
- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　男子40歳以上

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15分03秒1 辻　修二753 板野郡陸協ﾂｼﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間19分01秒2 北村　晃章823 とくしま生協ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ

1時間20分38秒3 米田　忠義800 徳島ＡＣﾖﾈﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間21分46秒4 新田　哲弘951 伊勢エビ食べ隊ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ

1時間22分04秒5 坂東　昭佳1062 日清デニム株式会社ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ

1時間22分11秒6 成川　琢治651 かめさんRCﾅﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ

1時間23分32秒7 澤口　幸司803 四国アルフレッサｻﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

1時間23分58秒8 三好　康彦610 香川ﾏｽﾀｰｽﾞﾐﾖｼ ﾔｽﾋｺ

1時間25分05秒9 佐藤　勝之958 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ

1時間25分48秒10 堀川　敏754 阿波銀行ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ

1時間26分55秒11 河野　泰宏535 めざせサブスリーｶﾜﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間27分21秒12 石動　良尚1105 かめさんＲＣｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ

1時間27分37秒13 藤本　聖903 『メカトロ丼！』ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ

1時間27分42秒14 佐古　吉男782 ＴＲＣｻｺ ﾖｼｵ

1時間28分21秒15 岩村　頼和672 チームひとりｲﾜﾑﾗ ﾖﾘｶｽﾞ

1時間28分31秒16 瀬尾　圭司517 ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｰｸｽｾｵ ｹｲｼﾞ

1時間28分45秒17 加集　宏明532 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ

1時間28分57秒18 瀧上　安二1144 ﾀｷｶﾞﾐ ﾔｽｼﾞ

1時間29分05秒19 一木　良茂626 ｲﾁｷ ﾖｼｼｹﾞ

1時間29分41秒20 光永　美智也541 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾔ

1時間29分56秒21 近藤　道広759 徳大ランチタイムランナーズｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ

1時間30分26秒22 桑子　武之912 ※ＡＦ＋￥５０００で可能！ｸﾜｺ ﾀｹﾕｷ

1時間31分09秒23 白鞘　伸明1060 ｼﾗｻﾔ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間31分26秒24 三谷　龍史952 ﾐﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ

1時間31分43秒25 松下　光雄595 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ

1時間31分47秒26 山本　孝治863 狂乱のランナーﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間31分55秒27 小谷　隆博905 ＴＪＰｺﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

1時間32分18秒28 山北　雅則858 メックＲＣﾔﾏｷﾀ ﾏｻﾉﾘ

1時間32分39秒29 高曽根　敏弘1073 ﾀｶｿﾈ ﾄｼﾋﾛ

1時間32分41秒30 前田　伸二747 鳴門病院ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間32分43秒31 永田　實666 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ

1時間32分51秒32 平　圭介762 ＧＯ　ＷＩＬＤﾀｲﾗ ｹｲｽｹ

1時間33分16秒33 梅崎　康典750 徳島フォレストＲＣｳﾒｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ

1時間33分17秒34 米山　覚647 南部運動公園ACﾖﾈﾔﾏ ｻﾄﾙ

1時間33分21秒35 佐賀　俊太1032 ｻｶﾞ ﾄｼｵ

1時間33分29秒36 江川　彰則710 シーサイド阿南ｴｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ

1時間33分31秒37 大西　孝志865 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ

1時間33分35秒38 西山　進620 里浦R.Cﾆｼﾔﾏ ｽｽﾑ

1時間33分39秒39 山口　繁広731 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間34分01秒40 矢野　克浩563 藍住ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾔﾉ ｶﾂﾋﾛ

1時間34分10秒41 桑原　孝司860 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間34分17秒42 梶原　樹727 ｶｼﾞﾊﾗ

1時間34分18秒43 佐野　朋宏1065 イタチｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間34分42秒44 椎野　洋三1049 クリソスＲＣｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ

1時間34分58秒45 板東　俊治655 日本一RCﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ

1時間35分18秒46 増本　光則980 『メカトロ丼！』ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ

