
- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　男子16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2013.3.17(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川ハーフマラソン大会実行委員会

1時間09分15秒1 坂本　隆哉88 徳島県庁ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾔ

1時間10分04秒2 石川　佳彦134 日亜化学ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ

1時間11分17秒3 野々村　哲也166 ＢＵＲＬＥＳＣＡﾉﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ

1時間12分55秒4 武谷　佳典118 日亜化学ﾀｹﾔ ﾖｼﾉﾘ

1時間14分31秒5 山崎　優希79 近畿医療福祉大学ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ

1時間15分21秒6 坂口　博信111 肛門括約筋バーストなうｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間15分52秒7 中原　友雅303 徳島ＡＣﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾏ

1時間16分21秒8 前田　悠作376 徳島大学ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ

1時間18分47秒9 福住　広憲113 ﾌｸｽﾞﾐ ﾋﾛﾉﾘ

1時間19分13秒10 吉田　侑祐197 日亜化学ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間19分44秒11 石川　哲也27 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間19分49秒12 永井　勝美211 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾐ

1時間19分54秒13 臼田　祐基11 徳島健祥会福祉専門学校ｳｽﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間20分37秒14 早川　祐貴114 アクサスﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ

1時間21分09秒15 藤川　靖85 徳島市陸協ﾌｼﾞｶﾜ ﾔｽｼ

1時間21分11秒16 田中　芳久173 ＮＲＣﾀﾅｶ ﾖｼﾋｻ

1時間21分19秒17 片山　武紀103 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ

1時間22分23秒18 斎藤　義高53 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ

1時間23分11秒19 西野　雅文338 王子製紙ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ

1時間23分21秒20 猪井　秀哉188 ｲﾉｲ ﾋﾃﾞﾔ

1時間23分26秒21 濱　竜哉189 ﾊﾏ ﾀﾂﾔ

1時間23分41秒22 小川　善男314 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ

1時間24分01秒23 市原　誠447 チーム☆大虎ｲﾁﾊﾗ ﾏｺﾄ

1時間24分28秒24 井内　学151 名古屋商科大ｲﾉｳﾁ ﾏﾅﾌﾞ

1時間24分46秒25 木原　佑介95 徳島銀行ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1時間24分55秒26 松下　知樹17 池田高校ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ

1時間25分37秒27 井内　健太152 日亜化学工業ｲﾉｳﾁ ｹﾝﾀ

1時間26分54秒28 石川　洋平132 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間27分25秒29 加藤　順也420 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間28分01秒30 直　潤116 チームぢょぐﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間28分04秒31 森　貴明317 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ

1時間28分50秒32 仁木　弘志10 ﾆｷ ﾋﾛｼ

1時間29分01秒33 大泉　湧426 徳島文理大学ｵｵｲｽﾞﾐ ﾕｳ

1時間29分14秒34 戎井　正治235 ｴﾋﾞｽｲ ﾏｻﾊﾙ

1時間29分15秒35 喜多谷　栄治115 ＴＥＡＭ　練ｷﾀﾔ ｴｲｼﾞ

1時間29分53秒36 三好　寿和272 チーム練ﾐﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ

1時間29分56秒37 築添　祝久26 ﾂｷｿﾞｴ ﾉﾘﾋｻ

1時間29分57秒38 武市　正明347 ﾀｹｲﾁ ﾏｻｱｷ

1時間30分11秒39 千代　味智也99 ﾁﾖ ﾐﾁﾔ

1時間30分31秒40 兒島　健一330 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間30分34秒41 田野　学102 ﾀﾉ ﾏﾅﾌﾞ

1時間31分08秒42 堤　大樹394 ﾂﾂﾐ ﾀｲｷ

1時間31分35秒43 新居　伸二110 ＴＲＣﾆｲ ｼﾝｼﾞ

1時間32分01秒44 福原　博充91 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ

1時間32分24秒45 明野　雅広144 ﾐｮｳﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間32分30秒46 成瀬　年彦14 ﾅﾙｾ ﾄｼﾋｺ

1時間32分36秒47 髙橋　健治20 ALSOKﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ

1時間33分14秒48 吉本　真一郎294 チーム源ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間33分19秒49 船城　弘人176 ★農研ＲＣ★ﾌﾅｷ ﾋﾛﾋﾄ

