
回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム

１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）
第１位 藤原　浩之 1:34:45 第１位 三木　琢矢 1:29:55 第１位 堀尾　昌志 1:27:38 第１位 山端　良尚 1:30:18
第２位 奥内　佳典 1:35:08 第２位 葉狩　裕 1:30:26 第２位 今長　浩一 1:29:52 第２位 園田　栄作 1:32:01
第３位 前川　英也 1:35:43 第３位 和田　敏弘 1:30:39 第３位 三木　琢矢 1:30:43 第３位 前田　高穂 1:35:51

２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）
23 第１位 岡本　亘 1:31:58 23 第１位 岡本　亘 1:27:40 23 第１位 青木　実雄 1:25:29 24 第１位 今長　浩一 1:28:40
Km 第２位 児山　幸生 1:34:12 Km 第２位 亀澤　徹郎 1:30:19 Km 第２位 児山　幸生 1:30:02 Km 第２位 岡本　亘 1:29:40

第３位 高橋　真一 1:35:15 第３位 児山　幸生 1:31:29 第３位 藤重　浩 1:31:19 第３位 児山　幸生 1:31:58
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 東　信矢 1:36:15 第１位 高尾　義晃 1:32:27 第１位 横溝　秀男 1:33:36 第１位 亀澤　徹郎 1:36:36
第２位 川崎　正則 1:37:18 第２位 横溝　秀男 1:34:25 第２位 井上　正貴 1:34:21 第２位 山上　洋治 1:36:54
第３位 井上　正貴 1:38:56 第３位 大畑　博利 1:35:53 第３位 高島　完二 1:36:26 第３位 小西　建雄 1:37:12

４部（男子５０才以上） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 佐藤　宏道 1:41:37 第１位 松本　正 1:38:01 第１位 黒岩　秋夫 1:38:53 第１位 伊藤　康弘 1:38:05
第２位 新名　貞夫 1:44:10 第２位 佐藤　宏道 1:40:51 第２位 佐藤　宏道 1:40:43 第２位 武元　勝典 1:42:49
第３位 小西　博 1:47:08 第３位 山本　義巳 1:45:10 第３位 谷口　寿人 1:41:50 第３位 佐藤　宏道 1:43:16

５部（女子２９才以下） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 原田　敬子 1:54:47 第１位 麻生　照夫 1:54:12 第１位 北浦　瞭一 1:46:11 第１位 北浦　瞭一 1:50:17
第２位 原　彰江 1:59:07 第２位 上村　光 1:54:35 第２位 大石　輝毅 1:48:26 第２位 大石　輝毅 1:54:55
第３位 今村　修子 2:01:40 第３位 吉田　瑛 1:54:41 第３位 前原　清春 1:50:23 第３位 麻生　照夫 1:56:50

６部（女子３０才～３９才） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 井上　三紀 2:00:15 第１位 原　彰江 1:57:11 第１位 大本　静 1:57:38 第１位 石井　千佳 1:45:00
第２位 上住　和子 2:00:23 第２位 大本　静 1:58:18 第２位 四方　五十鈴 1:58:00 第２位 中村　千奈津 1:56:27
第３位 富永　葉子 2:02:34 第３位 三浦　結希 2:01:23 第３位 徳田　晴子 1:58:02 第３位 矢崎　恵美 1:58:49

７部（女子４０才以上） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 木下　八千代 1:45:54 第１位 西垣　寿美野 1:53:23 第１位 西垣　寿美野 1:52:17 第１位 小松　日登美 2:05:54
第２位 松村　政子 1:52:59 第２位 坪内　良子 1:57:44 第２位 原田　敬子 1:53:18 第２位 藤本　和子 2:11:19
第３位 キャロル・ハワース 1:59:30 第３位 渋谷　晴代 2:08:10 第３位 倉重　英子 1:54:54 第３位 木原　祐子 2:15:30

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 西村　房野 1:58:56 第１位 岡本　里子 2:01:43 第１位 車　春恵 1:57:37
第２位 富永　葉子 2:02:48 第２位 西原　盛子 2:01:48 第２位 渡辺　治美 2:02:48
第３位 ｷｬﾛﾙ･ﾊﾜｰｽ 2:03:19 第３位 西村　房野 2:02:22 第３位 島崎　節子 2:08:23

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 巳波　美津子 2:07:40 第１位 川崎　弘子 1:58:48 第１位 村本　みのる 1:46:38
第２位 羽賀　翠 2:12:02 第２位 谷川　政代 1:59:44 第２位 石井　佳代 2:00:44
第３位 青山　和子 2:21:41 第３位 巳波　美津子 2:04:25 第３位 岡寺　弘美 2:12:04