1時間35分31秒47 福本　芳明798 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1時間35分43秒48 田中　耕二777 眉山倶楽部ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間35分46秒49 松島　洋一1127 ﾏﾂｼﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間35分48秒50 石川　琢己738 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ
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1時間35分54秒51 平田　直行784 石井さくら色５４会ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ

1時間36分06秒52 上野　栄治1237 ｳｴﾉ ｴｲｼﾞ

1時間36分08秒53 中田　勉936 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ

1時間36分12秒54 深見　善広950 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間36分20秒55 杉本　高章965 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ

1時間36分39秒56 久保　正昇924 久保設備ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間36分46秒57 中北　禎久1129 ﾅｶｷﾀ ﾖｼﾋｻ

1時間36分46秒58 高野　一俊1047 横浜ＭＭ・湘南ゆるゆるＲＣﾀｶﾉ ｶｽﾞﾄｼ

1時間36分51秒59 浜崎　靖輝886 ﾊﾏｻﾞｷ ﾔｽｷ

1時間37分08秒60 両角　芳郎842 徳大ＴＪＰﾓﾛｽﾞﾐ ﾖｼﾛｳ

1時間37分16秒61 笠井　教光1259 ｶｻｲ ﾉﾘﾐﾂ

1時間37分24秒62 阿部　雅彦1236 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間37分36秒63 保田　雅治776 海上自衛隊ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

1時間37分37秒64 田井　敏之694 飯野小教員ﾀｲ ﾄｼﾕｷ

1時間37分49秒65 田中　豊作993 ＴＪＰﾀﾅｶ ﾄﾖｻｸ

1時間37分51秒66 佐藤　将631 TLGｻﾄｳ ｽｽﾑ

1時間37分55秒67 新居　聡一郎501 徳教空群ﾆｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間37分58秒68 山崎　洋一945 徳島県教育会ﾔﾏｻｷ ﾖｳｲﾁ

1時間38分03秒69 糸谷　元宏1067 ＯＰＲＣｲﾄﾀﾆ ﾓﾄﾋﾛ

1時間38分15秒70 青木　直743 スポーツクラブ２１ささやまｱｵｷ ﾀﾀﾞｼ

1時間38分28秒71 峰本　真司521 うさぎとかめﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間38分46秒72 岡　功1140 荏原環境プラントｵｶ ｲｻｵ

1時間38分48秒73 遠藤　博文1139 石井さくら色５４会ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ

1時間38分54秒74 佐藤　章彦578 美郷プラムランナーズｻﾄｳ

1時間39分00秒75 桑村　尚弘964 クリソスＲＣｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

1時間39分18秒76 前野　哲也625 ﾏｴﾉ ﾃﾂﾔ

1時間39分35秒77 駿地　幸一郎986 ｽﾙｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間39分43秒78 仙波　雅640 三葉虫RCｾﾝﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間39分50秒79 後藤　雅史1023 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

1時間39分58秒80 内海　はやと935 ｳﾂﾐ ﾊﾔﾄ

1時間40分09秒81 井浦　哲也644 大王製紙ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ

1時間40分11秒82 大岩　秀次874 川崎しわしわＪｵｵｲﾜ ｼｭｳｼﾞ

1時間40分13秒83 片岡　猛彦1231 丸久㈱ｶﾀｵｶ ﾀｹﾋｺ

1時間40分19秒84 楠本　孝夫1044 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｵ

1時間40分31秒85 後藤田　史典1326 徳島県中小企業青年中央会ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ

1時間40分40秒86 北岡　泰久843 Ｔｅａｍ　ＩＮＦＩＮＩＴＹｷﾀｵｶ ﾔｽﾋｻ

1時間40分44秒87 以西　芳隆1300 ｲｻｲ ﾖｼﾀｶ

1時間40分48秒88 全　燦秀1229 ｼﾞｮﾝ ﾁｬﾝｽｳ

1時間40分53秒89 桑島　敏男757 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間40分56秒90 笠井　新二660 TEAM★大虎ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

