
安芸太田スポーツサーキット2019 総合成績
(第２戦 恐羅漢トレイル、最終戦 安芸太田しわいマラソンの合計ポイントによる)

※第１戦　恐羅漢ウァーチカルは雪不足のため、第３戦　龍姫湖アクアスロンは大雨のため中止

女子総合 男子総合

順位 氏名 居住地 総合計P 順位 氏名 居住地 総合計P

1 柿本 未来 福岡県 17.5 1 竹田 良太 徳島県 22.5

2 青木 美樹 徳島県 12.5 1 城武 雅 東京都 22.5

3 吉田 知子 福岡県 10.5 3 兼重 仁彦 山口県 21

4 中村 直子 広島県 10 4 柏原 宏紀 広島県 17.5

5 足立 結香 福岡県 9 4 松原 克博 岡山県 17.5

6 岩村 聖華 熊本県 8.4 6 山本 俊介 広島県 　※16.5
7 栗栖 典子 広島県 7.5 7 宮園 太志 広島県 15
7 山崎 尚美 山口県 7.5 7 本山 健 島根県 15
7 小松 雅代 高知県 7.5 7 高橋 学 愛媛県 15

10 久藤 映 広島県 6 10 藤野 浩一 広島県 13.5
10 品川 貴子 福岡県 6 11 御厨 雄大 広島県 12.5
10 東 奈々 広島県 6 11 谷川 照樹 愛知県 12.5
13 麻生 愛 福岡県 5 13 楢木 十士郎 福岡県 12
13 國分 さやか 大阪府 5 14 西澤 誠二 京都府 10.8
15 代田 朋子 広島県 4.8 15 吉田 誠 山口県 10.5
16 松本 和恵 福岡県 4.5 16 柴田 一平 島根県 10
17 木嶋 和代 山口県 3.6 16 前田 渉 福岡県 10
18 山本 純子 静岡県 3 18 脇 康洋 熊本県 9
18 金島 寛子 岡山県 3 18 原田 諒也 山口県 9
20 広石 のぞみ 島根県 2.5 20 高前 直幸 広島県 8.4
20 名村 洋子 兵庫県 2.5 21 前田 佑史 福岡県 7.5
22 後藤 涼子 岡山県 2.4 21 松本 光弘 鳥取県 7.5
23 石川 則子 山口県 1.5 21 澤田 幸治 広島県 7.5
24 福原 美和 島根県 1.2 24 伊藤 吉洋 広島県 7.2

25 鶴田 博之 福岡県 6
25 東 伸泰 広島県 6
27 品川 徹 広島県 5
28 高野 弘之 島根県 4.8
29 石橋 滉達 三重県 4.5
30 宮本 崇徳 山口県 3.6
31 福原 雄一 神奈川県 3
31 永松 和良 福岡県 3
33 見村 圭介 岡山県 2.5
33 吉田 健児 兵庫県 2.5
35 ランゲン ジョーダン 広島県 2.4
36 佐々木 泰彦 広島県 1.5
37 井元 貴博 広島県 1.2

　※　恐羅漢トレイル7位、しわいマラソン5位でのボーナス
　　　ポイント加算による
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