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 神矢　博子 3:37:28 第１位 朝山　晴子 3:03:33 第１位 松岡　和子 2:27:56
第２位 第２位 吉本　君代 3:32:18 第２位
第３位 第３位 第３位

回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム

１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）
第１位 山端　良尚 1:30:56 第１位 山端　良尚 1:28:32 第１位 霞末　敏広 1:32:55 第１位 福永　基晴 1:27:22
第２位 常本　佳希 1:31:58 第２位 三木　琢矢 1:29:55 第２位 宮井　大輔 1:34:53 第２位 霞末　敏広 1:30:07
第３位 岡　靖朗 1:33:32 第３位 森川　雅夫 1:31:14 第３位 植岡　久二 1:39:32 第３位 池野　正幸 1:31:47

２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）
24 第１位 今長　浩一 1:30:55 24 第１位 井手　登 1:34:25 24 第１位 横山　知用 1:35:22 24 第１位 村山　厚也 1:26:34
Km 第２位 日比野　民生 1:30:55 Km 第２位 横山　知用 1:35:02 Km 第２位 小西　秀夫 1:38:35 Km 第２位 井手　登 1:32:58

第３位 筒井　勝治 1:33:53 第３位 今長　浩一 1:36:51 第３位 園田　栄作 1:39:13 第３位 岡田　夏来 1:33:04
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 長谷川　和正 1:30:55 第１位 長谷川　和正 1:28:32 第１位 児山　幸生 1:36:46 第１位 柿原　貴次 1:32:24
第２位 亀澤　徹郎 1:34:48 第２位 児山　幸生 1:36:00 第２位 亀澤　徹郎 1:38:07 第２位 児山　幸生 1:33:25
第３位 小西　健雄 1:37:21 第３位 亀澤　徹郎 1:36:35 第３位 山内　喜晴 1:38:38 第３位 亀澤　徹郎 1:37:22

４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 伊藤　康弘 1:37:27 第１位 中田　勝利 1:40:25 第１位 増田　皓三 1:40:01 第１位 佐藤　宏道 1:42:56
第２位 増田　皓三 1:41:52 第２位 増田　皓三 1:41:45 第２位 中田　勝利 1:41:43 第２位 岡田　俊男 1:43:38
第３位 井上　忠 1:42:16 第３位 山内　一城 1:46:48 第３位 毛笠　智明 1:46:34 第３位 毛笠　智明 1:43:59

５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 窪田　一正 1:50:02 第１位 谷口　寿人 1:46:56 第１位 谷口　寿人 1:51:17 第１位 山崎　常行 1:46:28
第２位 大石　輝毅 1:58:18 第２位 青木　忠雄 1:51:54 第２位 青木　忠雄 1:55:43 第２位 山根　繁雄 1:50:24
第３位 山田　英忠 2:01:01 第３位 北浦　瞭一 1:55:17 第３位 山本　等 1:58:40 第３位 谷口　寿人 1:51:09

６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 奥谷　典子 1:59:50 第１位 奥谷　典子 1:56:54 第１位 山本　都久子 2:04:08 第１位 曽根　由輝子 1:41:13
第２位 中村　千奈津 2:04:41 第２位 中平　恵里子 2:12:26 第２位 山本　江利子 2:14:22 第２位 松本　睦美 1:53:12
第３位 佐々木　和子 2:05:54 第３位 鳴瀬　典加 2:15:21 第３位 和田　みどり 2:22:39 第３位 奥谷　典子 1:57:27

７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 原田　圭子 1:52:45 第１位 井庄　善絵 1:52:11 第１位 石田　八重子 1:46:33 第１位 西川　加代 1:44:21
第２位 井床　喜絵 1:56:13 第２位 原田　圭子 2:03:05 第２位 井庄　善絵 1:51:50 第２位 井庄　善絵 1:47:41
第３位 西垣　寿美野 2:01:44 第３位 松見　輝子 2:03:21 第３位 原田　圭子 1:55:44 第３位 石田　美穂 1:51:37

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 中嶋　利子 1:57:15 第１位 小林　朋子 1:57:48 第１位 塩谷　啓子 1:59:19 第１位 野村　加代子 1:41:25
第２位 山地　悦子 2:01:54 第２位 森　恵利 1:58:21 第２位 森　恵利 2:01:15 第２位 塩谷　啓子 1:56:08
第３位 渡辺　治美 2:03:32 第３位 岡本　里子 2:06:12 第３位 岡本　里子 2:04:34 第３位 伊東　芳恵 1:56:54

