 森田　鉄平 檜垣　正清 日浅　由彩 黒川　透 八木　崇史 白石　洋万

198 一般の部 チームしろくま 10 松山市 縄田　英樹 東海林　司 山崎　了和 中川　拓弥 下山　雄也 松本　佳奈 加藤　智也 戸梶　賢一郎 堀内　萌果 田中　賢太

199 一般の部 チームゼロ 10 松山市 大島　千市 森　好博 山口　真司 有馬　香代子 牧　ゆう 田中　純子 高岡　恭子 上岡　忠明 石田　美雪 原田　篤

200 一般の部 チームランラン 10 今治市 三上 曽根 福原 貴田 くみこ 大澤 田坂 石崎 やまもと 吉田

201 一般の部 チーム岡田っこ 10 松前町 大西　英樹 重松　淳 鈴木　純一 經種　淳 松澤　啓二 森川　克己 上田　剛史 砂古　直美 西坂　準司 橘　佳織

202 一般の部 チーム郡中 10 伊予市 玉井　淳 鎌田　卓也 弘岡　真一 川本　和也 木下　遥香 堀川　沙世 松江　直樹 清金　秀介 灘岡　雅人 松山　香織

203 一般の部 尾道走れるん怪 10 広島県尾道市 佐伯　竜梧 神原　徳雄 坂本　慎 上岡　雄一 吉岡　洋平 平賀　拓也 佐古田　貴浩 青戸　瞳美 藤井　勇輝 小田　さおり

204 一般の部 松山明楽走ろう会 10 松山市 村中　駿一 渡邊　楓子 植田　一輝 大石　皓平 山下　汐里 毛利　祐允 奥平　記史 河野　奈実 佐藤　隆亮 森　知彦

205 一般の部 でんのすけ 10 松山市 北添　智之 二宮　崇 長井　陽一 都築　秀和 元野　みさと 永井　陽佑 萱野　泰平 白石　三千夫 宇佐美　颯世 叶田　成年



206 一般の部 なの花 10 新居浜市 松南　義人 近藤　楓 徳本　義彦 秦　さおり 穂木　真美 穂木　竜之介 白石　隆 戸田　裕介 上野　太雅 篠原　篤史

207 一般の部 ナミサンブラック 10 今治市 眞部　正崇 森山　翔太 森　諒介 白石　将嗣

208 一般の部 のむら体協２００８ 10 西予市 和氣　岩男 村上　広樹 平田　博史 光沖　真治 橋本　英計 三瀬　崇 高月　裕也 上杉　勝 高橋　慎吾 伊井　裕一

209 一般の部 ぼてぼて 10 愛媛県 佐々木　博志 水代　梨恵 芳野　恵美 土居　正典 増元　聖子 大野　沙苗 森井　敦 越智　俊盛 松本　光生 佐々木　三重

210 一般の部 ぼてぼて２ 10 松山市 宮部　大蔵 松本　哲宏 山中　輝幸 藤井　浩二 山根　鈴香 稲見　理恵 上田　妙子 明関　忍 大平　春枝 明関　萌恵

211 一般の部 ほりのうち５ 10 松山市 坪内　寛美 杉浦　智保 高橋　邦彦 入沢　岳之 竹中　友美 中澤　輝 間宮　優人 竹ヶ原　貴一 今井　久美子 坂本　恭子

212 一般の部 マジメガネ率１００％ 10 松山市 岡田　博之 吉田　浩一 保木　貴幸 赤瀬　諒 菅　大輔 安岡　徹 三木　裕太郎 加藤　謙太郎 宇治郷　将大 京極　凌

213 一般の部 ヨシ子ファミリー１９ 10 松山市 西岡　葵依 前川　萌音 早瀬　凪紗 西岡　颯大 前川　昌輝 西岡　俊彦 西岡　隆充 前川　三紀 前川　絹子 井上　鹿行

214 一般の部 リンテックＲＣ 10 四国中央市 長野　智夫 尾藤　明彦 渡部　弘綱 桑岡　奈央 寺田　沙彩 酒井　智彦 遠藤　達也 石川　璃奈 加藤　瞬 安藤　雄亮

215 一般の部 レンゴーかおる 10 松山市 山中　郁 三浦　貴志 鵜篭　晴美 白川　里美 東谷　悟 伊勢川　豪 藤本　昭 門屋　宏 新枝　史英 山本　広幸

216 一般の部 レンゴーまつやま 10 松山市 中林　弘充 田中　大貴 大麦　利香 菊地　恵子 栗林　真由美 向井　照人 大森　純二 金山　大地 菊地　憲太 宇都宮　聖

217 一般の部 わかくさ 10 松山市 中矢　喬子 十亀　剛一 山内　慎太郎 都築　直美 井上　陽平 大野　翼 金野　雅之 重松　縁 廣岡　寿人 森　茂樹

218 一般の部 愛媛建築住宅センター 10 松山市 和泉　秀弥 井上　竜治 高橋　健太郎 阿部　優子 大内　雄志 桐岡　和也 徳永　清久 松本　慎太郎 中野　正実 和泉　祐季

219 一般の部 宇和島器械 10 宇和島市 河野　寿樹 浅松　英治 安波　博文 大西　一成 熊坂　和郎 善家　久隆 水野　景太 小松　篤史 菊野　敦子 水野　克哉

220 一般の部 丸三ランナーズクラブ 10 大洲市 赤坂　勇樹 安藤　紗侑里 大田　和行 奥村　博行 加藤　久高 木下　万里江 木山　武士 工藤　勉 此下　和太郎 中野　幸一

221 一般の部 喜多医師会病院Ｂ 10 大洲市 住元　巧 村上　雄一 小島　由美子 高岡　幸子 阿蘇　慎也 髙本　枝里 松本　美波 中岡　妃奈子 東　希海 佐々木　綾香

222 一般の部 帰ってきたタカタ 10 松山市 白石　健治 鳴岡　賢悟 日和佐　慶太 越智　聖 垂水　真一 三好　規子 岩田　あゆみ 宮内　岳 梶岡　ルミ子 山内　陽子

223 一般の部 久万スキースクールＡ 10 久万高原町 三好　穂乃香 作本　恒雄 近藤　忠大 市川　勉 白石　勝久 徳丸　裕基 藤本　一男 吉田　勝 田中　功 松川　栄治

224 一般の部 久万スキースクールＢ 10 久万高原町 蓮田　政文 生玉　理 生玉　薫 白石　悦晃 白石　佳祐 小林　優介 小林　巧実 高橋　恒 三好　香織 三好　北斗

225 一般の部 共栄火災 10 松山市 澁谷　寿人 西村　康佑 岩橋　直子 金田　健太 神原　武司 小田　慶太郎 小林　京平 檜垣　友来 谷口　孝晴 本森　章

226 一般の部 窪田ガーディアンズ 10 松山市 正岡　建也 柿木　真一郎 請井　陽一 藥師寺　良子 杉　浩平 杉　涼子 佐伯　大介 佐伯　寛子 大西　厚史 大西　ふみ

227 一般の部 建築士事務所協会ＡＴ 10 松山市 越智　大輔 木村　久司 武知　美穂 中岡　数夫 處　淳子 加藤　明宏 三崎　裕起 村上　裕城 入川　祐司 黒河　孝俊

228 一般の部 建築士事務所協会ＹＴ 10 松山市 成松　弘之助 柳原　直和 高岡　昂平 村井　一心 中　俊二 三島　圭史 﨑岡　勝弘 梶原　佑介 千三木　唯央里 門田　翼

229 一般の部 三和おひさま医科器械 10 松山市 西岡　浩平 泉　貴之 髙本　将臣 秋本　誠司 船田　幸弘 船田　祥代 中村　友彦 村上　貴矢 渡部　憂 横田　崇

230 一般の部 山Ｐと愉快な仲間たち 10 松山市 宇都宮　悠 大塚　蘭 山下　幸治 佐伯　真哉 河野　泰廣 高田　守得 客坂　美香 瀬田　美奈子 松岡　佳子 竹田　三佳

231 一般の部 四国紙販売走ラン課 10 四国中央市 井川　幸次郎 浅田　佳三 石井　典史 坂上　弘樹 佐々木　祐二 加藤　勇太 村上　真一 井上　航一 増田　隆行 瀬戸丸　永吉

232 一般の部 住友別子病院ＡＣ右足 10 新居浜市 森　宣道 真鍋　美佐子 田中　貴大 守屋　海里 岡崎　智子 合田　夕華 秋月　亮介 菅　涼太朗 秋山　賢人 矢野　圭祐

233 一般の部 住友別子病院ＡＣ左足 10 新居浜市 乗松　篤 大石　泰広 近藤　美菜子 小野　敦暉 秋月　界人 田邉　美有 荻山　葉月 藤田　彗 近藤　由理 矢野　大輔

234 一般の部 松山ＳＰ令和 10 松山市 藤野　昭徳 大森　健一 西之谷　相 渡部　泰人 水本　勇太 岡部　孝 岡崎　宏治 森崎　大輔 村岡　真太郎 柳瀬　陽平

235 一般の部 松山大学教職員Ａ 10 松山市 大澤　拓也 池田　和優 羽藤　彩加 村上　優 松野　紘己 美馬　尚貴 清水　淳規 合田　起祥 勝田　智子 松本　孝史

236 一般の部 松山大学教職員Ｂ 10 松山市 一柳　慎太郎 藤岡　晴子 河上　真二郎 柏木　紘一 齊藤　和男 矢野　利幸 寺坂　修 松﨑　恵 村井　啓一 西村　幸保

237 一般の部 松山ウェストウィンド 10 松山市 福井　忍 松木　淑恵 大石　有紗 岸川　かおり 橋本　忍 橋本　邦彦 福井　ヒトシ 福井　美津江 橋本　裕子 橋本　清子

238 一般の部 新居浜市役所クラブ 10 新居浜市 曽我部　雅章 菊池　栄光 岡　義孝 京野　里保 都築　達哉 大西　剛平 三宅　淳司 鴻上　歩実 廣田　賢憲 伊藤　いのり

239 一般の部 水ｉｎｇ有酸素部 10 松山市 古鎌　靖 西原　正明 西村　裕史 石﨑　眞一 浅岡　昌子 伊達　龍志 近藤　昌史 大泉　信介 町田　雄一 高橋　典子

240 一般の部 泉マラソン部 10 新居浜市 戒田　真紀 奥田　康博 奥田　真利子 鈴木　亜弥 長谷川　博彦 長谷川　久代 杉山　雅治 青野　佳奈 戒田　橙子 戒田　拓洋

241 一般の部 増田と愉快な仲間たち 10 大洲市 増田　敬治 河合　弘茂 宮川　尚久 中本　浩司 脇田　秀貴 佐々木　健 石岡　靖範 立林　良浩 石岡　克浩 坂本　洋乃

242 一般の部 打上げは焼肉ＤＡＹＳ 10 伊予市 窪田　春樹 福積　和富 向井　英樹 井ノ口　司 隅田　直軌 武智　克弥 石澤　英美 飴矢　百合 渡邊　美和 池田　詔子

243 一般の部 調査士ランナーズ 10 松山市 小島　裕介 原田　健太郎 栗山　純造 山﨑　元昭 森　寿志 岡田　直樹 宮岡　宏太 山内　伸也 神明　剛 山内　長生

