
- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ロング 30km 男子 29歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

5時間29分08秒1 萩 拓己C-0225 ハギ タクミ 27

5時間47分35秒2 髙濱 友哉C-0261 タカハマ トモヤ 25

6時間00分59秒3 伊藤 卓哉C-0258 イトウ タクヤ 28

6時間07分47秒4 長岡 諒晏C-0206 ナガオカ リョウアン 16

6時間18分55秒5 常井 俊吾B-0143 トコイ シュンゴ 28

6時間28分41秒6 原田 智志B-0168 ハラダ サトシ 29

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会





- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ロング 30km 男子 40歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

3時間44分39秒1 澄田 尚俊A-0002 スミダ ナオトシ 41

3時間47分13秒2 平山 亮C-0201 ヒラヤマ リョウ 41

4時間02分49秒3 津留崎 有三B-0119 ツルサキ ユウゾウ 43

4時間10分37秒4 種沢 章徳A-0073 タネザワ アキノリ 44

4時間10分56秒5 田中 浩之A-0026 タナカ ヒロユキ 42

4時間12分11秒6 松本 洋A-0016 マツモト ヒロシ 44

4時間12分29秒7 矢野 寿A-0008 ヤノ ヒサシ 47

4時間16分15秒8 今田 一広A-0018 イマダ カズヒロ 49

4時間17分50秒9 松本 猛A-0041 マツモト タケシ 44

4時間18分46秒10 夘野 幸誠A-0039 ウノ コウセイ 40

4時間19分14秒11 山本 幸治A-0044 ヤマモト コウジ 41

4時間19分57秒12 安村 健太郎A-0024 ヤスムラ ケンタロウ 44

4時間21分37秒13 徳吉 諭A-0051 トクヨシ サトル 43

4時間25分29秒14 大澤 元一A-0034 オオザワ ゲンイチ 45

4時間32分10秒15 岡林 学C-0254 オカバヤシ マナブ 48

4時間32分48秒16 河中 郁雄A-0025 カワナカ イクオ 48

4時間32分51秒17 田邊 綾治A-0042 タナベ リョウジ 48

4時間34分18秒18 在木 大介A-0077 アリキ ダイスケ 46

4時間35分35秒19 小林 孝弘A-0023 コバヤシ タカヒロ 41

4時間36分22秒20 西岡 健一A-0046 ニシオカ ケンイチ 49

4時間38分34秒21 天野 真司A-0027 アマノ シンジ 43

4時間42分01秒22 出穂 耕嗣A-0053 イズホ コウジ 41

4時間42分04秒23 宮岡 連太郎A-0068 ミヤオカ レンタロウ 41

4時間42分10秒24 宗内 成樹C-0176 ムネウチ シゲキ 41

4時間42分12秒25 鶴巻 裕A-0078 ツルマキ ユタカ 46

4時間43分17秒26 山田 哲也B-0140 ヤマダ テツヤ 48

4時間48分17秒27 田中 貴A-0087 タナカ タカシ 44

4時間49分28秒28 野々内 康二B-0112 ノノウチ コウジ 40

4時間49分58秒29 中元 開作B-0146 ナカモト カイサク 41

4時間53分00秒30 藤原 伸司A-0064 フジワラ シンジ 41

4時間54分00秒31 山上 浩二A-0080 ヤマガミ コウジ 49

4時間58分35秒32 菅 恒弘C-0215 スガ ツネヒロ 48

4時間58分44秒33 境田 勝博B-0115 サカイダ カツヒロ 41

4時間59分28秒34 坂田 雅彦C-0263 サカタ マサヒコ 46

5時間03分17秒35 片寄 伸一B-0134 カタヨセ シンイチ 47

5時間03分36秒36 金山 紀彦A-0006 カナヤマ ノリヒコ 45

5時間05分10秒37 竹中 一浩B-0128 タケナカ カズヒロ 46

5時間10分03秒38 中上 涼平B-0156 ナカガミ リョウヘイ 44

5時間16分12秒39 安藤 広乗B-0132 アンドウ ヒロノリ 43

5時間17分17秒40 矢野 竜也C-0180 ヤノ リュウヤ 43

5時間18分29秒41 松村 良太郎C-0247 マツムラ リョウタロウ 43

5時間19分27秒42 村山 洋平B-0117 ムラヤマ ヨウヘイ 44

5時間22分35秒43 森 貴紀A-0085 モリ タカノリ 46

5時間26分50秒44 淺田 典宏A-0058 アサダ ノリヒロ 46

5時間27分10秒45 古谷 公一B-0137 フルヤ コウイチ 48

5時間27分57秒46 黒川 哲平B-0107 クロカワ テッペイ 42

5時間32分22秒47 山代屋 孝C-0192 ヤマシロヤ タカシ 46

5時間32分47秒48 国居 芳孝B-0131 クニスエ ヨシタカ 45

5時間34分25秒49 大原 章C-0222 オオハラ アキラ 43

5時間35分01秒50 赤尾 昌法B-0105 アカオ マサノリ 47

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会







- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ロング 30km 男子 60歳代以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

