
種目 区　分 申込者数 当日出走者数 備　　考

29歳以下女子 35 29

30～44歳以下女子 65 52

45歳以上女子 122 98

29歳以上男子 125 87

30～44歳男子 461 372

45～59歳男子 492 383

60歳以上男子 212 158

小計（定員1,500人） 1,512 1,179

中学生男子 67 53

高校生以上男子 240 174

中学生女子 38 29

高校生以上女子 146 117

小計（定員1,000人） 491 373

小学１・２年生女子 30 24

小学１・２年生男子 54 43

小学３・４年生女子 53 43

小学３・４年生男子 101 89

小学５・６年生女子 55 50

小学５・６年生男子 106 90

ファミリー 426 331

小計（定員1,500人） 825 670

2,828 2,222

３㎞

2.5㎞

合計（定員4,000人）

10km 

『第４０回ふくやまマラソン』（結果） 

 

■日  時  ２０２２年（令和４年）３月２０日（日） 競技開始 午前９時から 

 

■会  場  福山通運ローズスタジアム（福山市竹ケ端運動公園陸上競技場）ほか周辺道路 

       ※福山通運ローズスタジアム（スタート・フィニッシュ） 

 

■開催種目 

 区分ほか  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



１　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位 ７　　位 ８　　位
下坂　悠輝・衣皇吏 中村　道・海人 芦原　孝・遥斗 茅原　良次・瀬菜 佐藤　直樹・悠空 立垣　優・有紀乃 奥　聖・美咲 小林　敏彰・楓依

広島県府中市 福山市川口町 広島県尾道市 福山市南手城町 福山市大門町 福山市木之庄町 福山市神辺町 広島県尾道市

ＬａｚｏＲＴ 高須小学校 深津剣道少年団 ヘアーワークス 百十四銀行 吉和ＡＣ
0:10:16 0:10:17 0:10:58 0:11:05 0:11:08 0:11:12 0:11:15 0:11:21

平本　翠 叶木　彩也香 小川　陽咲 吉坂　朱織 新田　藍子 徳山　凪汐 喜多村　夏帆 細井　莉央奈

福山市坪生町 福山市坪生町 広島県広島市 福山市沖野上町 福山市水呑町 福山市神辺町 福山市山手町 福山市沼隈町

竹尋ＡＣ 樹徳ＳＷ 尾道山波小学校 水呑小学校 神辺小学校 山手小 山南小学校

0:10:55 0:11:17 0:11:40 0:11:42 0:12:00 0:12:12 0:13:05 0:13:05
松島　日光 内田　光柚季 上村　栞奈 吉坂　碧莉 柏原　綾音 松木　心海 髙橋　しづの 高橋　遥華
福山市多治米町 広島県広島市 福山市神村町 福山市沖野上町 福山市新市町 福山市新涯町 広島県尾道市 福山市春日町

新涯ＪＡＣ こころＲＣ 神村小学校 網引小学校 新涯小学校 神村陸上部 蔵王ＳＳ
0:09:52 0:09:52 0:10:10 0:10:33 0:10:34 0:10:43 0:10:45 0:10:51

杉田　紅桜 若林　幸千恵 和田　こはる 野村　美結 酒井　心那 秦　愛月 宮地　陽菜 内田　光桜希

福山市沖野上町 福山市引野町 福山市伊勢丘 福山市春日町 広島県尾道市 福山市蔵王町 福山市加茂町 広島県広島市

ＦＫＣ Ｆ．Ｋ．Ｃ Ｆ．Ｋ．Ｃ 蔵王ＳＳ 浦崎小学校 竹尋ＡＣ 竹尋アスリート こころＲＣ
0:08:55 0:09:06 0:09:46 0:09:51 0:09:53 0:09:56 0:10:01 0:10:04

秦　彪冴 中村　太一 渡守武　遼 浦瀬　颯太 小野　晃太 堀田　漕輔 宮原　享佑 藤田　悟生
福山市蔵王町 広島県府中市 福山市水呑町 福山市松永町 福山市駅家町 福山市曙町 広島県尾道市 広島県府中市

竹尋ＡＣ 水呑小学校 ＦＫＣ 新涯ＪＡＣ 吉和ＡＣ ふじた
0:10:30 0:10:32 0:10:33 0:10:52 0:11:00 0:11:04 0:11:08 0:11:11