244 一般の部 東松山ケアセンター 10 松山市 中平　久美恵 亀井　厚子 松本　美加 曽根　俊 二宮　雄 沖野　史郎 幸田　知寿 河野　孝恵 宮地　敬子 駄場　督人

245 一般の部 ＢＡＫＵＳＯＵＺＯＫＵ 10 松山市 青木　達也 杉山　浩介 今西　大樹 戸井　一徳 小山　和夫 梶田　美紀 森本　雅代 赤松　明美 池田　敬子 藤岡　徳美

246 一般の部 芙蓉コンサルタントＡ 10 松山市 足立　英寿 森田　良 尾上　泰士 土井内　至 藤田　直丈 菊池　文孝 有友　優太 関谷　和哉 米澤　貴司 西山　毅



247 一般の部 芙蓉コンサルタントＢ 10 松山市 杉浦　公朗 太宰　誠 坂本　岳 大久　雅貴 谷川　沙希 高市　龍介 中藤　亮太 杉野　淳子 石川　孔太郎 西田　眞史

248 一般の部 風になる 10 松山市 岡田　敬輔 亀岡　智子 久保田　宗良 小山　志津子 高田　優子 棚橋　遥香 檜垣　知寿 藤井　未来 水木　慎二 山本　小仁美

249 一般の部 明日こそ・・・ 10 松山市 中田　勝 森田　隆玄 新井　勲 大本　和樹 角田　昌幸 木下　幸治 桃井　健次 松尾　孝志 坂本　麻里 河上　一樹

250 一般の部 来島ランナーズ 10 今治市 吉良田　勝海 天野　大地 市川　憲文 岡部　直幸 越智　清史 秦　修一 森重　貴大 近藤　優美 近藤　優奈 滝野　海翔

251 一般の部 伊方サービスＡ 10 伊方町 戸田　典央 三好　政彰 宮本　大地 井上　竜則 兵頭　佑亮 山本　崇之 市尾　光紀 清水　公 玉井　公 武嶋　高皇

252 一般の部 秋山工業惣開クラブ 10 新居浜市 日野　満 近藤　孝史 生田　雅道 谷岡　伸一 渡部　元文 大西　弘哲 松長　隆志 神野　哲司 宮崎　貴志 加藤　明子

253 一般の部 ＲＪえひめ 10 松山市
藤田　晋治 伊達　貴洋 松田　昌幸 磯崎　俊男 二重　寛臣 浅田　治 梶原　義孝 河瀬　聡一郎 廣岡　良基 石崎　拓

254 一般の部 走れ！！とべっこ☆ 10 松山市 中田　直美 高橋　和枝 堀井　淳司 木下　英二 亀田　智美 山下　修 小畑　一昭 木原　雅征 谷本　里佳 伊藤　純子

301 女子の部 最強のオバ美軍団！！ 7 松山市 相原　直美 山内　奈都美 大西　恵美子 門口　好美 合田　睦美 山上　紀子 宇都宮　すみ

302 女子の部 オレンジクイーン 8 宇和島市 延永　一美 山下　佳織 百合田　真子 宮崎　佐知子 三留　里美 土居　美由紀 西田　綾香 宮本　奈緒美

303 女子の部 オレンジクイーンズ 8 宇和島市 上田　理沙 兵頭　理華 二宮　歩美 谷口　彰子 原井川　彩乃 高市　幸子 宝本　和花 松井　美穣

304 女子の部 歯科衛生士 9 松山市 佐藤　奈美 鴻上　久美子 原井川　香澄 高橋　侑子 二宮　由紀 桝田　千秋 西岡　裕香 森　ゆかり

305 女子の部 チーム藤山 10 今治市 渡邊　由衣 片上　佳恵 村越　梢 杉本　和巴 渡辺　みずき 原　千桜 桧垣　咲衣 檜垣　和奏 村越　楓 八津川　望愛

306 女子の部 内子レディース 10 内子町 徳田　さおり 田丸　律子 田丸　瑞希 岩崎　佐和 森永　梨佐 宮岡　弓恵 松徳　加代 上尾　敬子 山本　明 亀井　真希

307 女子の部 ひめくらホッケー部 11 松山市 野村　彩乃 関谷　実里 谷岡　梨央 川田　紗理奈 白木　里美 村上　瑛夢 渡部　美咲 西岡　琴音 園部　祐子 川島　美希 白木　沙知

331 マスターズの部 よんでん愛走会＿熟 6 愛媛県 松岡　久重 三好　孝志 谷口　忠 井上　博 鈴木　豊和 稲垣　武志

332 マスターズの部 ＴｅａｍＱＱ５０‘ｓ 8 八幡浜市 泉　和智 井野　隆 久世　康文 佐藤　盛吉 中野　俊幸 二宮　透 宮本　和典 菊池　太

333 マスターズの部 コスモス 9 松山市 青野　政司 大津　哲夫 田村　伸二 新井　正人 篠沢　邦彦 濱本　秀寿 中村　一郎 吉本　寿俊 内田　浩二

334 マスターズの部 愛媛を元気にする 9 松山市 大西　和久 古川　勉 川上　洋司 高岡　正直 清水　勝之 玉井　昭夫 中村　晋治 山下　吉信 園部　一雄

335 マスターズの部 勝中３０期生 11 松山市 丸山　聡 篠崎　孝一 影浦　義剛 芳仲　秀造 山口　謙太郎 田井能　範定 和田　義彰 乗松　弘美 土居　瑞恵 宮本　美穂 児玉　喜美子

336 マスターズの部 Ｔ－ＥＵＷＶ 20 松山市 日根　志摩 千矢　由美子 松下　寿栄 飯國　真由美 細川　真弓 渡辺　麻由美 越村　慎治 眞田　倫明 鎌田　真司 赤松　弘治 野口　守人 濱田　淳司 荷宮　英二 石丸　郁夫 吉田　芳樹 溝渕　泰司 谷　祥敬 曽根　道生 立川　広志 青山　茂之

351 小学生の部 黒っ子ファミリー 10 今治市 越智　劉 森田　晃生 河野　翔来 杉山　蓮 大河内　晴菜 武田　愛瀬 大河内　花音 渡部　大地 桧垣　大河 藤原　巧馬

352 小学生の部 道後小男子ＭＢＣ 10 松山市 脇本　心 堀添　洸生 小森　大輔 越智　琉太 忽那　柚貴 河野　至容 大原　悠之助 川西　陽 森貞　敦紀 河野　晴大

353 小学生の部 波っ子ランナーズＡ 12 今治市 佐々木　景亮 渡部　翔 菊川　莉緒奈 檜垣　慧 梶原　璃音 森　優月 高山　果穂 諸江　夏海 浅田　結菜 赤尾　美玲 尾崎　太輔 山田　幹太

354 小学生の部 波っ子ランナーズＢ 12 今治市 浅海　龍伸 首藤　美帆 浅原　徹平 阿部　夕日 玉井　亜侑 高井　優真 青野　蒼空 渡邊　琉衣 村上　蘭奈 安野　愛菜 赤尾　琉星 村上　晴紀

355 小学生の部 カルスポキッズチーム 13 松山市 二神　凰華 本岡　健 今井　天音 河田　拓実 佐藤　航志朗 西田　淳平 宇都宮　侑太 藤崎　敦大 村上　直弥 小原　果鈴 佐伯　聡太 國方　壮太 西田　菜々花

356 小学生の部 窪田男子ＭＢＣ 13 松山市 柿木　一晟 藥師寺　良汰 請井　志央 河田　隼 杉　駿汰 稲田　樹 平松　歩昂 大西　宏樹 永木　汰一 幸田　英真 平岡　蒼太 佐伯　悠翔 渡部　悠夢

357 小学生の部 エルピスＳＡ 14 東温市 中村　壮太朗 菅原　大凱 石橋　青空 河野　風綺 林　南波 大野　佑馬 佐伯　遥翔 宮岡　和功 能田　旺芽 田中　理仁 日野　暁斗 宮川　友作 立花　和 水口　蕾翔

358 小学生の部 北山ランナーズ 14 伊予市 村田　優乃 福田　匡志 上田　煌航 山下　叶翔 谷本　光希 土居　道成 上野　こころ 平岡　歩真 松岡　夏芽 冨士　愛里 追田　有紀 武田　理心 都田　葵生 宮里　輝希

359 小学生の部 石井北ソフトボール部 17 松山市 上田　悠慎 高橋　優花 船草　春翔 谷　琳太郎 高橋　瑛太 三谷　翔平 米澤　日葵 向井　大凱 岡本　涼佑 高橋　優成 佐伯　賢隆 鹿田　京佑 山内　優也 清水　拓翔 岡島　龍之介 白石　光汰朗 西本　隼汰