4時間27分29秒1 河村 政勝A-0038 カワムラ マサカツ 61

4時間41分59秒2 和田 正樹A-0020 ワダ マサキ 66

4時間59分59秒3 葛西 英司A-0045 カサイ エイジ 60

5時間09分50秒4 千代延 義朋A-0091 チヨノブ ヨシトモ 68

5時間28分01秒5 串崎 周三C-0185 クシザキ シュウゾウ 61

5時間29分53秒6 河内 一B-0127 コウチ ハジメ 71

5時間36分44秒7 其原 浩輔A-0047 ソノハラ コウスケ 60

5時間42分25秒8 林 克則B-0150 ハヤシ カツノリ 60

5時間54分20秒9 柴田 均B-0147 シバタ ヒトシ 61

6時間08分03秒10 横沼 康男C-0182 ヨコヌマ ヤスオ 68

6時間46分08秒11 藤林 良一A-0088 フジバヤシ リョウイチ 62

6時間47分41秒12 富澤 善和B-0148 トミザワ ヨシカズ 66

6時間48分39秒13 坂本 宏一C-0187 サカモト コウイチ 61

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ロング 30km 女子 29歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

6時間13分13秒1 今川 佳奈美B-1013 イマガワ カナミ 29

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会





- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ロング 30km 女子 40歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

5時間14分51秒1 工藤 幸子A-1007 クドウ サチコ 41

5時間16分54秒2 河邊 安澄B-1020 カワベ アズミ 43

5時間34分15秒3 五嶋 美絵子C-1036 ゴトウ ミエコ 45

5時間38分13秒4 菅原 愛B-1016 スガワラ アイ 43

5時間38分15秒5 原川 ひろこC-1031 ハラカワ ヒロコ 42

5時間52分25秒6 田原 葉子B-1018 タバラ ヨウコ 46

6時間02分16秒7 神田 愛B-1022 カンダ アイ 46

6時間04分52秒8 山田 沙織B-1019 ヤマダ サオリ 43

6時間05分45秒9 属 絵理子C-1041 サッカ エリコ 44

6時間18分15秒10 下條 藍C-1034 シモジョウ アイ 42

6時間19分26秒11 清水 美穂C-1051 シミズ ミホ 48

6時間48分21秒12 松井 百合恵C-1035 マツイ ユリエ 49

6時間53分23秒13 鈴木 敬子C-1043 スズキ ケイコ 47

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会





- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ロング 30km 女子 60歳代以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

6時間05分19秒1 横田 維佐子B-1017 ヨコタ イサコ 65

6時間17分42秒2 見越 博子C-1054 ミコシ ヒロコ 62

6時間37分59秒3 秋山 江身子B-1012 アキヤマ エミコ 61

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 男子 29歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

2時間36分53秒1 立岩 真人D-2059 タテイワ マサト 17

2時間40分05秒2 藤原 大晃D-2080 フジワラ ヒロアキ 24

3時間15分11秒3 森田 雄介D-2026 モリタ ユウスケ 28

3時間19分10秒4 山本 修平D-2079 ヤマモト シュウヘイ 28

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 男子 30歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

2時間20分21秒1 清水 元気D-2010 シミズ ゲンキ 30

2時間24分32秒2 横田 健三D-2032 ヨコタ ケンゾウ 31

2時間26分45秒3 西山 敢D-2015 ニシヤマ カン 34

2時間27分56秒4 佐伯 通繁D-2021 サエキ ミチシゲ 33

2時間30分40秒5 田村 洋二D-2031 タムラ ヨウジ 38

3時間08分34秒6 木谷 聡一郎D-2065 キヤ ソウイチロウ 31

3時間08分34秒7 豊田 剛大D-2018 トヨタ タカヒロ 31

3時間13分36秒8 田島 直貴D-2040 タジマ ナオキ 35

3時間34分31秒9 岡原 昇平D-2027 オカハラ ショウヘイ 32

4時間38分13秒10 松本 晋D-2064 マツモト シン 30

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 男子 40歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