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 石井　佳代 2:05:57 第１位 荻原　久恵 2:09:10 第１位 牧野　節子 2:02:23 第１位 佐々木　春子 1:55:54
第２位 巳波　美津子 2:09:21 第２位 牧野　節子 2:09:47 第２位 渡辺　恵子 2:09:15 第２位 巳波　美津子 2:07:44
第３位 牧野　節子 2:10:25 第３位 中野　とき子 2:17:24 第３位 巳波　美津子 2:09:36 第３位 鳴戸　秀子 2:09:14

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 松岡　和子 2:32:31 第１位 坂本　佐和子 2:32:54 第１位 坂下　美雪 2:39:14 第１位 三木　京子 2:40:02
第２位 三木　京子 2:40:05 第２位 三木　京子 2:38:10 第２位 三木　京子 2:55:24 第２位 大河内　美代子 3:01:21
第３位 福田　礼子 2:49:24 第３位 福田　礼子 2:41:15 第３位 大河内　美代子 3:14:59 第３位 鳴海　君枝 3:04:43

みかた残酷マラソン全国大会歴代３位入賞記録
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みかた残酷マラソン全国大会歴代３位入賞記録

回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム

１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）
第１位 福永　基晴 1:27:11 第１位 福永　基晴 1:25:57 第１位 福永  基晴 1:27:24 第１位 福永　基晴 1:26:57
第２位 橋本　昌典 1:29:10 10 第２位 三谷　耕次 1:33:01 11 第２位 前田  明彦 1:27:58 12 第２位 森田　大介 1:29:47
第３位 霞末　敏広 1:32:10 第３位 和田　敏弘 1:43:03 第３位 岡  靖朗 1:31:54 第３位 下水流　寛之 1:30:08

２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）
24 第１位 村山　厚也 1:32:06 24 第１位 三木　琢矢 1:29:56 24 第１位 三木  琢矢 1:29:31 24 第１位 吉田　雅広 1:28:10
Km 第２位 井手　登 1:35:40 Km 第２位 榊　　秀雄 1:30:36 Km 第２位 橋本  昌典 1:31:20 Km 第２位 橋本　昌典 1:28:30

第３位 中平　勇示 1:36:14 第３位 南藤　宏和 1:33:25 第３位 水田  和宏 1:32:28 第３位 三木　琢矢 1:28:33
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 柿原　貴次 1:33:45 第１位 亀澤　徹郎 1:35:23 第１位 吉田  福蔵 1:28:25 第１位 吉田　福蔵 1:27:31
第２位 児山　幸生 1:36:53 第２位 溝渕　 　学 1:35:57 第２位 溝渕  学 1:32:26 第２位 井手　登 1:33:24
第３位 溝渕　学 1:37:22 第３位 児山　幸生 1:36:48 第３位 神頭  一郎 1:42:17 第３位 南藤　夏来 1:33:50

４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 玉本　英明 1:43:51 第１位 小西　健雄 1:38:27 第１位 小西  健雄 1:40:30 第１位 小西　健雄 1:39:22
第２位 増田　皓三 1:45:13 第２位 吉村　 　薫 1:39:43 第２位 太田  利一郎 1:41:10 第２位 井内　美喜夫 1:43:29
第３位 毛笠　智明 1:48:16 第３位  大畑　博利　 1:42:10 第３位 井内  美喜夫 1:42:35 第３位 太田　利一郎 1:44:46

５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 片山　正一 1:56:52 第１位 片山　正一 1:52:37 第１位 片山  正一 1:51:16 第１位 佐藤　宏道 1:50:23
第２位 青木　忠雄 1:57:14 第２位 日永田　晴美 1:53:26 第２位 武内  満男 1:51:32 第２位 岩垣　成紀 1:51:52
第３位 山本　等 2:03:17 第３位 佐藤　宏道 1:54:48 第３位 日永田  晴美 1:53:07 第３位 山内　一城 1:52:07

６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 曽根　由輝子 1:41:38 第１位 曽根　由輝子 1:43:23 第１位 曽根  由輝子 1:50:07 第１位 染谷　真由 1:44:57
第２位 若月　香夜 2:12:46 第２位 船曳　　玲子 1:45:53 第２位 松村  美雪 2:08:53 第２位 清田　和代 2:09:45
第３位 永瀬　理恵子 2:17:07 第３位 岩渕　　優子 1:52:44 第３位 清田  和代 2:11:42 第３位 鷲尾　千明 2:14:46

７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 井庄　善絵 1:54:06 第１位 折戸　小百合 1:48:29 第１位 船曳  玲子 1:43:28 第１位 小林　玲子 1:42:47
第２位 野村　泰子 1:56:21 第２位 野村　泰子 1:53:36 第２位 石戸  香 1:49:58 第２位 岩渕　優子 1:51:16
第３位 松村　みほ 1:58:20 第３位 泉　　　祐子 1:53:51 第３位 泉  裕子 1:50:17 第３位 野村　泰子 1:59:07