1時間33分22秒50 林　康之146 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ
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1時間33分23秒51 千里内　啓行372 ＯＰＲＣｾﾝﾘｳﾁ ﾀｶﾕｷ

1時間33分47秒52 梶本　秀昭43 名東板東接骨院ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間34分02秒53 早雲　龍一355 ﾊﾔｸﾓ ﾘｭｳｲﾁ

1時間34分02秒54 安岐　誠二185 川崎しわしわＪｱｷ ｾｲｼﾞ

1時間34分15秒55 竹内　義明7 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ

1時間34分23秒56 阪中　洋377 ｻｶﾅｶ ﾋﾛｼ

1時間34分44秒57 田中　淳也292 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間34分48秒58 小角　聡志273 石井小学校ｺｽﾐ ｻﾄｼ

1時間34分51秒59 山本　昇司180 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

1時間35分15秒60 森　健人12 徳島大学TJPﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ

1時間35分20秒61 曽我部　慎也　2 ｿｶﾍﾞ ｼﾝﾔ

1時間35分37秒62 高橋　知之177 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ

1時間36分07秒63 齊藤　翔一286 日清紡ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ

1時間36分17秒64 柳井　勉54 大倉工業㈱ﾔﾅｲ ﾂﾄﾑ

1時間36分24秒65 明崎　雄一194 ｱｷｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

1時間36分25秒66 三浦　剛4 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ

1時間36分25秒67 三浦　誠一358 ﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ

1時間36分29秒68 割石　誠13 ﾜﾘｲｼ ﾏｺﾄ

1時間36分50秒69 井上　秀之399 城西病院ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間37分05秒70 兵庫　竜司104 ２４空バレー部ﾋｮｳｺﾞ ﾘｭｳｼﾞ

1時間37分47秒71 石川　哲298 Ｂ－ＵＰｲｼｶﾜ ｻﾄｼ

1時間37分52秒72 北代　和也259 ｷﾀｼﾛ ｶｽﾞﾔ

1時間38分13秒73 岩本　光太郎157 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

1時間38分27秒74 武市　郁夫6 ﾀｹｲﾁ ｲｸｵ

1時間38分28秒75 中川　富夫318 ポークチャッピーﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾐｵ

1時間39分07秒76 河野　剛士154 清水班ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ

1時間39分28秒77 津山　誠治346 ﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間39分38秒78 細川　寛184 クリソスランニングクラブﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間39分41秒79 枝澤　和廣280 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間40分59秒80 小倉　尚文400 ｵｸﾞﾗ ﾅｵﾌﾐ

1時間41分01秒81 奥鳴　佑樹229 ｵｸﾅﾙ ﾕｳｷ

1時間41分04秒82 藤岡　啓介374 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｽｹ

1時間41分09秒83 横山　裕司202 メックＲＣﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間41分22秒84 藤本　昌史459 ﾌｼﾞﾏﾄ ﾏｻｼ

1時間41分23秒85 久保　俊普297 えぬベストｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間41分25秒86 岡部　隆幸198 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間41分32秒87 須原　亮264 ＮＩＣＨＩＡ　ＡＣｽﾊﾗ ﾘﾖｳ

1時間41分53秒88 赤澤　裕治333 チーム栄光ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間42分19秒89 野田　利紀306 徳島県立中央病院ﾉﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ

1時間42分22秒90 加藤　達也241 鴨島病院ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ

1時間42分51秒91 野口　拓哉332 ザ・すだちﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間42分58秒92 久米　輝彦398 ＮＲＣｸﾒ ﾃﾙﾋｺ

1時間43分09秒93 井上　秀一371 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｲﾁ

1時間43分29秒94 大下　和久223 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ

1時間43分42秒95 牛尾　研太163 山全ｳｼｵ ｹﾝﾀ

1時間43分43秒96 武知　勝172 徳島県企業局ﾀｹﾁ ﾏｻﾙ

1時間43分51秒97 吉間　慎二140 ﾖｼﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間44分04秒98 上田　弘喜320 ｳｴﾀ ﾋﾛｷ

1時間44分26秒99 椙原　康仁80 FC山川ｽｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ

1時間44分35秒100 万代　直彦289 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾋｺ
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1時間44分38秒101 名山　孝一165 ＴＥＡＭ★大虎ﾅﾔﾏ ｺｳｲﾁ