1時間41分00秒91 酒巻　芳文906 ｻｶﾏｷ ﾖｼﾌﾐ

1時間41分00秒92 小西　啓介989 ｺﾆｼ ｹｲｽｹ

1時間41分01秒93 近藤　皇二朗1294 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間41分06秒94 上田井　幸雄1051 ｳｴﾀｲ ﾕｷｵ

1時間41分11秒95 鎌田　雄介853 ＴＥＡＭ★大虎ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間41分21秒96 鎌田　昌紀846 大塚ワジキｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間41分29秒97 下谷　貴公664 ｼﾓﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

1時間41分33秒98 林　勇1163 ＯＰＲＣﾊﾔｼ ｲｻﾑ

1時間41分35秒99 井上　英也1198 株式会社三木組ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾔ

1時間41分37秒100 中井　淨954 ＴＯＰＰＡＮ―Ｆﾅｶｲ ｷﾖｼ
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1時間41分41秒101 榎本　和弘824 榎本ＦＲＣｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間41分42秒102 尾形　徳康1092 ｵｶﾞﾀ ﾉﾘﾔｽ

1時間41分44秒103 坂野　良文854 ｻｶﾉ ﾖｼﾌﾐ

1時間41分51秒104 尾崎　栄治928 チーム紙業ｵｻﾞｷ ｴｲｼﾞ

1時間41分53秒105 高橋　直裕576 TJPﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ

1時間41分54秒106 森村　和寛1207 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間42分10秒107 四宮　淳一1154 ｼﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間42分10秒108 藤田　悟1095 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ

1時間42分25秒109 井浦　徹二1018 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間42分32秒110 田中　栄一1168 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ

1時間42分35秒111 吉田　敏美817 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾐ

1時間42分39秒112 近藤　正人1006 クリソスＲＣｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

1時間42分40秒113 前田　俊一1157 チーム源ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

1時間42分45秒114 井上　清志1184 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ

1時間42分58秒115 竹中　利光821 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間42分59秒116 小西　慶治879 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ

1時間43分08秒117 徳永　雅彦877 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間43分10秒118 中野　英雄1136 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｵ

1時間43分11秒119 采元　健二911 自分越えＲＣｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間43分23秒120 藤枝　主市737 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶｽﾞｲﾁ

1時間43分24秒121 佐藤　彰819 ジェイテクト徳島ｻﾄｳ ｱｷﾗ

1時間43分34秒122 小島　節夫503 五洋建設㈱ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ

1時間43分41秒123 久次米　陽一916 ｸｼﾞﾒ ﾖｳｲﾁ

1時間43分42秒124 中野　正敏893 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

1時間43分44秒125 道上　裕二1287 緑窯業株式会社ﾐﾁｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ

1時間43分46秒126 中元　健進1064 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

1時間43分53秒127 小川　正憲648 小手川A．Cｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分11秒128 福山　佐登至974 港産業株式会社ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間44分13秒129 三木　忠義833 ２０２ＡＴＳﾐｷ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間44分17秒130 豊島　秀一572 ﾄﾖｼﾏ ｼｭｳｲﾁ

1時間44分21秒131 平馬　稔699 ﾋﾗｳﾏ ﾐﾉﾙ

1時間44分21秒132 湯浅　隆二805 サクセステニスﾕｱｻ ﾀｶｼﾞ

1時間44分28秒133 真鍋　浩章774 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間44分39秒134 丸山　幸弘1164 農研クラブﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間44分42秒135 草場　広600 徳教空群ｸｻﾊﾞ ﾋﾛｼ

1時間44分44秒136 松田　ひろゆき1014 四国化工機ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分52秒137 森　克己524 徳大TJPﾓﾘ ｶﾂﾐ

1時間44分55秒138 大北　優826 ｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ

1時間44分56秒139 宮地　真人884 ＫＴＲＣﾐﾔｼﾞ ﾏｻﾄ

1時間44分57秒140 木下　雅士1097 四国化成ｷﾉｼﾀ ﾏｻｼ

1時間44分57秒141 三角　善則1096 ﾐｽﾐ ﾖｼﾉﾘ

1時間44分59秒142 こんどう　ひろし1141 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間45分08秒143 足立　雄一郎1289 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間45分34秒144 長井　和秀1004 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間45分38秒145 檜垣　勇慈898 チーム幸福維新ﾋｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ