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 野村　加代子 1:44:42 第１位 野村　加代子 1:43:34 第１位 野村  加代子 1:45:39 第１位 野村　加代子 1:45:22
第２位 伊東　芳恵 1:57:42 第２位 井朱　善絵 1:53:09 第２位 黒崎  しのぶ 1:48:55 第２位 黒崎　しのぶ 1:49:57
第３位 塩谷　啓子 2:02:28 第３位 松村　みほ 1:53:58 第３位 井床  善絵 1:52:23 第３位 名賀　公子 1:52:19

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 佐々木　春子 2:02:51 第１位 松村　政子 1:54:25 第１位 佐々木  春子 2:01:38 第１位 佐々木　春子 1:59:38
第２位 牧野　節子 2:09:21 第２位 佐々木春子 2:01:19 第２位 丸井  清子 2:11:01 第２位 丸井　清子 2:03:13
第３位 岡本　里子 2:07:48 第３位 牧野　節子 2:06:10 第３位 西村  房野 2:12:45 第３位 岡本　里子 2:07:09

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 大河内　美代子 3:23:57 第１位 藤井　啓子 2:29:04 第１位 巳波  美津子 2:18:03 第１位 佐藤　恭子 2:31:56
第２位 衣笠　美也子 3:24:49 第２位 横山　昭子 2:45:00 第２位 佐藤  恭子 2:29:20 第２位 古田　和子 2:50:22
第３位 第３位 矢野　悦子 2:45:36 第３位 南藤  美代子 2:48:00 第３位 南藤　美代子 2:57:04

回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム

１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）
第１位 田中  秀和 1:26:21 第１位 前田　明彦 1:25:36 第１位 古川　裕一 1:25:32 第１位 大西　直幸 1:30:24

13 第２位 福永  基晴 1:28:08 14 第２位 下水流　寛之 1:26:25 15 第２位 正木　裕士 1:27:12 16 第２位 余村　直彦 1:31:12
第３位 下水流  寛之 1:28:56 第３位 大寺　雅則 1:27:29 第３位 南部　恭一 1:27:34 第３位 長井　健時 1:33:59

２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）
24 第１位 岡  靖朗 1:30:24 24 第１位 福永　基晴 1:27:00 24 第１位 高田　伸昭 1:25:17 24 第１位 高田　伸昭 1:26:32
Km 第２位 藤田  淳 1:32:40 Km 第２位 水田　和宏 1:28:17 Km 第２位 岡　靖朗 1:28:21 Km 第２位 霞末　敏広 1:30:59

第３位 横山  知用 1:37:57 第３位 岡　靖朗 1:29:03 第３位 水田　和宏 1:30:20 第３位 内海　高宏 1:34:53
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 吉田  福蔵 1:28:30 第１位 吉田　福蔵 1:26:28 第１位 南藤　宏和 1:30:59 第１位 東　卓志 1:31:28
第２位 吉田  雅広 1:29:54 第２位 吉田　雅広 1:27:58 第２位 東　卓志 1:32:10 第２位 吉田　雅広 1:32:43
第３位 南藤  宏和 1:33:52 第３位 南藤　宏和 1:30:59 第３位 藤田　淳 1:33:21 第３位 武田  直樹 1:33:38

４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 山根  定雄 1:43:03 第１位 小西　健雄 1:38:37 第１位 小西　健雄 1:37:57 第１位 井内　美喜夫 1:41:10
第２位 井内  美喜夫 1:44:24 第２位 亀澤　徹郎 1:39:07 第２位 太田　利一郎 1:39:49 第２位 塩野　国男 1:41:50
第３位 田中  国彦 1:45:39 第３位 井内　美喜夫 1:40:22 第３位 亀澤　徹郎 1:39:55 第３位 塩原　正 1:42:35

５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 佐藤  宏道 1:49:52 第１位 佐藤　宏道 1:47:14 第１位 黒岩　秋夫 1:46:22 第１位 岡崎　正次郎 1:47:38
第２位 加藤  歳三 1:52:42 第２位 加藤　歳三 1:49:39 第２位 佐藤　宏道 1:47:13 第２位 佐藤宏道 1:51:51
第３位 岩垣  成紀 1:53:41 第３位 東藤　一郎 1:51:53 第３位 木村　昭一 1:53:33 第３位 木村　昭一 1:52:03