401 職場対抗の部 （株）プラステン 5 松山市 高須賀　博之 髙坂　雄一郎 松田　茂寛 羽藤　祐美 上田　真有

402 職場対抗の部 ８６に負けない一六 5 松山市 石橋　和貴 田邊　功祐 上　弘輝 永田　貴幸 岸　明弘

403 職場対抗の部 ＪＲ四国 5 松山市 二宮　峰安 重松　徹 丹下　喜久雄 村田　和優 白川　由理

404 職場対抗の部 （株）オートプロジェクト 5 松前町 日野　健治 日野　暁登 高本　孝雄 桑岡　恭也 竹本　奈央

405 職場対抗の部 安心会１ 5 棄権

406 職場対抗の部 円通会ＲＣ 5 東温市 中田　貴大 門田　尚悟 中島　崇志 大六　鉄兵 上甲　智規

407 職場対抗の部 聖カタリナ学園高校Ｓ 5 松山市 大井　研一 冨永　祐貴 永木　教史 中本　幸太 向井　恭平

408 職場対抗の部 徳島県庁 5 徳島県 新田　哲弘 酒巻　秀幸 雑賀　真人 橋本　翔真 大平　祐生

409 職場対抗の部 （株）野本自動車部品 6 松山市 中西　三夫 住井　章良 稲見　謙 野本　博文 玉岡　大樹 野本　大輔

410 職場対抗の部 ＮＥＣＰＦ 6 松山市 石田　公一 丸山　恭 北尾　耕司 渡部　光秀 八木　啓仁 上路　厚志

411 職場対抗の部 エムエスばーにんぐ 6 松山市 坂　和憲 村井　淳 八木　早矢佳 井上　和哉 武田　大輝



412 職場対抗の部 こよランナーズ 6 松前町 安藤　裕子 永木　真紀 江﨑　綾乃 森　健一 田村　よりあき 黒河　裕二

413 職場対抗の部 ニトムズ 6 松山市 田中　太 金田　知久 井上　正基 小原　照義 濱田　宏基 福本　龍馬

414 職場対抗の部 ファインデックスＡ 6 松山市 松尾　光輝 沖野　正二 西岡　桃子 大須賀　まゆ 田野岡　直人 荒川　央樹

415 職場対抗の部 ファインデックスＢ 6 松山市 高須賀　常伸 石橋　潤也 松岡　里緒菜 朝山　泰伸 飯尾　威仁 野本　琢

416 職場対抗の部 ファインデックスＣ 6 松山市 近藤　功治 栗原　誠 高野　裕理 和田　基宏 樋口　翔太 大塚　しずか

417 職場対抗の部 愛媛十全病院リハ科 6 東温市 白石　恵資 青木　健輔 長野　友美 上田　透 野村　京平 中村　大地

418 職場対抗の部 市民病院チーム青 6 松山市 三田　則子 徳丸　直起 戀木　沙耶 三好　貴之 鈴木　美沙 古田　絢一

419 職場対抗の部 市民病院チーム赤 6 松山市 高橋　夏来 高市　愛美 久野　和 内藤　由宇奈 永渕　克弥 原　隆裕

420 職場対抗の部 松山市役所アスロン 6 松山市 菅　伊知郎 山本　泰孝 渡邉　浩司 森川　美江 水口　洋 渡部　通子

421 職場対抗の部 松山地検チームＡ 6 松山市 蜂須賀　三紀雄 佐川　雄一 發知　成美 山田　与志人 大西　敬文 濱田　章

422 職場対抗の部 城東開発ＲＣ　Ａ 6 松山市 篠崎　健吉 水元　隆幸 武智　祐介 内海　一聖 丸山　雅章 古泉　辰男

423 職場対抗の部 all right 長井医院 6 松山市 長井　巌 長井　新一郎 星加　伸大 森田　晃弘 二反田　健太郎 浅海　靖子

424 職場対抗の部 八幡浜ＹＥＧ 7 八幡浜市
濱田　誠希 栗田　晃志 大山　祐一郎 平田　貴久 兵頭　真紀夫 松末　憲幸 谷口　幸治

425 職場対抗の部 アピスブル 7 松山市 武部　裕一 安藝　聡司 吉松　孝時 濱松　杏 野間　祐貴 今吉　恭平 渡辺　彰規

426 職場対抗の部 四国日立システムズＡ 7 松山市 中岡　世紀 村上　成明 埴淵　聡志 上原　保 上原　まどか 都倉　康弘 和気坂　学宜

427 職場対抗の部 四国日立システムズＢ 7 松山市 佐藤　雄一郎 塩津　知弘 有村　一男 有村　美香 宮本　裕也 高橋　博文 大本　善春

428 職場対抗の部 青葉荘 7 八幡浜市 松本　清二 寺岡　貴志 森川　裕貴 杉岡　優 川上　翔大 楠　静香 上岡　由佳

429 職場対抗の部 パワーアップ 7 松山市 森高　明子 清水　聡子 横山　綾 宮里　昌寛 次家　洋明 次家　かおり 河野　寛

430 職場対抗の部 １７３期 7 松山市 近藤　亮介 羽藤　大智 山本　卓朗 小立　航世 益田　海亜 松井　一帆 緒方　悠人

431 職場対抗の部 ＢＥＭＡＣ 7 今治市 別宮　友也 寺尾　知洋 近藤　康親 渡部　昭弘 真木　隆光 丸山　征雄 長井　龍哉

432 職場対抗の部 ＫＯＳＥ 7 松山市 金田　峻輝 川邊　万由子 山川　瑞貴 町田　真太郎 下中　康之 篠崎　美穂 小柳　玲子

433 職場対抗の部 アップル 7 松山市 上田　洋明 今村　洋輔 神崎　佑太 池田　亮 寺阪　有史 楠　一哉 西村　昂貴

434 職場対抗の部 かねしろ環境Ｂｉｚ 7 松山市 赤川　慎一 渡邉　大 結城　晋介 吉川　圭太 西岡　元気 岡林　信人 西本　敬太

435 職場対抗の部 クロス・サービス 7 松山市 門屋　文武 木戸　大樹 鶴井　葉月 曽田　信 篠籐　潤也 渡部　真弥 本田　邦明

436 職場対抗の部 こぐま 7 松山市 喜井　裕一 川村　貴史 井田　勇 名越　勇治 上川　泰功 東　郁江 大石　忍

437 職場対抗の部 チーム松山市 7 松山市 皆川　直也 細川　大祐 山本　圭祐 金並　敬之 武井　昭憲 藤　和憲 吉野　宏祐

438 職場対抗の部 伊藤ハム 7 砥部町 篠原　淳 坂本　順一 井川　将人 池北　侑人 三木　絋次郎 木村　友則 安井　智也

439 職場対抗の部 見奈良会Ａ 7 東温市 竹内　浩史 瀧下　真司 森奥　雄太 川本　照夫 山崎　肇 桂　里樹人 市川　魁人

440 職場対抗の部 見奈良会Ｓ 7 東温市 中澤　豊 石崎　龍治 井上　輝彦 鎌田　哲 稲田　裕子 末廣　大地 小野　一弘

441 職場対抗の部 高松ＲＣＨ 7 高松市 赤羽　和久 柴﨑　正文 山本　貴祐 須藤　達俊 津村　陽一 椎葉　健志 河野　真也

442 職場対抗の部 山田屋 7 松山市 高橋　繁之 高橋　駿介 芳野　早苗 藤川　浩一 有田　敬子 堀田　雅人 竹村　仁美

443 職場対抗の部 曙エンジニアリング 7 松山市 加藤　和彦 渡部　真也 浅野　良典 實盛　大城 篠原　智幸 大松　茉喜 渡部　修也

444 職場対抗の部 聖カタリナ学園高校Ｂ 7 松山市 門田　優亮 小田　淳史 小田切　健 片山　健太 菅　麻美子 黒川　由希帆 隅田　有香

445 職場対抗の部 藤村石油ハッスル部 7 松山市 高門　仁 高岡　実 仲島　徳治 藤岡　潤一郎 橘　直人 上野　有沙 上田　朋佳

446 職場対抗の部 松山地検チームＢ 8 松山市 二宮　伸二 原田　浩次 土居　敏秋 生野　潤一郎 藤田　拓丈 宮本　剛希 石原　温美 八塚　綾乃

447 職場対抗の部 松山地検チームＣ 8 松山市 藤井　秀治 濵田　哲郎 藤岡　智之 浜崎　裕人 祖母井　駿 鈴木　舞 池田　静 田中　まどか

448 職場対抗の部 松山地検宇和島支部 8 宇和島市 鈴木　璃舞 中川　拓治 渡部　健二郎 野尻　真由美 眞田　恵梨 大西　洋次 德村　心平 山内　凌馬

449 職場対抗の部 松山電設工業（株） 8 松山市 伊東　隆裕 丸山　弘幸 飯森　岳人 白石　将大 一柳　和宏 高岡　伸行 西岡　宏晃 東野　岳志

450 職場対抗の部 Team MSP 8 松山市 坂口　眞有美 野本　順子 宇都宮　千容 エリニュ　トマ エリニュ　名津美 Matt Forrest 柴田　佳代 早川　宙子

451 職場対抗の部 エネロ 8 大洲市 中川　宏幸 片神　哲治 片神　成子 中川　政一 津田　真一郎 谷口　誠一 河合　聖人 新崎　慶彦

452 職場対抗の部 きたごえぬ松山日赤 8 松山市 久保　絢美 中島　京 青木　梨沙 武智　麻衣 石井　清美 柴田　理恵 吉田　奈央 西山　仁美



453 職場対抗の部 くろみつ眼科 8 愛媛県 黒光　正三 黒光　惠 黒光　香成 坪内　隆 岩崎　一博 岩崎　広美 岩崎　凌斗 岩崎　迅

454 職場対抗の部 チーム不二精機 8 東温市 渡部　敬司 上米良　勝彦 冨田　昌宏 田村　亮 今井　武将 神野　喜朗 萩原　剛 市川　純

455 職場対抗の部 ヒカリ本社 8 東温市 永見　玲 安福　洋章 山本　愛 中川　智絵 野本　菜央 東　綾音 福桝　夏希 谷本　涼介

456 職場対抗の部 ミウラファイターズ 8 松山市 入井　利英 伊佐　一馬 二宮　章太 宮崎　康大郎 中村　公亮 武藤　慎太郎 三戸　理誠 三浦　浩二

457 職場対抗の部 久万高原町立病院 8 久万高原町 木透　笑里 瀧本　順平 高野　晃 山村　哲勅 平岡　章司 高岡　寿明 平岡　貴昭 相原　菊磨

458 職場対抗の部 三島南ジョギング部 8 四国中央市 安藤　憲利 川島　裕輝 鈴木　梢 佐藤　広幸 中村　将志 松本　彩花 升田　悠介 上田　恭平

459 職場対抗の部 市民病院チーム緑 8 松山市 中田　亮輔 浅野　亜紀 川井　浩太 源本　結菜 梅岡　達生 浅井　雄治 箭代　理沙 中本　あゆみ

460 職場対抗の部 聖カタリナ学園高校Ａ 8 松山市 城戸　亮史 重藤　八士 曽我部　勝博 髙須賀　直 永山　雅也 水口　文人 山田　環 渡部　朱梨

461 職場対抗の部 石崎汽船マラソン部 8 松山市 上岡　廣志 村上　義典 濱田　美樹 西宮　紀子 村上　純一 泉　修平 矢野　真由子 岡田　純

462 職場対抗の部 第一生命 8 松山市 高平　幸子 山内　千恵 山内　雅士 西奥　典生 石田　聡一郎 谷口　僚基 新井　佑悟 青木　隼人

463 職場対抗の部 藤村石油アスリート部 8 松山市 中村　健二 宮川　昌士 佐川　大輔 加藤　宏明 和田　俊洋 橋本　幸司 林　有志 木脇　僚汰

464 職場対抗の部 藤村石油ランニング部 8 松山市 坂口　剛 藤村　博昭 山瀬　興志英 梶野　泰 岡　翔太 星野　幸司 八木　涼太 菊池　慶仁

465 職場対抗の部 （株）ユタカ　Ｂ 9 松山市
鎌田　弘熙 浅川　英徳 相原　由明 濱田　和馬 木下　藤男 小林　正樹 仲田　昂史 富木　淳 佐藤　美奈実

466 職場対抗の部 アマノ印刷 9 松山市 鳥生　勉歳 町田　賢二 武田　惠実 天野　眞作 天野　建治 浅井　喜美 丸山　良二 橋本　譲 目見田　秀和

467 職場対抗の部 ネッツ瀬戸内 9 松山市 横田　光 近藤　弘典 野崎　達 山岡　翔太 井上　竜也 山口　裕彰 薬師寺　直紀 三瀬　貴之 稲田　秀淳

468 職場対抗の部 Ｔｅｅｅａｍタカハシ 9 松山市 岡林　亮太 水田　裕 村上　久美子 木村　秀 池本　雄俊 栗原　史之 髙橋　信人 髙橋　信介 出耒　幸子

469 職場対抗の部 臨床工学技士会Ｂ 9 新居浜市 森　和也 岡原　博士 宮﨑　昌彦 菅野　巧 野村　祐介 宇都宮　卓治 山本　良輔 戸嶋　公大 白石　理

470 職場対抗の部 ＡＢＶランナーズ 9 松山市 入江　高弘 豊嶋　尚 外村　邦夫 今井　賢治 萩原　和英 田中　文洙 高橋　将 能瀬　あいり 三島　勝也

471 職場対抗の部 クラレ西条 9 西条市 水口　正勝 久保　慶和 小木曽　淳一 佐々木　一輝 村井　港洋 二宮　史雄 亀岡　正次 岡田　京大 矢野　雅典

472 職場対抗の部 共栄木材Ａチーム 9 伊予市 西下　健治 野上　直也 葛本　雅浩 曽我部　奨久 佐藤　祐美 西岡　英治 木上　勝登 ﾚｰ　ｳﾞｧﾝ　ｶｰ 三好　加乃