1時間45分52秒146 岡崎　孝博10003 徳島県水産課

1時間45分57秒147 六車　宜哲723 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾖｼｱｷ

1時間46分06秒148 井田　英一544 ｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間46分11秒149 大寺　弘人773 ＴＪＰｵｵﾃﾗ ﾋﾛﾋﾄ

1時間46分14秒150 金松　英雄686 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ
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1時間46分17秒151 赤石　好輝1040 アドイン鳴門ｱｶｲｼ ﾖｼﾃﾙ

1時間46分20秒152 真本　誠喜736 ＯＭＨｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間46分32秒153 小林　博1337 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

1時間46分33秒154 重見　高博1271 藍住町役場ｼｹﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ

1時間46分39秒155 角元　真二580 北島ﾗｲｵﾝｽﾞｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間46分43秒156 峰瀬　正之697 ﾐﾈｾ ﾏｻﾕｷ

1時間46分45秒157 三木　伸浩946 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間46分45秒158 瀬川　信行1179 ｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間46分46秒159 田中　宏和1277 稲山病院ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間46分47秒160 長江　将史1317 徳島県中小企業青年中央会ﾅｶﾞｴ ﾏｻﾌﾐ

1時間46分48秒161 土橋　宗則948 クリソスランニングクラブﾄﾞﾊﾞｼ ﾑﾈﾉﾘ

1時間46分52秒162 河野　博之1165 石井さくら色５４会ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分57秒163 綾羽　洋一793 Ｐｏｔｔｏｄｅｱﾔﾊ ﾖｳｲﾁ

1時間46分59秒164 立道　健司1321 徳島県中小企業青年中央会ﾀﾂﾐﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間47分03秒165 藤田　幸生1054 ディプロﾌｼﾞﾀ ｺｳｾｲ

1時間47分05秒166 高原　隆二1335 アチャﾀｶﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ

1時間47分10秒167 金山　哲也594 ｶﾅﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間47分11秒168 柏木　俊史1039 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼﾌﾐ

1時間47分21秒169 正地　良一624 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ

1時間47分24秒170 竹本　道裕1181 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

1時間47分29秒171 元木　貴之1109 ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

1時間47分35秒172 坂東　泰行864 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ

1時間47分37秒173 加藤　正一746 日医ジョガーズｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ

1時間47分51秒174 藤原　一朗967 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁﾛｳ

1時間48分01秒175 近藤　政春569 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ

1時間48分04秒176 勢井　正則968 ｾｲ ﾏｻﾉﾘ

1時間48分07秒177 本浄　喜義1100 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｼ

1時間48分11秒178 東　広紀1226 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ

1時間48分13秒179 森　卓史985 ハッピーＲＤﾓﾘ ﾀｶｼﾞ

1時間48分13秒180 中野　修次857 ﾅｶﾉ ｼｭｳｼﾞ

1時間48分18秒181 増井　康彦638 南淡路RCﾏｽｲ ﾔｽﾋｺ

1時間48分24秒182 谷中　孝988 ﾀﾆﾅｶ ﾀｶｼ

1時間48分25秒183 下田　真基1191 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間48分25秒184 津川　圭1243 ﾂｶﾞﾜ ｹｲ

1時間48分26秒185 片山　博之1185 県庁ＦＲＣｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分26秒186 三木　康正881 かめさんＲＣﾐｷ ﾔｽﾏｻ

1時間48分27秒187 楠瀬　敬一1286 ｸｽﾉｾ ｹｲｲﾁ

1時間48分34秒188 浅野　武弘900 ｱｻﾉ ﾀｹﾋﾛ

1時間48分40秒189 泉　正文548 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ

1時間48分43秒190 市原　敏正815 貞光走友会ｲﾁﾊﾗ ﾄｼﾏｻ

1時間48分47秒191 後藤　利彦1022 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋｺ

1時間48分48秒192 小林　雅也999 善通寺病院ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ

1時間48分49秒193 中野　勝邦1130 ﾅｶﾉ ｶﾂｸﾆ

1時間48分50秒194 田端　啓一765 幸屋ＲＣﾀﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ

1時間48分53秒195 細川　尚光1026 とくしま生協ﾎｿｶﾜ ﾋｻﾐﾂ

1時間49分03秒196 大川　高幸1285 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間49分05秒197 佐野　嘉彦1063 ｻﾉ ﾖｼﾋｺ

1時間49分11秒198 野田　昇581 ﾉﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間49分15秒199 山田　佳孝1246 チーム栄光ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

1時間49分17秒200 花田　孝一1192 ＫＰＩいごっ走ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ
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1時間49分23秒201 清水　克樹957 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ

1時間49分25秒202 藤井　清一987 富士インパルスﾌｼﾞｲ ｷﾖｶｽﾞ

1時間49分28秒203 滝花　秀樹1083 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ

1時間49分30秒204 日下　貴雄1230 ジェイテクト　トクシマｸｻｶ ﾀｶｵ

1時間49分31秒205 永田　義彦937 高松信金ＡＣﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋｺ

1時間49分34秒206 山根　政和1011 ﾔﾏﾈ ﾏｻｶｽﾞ

1時間49分35秒207 大久保　厚志959 浅海電気ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ

1時間49分37秒208 林　知之1033 馬居化成ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ

1時間49分45秒209 川人　雄二812 北嶺岳走クラブｶﾜﾋﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間50分04秒210 山本　博之1114 四国電気保安協会ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分06秒211 國安　寿昭855 ｸﾆﾔｽ ﾄｼｱｷ

1時間50分07秒212 高野　正路882 済生会西条病院ﾀｶﾉ ｼｮｳｼﾞ

1時間50分12秒213 濱　良和1222 ﾊﾏ ﾖｼｶｽﾞ

1時間50分13秒214 辻井　秀行682 ﾂｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間50分15秒215 多田　昌功1094 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間50分16秒216 大西　仁史1118 黒犬チームｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

1時間50分20秒217 堀尾　幸太郎897 ツルさんﾎﾘｵ ｺｳﾀﾛｳ

1時間50分23秒218 武内　良行598 神山ﾗﾝﾅｰｽﾞﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ

1時間50分25秒219 小泉　省二1213 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ

1時間50分35秒220 脇　賢治1187 脇紙店ﾜｷ ｹﾝｼﾞ

1時間50分36秒221 都築　貴裕1330 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間50分41秒222 新井　博之871 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分41秒223 野口　英昭545 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間50分41秒224 南本　幹生740 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ

1時間50分43秒225 石井　典生947 ｲｼｲ ﾉﾘｵ

1時間50分47秒226 山田　浩昭866 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間50分51秒227 延原　範彦844 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ

1時間50分58秒228 近藤　祐司1084 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

1時間50分59秒229 藤原　成人962 クリソスランニングクラブﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ

1時間51分00秒230 橋本　好史1193 水ＩＮＧﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

1時間51分19秒231 笹山　敏樹1106 ｻｻﾔﾏ ﾄｼｷ

1時間51分20秒232 藤本　哲也1031 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間51分33秒233 濱本　雅史1310 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

1時間51分34秒234 廣瀬　健二1248 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ

1時間51分35秒235 藤本　正己783 麻植協こまめﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間51分40秒236 道上　幸廣885 ﾐﾁｶﾐ ﾕｷﾋﾛ

1時間51分47秒237 増原　浩幸983 ﾏｽﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分50秒238 川内　元徳832 ｶﾜｳﾁ ﾓﾄﾉﾘ

1時間52分04秒239 藤村　正人568 チームやまびこﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ

1時間52分45秒240 星合　良昭602 ﾎｼｱｲ ﾖｼｱｷ

1時間52分48秒241 井利元　裕哉977 ｲﾘﾓﾄ ﾋﾛﾔ

1時間52分48秒242 鈴江　宏539 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｼ

1時間53分08秒243 風尾　弘和1117 ｶｻﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間53分10秒244 湯浅　博幸1007 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分10秒245 坂本　亘1059 ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ

1時間53分35秒246 大西　栄二542 ｵｵﾆｼ ｴｲｼﾞ

1時間53分37秒247 片山　哲也1053 阿波銀行ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間53分47秒248 山根　文明1075 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｱｷ

1時間53分49秒249 宮本　健二829 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間53分50秒250 草野　崇一942 ｸｻﾉ ｼｭｳｲﾁ
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1時間53分53秒251 久保田　博1208 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間53分56秒252 住友　雄治502 「メカトロ丼！」ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ

1時間54分01秒253 小川　佳久771 ＴＪＰｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ

1時間54分04秒254 安藝　浩資1126 自分越えＲＣｱｷ ﾋﾛｼ

1時間54分04秒255 吉積　道隆1091 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾐﾁﾀｶ

1時間54分17秒256 佐々木　達也575 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

1時間54分19秒257 平田　貢841 隊友会徳島ﾋﾗﾀ ﾐﾂｷﾞ

1時間54分21秒258 近藤　通宏1116 渭東シニアＦＣｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ

1時間54分24秒259 溝口　俊三938 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝｿﾞｳ

1時間54分28秒260 木村　勲1152 三好自動車ｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間54分32秒261 河西　修一552 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｲﾁ

1時間54分36秒262 柳原　世紀880 ﾔﾅﾊﾗ ｾｲｷ

1時間54分39秒263 貞野　誠二1085 （有）さだの釣具店ｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ

1時間54分40秒264 上畑　秀治1003 ｳｴﾊﾀ ﾋﾃﾞｼﾞ

1時間54分43秒265 西岡　章二960 ＴＪＰﾆｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ

1時間54分48秒266 宮川　圭二1210 ランニングダックスﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ

1時間54分48秒267 峯田　栄一515 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ

1時間54分53秒268 久保　秀治775 チームＶＩＶＯｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間54分57秒269 流　一世10009

1時間55分13秒270 竹井　裕551 ﾀｹｲ ﾋﾛｼ

1時間55分14秒271 樫木　真仁766 ｶｼｷ ｼﾝｼﾞ

1時間55分20秒272 玉置　匡宏634 ﾀﾏｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間55分22秒273 金森　弘一郎811 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間55分32秒274 乾　健司1148 ｲﾇｲ ｹﾝｼﾞ

1時間55分45秒275 尾崎　忠男734 日本公庫ＲＣｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞｵ

1時間55分45秒276 井内　康夫825 鴨島イレブンｲｳﾁ ﾔｽｵ

1時間55分48秒277 樋口　量彦1279 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

1時間55分50秒278 寺内　寛848 日本フネンﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ

1時間55分58秒279 岡田　淳司902 三井Ｒ・Ｃｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間55分58秒280 倉本　常雄1244 ｸﾗﾓﾄ ﾂﾈｵ

1時間56分00秒281 山原　正徳1161 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

1時間56分04秒282 福田　富治537 岸化学ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｸﾀﾞ ﾖｼｼﾞ

1時間56分18秒283 森　邦夫614 ﾓﾘ ｸﾆｵ

1時間56分19秒284 中川　啓543 あおだたみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾗｸ

1時間56分25秒285 内田　順二1166 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間56分27秒286 多田　伸一726 ﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間56分43秒287 竹内　秀幸927 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間56分43秒288 竹内　富夫639 ﾀｹｳﾁ ﾄﾐｵ

1時間56分48秒289 葛西　政嗣627 ｶﾂｻｲ ﾏｻﾂｸﾞ

1時間56分54秒290 宮武　卓1038 ﾐﾔﾀｹ ﾀｶｼ

1時間56分58秒291 鈴木　昇763 惠ちゃんの風ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ

1時間57分05秒292 工藤　美智明530 風神太鼓ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｱｷ

1時間57分19秒293 中林　利美837 風流海部ＲＣﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ

1時間57分24秒294 和田　直士828 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間57分25秒295 沖津　洋一926 四国化工機㈱ｵｷﾂ ﾖｳｲﾁ