小野　蒼太 松浦　大河 三木　暖大 安達　琉偉 三田　朝陽 浮田　湊太 山本　悠人 公文　徠生
福山市駅家町 福山市蔵王町 福山市木之庄町 福山市神辺町 福山市芦田町 広島県尾道市 福山市曙町 福山市川口町

ＦＫＣ 蔵王体育会 久松台小学校 御野陸上 三田家 山波小学校 Ｆ．Ｋ．Ｃ 川口小学校

0:09:21 0:09:40 0:09:44 0:09:48 0:09:48 0:09:50 0:09:50 0:09:57
森岡　大歌 今岡　陽斗 阿部　誠志郎 眞子　遥亘 東　朝日 池田　昂生 中田　晴琉 馬越　遥大
福山市光南町 福山市神辺町 広島県東広島市 福山市駅家町 広島県三原市 福山市御門町 広島県広島市 福山市坪生町

ＦＫＣ ＦＫＣ 駅家北小学校 大和小学校 南小学校 五日市中央小 竹尋ＡＣ
0:08:33 0:08:43 0:08:49 0:09:09 0:09:10 0:09:11 0:09:13 0:09:16

第40回ふくやまマラソン結果一覧表
日時：2022年(令和4年) 3月20日
会場：福山市竹ケ端運動公園陸上競技場

種      目

1 ２．５Ｋｍファミリー

2 ２．５Ｋｍ小学１・２年女子

3 ２．５Ｋｍ小学３・４年女子

4 ２．５Ｋｍ小学５・６年女子

5 ２．５Ｋｍ小学１・２年男子

6 ２．５Ｋｍ小学３・４年男子

7 ２．５Ｋｍ小学５・６年男子



１　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位 ７　　位 ８　　位

第40回ふくやまマラソン結果一覧表
日時：2022年(令和4年) 3月20日
会場：福山市竹ケ端運動公園陸上競技場

種      目
森　梓 井上　菜名 高村　花奈 中川　環 髙橋　櫻月 新田　桜子 玉井　美羽 森元　美花
福山市神辺町 福山市神村町 福山市川口町 福山市東深津町 広島県尾道市 福山市水呑町 広島県広島市 福山市沖野上町

神村陸上部 城南中学校 ラソ 浦崎中学校 ＬＡＺＯ 古田中学校 広大福山中

0:11:28 0:11:29 0:11:35 0:11:41 0:12:04 0:12:23 0:12:33 0:12:35
長原　杏奈 藤　愛築 尾関　夏帆 土肥　彩香 森下　莉衣 木村　華 壬生川　奏美 塩田　和佳菜

福山市南蔵王町 福山市春日町 福山市手城町 福山市春日町 広島県尾道市 福山市春日町 福山市南蔵王町 広島県東広島市

蔵王ＳＳ 蔵王ＳＳ 蔵王ＳＳ 手城小学校教諭 塩田ラナ農園

0:12:04 0:12:28 0:12:38 0:12:57 0:12:58 0:13:19 0:13:20 0:13:37
井上　心太 久場　歩武 若林　勇希 井崎　尋斗 内田　煌乃亮 高前　悠大 檀上　翔 西本　一誠
福山市神村町 福山市南手城町 福山市引野町 福山市神辺町 広島県広島市 福山市草戸町 福山市港町 福山市東川口町

神村陸上部 ラソ Ｆ．Ｋ．Ｃ 神辺西中学校 こころＲＣ Ｆ．Ｋ．Ｃ
0:09:26 0:09:30 0:09:39 0:09:43 0:09:44 0:09:44 0:09:46 0:09:57

平本　昌樹 松川　龍生 武内　奏生 香川　建樹 桑田　連太朗 高前　直幸 悠　平口 岡野　亘稀
福山市坪生町 広島県三原市 福山市奈良津町 広島県広島市 広島県三原市 福山市草戸町 広島県広島市 広島県三原市