473 職場対抗の部 佐藤実病院 9 松山市 奥山　裕資 野本　広子 濱田　範子 三浦　博樹 和田　一郎 香川　優香 魚下　薫 川口　恵美 米田　優果

474 職場対抗の部 四電工 9 松山市 小野下　権二 滝本　開人 神野　卓也 清水　和弘 鈴村　寿一 斉藤　裕二 橋本　浩二 玉井　雅基 秋山　良輔

475 職場対抗の部 福角会 9 松山市 渡部　恒輝 渡　圭佑 河窪　哲也 片田　信一 渡邉　明 居村　和樹 永山　晧介 山本　真幹 青木　陸

476 職場対抗の部 Ｔｅａｍ　Ｋｕｗａ　ｃｌｉＡ 9 新居浜市 桑嶋　英樹 鈴木　沙織 本田　雄太 藤井　辰弥 高塚　瞳 藤田　佳奈 平岡　翔有 小川　佳祐 木戸　契輔

477 職場対抗の部 Ｔｅａｍ　Ｋｕｗａ　ｃｌｉＢ 9 新居浜市 藤田　和弘 堀井　佐保 谷岡　宏太 高橋　麻依 後藤　和美 平岡　淳志 吉野　和寿 辻川　琢郎 杉浦　篤

478 職場対抗の部 愛媛県臨床工学技士会 9 新居浜市 小野　達也 松崎　行 毛利　和広 松本　健嗣 宇都宮　昌敏 北川　優之 池上　虹 井上　千騎 岡田　拓巳

479 職場対抗の部 日本郵便要員集配部 10 松山市
西村　武彦 宮﨑　好太郎 土居　孝博 入交　紀夫 石井　一徳 菅　陽輔 小原　隆史 藤田　康平 矢野　秀次 松浦　光祐

480 職場対抗の部 （株）ユタカ　Ａ 10 松山市 窪田　淳 山崎　智裕 信尾　勝斗 中矢　洋人 佐伯　陽佑 金子　将幸 平田　皇貴 重見　竜成 有田　仁 堀内　ゆかり

481 職場対抗の部 （株）ユタカ　Ｃ 10 松山市
伊東　光男 篠原　泰之 村尾　将樹 笘居　智弘 藤岡　佑輔 髙智　泰志 藤本　大輔 白川　由佳 宮崎　凪紗 関谷　佳樹

482 職場対抗の部 （株）ユタカ　Ｄ 10 松山市
倉本　潤一 北谷　和也 川野　慈宗 吉田　竜也 片岡　璃玖 市兼　翔太 曽根　勇人 池内　聖 武智　絢美 渡辺　晴加

483 職場対抗の部 （株）ユタカ　Ｘ 10 松山市
中越　竜人 石川　巧人 山野内　智哉 丸山　翔太 大野　蒼真 向成　基 尾花　将也 中井　大貴 重松　拓弥 井上　里咲

484 職場対抗の部 ミサワホーム四国 10 松山市
中久保　康介 廣瀬　通 清家　拓也 樽岡　暁人 磯﨑　健一 磯﨑　絢也 森本　和紀 佐々木　厚士 橋本　和明 尾海　岳彦

485 職場対抗の部 弁天 10 松山市 宇田　等 宇田　千代江 松岡　千也子 東　靖之 東　友里 西松　弦也 藤井　田恵子 大森　裕子 辻内　秀明 長野　ソノカ

486 職場対抗の部 弁護士法人たいよう 10 松山市
吉村　紀行 池本　真彦 林　寛大 栁澤　裕 兵頭　毅 由井　宏典 塩井　誠仁 武政　花佳 吉村　太郎 塩井　留華

487 職場対抗の部 森末啓太被害者の会 10 松山市 澤口　陽平 鶴岡　傑 清水　源治 山口　泰輝 中矢　圭亮 松木　良太 森末　啓太 安永　大雅 横垣　麻弥 楠岡　宏計

488 職場対抗の部 梶浦病院 10 松山市 秋田　進久 相原　聡 木村　保之 山内　敦夫 杉本　佳陽 上田　博貴 久保　航 西村　春香 今川　啓 矢野　明

489 職場対抗の部 城東開発ＲＣ　Ｂ 10 松山市 児玉　誠一郎 古田　惣一郎 川上　貴也 山本　学 岩本　弘樹 小川　直人 玉井　純 野間　貴也 松本　真弓 高橋　由希子

490 職場対抗の部 エフナンＲＵＮランず 10 松山市 宇都宮　郁美 岡内　ひかり 後藤　利公 竹内　愛希 武田　茉桜 鳥生　洋文 中岡　勇人 松木　文香 水口　佳美 山下　泰則

491 職場対抗の部 星の岡ＣＶＣ 10 松山市 大谷　敬之 浅野　舞 髙野　美穂 川崎　智也 熊澤　瑞希 五百竹　由紀 宮内　なつき 曽根　三華 水本　勝久 大谷　暢子

492 職場対抗の部 宇和島市役所今ズー 10 宇和島市 古田　歩 今津　豊生 三好　覚 福溜　英二 織田　真一 梶田　晋弘 潮田　藤貞 二宮　誠 中村　洸介 村上　達彦

493 職場対抗の部 株式会社Shift 10 松山市 高田　凌佑 桑原　美香 富谷　雅貴 對馬　孝 溝口　雄太 松岡　美紗紀 兼頭　里奈 グェン・フェン・チャン レー・ティ・フオン 岡本　哲郎



494 職場対抗の部 （株）タカヤ四国支店 10 松山市 祖母井　宏 遠藤　大輔 藤岡　稔 森下　将彦 井上　真吏奈 滝澤　美波 井上　博満 上田　匠 板原　慶典 三島　圭史

495 職場対抗の部 １０ファクトリー 10 松山市 大西　久雄 大家　佳子 今井　多恵子 高橋　奈津子 神田　健 西本　晋太郎 清家　真衣 向田　卓也 大橋　樹季 船田　彩乃

496 職場対抗の部 Ｂｏｎｉｔｏ 10 伊予市 村上　玲 田中　伸一 戎井　和寛 高須賀　美紀 島崎　友紀生 山口　誠 大福　美帆 三好　香華 近藤　春香 橋本　夏美

497 職場対抗の部 ＨＬ四国愛媛支店 10 愛媛県 阪井　淳 川村　洋介 宮﨑　正司 小山　順子 日山　秀敬 木本　美龍 安枝　憲章 品川　祐介 越智　慎也 池田　基

498 職場対抗の部 ＨＬ四国本社連合 10 愛媛県 福見　真一 松原　徹 中村　新 北嶋　寧 伊勢谷　慶 青井　研吾 越智　沙季 古谷　訓 池内　浩志 太田　勝利

499 職場対抗の部 ＪＡえひめ中央Ａ 10 松山市 新田　哲也 峰岡　司 古川　和樹 松田　典子 佐伯　祐子 合田　遼 宮本　敬介 大本　裕幸 堀本　昌利 宮崎　郁也

500 職場対抗の部 ＪＡえひめ中央生石 10 松山市 乗松　真吾 堀部　洋利 藤澤　陽一 今岡　直樹 川端　克宏 窪田　千海 三好　友奈 松根　優策 高谷　桂子 森田　結衣

501 職場対抗の部 ＪＰランナーズ四国 10 松山市 遠藤　勝浩 赤松　慶和 加藤　典夫 林　直幸 小笠原　宏昌 菊池　智也 塩浜　和宏 越智　貴紀 内野　信吾 古茂田　彩乃

502 職場対抗の部 ＫＳ　ＨＩＲＡＯＫＡ 10 松山市 東　有仁 山田　香 大西　司 岡田　亮 伊藤　雅範 難波江　涼太 大内　誠 光田　知人 平岡　桂樹 岩田　剛

503 職場対抗の部 ＴＯＬｉｃ 10 松山市 除本　大介 中村　彰一 竹島　岳也 梨子木　秀明 濱岡　健彦 稲本　裕 杉野　真帆 安藤　彩 井上　亜紀子 田中　慎二

504 職場対抗の部 明治安田生命松山中央 10 松山市 是澤　秀太 岡野　博之 中矢　万里 鶴井　宏美 紙崎　美保 岡澄　愛子 濱本　明日香 中川　香菜 篠﨑　朋子 竹元　ちあき

505 職場対抗の部 ＮＥＳ松山ＨＵＣ 10 松山市 張　磊 山本　貴征 酒井　美和 橋本　慎司 花戸　雄太 宮地　浩 中原　徹也 森川　和雄 河野　聖 長岡　裕志

506 職場対抗の部 ＮＴＴ－Ｆ関西四国支店 10 松山市 山根　豊 樋掛　智士 上田　直幹 東南　達也 岩本　龍馬 福岡　亮太 松原　壮兵 宮森　祐允 横山　耕也 野山　綸太郎

507 職場対抗の部 四国電気保安協会 10 愛媛県
太田　宏臣 丹羽　功 村上　唯斗 三瀬　公一 谷本　晃之 田中　翠 松浦　颯汰 忽那　秀和 稲葉　健人 竹内　大輝

508 職場対抗の部 Ｔｅａｍ　ＢＳ 10 松山市 水野　清隆 門屋　史郎 河野　聖諭 亀田　健一 林　亮一 楠野　真吾 髙尾　聖 原　健太郎 福本　弘和 佐河　学

509 職場対抗の部 ｔｅａｍＪ 10 松山市 藤岡　徹 村上　隆文 川田　晃嗣 奥村　元子 遠富　由恵 西田　孝之 石田　佳奈 岡部　直子 楠井　栄作 新居　拓也

510 職場対抗の部 Ｙ．Ｂ．Ｋ 10 松山市 西岡　克仁 四之宮　敏久 大塚　英俊 内田　善朗 森田　淳一 宇都宮　貴文 大西　太一 益田　隼人 松友　俊樹 宇高　一弘

511 職場対抗の部 アイムービック 10 松山市 木下　賢治 町田　祐一郎 杉本　拓也 坂東　卓弥 大家　宏次郎 浅井　太士 重森　麻里江 宮内　一輝 増本　隆佑 阿部　幸雄

512 職場対抗の部 おうちＴＯＷＮ 10 新居浜市 水木　舞 大西　雅美 吉川　貴裕 佐々木　翔一 前谷　千夏 坂本　佳緒里 平塚　幸恵 金澤　崚太郎

513 職場対抗の部 おおぞら病院＆あい 10 松山市 吉田　直彦 篠崎　進 菊川　秀世 曽我部　みゆき 米島　奈緒子 福井　梨恵 中村　圭介 竹縄　竜二 河野　桃子 日野　英比古

514 職場対抗の部 ダニーズ 10 松山市 奥　博之 内田　貴光 木村　芙美子 西山　武志 安宅　まどか 阿部　勇斗 森本　隼矢 渡部　恵 福吉　史知 奥　明香

515 職場対抗の部 タニコー株式会社 10 棄権

516 職場対抗の部 チームひかり 10 松山市 岩﨑　俊輔 松近　聖児 大平　禎子 河原　泰彦 河原　樹里 河野　覚治郎 石川　靖英 田中　美鈴 村山　隆弘 宮田　菜摘

517 職場対抗の部 チームひまり 10 松山市 塩見　茜 智内　彩倖 村上　愛華 増田　海玖 松田　未希 小池　裕 岩本　若菜 矢野　愛梨花 松田　真子 永井　成季