1時間44分42秒102 三木　康寛312 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ

1時間44分42秒103 蔭山　慎二139 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間45分01秒104 岩井　誠149 チームぢょぐｲﾜｲ ﾏｺﾄ

1時間45分09秒105 鈴江　康文250 ＴＥＡＭ８８ｽｽﾞｴ ﾔｽﾌﾐ

1時間45分35秒106 髙木　幸弘155 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間45分42秒107 竹本　和文360 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間46分19秒108 三谷　達史160 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ

1時間46分32秒109 勢井　海人313 ｾｲ ｶｲﾄ

1時間46分44秒110 露口　達也136 宮☆脇ﾂﾕｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

1時間46分44秒111 矢野　正登100 ＴＪＰﾔﾉ ﾏｻﾄ

1時間47分10秒112 和泉　安武460 ｲｽﾞﾐ ﾔｽﾀｹ

1時間47分26秒113 滝口　友則343 ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ

1時間47分41秒114 北内　和也416 富士インパルスｷﾀｳﾁ ｶｽﾞﾔ

1時間47分48秒115 富谷　聖司275 ﾄﾐﾀﾆ ｾｲｼﾞ

1時間47分53秒116 小川　泰明242 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ

1時間47分55秒117 佐藤　教治156 大塚製薬㈱ｻﾄｳ ﾐﾁﾊﾙ

1時間48分06秒118 氏橋　勇気269 リトルウェスタンズｳｼﾞﾊｼ ﾕｳｷ

1時間48分26秒119 木村　圭児208 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ

1時間48分29秒120 片山　哲也255 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間48分34秒121 石橋　渉356 ｲｼﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ

1時間48分41秒122 金丸　裕司247 ＮＥＸＣＯｶﾅﾏﾙ ﾕｳｼﾞ

1時間48分59秒123 住友　正宏240 ｽﾐﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ

1時間49分00秒124 奥村　渉45 ｵｸﾑﾗ ﾜﾀﾙ

1時間49分13秒125 藤井　達三161 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｿﾞｳ

1時間49分34秒126 尾田　智哉436 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾔ

1時間49分35秒127 磨野　聡志225 ﾏﾉ ｻﾄｼ

1時間49分37秒128 杉山　知哉260 四国電気保安協会ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ

1時間49分39秒129 板倉　太郎148 ジョイメイトｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ

1時間49分48秒130 加藤　正広237 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

1時間49分52秒131 松平　亜希夫302 ﾏﾂﾋﾗ ｱｷｵ

1時間50分12秒132 福原　智162 ﾌｸﾊﾗ ｻﾄｼ

1時間50分40秒133 宮本　一八50 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

1時間50分57秒134 青木　崇晃257 三井　ＲＣｱｵｷ ﾀｶｱｷ

1時間51分02秒135 斎藤　幸憲33 石井の河童ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ

1時間51分03秒136 田中　泰弘141 ＫＴＲＣﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間51分13秒137 真島　博之120 ＴＥＡＭ★大虎ﾏｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分15秒138 城野　韶瑞325 ｼﾛﾉ ｼｮｳｽﾞｲ

1時間51分24秒139 田中　誠370 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

1時間51分32秒140 佐藤　健太郎287 ｍｏｍｅｎｔ．ｍｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間51分35秒141 田村　弘司168 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ

1時間51分35秒142 重見　淳二301 ｼｹﾞﾐ ﾖｼﾋｺ

1時間51分49秒143 松山　秀浩382 川友クラブﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

1時間51分51秒144 中辻　浩之81 ﾅｶﾂｼﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分53秒145 佐藤　浩之262 四国電気保安協会ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分56秒146 粟飯原　崇323 メディコムｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間52分03秒147 山根　卓也82 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ

1時間52分14秒148 小山　周作108 ２４空バレー部ｺﾔﾏ ｼｭｳｻｸ

1時間52分16秒149 片山　彰仁271 伊勢エビ食べ隊ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾄ

1時間52分46秒150 佐藤　俊輔263 四国電気保安協会ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
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1時間52分49秒151 松浦　剛413 阿波自動車学校ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ

1時間52分52秒152 星場　雅臣253 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｵﾐ

1時間53分03秒153 郡　秀和375 ｺｵﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間53分19秒154 桂　忍458 ｶﾂﾗ ｼﾉﾌﾞ