Ｇ．Ａ．Ｏ． 如水館高等学校 季酒 広島工大高校 如水館高等学校 Ｆ．Ｋ．Ｃ 如水館高等学校

0:09:27 0:09:32 0:09:38 0:09:41 0:09:57 0:10:02 0:10:11 0:10:13

8 ３Ｋｍ中学生女子

9 ３Ｋｍ高校生以上女子

10 ３Ｋｍ中学生男子

11 ３Ｋｍ高校生以上男子



１　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位 ７　　位 ８　　位

第40回ふくやまマラソン結果一覧表
日時：2022年(令和4年) 3月20日
会場：福山市竹ケ端運動公園陸上競技場

種      目
尾関　夏希 上迫　彩音 上原　菜摘 竹中　真美香 中組　友唯 中田　花暖 野口　彩 篠原　朱音
福山市手城町 福山市新涯町 広島県呉市 福山市東川口町 広島県熊野町 広島県呉市 福山市駅家町 福山市大門町

如水館高校 岡山理科大学

0:39:51 0:41:21 0:43:51 0:45:59 0:46:20 0:51:14 0:51:38 0:52:31
岡本　千歩 仲西　千恵 宮地　美彩予 田村　由実 杉浦　香 小川　直美 河村　恵里 面田　由紀子

広島県広島市 福山市引野町 広島県尾道市 広島県広島市 福山市新市町 広島県広島市 福山市神辺町 広島県広島市

本郷ＡＣ 福山水練
0:41:59 0:43:13 0:43:37 0:44:30 0:44:55 0:45:11 0:45:23 0:45:36

樫原　直子 井上　陽子 岡村　美姫 成田　由美子 中村　直子 代田　朋子 弓野　美由紀 殿山　恭代
広島県呉市 広島県広島市 福山市引野町 福山市西深津町 広島県広島市 福山市水呑町 福山市南蔵王町 福山市沼隈町

ラソランニング ビッグラン
0:40:00 0:41:24 0:41:28 0:42:25 0:42:34 0:42:40 0:44:48 0:45:37

谷本　結太 池野　蓮志 高橋　翔太 福田　洸 森下　誠実 森安　瑛音 藤井　雄大 犬石　真尋
広島県広島市 広島県安芸太田町 福山市神辺町 福山市南松永町 広島県広島市 広島県三原市 広島県広島市 福山市神辺町

高校生 板野郡陸協 ＳＥＲＡ 広島市陸上競技 県立広島 ＣＨＡＳＫＩ 府中高校
0:31:34 0:31:38 0:32:16 0:32:46 0:33:49 0:33:54 0:34:32 0:34:35

土久岡　陽祐 奥山　善人 妹尾　稔 澤田　幸治 大谷　康太 奥原　康裕 中村　将太 石津　悟
福山市引野町 福山市新涯町 広島県広島市 広島県三原市 福山市西深津町 広島県東広島市 広島県広島市 広島県廿日市市

福山市陸協 三原市体協 Ｃ－ＰＯＷＥＲ 広島マスターズ トップギア広島 大竹市陸協
0:31:14 0:31:36 0:31:37 0:31:40 0:31:45 0:31:51 0:31:54 0:32:15

原　竹行 谷光　修二 森元　憲治 村瀬　太章 出口　浩己 森　慎二 鍋島　孝 中田　勝己
広島県東広島市 広島県世羅町 広島県府中町 福山市東深津町 広島県府中町 広島県三原市 広島県廿日市市 広島県呉市

大和走友会 比治山ＡＣ マック株式会社 広島市役所 大和走友会 呉市陸協
0:33:51 0:34:41 0:34:48 0:35:08 0:35:38 0:36:00 0:36:16 0:36:21

塚本　昭彦 大平　豊 前田　俊明 飯塚　貴 甲斐　泰弘 岸　慎治 上岡　利伸 三笠　正則
福山市新市町 福山市駅家町 福山市水呑町 福山市幕山台 広島県府中市 広島県広島市 広島県広島市 福山市神村町

尾道市陸協 福山水練 ランデブー 広島市役所 神村体育会
0:37:54 0:39:40 0:40:00 0:40:49 0:41:06 0:41:36 0:42:18 0:42:39

14 １０Ｋｍ３０～４４歳女子

15 １０Ｋｍ４５歳以上女子

13 １０Ｋｍ２９歳以下女子

16 １０Ｋｍ２９歳以下男子

17 １０Ｋｍ３０～４４歳男子

18 １０Ｋｍ４５～５９歳男子

19 １０Ｋｍ６０歳以上男子