518 職場対抗の部 チームミモト 10 松山市 佐伯　大輔 中島　栄一 門田　智臣 中越　亮一 高橋　尚之 小澤　紀之 味元　良臣 味元　和美 吉田　喜久男 上田　達也

519 職場対抗の部 大進建設 10 松山市 兵頭　寛昭 近藤　裕 萩森　泰宏 伊藤　敏行 山内　和幸 西村　郁也 村上　丈一郎 鳥谷　瞬 坂本　光 森﨑　彩花

520 職場対抗の部 チーム番町 10 松山市 水口　雄策 正岡　繁豊 田村　英司 杉本　範行 大西　祐輔 石﨑　巧馬 大久保　奈吟 城戸　みちる 片岡　克哉 西山　昌子

521 職場対抗の部 デジタルピアＡ 10 松山市 玉井　典彦 西原　徹 大本　能久 池田　千尋 田中　学 佐尾　和起 井門　優太 髙橋　利至 笹島　雅一 久保　ひかり

522 職場対抗の部 デジタルピアＢ 10 松山市 明禮　宏和 宮田　拓哉 川本　俊介 正岡　慎司 藤本　真一 塚野　寿秋 武田　魁 杉原　和泉 佐伯　龍雄 三原　久幸

523 職場対抗の部 トヨタカローラ愛媛 10 松山市 戸井田　典 松田　卓恵 五味　徹朗 岩本　功一 林　啓介 安永　浩司 村田　恵一 上甲　正司 渡部　博之 相澤　宏之

524 職場対抗の部 トヨレンＲ部 10 松山市 村瀬　剛二 小川　泰弘 山﨑　元裕 佐々木　雅男 星加　健吾 杉田　沙季美 浅山　直輝 小原　愛美 中矢　志穂 平石　瑠璃奈

525 職場対抗の部 ニトムズ　コロコロ 10 松山市 森川　敬忠 重光　寛 小林　範雄 阿部　力 橋本　純 西村　美穂 西本　敏治 佐川　司 小山　雄也 武智　政憲

526 職場対抗の部 ニトムズ　ニトリート 10 松山市 佐々木　博志 川﨑　謙二 中屋　由美子 蔵迫　純一 井上　幸治 鎌田　龍太 伊藤　慎介 渡部　昇平 長野　勇 大北　敬太

527 職場対抗の部 ヒカリ　双葉工業 10 松山市 松尾　昌弘 竹田　貴裕 大下　啓太 河野　和憲 中村　瑞樹 山内　宏哉 久保　大悟 本田　美波 大麻　祐生 谷松　生基

528 職場対抗の部 ほりうち眼科 10 松山市 楠橋　笛 後藤　友希 野本　茜 高市　里美 大野　琴実 辻川　茉里恵 世良　詩織 音羽　秀和 柳瀬　佑樹 松井　智則

529 職場対抗の部 ミウランナーズ 10 松山市 足立　昌人 伊藤　嘉浩 岡部　明吉 小川　美玲 山　遥 片上　正隆 松本　匠平 齊藤　遼 稲見　翔 酒井　彦行

530 職場対抗の部 モエ通信 10 愛媛県 兵頭　未央 坂本　智聡 吉金　萌子 谷口　誠二 入山　亜純 家藤　光一 曽我部　奨 亀岡　桂一 宮川　博史 春山　亮太

531 職場対抗の部 モバイルコム 10 松山市 梶谷　洋平 赤松　一貴 玉川　巧 藤原　啓芝 西原　慎也 辻駒　一志 竹之内　啓 中上　祐一 日野　智美 好永　香菜

532 職場対抗の部 ヤマセイ 10 松山市 中岡　三定 三原　大助 木下　幸助 竹丸　啓介 長野　真吾 西村　英司 樋口　昂平 関家　大輔 石田　舞花 宮野　敏正

533 職場対抗の部 やまだリウマチ 10 愛媛県 山田　一人 客野　翔太 本邑　慎悟 杉本　雄亮 渡部　湧貴 篠原　且行 新藤　亮 山崎　有紀子 佐伯　雄大 砂田　将宏

534 職場対抗の部 よんでん愛媛電力部 10 愛媛県 宮田　勇 古田　政丈 外山　光 田中　義人 横田　陸 大和　翔 中村　有一郎 森口　拓海 菅　大樹 茎田　竜司



535 職場対抗の部 愛媛パッケージＡ 10 松山市 山木　真一 幸田　佳 久原　純 山岡　央道 澤田　一誠 吉本　光汰 菅原　徹 大岩　紘平 品川　幸大 東　健悟

536 職場対抗の部 愛媛パッケージＢ 10 松山市 山本　真也 来島　一成 渡邉　晃央 澤田　和哉 伊藤　祐介 横川　則夫 一色　孝文 松浦　慎一郎 松浦　源四郎 井上　英一

537 職場対抗の部 愛媛県社労士会 10 松山市 猪羽　由秀 赤星　寬 新木本　恵美 森　孝寛 小島　麻記子 客坂　美香 鈴木　正幸 渡部　清香 上甲　芳文 松浦　僚

538 職場対抗の部 愛媛新聞ＳＣ 10 松山市 芥川　良 小寺　貴久 越智　敦 井上　和之 菅　信一郎 武智　健太郎 菊池　尚幸 田中　政宏 川崎　加奈子 松本　太一

539 職場対抗の部 愛媛大学病院泌尿器科 10 東温市 渡辺　隆太 福本　哲也 西村　謙一 芳賀　俊介 山川　真季 村上　幹和 宮内　裕美 川﨑　柚香 村越　千夏 松浦　愛

540 職場対抗の部 伊予銀行コンサル 10 松山市 土居　賢治 西本　奏太 河端　潤 東　正人 加藤　宏平 寺尾　達生 谷本　昌治 井上　泰朗 安高　亜沙美 髙須賀　真悠

541 職場対抗の部 伊予銀大街道 10 松山市 今泉　博士 春日井　有司 弓立　祐生 藤田　唯 其田　実祥 手嶋　春佳 重松　梨花 林　智実 砂川　諒真 古川　智彦

542 職場対抗の部 伊予鉄常識ないーズ 10 松山市 七宝　勇壮 福田　豊 水口　篤壽 松谷　芳樹 田中　寿幸 石田　健太郎 大西　正次 横田　裕也 岡田　敬 安藤　博貴

543 職場対抗の部 井上ファイトクラブ 10 伊方町 井上　晴久 桧山　洋平 若松　亮伸 土居　祐太 稲田　正司 竹田　泰晃 大久保　賢次 伊藤　圭佑 林　裕紀男 窪田　和久

544 職場対抗の部 奥島病院 10 松山市 川内　絵莉菜 濱田　千春 佐伯　香織 藤田　麻衣 藤渕　梨花 林　隆博 武智　翔平 尾山　義次 渡邊　亮 大西　博也

545 職場対抗の部 花王グループ 10 愛媛県 佐藤　裕二 中森　一也 菊池　勝義 大森　浩行 野々下　晃一 大浦　健治 厩橋　頌二 森山　淳史 松岡　洋子 岩崎　佐和

546 職場対抗の部 介護職人 10 伊予市 泉　香里 武智　直美 城戸　達也 水本　彩香 西岡　彩 東山　ひとみ 本多　祥 清家　翔太郎 越智　和弘 菊地　真人

547 職場対抗の部 株式会社カネシロ 10 松山市 松本　淳一 石田　志織 西田　圭 仙波　勝 石丸　高将 仙波　泰志 善家　順一 小池　雄大 関谷　聡一郎 奥津　哉太

548 職場対抗の部 株式会社ハート 10 松山市 堀内　章 鈴木　喜博 秋山　智之 村上　和裕 渡部　竜哉 長野　環 西岡　智明 藤澤　隆志 吉岡　楓 和田　侑子

549 職場対抗の部 共栄木材Ｂチーム 10 伊予市 西下　文平 西下　太一 三神　仁美 福井　愛斗 久保田　真児 玉川　進 重藤　美穂子 ｸﾞｴﾝ　ｽｱﾝ　ﾗﾑ ｸﾞｴﾝ　ｽｱﾝ　ﾎｱﾝ 西下　由貴子

550 職場対抗の部 県社会福祉事業団 10 松山市 鷹尾　健介 山内　惇司 中川　絵梨華 岩城　和孝 神野　愛 菅原　紗代 岡田　佳子 高坂　憲 田村　博之 澤村　拓馬

551 職場対抗の部 見奈良会西条ブランチ 10 西条市 渡邉　倫啓 岩井　泰輔 石野　智邦 徳永　洸 鎌田　充明 倉橋　星菜 西森　杏子 加藤　早紀子 小原　めぐ 明石　桃菜

552 職場対抗の部 三原産業 10 松山市 尾﨑　辰矢 三原　英人 木下　春樹 上岡　仙亮 高月　三樹央 佐々木　祐二 山内　俊輝 松浦　翔平 毛利　啓介 善家　伸次

553 職場対抗の部 山陽物産株式会社 10 松前町 武内　英治 菊池　沙江 田中　千裕 水木　裕美子 戸田　健太 津田　祥平 角藤　政人 櫛部　莉沙 長谷部　康平 松田　総一郎

554 職場対抗の部 松山市役所ＫＲ 10 松山市 太田　公平 窪田　勝彦 黒河　千晶 木村　優太 坂本　樹 久保　明日香 山田　かおり 仲　沙織 安野　愛子 相田　健太郎

555 職場対抗の部 松田循環器ｗｉｔｈＴ 10 西条市 松田　昌三 二宮　純子 原　尚美 渡部　頼忠 梶本　さやか 徳永　恵子 釣見　啓介 釣見　千賀子 利田　優 福嶋　秀治

556 職場対抗の部 新居浜市役所駅伝ぶ！ 10 新居浜市 庄司　誠一 三谷　公昭 村上　光昭 山下　武 町田　京三 黒田　雅人 松原　広 美濃　大輔 峯　美香 高橋　潤子

557 職場対抗の部 成武建設マラソン部 10 松山市 佐伯　康司 平岡　佑太 松尾　明人 小野　眞也 生鷹　利輝斗 植田　沙龍 新宮　幸孝 小村　友紀 宮内　隆太郎 北村　亮

558 職場対抗の部 泰斗福祉会ランナーズ 10 松山市 高須賀　靖泰 亀岡　勉 米澤　汰世 橋本　光佑 吉井　克樹 山口　悟 黒川　貴滉 鎌田　悠希 河野　紋奈 岡村　恵里

559 職場対抗の部 大洲記念病院 10 大洲市 清水　晃 松中　豪 垣内　裕史 崎野　哲也 林　幸治 石間　宥輝 清水　亮芳 窪田　好範 清家　恒一 森野　翔太

560 職場対抗の部 天山リハビリ仲良し 10 松山市 阿部　篤浩 森岡　瑞穂 芳野　昌吾 下川　大輔 松岡　里奈 大西　菜月 髙野　祥吏 平家　美晴 喜安　正治 楠　昂大

561 職場対抗の部 東レ複合材料研究所 10 愛媛県 小野　公徳 末岡　雅則 田中　文彦 沖嶋　勇紀 奥田　治己 大門　裕明 宮本　優希 仙田　貴滉 末永　和真 佐竹　南海輝

562 職場対抗の部 南商事マラソン部 10 松山市 曽根　文雄 島﨑　貴悠 垣見　悠樹 河野　好准 曽根　裕子 片山　莉菜 戸田　勇己 本田　早希 齊藤　慎也 曽我部　元親