６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 宮地  匡子 2:18:11 第１位 小西　まど華 1:59:11 第１位 三重野　優香 1:44:20 第１位 潮見　妃呂乃 1:50:15
第２位 寺川  智美 2:28:26 第２位 水島　ゆかり 2:20:10 第２位 長谷川　梨花 1:46:31 第２位 浅井生久子 1:53:28
第３位 森本  ゆかり 2:30:46 第３位 寺川　智美 2:24:16 第３位 平井　恵美子 1:52:05 第３位 髙越　美奈 1:54:30

７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 小林  玲子 1:43:38 第１位 小林　玲子 1:41:40 第１位 小林　玲子 1:40:29 第１位 小林　玲子 1:41:32
第２位 岩田  由美子 1:53:46 第２位 高畑　智美 1:49:13 第２位 安田　祥江 1:45:37 第２位 田村　幸江 1:45:43
第３位 北川  あゆみ 1:57:23 第３位 北川　あゆみ 1:52:13 第３位 山口　典子 1:47:57 第３位 安田　祥江 1:52:55

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 西山  菜穂子 1:47:42 第１位 野村　加代子 1:51:11 第１位 野村　加代子 1:50:00 第１位 野村　加代子 1:47:28
第２位 野村  加代子 1:50:37 第２位 松村　みほ 1:52:40 第２位 澤村　佐登美 1:52:38 第２位 澤村　佐登美 1:51:41
第３位 福岡  聡子 1:51:31 第３位 名賀　公子 1:53:16 第３位 福岡　聡子 1:55:09 第３位 松村みほ 1:52:26

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 山本  喜代子 2:00:06 第１位 杉岡　泉 1:56:42 第１位 山本　喜代子 1:55:04 第１位 山本　喜代子 1:57:59
第２位 佐々木  春子 2:01:36 第２位 山本　喜代子 1:58:00 第２位 杉岡　泉 1:58:06 第２位 古島　奈央子 2:01:12
第３位 丸井  清子 2:05:26 第３位 佐々木　春子 1:59:06 第３位 佐々木　春子 1:58:24 第３位 山崎　恵子 2:05:25

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 渡辺  恵子 2:13:44 第１位 渡辺　恵子 2:13:58 第１位 嶋渡　和子 2:08:05 第１位 嶋渡　和子 2:07:26
第２位 石井  佳代 2:21:44 第２位 石井　佳代 2:22:03 第２位 谷保　靖子 2:22:07 第２位 牧野　節子 2:10:21
第３位 佐藤  恭子 2:30:54 第３位 岸　壽子 2:24:59 第３位 岸　壽子 2:22:55 第３位 上田　つた江 2:18:20

）
※
コ
ー

ス
変
更

）

第第

第第第

）

第

第
９
回

(

回

（

回

（

回

（

）） ）

第

回

（

回

（

）

回

（

）

回

（



みかた残酷マラソン全国大会歴代３位入賞記録

回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム
１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）

第１位 竹下　友章 1:23:39 第１位 平池　宏至 1:24:03 第１位 前田　洋輔 1:26:55 第１位 行場　竹彦 1:24:40
17 第２位 正木　裕士 1:26:06 18 第２位 前田　洋輔 1:25:15 19 第２位 松尾　哲祐 1:28:18 20 第２位 今木　一充 1:26:04

第３位 平池　宏至 1:26:24 第３位 上山　博也 1:25:30 第３位 大西　直幸 1:29:10 第３位 松尾　哲裕 1:27:25
２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）

24 第１位 高田　伸昭 1:23:05 24 第１位 高田　伸昭 1:24:40 24 第１位 高田　伸昭 1:25:40 24 第１位 田野　昌輝 1:24:50
Km 第２位 堀江　岳 1:24:17 Km 第２位 福永　基晴 1:26:49 Km 第２位 前田　明彦 1:29:03 Km 第２位 磯尾　友規 1:27:17

第３位 田野　昌輝 1:27:19 第３位 三谷　耕次 1:27:33 第３位 石村　英幸 1:29:48 第３位 竹中　泰知 1:28:06
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 吉田　雅広 1:30:03 第１位 吉田　雅広 1:29:21 第１位 宮脇　宏和 1:32:52 第１位 中野　正道 1:29:25
第２位 南藤　宏和 1:30:29 第２位 南藤　宏和 1:30:58 第２位 南藤　宏和 1:33:12 第２位 井上　孝信 1:30:33
第３位 森下　泰夫 1:36:00 第３位 森下　泰夫 1:33:00 第３位 東　卓志 1:36:15 第３位 吉田　雅広 1:31:23

