
四国中央スカイラン2020（第2回）一般・中学生スタートリスト

ナンバー スタート時刻 名前 都道府県 カテゴリー 所属団体・クラブ

701 9:20:00 豊田 久美子 愛媛県 一般女子

702 9:20:15 坂上 智恵美 愛媛県 一般女子

703 9:20:30 高木 智子 香川県 一般女子

704 9:20:45 下村 文恵 高知県 一般女子

705 9:21:00 井澤 由美 高知県 一般女子 ＢＲＣ

706 9:21:15 竹内 美奈 愛媛県 一般女子

707 9:21:30 西岡 雅美 愛媛県 一般女子 sokka

708 9:21:45 大島 美保子 徳島県 一般女子 チーム★風を感じて

709 9:22:00 岡村 香子 高知県 一般女子

710 9:22:15 齊藤 明佳 高知県 一般女子

711 9:22:30 川井 幹子 香川県 一般女子 香川RC遊

712 9:22:45 石川 希 愛媛県 一般女子

713 9:23:00 湯浅 美智代 徳島県 一般女子

714 9:23:15 村上 幸 愛媛県 一般女子

715 9:23:30 佐藤 早苗 徳島県 一般女子

716 9:23:45 杉本 久美 徳島県 一般女子 チーム★風を感じて

717 9:24:00 中村 香子 愛媛県 一般女子

718 9:24:15 山﨑 加奈 高知県 一般女子 野駈け

719 9:24:30 神岡 寿子 愛媛県 一般女子

720 9:24:45 徳本 恵美 愛媛県 一般女子

721 9:25:00 戸梶 友子 高知県 一般女子

722 9:25:15 山本 妹奈 愛媛県 一般女子

723 9:25:30 武村 理恵子 香川県 一般女子 シティーランナー

724 9:25:45 村上 智香 愛媛県 一般女子

725 9:26:00 苅田 亜由実 愛媛県 一般女子

726 9:26:15 後藤 涼子 岡山県 一般女子 SKY DEMON

727 9:26:30 二宮 歩美 愛媛県 一般女子

728 9:26:45 柳井 はるか 高知県 一般女子 BRC 

729 9:27:00 宮崎 絵里子 愛媛県 一般女子

730 9:27:15 中川 由紀 愛媛県 一般女子 sokka

731 9:27:30 対馬 早也佳 愛媛県 一般女子

732 9:27:45 相原 千尋 広島県 一般女子 広島大学樟柳クラブ

733 9:28:00 河野 莉乃 愛媛県 一般女子

801 9:28:30 坂本 隆誠 高知県 中学生男子

802 9:28:45 三鍋 一真 愛媛県 中学生男子 川之江北中学校

803 9:29:00 中村 伊吹 広島県 中学生男子



901 9:29:30 木山 一成 愛媛県 一般男子 空飛ぶ農民

902 9:29:45 柳澤 昌純 愛媛県 一般男子 まいな倶楽部

903 9:30:00 森實 保 愛媛県 一般男子 四国中央市陸協

904 9:30:15 北岡 一誠 高知県 一般男子

905 9:30:30 中村 成博 高知県 一般男子

906 9:30:45 浜崎 隆 愛媛県 一般男子

907 9:31:00 組橋 充 香川県 一般男子

908 9:31:15 笠井 新二 徳島県 一般男子 チーム★風を感じて

909 9:31:30 武内 裕孝 香川県 一般男子 モズ坂ファイトクラブ

910 9:31:45 加藤 隆博 愛媛県 一般男子 TTN野駈け

911 9:32:00 岡村 和彦 高知県 一般男子 BRC高知

912 9:32:15 重松 昭二 愛媛県 一般男子 ITR

913 9:32:30 上野 史彦 香川県 一般男子 上野製麺所

914 9:32:45 小竹守 幹雄 岡山県 一般男子 Sky Demon 

915 9:33:00 中村 健二 広島県 一般男子

916 9:33:15 高木 洋介 徳島県 一般男子

917 9:33:30 相坂 貴信 香川県 一般男子

918 9:33:45 合田 浩二 愛媛県 一般男子

919 9:34:00 葛原 直樹 愛媛県 一般男子

920 9:34:15 田中 紀明 徳島県 一般男子 チーム★風を感じて

921 9:34:30 篠原 徹 愛媛県 一般男子

922 9:34:45 加地 彰人 愛媛県 一般男子

923 9:35:00 池田 博信 高知県 一般男子 タイガーマスク

924 9:35:15 殿川 浩二 高知県 一般男子 K-RUN

925 9:35:30 瀬野 正樹 徳島県 一般男子

926 9:35:45 田内 伸和 高知県 一般男子 Ｋ－ＲＵＮ！

927 9:36:00 水野 知 愛媛県 一般男子

928 9:36:15 堀 照政 高知県 一般男子

929 9:36:30 寺林 晃 愛媛県 一般男子 京伏

930 9:36:45 松本 誠一郎 愛媛県 一般男子

931 9:37:00 石川 賢吾 愛媛県 一般男子