563 職場対抗の部 母恵夢 10 東温市 中野　知和 松下　慶祐 田中　雄太 杉本　宏太 植田　正裕 篠原　直弥 成川　正洋 武井　佑樹 安藤　栄治 岡田　淳一

564 職場対抗の部 DREAM☆THANKS 10 松山市 山田　愛華 秋川　俊光 河野　彩華 埜下　知恵 橋本　夢有 越智　有加 村上　智香 冨永　奈月 山上　慎司 尾形　俊輔

565 職場対抗の部 明治安田生命松山支社 10 松山市 丸山　和則 高野　裕 前納　明義 大村　洋一 小川　明博 佐伯　義之 山崎　正礼 岡本　早苗 松本　万里絵 竹内　敦子

566 職場対抗の部 余戸支店ランニン部 10 松山市 高橋　友里恵 首藤　彩乃 白石　怜花 廣瀬　千晶 椎原　寛 林　朝也 喜田　一葵 浪本　すみれ 横川　稜 渡部　隆大

567 職場対抗の部 とかじハートケアーズ 10 松山市 川脇　美恵 潮見　昌弘 門田　亜弥 若林　のぞみ 岡村　信隆 大塚　美佐 井上　香 今井　小雪 松岡　大介 鵜篭　久美子

601 ファミリーの部 スマイルファミリー 5 今治市 松浦　弘 松浦　直美 松浦　利徳 松浦　由加 井村　良彦

602 ファミリーの部 チーム　バッタ 5 岡山市
井上　俊之 森　保道 森　真理 宇都宮　幸子 宇都宮　颯大

603 ファミリーの部 Ｇ人情家族 6 松山市 谷岡　省三 齊藤　剛 齊藤　和子 齊藤　陽稀 齊藤　美緒 笹井　大輔

604 ファミリーの部 チームＫＨＹ 6 今治市 桧垣　弘幸 桧垣　里香 加藤　奏恵 山本　享司 山本　果実 梶原　美遥

605 ファミリーの部 加藤ファミリー 7 松山市 加藤　裕之 宇都宮　絵美 加藤　元紀 加藤　実里 越智　千晶 越智　和 越智　春

606 ファミリーの部 いとこにまつわるひと 8 松山市 河渕　丈志 河渕　未奈 松久　英樹 松久　七奈 道下　弘尚 道下　舞 道下　元男 道下　恵

607 ファミリーの部 山Ｐ 8 砥部町 山下　秀一 山下　礼子 山下　克尚 相原　れいら 山下　吉信 山下　昌子 山下　茉奈美 山下　峻

608 ファミリーの部 たなかファミリー 9 松山市 田中　公明 庭瀬　美喜 庭瀬　美由紀 庭瀬　裕美花 尾崎　小百合 角田　和之 角田　佳津子 角田　華梨 角田　柊斗



609 ファミリーの部 ｔｅａｍ　ＳＴＥＰ 10 松山市 松木　喜久夫 森本　竜彦 森本　英奈 高橋　和明 塩見　廉 西山　兼功 浅海　俊彦 杉野　幸音 岸田　圭史 新良　寿也

651 ふるさと対抗の部　 保免上ラン友会 5 松山市 伊賀上　幸徳 矢野　芳明 中田　晃 本田　秀明 西川　誠

652 ふるさと対抗の部　 高浜体育協会 6 松山市 黒田　勝行 藤原　敏宏 仲矢　文和 二宮　將仁 蒲田　清志 郡　正幸

653 ふるさと対抗の部　 ニノミヤコマチ 8 松山市 二宮　健 高氏　嵩旭 網矢　勝一 野村　創一郎 大西　良悟 坪田　雄太 塩濱　和宏 木村　裕也

654 ふるさと対抗の部　 ハセガワコマチ 8 松山市 奥　芳一 植松　洋平 伊藤　真道 神谷　惟 長谷川　洋 藤井　貴顕 石本　匡也 安田　祐一

655 ふるさと対抗の部　 伊方のどぶねずみ 8 伊方町 堀内　弘保 堀内　弘保 小幡　紀子 土居　七恵 菊地　寿昌 小幡　豊 城岡　咲来 城岡　秀一

656 ふるさと対抗の部　 余土走ラン会メルシー 8 松山市 大徳　豊 近藤　安彦 馬喰田　重樹 寺岡　幸輝 田村　豪 玉井　克典 梅木　雅春 桑原　泰智

657 ふるさと対抗の部　 余土走ラン会秋桜組 8 松山市 萩野　貴史 豊田　靖英 興梠　克之 小河　真一郎 宮﨑　譲 宮﨑　ふみ 稲見　圭　 池田　謙太郎

658 ふるさと対抗の部　 くろだっこ 9 松前町 越智　貫介 越智　恵子 小笠原　柊翔 小笠原　香織 佐賀　朋子 佐賀　春仁 有光　大河 玉井　真澄 玉井　凛玖

659 ふるさと対抗の部　 チームひまわり 10 宇和島市 平田　達郎 平田　志穂 平田　建太郎 藤堂　源洋 土田　敬人 土田　容子 土田　想太郎 吉井　健倫 前田　勉志 土居　美由紀

660 ふるさと対抗の部　 宇和島選抜（自称） 10 宇和島市 杉田　圭扶 青木　ゆり 松本　宏子 小越　謙二 河野　和紀 古賀　崇浩 高木　遥佳 仲川　正浩 渡邉　亮 大車　和也

661 ふるさと対抗の部　 満穂万歳保存会 10 砥部町広田 日野林　一樹 日野林　マリエ 日野林　一都 日野林　しほ 日野林　諒 西岡　亮祐 相原　雄一 相原　麻帆 藤崎　忍 松永　竜一

701 エンジョイランニングの部　 ＨＹＡ２ＴＭ 5 松山市 梶原　良則 吉木　博信 竹田　哲也 梶原　愛可 佐伯　明日翔

702 エンジョイランニングの部　 ＪＴＡ松山テコンドー 5 松山市 河野　昌俊 河野　明子 佐伯　洋一 山内　孝夫 國本　健広

703 エンジョイランニングの部　 ｔｍｔマシナリー 5 松山市 松浦　昂輝 岩本　雅也 花山　真一 丹下　佳樹 丹下　優太

704 エンジョイランニングの部　 ６年６組ひとみＧＯ！ 5 松山市 檜垣　耕一 村上　忠興 長野　吉伸 松本　啓 井上　和信

705 エンジョイランニングの部　 ぷりてぃうーまん 5 宇和島市 山田　英幸 高木　恵美子 井関　順子 辰本　百合子 久岡　美恵子

706 エンジョイランニングの部　 ユラギーノ 5 松山市 池田　陽介 池田　芳香 松田　大介 松田　恭子 八丈野　真子

707 エンジョイランニングの部　 椿の心で襷を繋ぐ５人 5 松山市 大西　一彰 若江　星人 山内　聡 宇都宮　香菜 二神　奈津美

708 エンジョイランニングの部　 福助工業 5 四国中央市 山路　大樹 梶原　銀二 青野　冴郁 横尾　千夏 阪中　洋

709 エンジョイランニングの部　 ＭＰＣ　Ｆａｍｉｌｙ 6 松山市 高橋　聖美 高橋　瑞季 角村　朱美 角村　あかり 角村　ゆりあ 筒井　了子

710 エンジョイランニングの部　 ｃｈａ・ちゃ・茶 6 松山市 越智　尚子 松下　良和 須之内　慶子 河野　あかり 薬師寺　千恵 烏谷　照雄

711 エンジョイランニングの部　 ＥＲＣ 6 東温市 浅井　真紀 西田　直哉 高木　大樹 真田　朋昌 続木　彩加

712 エンジョイランニングの部　 ＭＣプラス 6 香川県 池田　宏 森田　雄一 中川　裕喜 中井　あゆみ 秋友　勝 氏家　みなみ

713 エンジョイランニングの部　 キックザランクルー 6 松山市 日野　大悟 日野　佑美 佐伯　直哉 濱田　保志 川東　竜也 曽我部　勇樹

714 エンジョイランニングの部 牛鬼会 6 松山市
木田　啓一 丹下　いづみ 大空　正史 柴岡　絵里 岡田　教人 光岡　紘輔

715 エンジョイランニングの部　 ＲＥＤ 7 松山市 今村　光延 今村 今村　一郎 川本　浩司 杉原　竜太 松本　真 乗松　美紀

716 エンジョイランニングの部　 ＲＵＮＲＵＮ特戦隊Ｖ 7 松山市 福本　健二 丹　慎吾 遠藤　学 阿部　充 若田　知美 高月　徹 俊成　和樹

717 エンジョイランニングの部　 ＲＵＮＲＵＮ特戦隊Ｚ 7 松山市 髙須賀　哲也 上田　尚也 黒武者　和彦 武田　隼人 森永　忍 渡邉　かすみ 曽我部　聡

718 エンジョイランニングの部　 ＴＥＡＭ　ＡＮＡＧＯ 7 松山市 河本　博信 神部　眞美 寺嶋　信三 久保　智嗣 中藤　彰悟 重松　和男 野本　隆

719 エンジョイランニングの部　 ｔｅａｍ　ＡＰＴＮ 7 愛媛県 村井　久佐代 村上　さおり 加納　裕一 寺田　朋子 加藤　洋子 冨田　裕美 村井　克成

720 エンジョイランニングの部　 エンジョイラン友 7 松山市 源田　裕之 水田　瑛一 森岡　冬馬 新田　大智 能田　一輝 山本　愛華 源田　智之

721 エンジョイランニングの部　 コニーズ 7 愛媛県 津田　隆祐 田口　俊宏 峰雪　沙都美 石脇　霞 柴田　亮 兵頭　孝則 大野　圭佑

722 エンジョイランニングの部　 サンメディカル 7 東温市 井上　雄基 上田　明男 田中　崇人 齋藤　拓也 川口　達也 城前　正志 宇都宮　早紀

723 エンジョイランニングの部　 タートルズランズ 7 今治市 眞部　健吾 越智　英治 田坂　亘祐 赤根川　真由美 二宮　晃尚 武田　徹太郎 長野　雅彦

724 エンジョイランニングの部　 チームＮ 7 松山市 戸田　信吾 山内　一弘 戸田　博也 三瀬　博之 久保　達也 高市　佳祐 田辺さん

725 エンジョイランニングの部　 チーム　ザ　ひろや 7 松山市 佐伯　雅人 織田　直美 光井　佑記 丸場　隆史 野中　康平 渡部　聖悟 大渕　憂矢

726 エンジョイランニングの部　 ピッツァなはりたん 7 高知県 礒部　敏幸 坂本　久美 寺村　光志 齊藤　正彦 宮地　謙輔 弘田　二紀 西野　貴仁

727 エンジョイランニングの部　 杏 7 宇和島市 浅井　周二 岡島　晃明 山本　春美 山口　眞 川口　真 赤松　貞二 細川　京子

728 エンジョイランニングの部　 空アスリート計画 7 東温市 野中　健史 苅田　亜由実 渡部　克彦 山﨑　空 山﨑　葉 山﨑　寿 山﨑　美香

729 エンジョイランニングの部　 市民ｒｅｈａ 7 松山市 曽我　孝 沖田　将斗 餌原　洋輔 藤原　友理子 森山　翔太 川﨑　貴弘 西原　慎太郎



730 エンジョイランニングの部　 池本家 7 松山市 山内　かな 池内　瑠美 谷東　彩 小成　秀明 玉井　智也 小川　紗也加 谷浦　亮

731 エンジョイランニングの部　 猛走倶楽部 7 今治市 山下　聡 入舟　秀三 中野　浩一 中野　智 尾崎　洋 吉丸　明宏 山本　亜衣

732 エンジョイランニングの部　 必勝龍 8 松山市 梶谷　知花 佐々木　蔵真 玉井　愛琉 南　圭祐　 安田　琉惺 立花　咲和 立花　大湖 徳本　愛依

733 エンジョイランニングの部　 Ｋ－ＳＨＯＣＫ３ｒｄ 8 松山市 工藤　浩典 檜垣　賢一 角田　鉄平 竹本　啓貴 原田　侑宜 松田　美穂 溝田　翔一 渡部　春菜