2時間09分22秒1 田方 勇二D-2076 タガタ ユウジ 41

2時間11分51秒2 山本 幹人D-2009 ヤマモト ヨシヒト 46

2時間15分57秒3 杉崎 憲三D-2003 スギサキ ケンソウ 46

2時間20分52秒4 佐々木 英明D-2056 ササキ ヒデアキ 43

2時間27分20秒5 立岩 敏行D-2058 タテイワ トシユキ 45

2時間28分33秒6 戎 剛司D-2057 エビス ツヨシ 43

2時間29分10秒7 下村 周一D-2020 シモムラ シュウイチ 48

2時間31分08秒8 橋本 知史D-2016 ハシモト トモヂ 49

2時間41分43秒9 友澤 公一D-2086 トモザワ コウイチ 45

2時間42分26秒10 木村 正月D-2038 キムラ マサツキ 48

2時間52分08秒11 松本 昌也D-2023 マツモト マサヤ 48

2時間53分43秒12 西嶋 浩輔D-2067 ニシジマ コウスケ 46

2時間55分04秒13 吉村 国浩D-2042 ヨシムラ クニヒロ 46

2時間56分28秒14 木下 晋一D-2037 キノシタ シンイチ 48

3時間02分38秒15 野田 賢史D-2052 ノダ ケンジ 47

3時間05分44秒16 菊繁 聡D-2078 キクシゲ サトル 47

3時間10分47秒17 久保 昌昭D-2063 クボ マサアキ 44

3時間17分45秒18 古谷 了D-2077 フルタニ リョウ 43

3時間21分28秒19 小林 敬典D-2036 コバヤシ ヨシノリ 49

3時間27分42秒20 西田 芳雄D-2030 ニシダ ヨシオ 46

3時間36分12秒21 近藤 拓也D-2074 コンドウ タクヤ 40

3時間40分46秒22 長谷 裕治D-2046 ナガタニ ユウジ 47

3時間50分35秒23 山本 貴史D-2072 ヤマモト タカフミ 44

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 男子 50歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

2時間10分26秒1 鈴木 勝己D-2006 スズキ カツキ 56

2時間24分50秒2 隅田 耕作D-2007 スミダ コウサク 53

2時間31分47秒3 福永 浩幸D-2029 フクナガ ヒロユキ 53

2時間32分08秒4 田中 裕久D-2008 タナカ ヒロヒサ 55

2時間41分19秒5 田中 孝一D-2035 タナカ コウイチ 57

2時間42分30秒6 森原 努D-2039 モリハラ ツトム 55

2時間50分43秒7 久原 宜哲D-2050 クハラ ヨシノリ 51

2時間50分56秒8 清木 章弘D-2017 セイキ アキヒロ 54

2時間52分16秒9 田村 憲彦D-2053 タムラ ノリヒコ 52

2時間53分00秒10 玉井 哲郎D-2083 タマイ テツロウ 58

2時間57分19秒11 橋本 哲也D-2061 ハシモト テツヤ 52

3時間03分43秒12 角田 和義D-2004 カクダ カズヨシ 58

3時間06分52秒13 吉冨 健一D-2051 ヨシドミ ケンイチ 54

3時間16分08秒14 板倉 秀行D-2041 イタクラ ヒデユキ 57

3時間19分12秒15 日當 泰浩D-2048 ヒアテ ヤスヒロ 53

3時間23分59秒16 皿田 圭司D-2060 サラダ ケイジ 53

3時間29分31秒17 仙波 裕正D-2024 センバ ヒロマサ 50

3時間30分49秒18 天野 和幸D-2033 アマノ カズユキ 56

3時間32分27秒19 清水 正一郎D-2034 シミズ ショウイチロウ 55

3時間41分48秒20 甲斐 伸治D-2084 カイ シンジ 53

3時間46分11秒21 川原 幸則D-2012 カワハラ ユキノリ 58

4時間29分32秒22 作本 順一D-2025 サクモト ジュンイチ 56

4時間30分35秒23 前田 博司D-2054 マエダ ヒロシ 51

4時間38分35秒24 松本 健治D-2068 マツモト ケンジ 59

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 男子 60歳代以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

2時間56分27秒1 影平 篤志D-2019 カゲヒラ アツシ 69

3時間04分13秒2 高橋 憲郎D-2062 タカハシ ケンロウ 72

3時間51分11秒3 増本 英男D-2045 マシモト ヒデオ 66

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 女子 29歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

3時間18分45秒1 熊野 未来D-3014 クマノ ミキ 26

4時間06分51秒2 内山 育実D-3027 ウチヤマ ナルミ 18

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 女子 30歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

3時間47分10秒1 山村 里紗D-3008 ヤマムラ リサ 38

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 女子 50歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

2時間44分25秒1 岡村 旬子D-3003 オカムラ ジュンコ 56

2時間52分40秒2 武良 理恵D-3010 ムラ リエ 57

2時間54分53秒3 森脇 豊美D-3016 モリワキ トヨミ 59

3時間11分49秒4 濱田 ゆかりD-3025 ハマダ ユカリ 56

3時間21分23秒5 松村 加代子D-3011 マツムラ カヨコ 55

3時間23分37秒6 上ケ原 佳子D-3013 カミガハラ ヨシコ 50

3時間33分13秒7 兼森 りかD-3009 カネモリ リカ 50

3時間43分03秒8 山本 由紀恵D-3018 ヤマモト ユキエ 56

4時間06分48秒9 神田 和枝D-3020 カンダ カズエ 51

4時間06分48秒10 中 由美子D-3007 ナカ ユミコ 58

4時間38分36秒11 山田 千恵子D-3028 ヤマダ チエコ 55

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- くだまつ笠戸島アイランドトレイル2022 -

ショート 17km 女子 60歳代以上

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2022/5/22

スタート： -

会場: 下松市笠戸島 

主催: くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員

4時間41分29秒1 小鶴 道栄D-3021 コツル ミチエ 68

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会
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