1時間53分24秒155 久保　和之457 三木町役場ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間53分25秒156 坂東　信也192 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ

1時間53分34秒157 木内　保太122 ｷｳﾁ ﾔｽﾋﾛ

1時間53分43秒158 近藤　隆212 建築士会美馬支部青年部ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

1時間53分49秒159 戸崎　泰輝337 カースポットトクシマﾄｻﾞｷ ﾔｽﾃﾙ

1時間53分51秒160 鈴木　誠467 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

1時間54分09秒161 増川　貴大267 こなもんﾏｽｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間54分31秒162 大平　永328 ｵｵﾋﾗ ｴｲ

1時間54分40秒163 橋本　寛太461 ﾊｼﾓﾄ ｶﾝﾀ

1時間54分58秒164 浜田　拓弥42 徳島県立聾学校ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ

1時間55分10秒165 綿瀬　聡一307 ﾜﾀｾ ﾄｼｶｽﾞ

1時間55分16秒166 岡　篤史243 ｵｶ ｱﾂｼ

1時間56分01秒167 鈴田　晃史178 ｽｽﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間56分02秒168 福居　昭博9 ﾌｸｲ ｱｷﾋﾛ

1時間56分08秒169 尾崎　啓介315 四国中央病院ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ

1時間56分13秒170 林　将隆210 ﾊﾔｼ ﾏｻﾀｶ

1時間56分14秒171 田中　俊行441 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ

1時間56分14秒172 浦田　平295 ＣＨＩＫＩＮＪＹＯｳﾗﾀ ﾀｲﾗ

1時間56分41秒173 杉村　洋輔339 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｳｽｹ

1時間56分47秒174 清水　雅人169 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ

1時間57分05秒175 戸出　雄380 種野小学校ﾄｲﾃﾞ ﾕｳ

1時間57分08秒176 今岡　淳公385 ｲﾏｵｶ ｱﾂﾋﾛ

1時間57分31秒177 白井　俊孝361 ｼﾗｲ ﾄｼﾀｶ

1時間57分34秒178 岩田　伸206 ｲﾜﾀ ｼﾝ

1時間57分37秒179 割石　大介170 ﾜﾘｲｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間57分39秒180 高橋　純一228 チームゆりなﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間57分43秒181 高木　聡司167 ﾀｶｷﾞ ｻﾄｼ

1時間57分59秒182 南　祥司321 ﾐﾅﾐ ｼｮｳｼﾞ

1時間58分09秒183 塩澤　啓182 ｼｵｻﾞﾜ ｹｲ

1時間58分22秒184 川崎　達也248 ｶﾜｻｷ ﾀﾂﾔ

1時間58分37秒185 大石　泰宏276 徳島文理大学ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ

1時間58分43秒186 岡本　雅之236 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間58分51秒187 藤中　雄一郎290 ＢＭﾌｼﾞﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間58分52秒188 前田　拓朗119 大塚内科ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

1時間58分52秒189 増川　拓也3 ﾏｽｶﾜ ﾀｸﾔ

1時間59分19秒190 中﨑　久志29 ﾅｶｻﾞｷ ﾋｻｼ

1時間59分25秒191 植松　勇尽448 自衛隊ｳｴﾏﾂ ﾕｳｼﾞ

1時間59分26秒192 上田　亨46 ｳｴﾀ ﾄｵﾙ

1時間59分41秒193 乗常　裕揮452 大塚製薬工場ﾉﾘﾂﾈ ﾕｳｷ

1時間59分46秒194 春名　浩司1 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ

1時間59分49秒195 井上　敬一128 トランキーロｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ

1時間59分59秒196 大原　学387 ｵｵﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ

2時間00分01秒197 小東　和史5 ﾗﾝﾗﾝ鳴門軍団ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾌﾐ

2時間00分04秒198 池本　隆好365 神山すだち園ｲｹﾓﾄ ﾀｶﾖｼ

2時間00分05秒199 稲井　健二395 ｲﾅｲ ｹﾝｼﾞ

2時間00分14秒200 佐々木　大祐329 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ
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2時間00分16秒201 足田　浩二142 ｱｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間00分32秒202 大浜　和賀191 ごはんｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾖﾘ

2時間00分53秒203 林　忠雄175 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ

2時間01分07秒204 美馬　和幸366 ﾐﾏ ｶｽﾞﾕｷ

2時間01分14秒205 白井　基史25 ｼﾗｲ ﾓﾄﾌﾐ

2時間01分31秒206 濱口　裕太16 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

2時間01分50秒207 島出　良樹455 ｼﾏﾃﾞ ﾖｼｷ

2時間02分13秒208 山本　雅之378 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

2時間02分14秒209 西　一平274 モリソックﾆｼ ｲｯﾍﾟｲ

2時間02分17秒210 岡　健次郎71 阿波製紙㈱ｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ

2時間02分32秒211 新居　康俊153 ﾆｲ ﾔｽﾄｼ

2時間03分03秒212 兼松　義典258 ｶﾈﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ

2時間03分24秒213 高橋　純也291 港産業株式会社ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間03分39秒214 仲　昭浩18 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ

2時間04分06秒215 坂本　大樹195 東光マラソンクラブｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

2時間04分13秒216 篠原　佳式453 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ

2時間04分14秒217 登　基二158 チーム紙業ﾉﾎﾞﾘ ﾓﾄﾂｸﾞ

2時間04分24秒218 牧岡　慶454 ﾏｷｵｶ ｹｲ

2時間04分34秒219 木原　努174 阿波銀行ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ

2時間05分05秒220 土佐　忍76 日亜RCﾄｻ ｼﾉﾌﾞ

2時間05分08秒221 増田　由紀雄78 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷｵ

2時間05分09秒222 坂東　広明36 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

2時間05分19秒223 金沢　顕之246 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

2時間05分36秒224 相澤　康治238 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ

2時間06分13秒225 平畠　宏行179 ﾋﾗﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ

2時間06分15秒226 山下　昌則51 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

2時間06分16秒227 平野　慎悟254 ﾋﾗﾉ ｼﾝｺﾞ

2時間06分16秒228 雲本　大将58 鴨島ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｸﾓﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ

2時間06分21秒229 武智　聡史433 ﾀｹﾁ ｻﾄｼ

2時間06分49秒230 桂木　健316 ＮＲＣｶﾂﾗｷﾞ ｹﾝ

2時間07分07秒231 宮本　高広106 ２４空バレー部ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

2時間07分43秒232 前田　拓也107 ２４空バレー部ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ

2時間07分45秒233 藤川　貴教425 徳島文理大学ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶﾉﾘ

2時間08分17秒234 近藤　強279 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

2時間08分23秒235 佐藤　隆史469 阿波製紙ｻﾄｳ ﾀｶｼ

2時間08分48秒236 尾方　崇祥419 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾖｼ

2時間08分49秒237 濱口　剛彦362 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

2時間09分00秒238 井内　琢弥10008

2時間09分00秒239 内田　圭二87 鳴門病院ｳﾁﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間09分04秒240 平島　良裕379 徳島市民病院ﾋﾗｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

2時間09分21秒241 藤川　進388 ﾌｼﾞｶﾜ ｽｽﾑ

2時間09分22秒242 杉内　信行84 Novilｽｷﾞｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間09分42秒243 岩佐　純一59 鴨島ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｲﾜｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間09分59秒244 安芸　真二409 ｱｷ ｼﾝｼﾞ

2時間10分25秒245 篠原　亘49 ｼﾉﾊﾗ ﾜﾀﾙ

2時間10分30秒246 三木　紳也65 ﾐｷ ｼﾝﾔ

2時間10分46秒247 藤本　涼太郎15 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2時間10分50秒248 大友　和紀350 道の駅ひなの里かつうらｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｷ

2時間11分10秒249 松本　祐作83 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｻｸ

2時間11分20秒250 米田　達哉55 スペシャルオリンピックスﾖﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ
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2時間11分21秒251 藤丸　雄大402 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾀｹﾋﾛ

2時間11分37秒252 志賀　茂樹414 日亜ｼｶﾞ ｼｹﾞｷ

2時間12分23秒253 川真田　耕三451 ｶﾜﾏﾀ ｺｳｿﾞｳ

2時間12分36秒254 矢田貝　和也422 あわ薬局ﾔﾀｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ

2時間13分06秒255 門堀　哲也234 ｶﾄﾞﾎﾘ ﾃﾂﾔ

2時間13分09秒256 麻　裕文285 遊走会ｱｻ ﾋﾛﾌﾐ

2時間13分22秒257 森木　大輔38 ﾓﾘｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間13分25秒258 蔭山　仁10006

2時間13分37秒259 曽川　博文415 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

2時間13分55秒260 足立　晃孝397 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾀｶ

2時間14分13秒261 森吉　邦夫368 ﾓﾘﾖｼ ｸﾆｵ

2時間14分13秒262 柳瀬　晃久218 ﾔﾅｾ ｱｷﾋｻ

2時間14分17秒263 加藤　正典133 県庁ジョギングクラブｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

2時間14分22秒264 大塚　崇史311 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間14分22秒265 森吉　健太412 ﾓﾘﾖｼ ｹﾝﾀ

2時間14分30秒266 大久保　彰洋97 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間14分41秒267 森田　敏文121 ＭＧＡﾓﾘﾀ ﾄｼﾌﾐ

2時間14分43秒268 野林　誉尚406 徳島県中小企業青年中央会ﾉﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｻ

2時間15分13秒269 田所　正大244 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻﾋﾛ

2時間15分14秒270 梶　哲也41 RUN　TMCｶｼﾞ ﾃﾂﾔ

2時間15分22秒271 木下　裕文296 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ

2時間15分42秒272 大谷　和寛471 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間16分15秒273 堺　正和74 JCAｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ

2時間16分15秒274 泉　裕介363 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ

2時間16分27秒275 野上　大介450 徳島共和薬品ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ

2時間16分39秒276 橘　昌利98 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ

2時間17分38秒277 大西　元気22 ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ

2時間17分41秒278 和田　夏樹411 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ

2時間18分11秒279 津田　幸輔70 ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ

2時間18分18秒280 安藝　晋93 ｱｷ ｽｽﾑ

2時間18分40秒281 奥野　晃基470 阿波製紙ｵｸﾉ ﾃﾙｷ

2時間18分40秒282 平岡　忠志68 ﾋﾗｵｶ ﾀﾀﾞｼ

2時間19分34秒283 中村　信元143 ＢＯＮＩＴＯﾅｶﾑﾗ ｼﾝｹﾞﾝ

2時間19分49秒284 岩田　美一35 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ

2時間20分26秒285 浦野　友佑109 ２４空バレー部ｳﾗﾉ ﾕｳｽｹ

2時間20分27秒286 西地　正輝105 ２４空バレー部ﾆｼｼﾞ ﾏｻｷ

2時間20分27秒287 加藤　大幸445 四国化工機ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

2時間20分28秒288 森田　裕319 ﾓﾘﾀ ﾕｳ

2時間20分53秒289 遠藤　雅哉63 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

2時間21分00秒290 中西　隆行64 JCAﾅｶﾆｼ ﾀｶﾕｷ

2時間21分03秒291 猪上　大輔124 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ

2時間21分10秒292 福島　義典389 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾉﾘ

2時間21分23秒293 三村　裕美462 ﾐﾑﾗ ﾋﾛﾐ

2時間21分35秒294 冨士本　知希418 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ

2時間21分38秒295 塩谷　裕太126 ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾀ

2時間21分50秒296 阿部　耕三181 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ

2時間22分03秒297 高橋　悟245 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

2時間22分10秒298 岡本　誠277 ジョイメイトｵｶﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間22分34秒299 山住　忠由384 ﾔﾏｽﾐ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間22分36秒300 千崎　真司32 石井の河童ｾﾝｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ
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2時間22分50秒301 朝野　豊224 ｱｻﾉ ﾕﾀｶ

2時間23分12秒302 今田　吉彦322 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

2時間24分05秒303 田中　篤司196 株式会社アスカﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間24分46秒304 富永　功一435 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ

2時間25分10秒305 岡本　諭386 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ

2時間25分16秒306 長坂　厚志392 ﾅｶﾞｻｶ ｱﾂｼ

2時間26分51秒307 古川　卓司367 ﾌﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ

2時間26分55秒308 笠井　京平410 ｶｻｲ ｷｮｳﾍｲ

2時間26分59秒309 小原　彰太463 ジャンボ緑風会ｵﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2時間27分06秒310 村田　真彦278 ｄｓｐﾑﾗﾀ ﾏｻﾋｺ