４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 塩野　国男 1:40:51 第１位 井内　美喜夫 1:39:38 第１位 柿原  貴次 1:40:55 第１位 柿原  貴次 1:35:15
第２位 足立　正登 1:41:11 第２位 野村　正勝 1:40:49 第２位 野村　正勝 1:41:15 第２位 太田　利一郎 1:43:09
第３位 井内　美喜夫 1:41:59 第３位 塩野　国男 1:41:02 第３位 太田　利一郎 1:42:28 第３位 神頭　一郎 1:45:18

５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 星尾　章 1:47:10 第１位 岡崎　正次郎 1:44:40 第１位 星尾　章 1:46:40 第１位 足立　正登 1:44:16
第２位 石上　純司 1:49:04 第２位 星尾　章 1:45:16 第２位 玉本　英明 1:48:44 第２位 小西　健雄 1:45:53
第３位 吉田　繁 1:52:24 第３位 吉田　繁 1:49:34 第３位 岡崎　正次郎 1:49:05 第３位 松本　一之 1:49:18

６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 吉住　友里 1:35:56 第１位 吉住　友里 1:36:37 第１位 吉住　友里 1:37:07 第１位 吉住　友里 1:34:23
第２位 平井　琴加 1:47:47 第２位 平井　琴加 1:45:33 第２位 平井　琴加 1:43:37 第２位 平井　琴加 1:44:33
第３位 森　みどり 1:57:02 第３位 安田　ひかる 1:59:33 第３位 髙越　美奈 1:55:52 第３位 髙越　美奈 1:46:27

７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 小林　玲子 1:40:15 第１位 小林　玲子 1:37:54 第１位 小林　玲子 1:37:10 第１位 小林　玲子 1:38:27
第２位 鈴木　純子 1:45:56 第２位 辻井　千恵 1:44:18 第２位 徳重　広美 1:51:59 第２位 辻井　千恵 1:47:41
第３位 岩本　美紀 1:55:55 第３位 中川　恵美 1:47:09 第３位 根岸　まゆみ 1:54:08 第３位 岩本　美紀 1:50:38

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 野村　泰子 1:48:58 第１位 佐藤　理穂子 1:46:41 第１位 野村　泰子 1:47:52 第１位 井上　美香子 1:55:41
第２位 山口　みゆき 1:51:18 第２位 西山  菜穂子 1:47:14 第２位 西山  菜穂子 1:49:28 第２位 野村　泰子 1:59:52
第３位 澤村　佐登美 1:53:43 第３位 松村　みほ 1:48:56 第３位 松村　みほ 1:51:39 第３位 松永　郁子　 2:00:02

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 野村　加代子 1:49:06 第１位 野村　加代子 1:54:07 第１位 野村　加代子 1:52:37 第１位 野村　加代子 1:53:28
第２位 山崎　恵子 2:06:57 第２位 尾幡　正子 2:01:42 第２位 澤村　佐登美 2:00:16 第２位 松村　みほ 1:55:09
第３位 田村　日名子 2:08:22 第３位 山崎　恵子 2:04:37 第３位 都　清実 2:07:19 第３位 井床　善絵 1:57:28

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 佐々木　春子 2:10:18 第１位 佐々木　春子 2:07:53 第１位 佐々木　春子 2:12:31 第１位 佐々木　春子 2:09:48
第２位 上田　つた江 2:12:13 第２位 嶋渡　和子 2:07:54 第２位 嶋渡　和子 2:14:14 第２位 河内　せつ子 2:17:37
第３位 岡村　絹枝 2:20:27 第３位 石井　佳代 2:21:40 第３位 岡村　絹枝 2:20:20 第３位 嶋渡　和子 2:21:56

回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム
１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）

第１位 前田　洋輔 1:26:18 第１位 坂本　陽平 1:27:36 第１位 坂本　陽平 1:28:38 第１位 岡野　徹 1:25:37
21 第２位 松尾　哲裕 1:29:08 22 第２位 北村　匠 1:28:44 23 第２位 岡野　徹 1:29:30 24 第２位 西迫　駿 1:33:08

第３位 西迫　俊 1:30:51 第３位 松尾　哲裕 1:29:44 第３位 小寺　晃弘 1:30:55 第３位 平井　征英 1:33:31
２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）

24 第１位 田野　昌輝 1:25:37 24 第１位 田野　昌輝 1:25:23 24 第１位 今木　一充 1:27:15 24 第１位 北　裕介 1:31:17
Km 第２位 今木　一充 1:27:40 Km 第２位 今木　一充 1:28:14 Km 第２位 篠原　孝 1:29:35 Km 第２位 篠原　孝 1:31:36