734 エンジョイランニングの部　 ウガゾンｗｉｔｈＴ 8 新居浜市 坂上　昌士 前田　巧介 首藤　大典 宇賀　友美 十亀　浩明 秋月　麻衣 伊藤　貴大 森上　奈々

735 エンジョイランニングの部　 ガーディアンズ 8 宇和島市 尾崎　健吏 弓山　泰利 山内　太郎 橋本　哲也 松岡　雅人 大東　哲也 大東　優子 ファビナモリナロドリゲス

736 エンジョイランニングの部　 チーム加賀 8 岡山県加賀郡 山本　文明 竹田　悦子 大北　麻美子 野口　悠一 佐野　瑛二 弓削　智浩 ジャー　ショーン 難波　勝代

737 エンジョイランニングの部　 夏奈と陽子と男達 8 松山市 浮田　達也 中津　優 岡田　拓也 木村　将伸 相原　夏奈 高市　陽子 米田　昂史 影野　瞭太

738 エンジョイランニングの部　 丸山荘 8 松山市 酒井　竜範 酒井　竜範 末光　忍 渡部　昭 菊池　政裕 菊池　慶一郎 白方　雅仁 仙波　允

739 エンジョイランニングの部　 西条メロス会 8 西条市 尾上　泰介 近藤　敬博 越智　義文 大野　淳 川口　佐智 大野　彩 浅木　菜穂 竹内　義幸

740 エンジョイランニングの部 松山ハンドクラブ＠青少 8 松山市
宮内　佑己 藤原　幹 西岡　誉起 山本　宗矢 水野　泰雅 西川　恵祐 平井　栄理子 笠原　晴海

741 エンジョイランニングの部　 ですです～！ 8 松山市 吉岡　直樹 芳野　浩一 矢野　剛 浅野　加歩吏 今井　清志 宇都宮　慎一郎 松本　栄治 松野　和典

742 エンジョイランニングの部　 スマイルラン 9 愛媛県 田村　真一 山内　日菜子 菅原　弘治 山口　将彦 篠藤　健太郎 田村　友希 中村　貴美 中村　義人 田村　祐美代

743 エンジョイランニングの部　 華布＋ 9 松山市 大西　千鶴 大西　耕平 小谷　和彦 増田　明美 保田井　寛 保田井　由美 岡崎　真由美 大西　甘夏 藤満　心音

744 エンジョイランニングの部　 福角病院 9 松山市 櫛辺　賢士郎 小林　一夫 長谷川　久次 山本　晃 辻　知史 村上　歩稔 中野　賢太郎 河野　舞花 大政　将

745 エンジョイランニングの部　 ＳＫＹ　Ｒ’ｓ寿司花 9 松山市 阿部　仁 阿部　修三 岩本　智香 佐々木　正典 佐伯　友香 福井　彩美 松岡　ひろみ 山岡　峰生 米重　賢治

746 エンジョイランニングの部　 オヤジダンサーズ 9 松山市 谷口　誠 永井　勝也 長谷部　愛 高須賀　翔平 原村　浩志 猪野　弥生 清水　奈美 小田原　美智 藤井　洋平

747 エンジョイランニングの部　 チームアイバラ 9 松山市 浮田　純子 上西　太誠 井本　浩二 中矢　英祐 西野　真由佳 土居　早津紀 石丸　李奈 平野　紀樹 西野　脩大

748 エンジョイランニングの部　 バンザイ！ファミリー 9 松山市 松浦　祐二 安部　幸成 安部　心春 阿達　美津子 足立　憲司 足立　陽子 足立　果歩 足立　七海 阿達　武文

749 エンジョイランニングの部　 ふぁいと 9 松前町 高畑　寧々 野本　優 相原　恵美 稲葉　寛子 十亀　英樹 十亀　希美代 塩崎　多寿子 三好　隆志 宮崎　寿一

750 エンジョイランニングの部　 愛大病院診療支援部Ａ 9 東温市 菅野　和久 秋田　誠 白石　伊織 吉田　拓海 杉本　紗彩 原田　真由 林　あかね 山田　文哉 小田　真矢

751 エンジョイランニングの部　 田力のお米は日本一 9 西予市 河野　昌博 上甲　啓一郎 片山　大輔 上甲　康広 宇都宮　三佐子 浜田　弓加 中崎　恵子 西村　美保 三瀬　ひろこ

752 エンジョイランニングの部　 ＴＥＡＭココチ 10 松山市 渡邉　信彰 大澤　潤 大澤　幸 河井　こころ 手嶋　浩 山本　航平 小倉　和樹 佐伯　弘志 松田　幹太 松田　雄二

753 エンジョイランニングの部　 鯉キング 10 松山市 河本　正嗣 岩月　丈治 山村　美紀 三瀬　季代子 森　洋明 寄能　浩司 田嶋　悠一 加藤　馨佳 羽藤　未来 松村　英治

754 エンジョイランニングの部　 ＴｅａｍＲｏｂｉｎ 10 松山市 吉田　祐介 吉田　亮子 宮内　佑也 永井　亮輔 永井　絵里香 黒田　高弘 岡本　恵美 山内　佐希 三好　由夏 田中　茉衣

755 エンジョイランニングの部　 ゴッドモンスターミニ 10 八幡浜市 的場　勝弘 山上　愛里加 梶原　サキコ 井上　由衣 佐伯　公輔 林　空 阿部　紗弓 二宮　一也 菊池　幸恵 菊池　祐太

756 エンジョイランニングの部　 チーム玉の石 10 松山市 阿部　雄一 森本　幹郎 大森　尚慶 上杉　亮 高岡　修平 吉本　昂平 古泉　啓悟 渡邊　泰子 坂本　知里 井村　玲華

757 エンジョイランニングの部　 チーム潮見 10 松山市 豊田　久美子 渡辺　隆 田辺　淳子 赤松　聖則 赤松　颯樹 三宅　浩司 長川　聖太郎 久良　洸二 三原　史也 竹宮　遼

758 エンジョイランニングの部　 ドリーム・サポート 10 松山市 畠山　忠 畠山　あいり 畠山　羽雅 山下　愛莉 利田　ひとみ 松田　祥宏 谷岡　祐樹 満永　竜彦 村上　光慶 岡﨑　浩治

759 エンジョイランニングの部　 フォーラムスポーツ 10 松山市 三好　賢治 三好　香織 藤見　誠 濱元　耕平 酒井　隆 宇都宮　敏紘 茂木　知江 高須賀　千春 高須賀　あみ 高須賀　零

760 エンジョイランニングの部　 ほろろ一座志絆 10 松山市 山岡　大起 松藤　裕介 紅谷　美貴 国貞　成美 日尾　舞優香 清水　亜美 谷本　恵 兵頭　ほのか 杉本　佳奈 笘居　梨沙

761 エンジョイランニングの部　 みっきーマラソン部 10 松山市 大西　幹祥 野村　和匡 忽那　周平 高岡　佳奈 徳留　裕里 阿部　太輔 宮下　智尋 菅沼　裕介

762 エンジョイランニングの部　 みつばちランナーズ 10 松山市 井上　誠 今井　浩次 中路　信弥 埴生　真由美 菅野　智雄 日野　利一 西山　真奈美 東山　将大 河野　臣紀 笹田　実季

763 エンジョイランニングの部　 らっこさん 10 松山市 太田　健児 上田　啓太 上田　真由美 小林　大介 小林　沙弥香 佐川　真治 佐川　未来 下口　晴子 橘　直人 橘　知子

764 エンジョイランニングの部　 ラ部 10 松山市 竹田　仁実 新　佳代 池内　大紘 石丸　敦也 小田　美太朗 髙塚　紗弥菜 竹内　陸翔 田中　陽大 北條　康弘 松本　海璃

765 エンジョイランニングの部　 愛媛県社会福祉士会 10 松山市 三好　憂子 林　佳子 渡部　隆介 能田　ゆかり 大西　和江 辻　京子 井上　麻里 中塚　翔三 寺井　摩湖 岡本　愛美

766 エンジョイランニングの部　 愛媛大学マラリア 10 松山市 森原　淳 阪部　愛来 加藤　貴史 矢野　隆一 中越　陸哉 故島　悠作 小川　晃輝 高橋　一貴 久渡　康耀 松本　準平

767 エンジョイランニングの部　 EPU　楽笑会 10 砥部町 宮本　泉 山田　毅 徳永　祐紀 丸本　しず香 宮宇地　秀代 西森　旬恵 高橋　博子 窪田　志穂 仲田　琴美 入野　了士

768 エンジョイランニングの部　 MIHARA　FC.LIEN 10 松山市 中川　大輔 尾崎　沙綾 山下　大輔 松平　奈々 入江　祥隆 菅　栄一郎 大西　忠明 上田　真稔 大野　智 水野　将平

769 エンジョイランニングの部 愛媛建物陸上部 10 松山市 清家　剛 増田　珠美 平塚　三希子 井上　直輝 丹　克徳 藤井　学 升岡　洋平 田邊　由紀子 森田　みずき 井上　ルリ

770 エンジョイランニングの部 まどんなクラブ 10 松山市
森田　香織 高野　あんじ 元木　信也 久保　小枝 藤井　大輔 筒井　杏子 大西　達也 塘田　大晴 関谷　かおる 田中　賢二



771 エンジョイランニングの部 道後椿倶楽部 10 松山市
北野　順哉 中満　隆行 高梨　明治 濱田　有一 河原　成紀 溝上　達也 笹田　芽衣 加戸　慎太郎 濱田　智生 三宅　浩之

772 エンジョイランニングの部　 チームｋｉｋｉ 10 松山市 竹場　登 徳岡　秀俊 大堀　祐輝 門田　侑子 日野　佑美 村上　裕介 住吉　貴之 宮田　健太 上岡　雄地 隅川　悠

773 エンジョイランニングの部　 カルスポセントラル 11 松山市 佐川　暁子 藤井　興子 藤﨑　寛子 菊池　貴美香 中村　清志 久野　富美子 木村　芳恵 有光　優子 永野　和久 永野　希美恵 乗松　美貴子

774 エンジョイランニングの部　 ひなたぼっこ 11 松山市 黒河　渡志子 吉田　ひとみ 岡野　渚 土居　里恵 清家　志保 白石　美香 鳥津　和子 玉木　磨智子 岸　朋世 澤田　かおり 岸　茉洋

775 エンジョイランニングの部　 ＧＯ！ＧＯ！ＣＡＲＰ 11 内子町 土井　一喜 稲田　誠司 伊藤　大樹 田村　美香 川原　淳子 山本　由美 森　弘子 楢崎　享子 八木　俊宏 友近　祐介 土井　夏果