2時間27分11秒311 内藤　貴喜213 建築士会美馬支部青年部ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ

2時間27分41秒312 長野　しょうぞう424 阿波スピンドルﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間28分10秒313 板東　孝浩57 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ

2時間28分20秒314 石橋　周334 チームながさわｲｼﾊﾞｼ ｼｭｳ

2時間28分32秒315 大石　琢磨220 ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ

2時間28分59秒316 美馬　雅之256 大塚製薬工場ﾐﾏ ﾏｻﾕｷ

2時間29分14秒317 原内　貴司219 くりぶ～ﾊﾗｳﾁ ﾀｶｼ

2時間29分36秒318 眞鍋　俊明437 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ

2時間29分37秒319 田中　洋438 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

2時間30分11秒320 立石　睦訓69 ﾀﾃｲｼ ﾑﾂﾉﾘ

2時間30分42秒321 中島　了司351 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ

2時間30分59秒322 鎌田　哲39 ｶﾏﾀﾞ ﾃﾂ

2時間31分04秒323 安福　啓宏300 ﾔｽﾌｸ ﾖｼﾋﾛ

2時間31分15秒324 松井　康治442 ﾏﾂｲ ｺｳｼﾞ

2時間31分19秒325 撫養　知哉393 ﾑﾔ ﾄﾓﾔ

2時間31分30秒326 岡田　剛193 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間32分32秒327 西條　武司349 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

2時間33分01秒328 野地　宏樹421 あわ薬局ﾉｼﾞ ﾋﾛｷ

2時間35分21秒329 正木　洸大261 四国電気保安協会ﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

2時間35分28秒330 樫山　陽336 チームながさわｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間36分21秒331 山田　憲蔵204 ㈱寺内製作所ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ

2時間36分27秒332 大西　孝幸268 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾕｷ

2時間36分41秒333 吉村　章文440 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ

2時間37分28秒334 柳下　祐介200 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾕｳｽｹ

2時間38分02秒335 矢藤　由貴205 ㈱寺内製作所ﾔﾄｳ ﾖｼﾀｶ

2時間38分14秒336 河野　卓望231 ジョイメイトｶﾜﾉ ﾀｸﾐ

2時間39分36秒337 横田　直之428 コンスト★２２ﾖｺﾀ ﾅｵﾕｷ

2時間40分21秒338 小林　孝行221 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

2時間41分32秒339 高原　敏和401 ﾀｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ

2時間42分26秒340 篠野　秀人404 徳島県中小企業青年中央会ｻｻﾉ ﾋﾃﾞﾄ

2時間43分50秒341 近藤　英勝357 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶﾂ

2時間45分08秒342 鎌田　優131 川島病院ｶﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ

2時間45分43秒343 坪内　俊秀60 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間45分53秒344 江崎　雅章305 ｴｻﾞｷ ﾏｻｱｷ

2時間45分54秒345 亀代　尚史304 ｶﾒｼﾛ ﾅｵﾌﾐ

2時間46分14秒346 喜多　正幸354 ｷﾀ ﾏｻﾕｷ

2時間46分47秒347 上田　諭志364 サイワイマンｳｴﾀ ｻﾄｼ

2時間49分31秒348 松本　祥希423 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ

2時間49分45秒349 中西　泰彦209 ﾅｶﾆｼ ﾔｽﾋｺ

2時間51分50秒350 坂本　将年101 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ
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- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　男子16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2013.3.17(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川ハーフマラソン大会実行委員会

2時間52分00秒351 橋本　佑一359 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

2時間52分13秒352 藤井　文宏468 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐﾋﾛ

2時間52分54秒353 小山　敏宏353 ｺﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ

2時間53分18秒354 森脇　敏昭207 日亜化学ﾓﾘﾜｷ ﾄｼｱｷ

2時間54分06秒355 高橋　晃456 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ

2時間54分51秒356 叶崎　悟417 （株）大塚製薬工場ｶﾅｻｷ ｻﾄﾙ

2時間54分54秒357 田中　宏幸137 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間55分31秒358 武田　泰典335 チームながさわﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

2時間55分38秒359 野口　賢251 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ

3時間04分54秒360 川﨑　喜裕341 サイワイマンｶﾜｻｷ ﾖｼﾋﾛ
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