第３位 片田　堅 1:28:39 第３位 篠原　孝 1:33:15 第３位 竹村　真一 1:29:41 第３位 渡邊　直樹 1:32:10
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 井上　孝信 1:29:09 第１位 井上　孝信 1:30:37 第１位 市井　禎人 1:31:04 第１位 田野　昌輝 1:26:25
第２位 田尻　貴雄 1:30:18 第２位 中野　正道 1:34:07 第２位 井上　孝信 1:34:09 第２位 山下　智弘 1:31:49
第３位 吉田　雅広 1:32:54 第３位 東　卓志 1:34:38 第３位 山下　智弘 1:34:56 第３位 井上　孝信 1:34:09

４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 森下　泰夫 1:34:42 第１位 森下　泰夫 1:36:22 第１位 吉田　雅広 1:35:29 第１位 森下　泰夫 1:36:01
第２位 山田　朗 1:36:55 第２位 南藤　宏和 1:38:39 第２位 南藤　宏和 1:36:59 第２位 吉田　雅広  1:37:38
第３位 柿原　貴次 1:38:28 第３位 山田　朗 1:40:33 第３位 内田　武史 1:38:13 第３位 小牟田　竜一  1:42:56

５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 長山　宏 1:44:36 第１位 太田　利一郎 1:48:02 第１位 太田　利一郎 1:46:27 第１位 太田　利一郎 1:50:45
第２位 小西　健雄 1:44:42 第２位 小西　健雄 1:48:33 第２位 塩野　国男 1:48:18 第２位 蛯原　和弘 1:52:07
第３位 井内　美喜夫 1:44:55 第３位 井内　美喜夫 1:49:10 第３位 井内　美喜夫 1:51:10 第３位 松平　進  1:52:19

６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 吉住　友里 1:35:52 第１位 吉住　友里 1:40:18 第１位 吉住　友里 1:42:14 第１位 多田　ちひろ 2:28:30
第２位 岩下　美奈 1:50:05 第２位 北川　真由佳 1:57:52 第２位 中山　智香子 2:16:45 第２位 松田　茜 2:29:59
第３位 大内　唯衣 1:58:29 第３位 岡田　葵 2:06:13 第３位 山口　りさ 2:26:15 第３位 野坂　しおり 2:31:10

７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 平井　琴加 1:41:53 第１位 井野　光子 1:51:06 第１位 遠藤　由加理 1:57:30 第１位 井野　光子 1:39:42
第２位 辻井　千恵 1:46:16 第２位 遠藤　由加理 1:51:56 第２位 辻井　千恵 1:58:57 第２位 加納　由理 1:46:02
第３位 島田　衣美 1:49:19 第３位 島田　衣美 1:54:09 第３位 納　麻美 1:59:16 第３位 愛下　恵子 1:49:32

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 小林　玲子 1:40:39 第１位 小林　玲子 1:49:58 第１位 小林　玲子 1:41:35 第１位 小林　玲子 1:46:06
第２位 外峯　陽子 1:48:43 第２位 山口　みゆき 1:56:30 第２位 外峯　陽子 1:50:47 第２位 大谷　潤子 1:48:26
第３位 井上　美香子 1:56:04 第３位 辻　友美子 1:58:21 第３位 山口　典子 1:52:53 第３位 外峯　陽子 1:51:42

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 出野　ひろみ 1:51:47 第１位 出野　ひろみ 1:51:12 第１位 松村　みほ 1:51:12 第１位 出野　ひろみ 1:50:06
第２位 松村　みほ 1:52:08 第２位 松村　みほ 1:51:16 第２位 出野　ひろみ 1:51:16 第２位 松村　みほ 1:55:10
第３位 井床　善絵 1:57:42 第３位 野村　加代子 2:03:20 第３位 井上　美香子 2:03:20 第３位 川中　真里 1:59:24

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 佐々木　春子 2:13:16 第１位 松村　政子 2:08:52 第１位 松村　政子 2:11:23 第１位 松村　政子 2:11:14
第２位 河内　せつ子 2:15:02 第２位 山崎　恵子 2:17:46 第２位 山崎　恵子 2:20:01 第２位 河内　せつ子 2:19:12
第３位 飯田　真寿美 2:25:11 第３位 河内　せつ子 2:18:45 第３位 飯田　真寿美 2:24:58 第３位 松平　久美子 2:28:38

第 第 第

回

（

回

（

回

（

） ） ） ）

回

（

第 第 第 第

第

回

（

） ） ） ）

回

（

回

（

回

（



みかた残酷マラソン全国大会歴代３位入賞記録

回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム 回 部 順　位 氏　名 タイム
１部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下） １部（男子２９才以下）