776 エンジョイランニングの部　 コブラツイスト 11 松山市 濱名　正喜 吉岡　康充 平岡　直哉 耳塚　昌彦 木村　茂樹 岡田　晃生 兵頭　友唯 濱田　吉宗 藤堂　真冬 岩田　優衣子 耳塚　安紀

777 エンジョイランニングの部　 プリナート岡田印刷 11 松山市 竹内　貴司 三田　浩司 南　太郎 保子　知美 中川　哲也 池田　隼人 中内　健 平本　和也 名本　敬裕 水本　勇太 菊本　晶子

778 エンジョイランニングの部　 ＧＯ～ＧＯ～かも。 11 松山市 幸島　日出夫 夏井　孝一 山内　淳 山田　敏彦 山田　絵美佳 鈴木　淳子 酒瀬川　八恵子 堀川　真由美 増田　尚子 和田　理恵 西原　真由美

779 エンジョイランニングの部　 ＨＳＲ５１ 11 松山市 松本　真帆 岡田　翔揮 岡田　香奈美 吉田　雅彦 吉田　圭 田中　俊作 田中　厚子 武智　由希 尾崎　芽久美 山本　美保 田中　千尋

780 エンジョイランニングの部　 ラビットらんな～ず 11 松山市 兎本　陽介 西村　真里菜 河野　行信 橋本　真知 中村　元彦 天野　隆章 白山　晶崇 武村　聡一郎 岩本　航 山本　紘平 今井　諒

781 エンジョイランニングの部　 愛大病院診療支援部Ｂ 11 東温市 大元　謙二 石井　絵美子 大窪　遥香 長岡　三樹矢 中塚　誠 辻　孝純 中山　慎太郎 熊本　憲悟 早田　優子 原田　瑞彩 佐藤　隆文

782 エンジョイランニングの部　 若草物語 11 松山市 矢原　健吾 窪田　隆博 井上　博人 橘　健太郎 戸井　千恵 赤瀬　祐輔 藤井　誠太 梁瀬　祐史 宮下　浩二 山中　康太 藤原　圭寿

783 エンジョイランニングの部　 松山工高陸上部ＯＢ 11 松山市 湯上　隆一郎 淺野　俊一 岡田　優 高橋　祐介 竹田　健悟 重藤　竜馬 安部　さおり 越智　海斗 渡部　裕 渡邊　隆之 川崎　欧

784 エンジョイランニングの部　 それいけアンポンタン 12 愛媛県 白潟　茉奈 加藤　梓 宮内　智子 渕浪　杏里 石川　仁美 吉本　衣里子 加藤　聖人 水口　将吾 栗原　奈緒美 重川　晃介 山内　勇輝 山崎　元貴

785 エンジョイランニングの部　 松山ランナーズＬ 12 松山市 松本　孝子 橋本　早苗 丹生　多美 松下　裕美 渡邉　夏菜子 大森　直巳 田窪　愛子 眞田　親美 大西　菜摘 山本　清美 瀬良　陽子 伊須　由香

786 エンジョイランニングの部　 三瀬歯科医院 12 松山市 三瀬　雄次郎 谷口　博志 中川　真悟 新納　隆 二宮　由紀 久保　由紀子 前田　夏子 堀内　美里 藤岡　美里 今村　栞 加藤　理央奈 平田　愛

787 エンジョイランニングの部　 10min 12 松山市 平野　達哉 平野　達哉 末光　沙耶 染次　章治 松本　秀一 岡田　克俊 和泉　智子 芳我　由希 野村　夕子 皆内　千温 平田　千恵美 堀川　由紀

788 エンジョイランニングの部　 チームナカガワＲＣ 12 伊予市 中川　哲夫 上之園　薫 落合　正明 田島　浩二 大森　梓 草場　祐人 下久保　あかね 松田　浩二 篠原　信也 中川　尚拓 竹内　均 竹口　真人

789 エンジョイランニングの部　 ルナ物産🍮株式会社 12 松山市 上田　哲郎 中矢　一成 池田　竜也 山本　聡 清家　規生 永易　千明 大竹　翔太 向井　寛治 大城戸　優衣 寺田　彩華 京極　梨加 相田　美咲

790 エンジョイランニングの部　 松山東雲女子大・短大 12 松山市 高橋　圭三 山内　司 松本　浩臣 鎌田　凌輔 石嶺　亜莉紗 菅　由加里 菊池　愛美 菊池　枝里 山本　真希 岡田　恵 崎浜　聡 市河　勉

791 エンジョイランニングの部　 尾形クリニック 12 松山市 尾形　直則 二宮　大和 上甲　洋敬 今井　拓海 安田　真美 岩崎　寧々 木村　巧 藤田　一雅 井上　笑花 楠　雄斗 楠　彩佳 大家　志乃

792 エンジョイランニングの部　 フィディピデスは走る 13 松山市 松　俊彦 中馬　成夫 田所　勉 處　淳子 高橋　ゆみ 外池　大典 叶　貴美 栗田　龍生 大久保　なつみ 越智　奈緒美 楠本　侑子 阿蘇谷　亮太 篠崎　健二

793 エンジョイランニングの部　 コ・コアランクラブ 13 松山市 小林　和子 菊岡　重治 瀬谷　眞由美 佐々木　香折 髙塚　昌子 宮崎　倫代 松友　八枝子 渡部　慶子 井原　良太 倉田　均 野村　春美 水本　恭平 河野　慎平

794 エンジョイランニングの部　 タカラレーベン西日本 13 松山市 寺門　幸次 堀本　昌孝 向井　公一 西田　一人 山本　真由美 津田　基希 山内　康輝 越智　遼太 安部　有祐 西川　偉織 松村　佑真 重藤　稔樹 手島　芳貴

795 エンジョイランニングの部　 １０階窓際族 13 松山市 中井　英司 三好　和敏 矢野　重典 下津　明彦 兵頭　仁 森定　淳 長尾　宣博 江藤　宏隆 曽我部　一記 浅川　真 松本　有加 馬淵　香菜 中岡　信明

796 エンジョイランニングの部　 しょっぴぃ 13 松山市 金井　清二 宮川　晃幸 坂田　満治 深川　哲平 重松　隆 桝本　能仁 宮内　美樹 月岡　太郎 美曹　圭 大塚　龍平 三阪　友洋 亀岡　孝幸 阿部　峻大

797 エンジョイランニングの部　 ふじっぴぃ 13 松山市 登山　友貴 井上　亮一 長尾　隆司 古川　裕貴 井川　卓也 水谷　早希 近藤　真敏 村尾　純一 大西　文和 宮本　孝昌 森　喬 西山　祐司 齋藤　公貴

798 エンジョイランニングの部 ＯＣＨキタチャンＢ 13 大洲市 有光　英治 大野　明美 北福　仁貴 篠崎　利江 宮岡　咲希 武澤　里美 菊池　正美 思田　ひかり 稲田　菜摘 東　誠幸 宇都宮　千愛 三好　達也 三瀬　淳平

799 エンジョイランニングの部　 ひよっこ 14 愛媛県 折井　瑞恵 川内　由美子 森岡　秀子 川内　祥司 辻内　秀明 高山　剛 高山　美希 杉本　達也 西村　早百合 石井　智恵 苗田　良子 土居　礼子 新田　祐子 大原　みゆき

800 エンジョイランニングの部　 ＦＥＳＲＥＣ 14 松山市 三谷　洋右 三谷　留理子 玉岡　美紀 松下　陽子 久米　景子 稲葉　香織 長野　清子 高木　和美 梅木　菜摘 渡部　卓磨 青木　公香 中西　雅俊 三谷　奈見 三谷　海惺

801 エンジョイランニングの部　 エンジョイよつば 14 松山市 藤枝　美智子 横山　雄一郎 寺谷　禎史 中岡　慎太郎 平岡　圭子 西原　リカ 村上　容子 森池　真奈美 関谷　薫 藤岡　美樹 小泉　豊江 山内　香奈美 田中　政行 橋本　萌

802 エンジョイランニングの部　 グゥポン 14 松山市 宮本　武直 髙木　優子 眞部　晶子 眞部　穣 眞部　稟々 山本　唯 田村　里江子 中村　絵里佳 今津　実伽子 福泉　薫子 武田　麻友香 若江　春香 大西　孝幸

803 エンジョイランニングの部　 チーム運動不足’１９ 14 松山市 玉井　秀明 善家　佑介 宮本　拓哉 八木　宏和 古賀　丈士 本多　祐季 酒井　三樹夫 池田　敦 八木　由佳理 柴垣　昌博 山口　敏男 篠崎　恵 橋本　彩加 冨永　正

804 エンジョイランニングの部　 ポテと愉快な仲間たち 14 松山市 岡田　啓一 大西　清楓 田口　若菜 藤原　幸太 松本　環 沖野　秀則 山田　智也 和氣　勝士 戸田　典子 新井　鐘栄 谷木　一孝 伊藤　あゆ美 笠松　祐介 石原　新也

805 エンジョイランニングの部　 はっぴい 15 松山市 渡部　幸典 中西　信将 旭　光雄 井上　誠 中野　泰伸 高橋　尚希 森川　翔 寺島　千鶴 頼木　美枝 大谷　朋代 関　香織 伊東　美智子 森田　順子 古都　凛 下坂　千奈

806 エンジョイランニングの部　 越智会計　東塾 16 松山市 植田　浩之 中山　廣一 小倉　浩司 東　慎太郎 織田　知典 渡邉　晃 熊野　真之輔 池田　淳一 神岡　利希 川﨑　正憲 佐々木　典子 有元　優香 村上　紗里奈 髙山　愛里 織田　理央 緒方　健治

807 エンジョイランニングの部　 ＴＢＤ 17 松山市 崎山　可奈子 門田　亮 岡田　のぞみ 川崎　顕一 武田　弘樹 栗原　瑛子 鈴木　加奈子 池上　ちずる 納田　晴行 中川　和則 白石　賀子 田原　徳晃 菊池　雄子 布野　幸美 渡瀬　利香 倉場　雄 薬師寺　幸一

808 エンジョイランニングの部　 一期一会 17 松山市 渡邊　成美 今泉　若菜 川口　愛子 川口　尚貴 香川　菜々恵 井伊　ちなみ 児玉　ありさ 石野　美樹 中島　広嗣 中島　李衣 芳我　祥子 大原　海渡 原田　彩 作道　正樹 青野　裕太 上野　愛実 松木　千紘

809 エンジョイランニングの部　 松山市民吹走楽団 17 松山市 大西　里佳 河内　星 森田　千尋 得能　絢 藤岡　舞 大西　恵理子 神　展彦 西原　さおり 山下　弘人 大津　祐輔 松野　沙矢香 山下　梓 大西　美由紀 藤崎　治郎 大西　清文 平野　和加 芳之内　準

810 エンジョイランニングの部　 愛大教職大学院Ｍ１ 20 松山市 宝本　将 野口　純 森本　涼太 髙岡　仁哉 栗林　音菜 大塚　直也 渡邉　尚志 井手　和宏 岡田　聖 増田　有紗 友近　秀章 河野　寛太 鐘尾　祥太 徳永　未樹 増田　有作 宇都宮　彰一 窪田　智弘 兵頭　俊昭 黒河　新 高橋　元気
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