932 9:37:15 水野 正博 香川県 一般男子

933 9:37:30 上田 聡 愛媛県 一般男子

934 9:37:45 弘瀬 友也 高知県 一般男子 高知BRC

935 9:38:00 大島 達規 愛媛県 一般男子

936 9:38:15 福留 義則 高知県 一般男子 ＢＲＣ

937 9:38:30 濱中 孝一 愛媛県 一般男子

938 9:38:45 高橋 照夫 愛媛県 一般男子

939 9:39:00 大瀧 一幸 愛媛県 一般男子



940 9:39:15 楠 真司 愛媛県 一般男子 しこちゅうランナーズ

941 9:39:30 上田 智 高知県 一般男子 BRC

942 9:39:45 合田 宗司 高知県 一般男子

943 9:40:00 長井 宏賢 高知県 一般男子

944 9:40:15 時耕 秀樹 香川県 一般男子 teamsherpa

945 9:40:30 喜井 康弘 愛媛県 一般男子

946 9:40:45 池西 智哉 香川県 一般男子 dottKKP

947 9:41:00 原 直樹 愛媛県 一般男子

948 9:41:15 坂本 昌宏 高知県 一般男子

949 9:41:30 竹内 孝児 愛媛県 一般男子

950 9:41:45 木谷 治 愛媛県 一般男子

951 9:42:00 秋田 徳大 高知県 一般男子 夢限大

952 9:42:15 蓮田 修平 愛媛県 一般男子 愛南ランナーズ

953 9:42:30 高田 智広 愛媛県 一般男子

954 9:42:45 山田 篤佳 高知県 一般男子 Ｑランナーズ

955 9:43:00 菊地 剛 高知県 一般男子

956 9:43:15 小松 伸輔 高知県 一般男子 はまかつ

957 9:43:30 原田 中巨 高知県 一般男子

958 9:43:45 秋森 慎一 高知県 一般男子

959 9:44:00 青野 佑臣 愛媛県 一般男子

960 9:44:15 橋本 祥一 岡山県 一般男子 スカイデーモン

961 9:44:30 古市 純一 徳島県 一般男子

962 9:44:45 氏原 誠 高知県 一般男子

963 9:45:00 堅田 真一 山口県 一般男子

964 9:45:15 篠原 政希 香川県 一般男子 香川県ドＭ組合

965 9:45:30 二川 浩司 香川県 一般男子 讃岐やいの會

966 9:45:45 進藤 頼厚 愛媛県 一般男子

967 9:46:00 井上 剣正 愛媛県 一般男子

968 9:46:15 小野 龍顕 香川県 一般男子

969 9:46:30 三鍋 隆志 愛媛県 一般男子 GAPPO

970 9:46:45 高前 直幸 広島県 一般男子 寺岡整形外科病院

971 9:47:00 佐幸 直也 徳島県 一般男子 NICHIA

972 9:47:15 堀口 道人 愛媛県 一般男子 TakeFootWorks

973 9:47:30 薬師寺 裕人 愛媛県 一般男子 宇和島市吉田町

974 9:47:45 尾形 鉄郎 香川県 一般男子 トモヤ・イケニシ

975 9:48:00 秦 大輔 徳島県 一般男子

976 9:48:15 森本 悟志 徳島県 一般男子

977 9:48:30 片坐 誠一郎 愛媛県 一般男子

978 9:48:45 玉井 和人 愛媛県 一般男子



979 9:49:00 山下 英希 愛媛県 一般男子 タミフルズ

980 9:49:15 小笠原 孝朗 高知県 一般男子

981 9:49:30 白石 淳一 高知県 一般男子 Qランナーズ

982 9:49:45 矢野 昌也 香川県 一般男子 右の足首

983 9:50:00 武村 佳尚 香川県 一般男子 リーマン

984 9:50:15 迫原 耕平 岡山県 一般男子 sky  demon

985 9:50:30 小野 弘樹 愛媛県 一般男子 タケフットワークス

986 9:50:45 渡部 徹 愛媛県 一般男子

987 9:51:00 佐々木 宏晃 徳島県 一般男子

988 9:51:15 那須 勇太 高知県 一般男子 ハマ活

989 9:51:30 川上 武則 愛媛県 一般男子 Sokka.（TAKEfootWorks）

990 9:51:45 吉井 将晃 岡山県 一般男子 SKY DEMON 

991 9:52:00 平野 弘幸 広島県 一般男子

992 9:52:15 玉野 亨 高知県 一般男子

993 9:52:30 児玉 一郎 愛媛県 一般男子 西条市役所

994 9:52:45 久保 誠吾 香川県 一般男子 香川ＲＣ遊

995 9:53:00 野中 健史 愛媛県 一般男子 吉田浜クラブ

996 9:53:15 森下 誠実 愛媛県 一般男子 尾道市陸協

997 9:53:30 佐々木 純伍 愛媛県 一般男子 四国福山通運株式会社

998 9:53:45 大廣 将也 愛媛県 一般男子