第１位 山室　陽平 1:28:17 第１位 岡野　徹 1:25:59 第１位 岡野　徹 1:25:22 第１位
25 第２位 岡野　徹 1:28:57 26 第２位 鈴木　啓太 1:29:21 27 第２位 坂本　陽平 1:26:58 第２位

第３位 兼重　優介 1:29:10 第３位 川村　尚 1:29:43 第３位 竹村　直太 1:28:44 第３位
２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才） ２部（男子３０才～３９才）

24 第１位 小寺　晃弘 1:26:29 24 第１位 前田　洋輔 1:26:46 24 第１位 池本　大介 1:27:02 24 第１位
Km 第２位 宮垣　浩平 1:27:13 Km 第２位 岡本　渉 1:26:55 Km 第２位 前田　洋輔 1:27:55 Km 第２位

第３位 今木　一充 1:27:45 第３位 河村　旬哉 1:27:14 第３位 宮垣　浩平 1:28:31 第３位
３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才） ３部（男子４０才～４９才）

第１位 浅見　義之 1:28:40 第１位 浅見　義之 1:31:12 第１位 竹村　真一 1:28:02 第１位
第２位 島田　和久 1:31:38 第２位 新発田　秀明 1:32:55 第２位 浅見　義之 1:29:44 第２位
第３位 井上　昌輝 1:33:56 第３位 島田　和久 1:33:16 第３位 宮本　匡史 1:31:04 第３位

４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才） ４部（男子５０才～５９才）
第１位 細川　剛 1:36:52 第１位 細川　剛 1:35:34 第１位 山下　智弘 1:32:31 第１位
第２位 吉田　雅広 1:38:01 第２位 吉田　雅広 1:36:07 第２位 武田　直樹 1:38:18 第２位
第３位 東　卓志 1:42:17 第３位 武田　直樹 1:37:08 第３位 吉田　雅広 1:38:31 第３位

５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上） ５部（男子６０才以上）
第１位 長谷川　和正 1:38:14 第１位 長谷川　和正 1:44:30 第１位 長谷川　和正 1:41:08 第１位
第２位 松平　進 1:48:02 第２位 濱﨑　幸弘 1:52:24 第２位 鍵谷　昌之 1:53:05 第２位
第３位 太田　利一郎 1:49:46 第３位 太田　利一郎 1:53:18 第３位 田中　国彦 1:54:36 第３位

６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下） ６部（女子２９才以下）
第１位 小畑　波瑠佳 2:04:19 第１位 向井　成美 1:48:44 第１位 櫻井　優 1:48:48 第１位
第２位 野坂　詩織 2:10:08 第２位 松浦　真里奈 1:54:39 第２位 松浦　真理奈 1:57:42 第２位
第３位 松田　茜 2:20:12 第３位 上中　安奈 1:56:49 第３位 井上　麗 1:58:16 第３位

７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才） ７部（女子３０才～３９才）
第１位 井野　光子 1:34:00 第１位 井野　光子 1:38:09 第１位 井野　光子 1:38:54 第１位
第２位 松岡　友美 1:40:08 第２位 愛下　恵子 1:45:58 第２位 愛下　恵子 1:45:23 第２位
第３位 愛下　恵子 1:46:42 第３位 辻井　千恵 1:48:28 第３位 納　麻美 1:48:05 第３位

８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才） ８部（女子４０才～４９才）
第１位 小林　玲子 1:44:52 第１位 小林　玲子 1:42:13 第１位 小林　玲子 1:41:28 第１位
第２位 大谷　潤子 1:45:28 第２位 辻　友美子 1:50:56 第２位 土肥　泰子 1:51:58 第２位
第３位 植木　博子 1:48:42 第３位 遠藤　由加理 1:52:33 第３位 辻　友美子 1:53:17 第３位

９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才） ９部（女子５０才～５９才）
第１位 山口　みゆき 1:50:11 第１位 川中　真里 1:53:37 第１位 岡部　千玲 1:52:42 第１位
第２位 出野　ひろみ 1:51:55 第２位 木下　久美 1:53:52 第２位 松谷　恵美 1:53:58 第２位
第３位 川中　真里 1:54:43 第３位 山口　みゆき 1:53:56 第３位 川中　真里 1:54:48 第３位

１０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上） １０部（女子６０才以上）
第１位 田中　久子 2:09:51 第１位 山崎　恵子 2:18:15 第１位 野村　加代子 2:04:34 第１位
第２位 藤田　千尋 2:11:04 第２位 香山　すえ美 2:22:32 第２位 田中　久子 2:08:29 第２位
第３位 和田　真弓 2:13:40 第３位 松平　久美子 2:24:56 第３位 有安　久美子 2:16:18 第３位
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