1時間57分36秒296 浦川　源三郎770 ＴＪＰｳﾗｶﾜ ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛ

1時間57分36秒297 藤井　信之1203 大東興業ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間57分48秒298 古川　勝啓1149 ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋﾛ

1時間57分49秒299 荒井　亮介1045 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間57分59秒300 永井　八郎1338 ﾅｶﾞｲ ﾊﾁﾛｳ
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1時間58分03秒301 川上　浩二1297 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

1時間58分08秒302 竹内　孝志795 ペーパーランナーズﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ

1時間58分17秒303 北野　昇955 チームひなｷﾀﾉ ﾉﾎﾞﾙ

1時間58分27秒304 橋本　光広917 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ

1時間58分27秒305 森江　孝志1111 タイガージムﾓﾘｴ ﾀｶｼ

1時間58分40秒306 甘利　哲也1042 ｱﾏﾘ ﾃﾂﾔ

1時間58分42秒307 田中　義孝1175 日本電工ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ

1時間58分56秒308 大西　篤信1120 ｵｵﾆｼ ｱﾂﾉﾌﾞ

1時間58分58秒309 近藤　孝公1080 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｷﾐ

1時間59分06秒310 元木　憲司1108 ﾓﾄｷ ｹﾝｼﾞ

1時間59分06秒311 泊　信夫919 日亜ＲＣﾄﾏﾘ ﾉﾌﾞｵ

1時間59分18秒312 山崎　裕行778 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間59分20秒313 下間　剛1234 香川ＲＣ遊ｼﾓﾏ ﾀｹｼ

1時間59分22秒314 菅　成志679 ｶﾝ ｾｲｼﾞ

1時間59分25秒315 春木　尚登1242 ﾊﾙｷ ﾋｻﾄ

1時間59分26秒316 梅本　慎二1295 ＴＪＰｳﾒﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間59分26秒317 古谷　光弘934 クリソスランニングクラブﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ

1時間59分27秒318 唐木　郁夫943 ｶﾗｷ ｲｸｵ

1時間59分29秒319 小倉　巨宜540 Team黒犬ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ

1時間59分30秒320 西村　和生729 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｵ

1時間59分34秒321 仁木　康彦975 ﾆｷ ﾔｽﾋｺ

1時間59分38秒322 辻岡　英司1349 ﾂｼﾞｵｶ ｴｲｼﾞ

1時間59分49秒323 滝沢　宏光1128 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ

1時間59分53秒324 三木　直樹1077 ﾐｷ ﾅｵｷ

2時間00分02秒325 沢田　正博1290 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間00分03秒326 前田　順二976 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間00分11秒327 西野　弘章589 牛岐RCﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ

2時間00分20秒328 笠井　健二1309 所属なしｶｻｲ ｹﾝｼﾞ

2時間00分22秒329 野上　毅509 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾖｼ

2時間00分26秒330 福本　泰弘1150 らぶＲＵＮ．Ｃ．ﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間00分35秒331 原井　光久1219 ﾊﾗｲ ﾐﾂﾋｻ

2時間00分46秒332 工藤　利夫597 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ

2時間00分51秒333 木村　茂生1135 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ

2時間00分54秒334 宮下　警一1313 ﾐﾔｼﾀ ｹｲｲﾁ

2時間01分04秒335 二宮　進一1281 ＰＨＣﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ

2時間01分12秒336 河﨑　崇883 ＫＴＲＣｶﾜｻｷ ﾀｶｼ

2時間01分17秒337 植木　康之949 ｳｴｷ ﾔｽﾕｷ

2時間01分19秒338 西岡　彰夫587 野市町愛陸会ﾆｼｵｶ ｱｷｵ

2時間01分28秒339 待田　勉1291 ﾏﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間01分51秒340 中村　逸男1189 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ

2時間01分56秒341 槇本　久一1188 なしﾏｷﾓﾄ ﾋｻｶｽﾞ

2時間01分59秒342 前田　佳宏717 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間02分05秒343 浅野　喜美雄641 TEAM★大虎ｱｻﾉ ｷﾐｵ

2時間02分05秒344 古川　賢一1010 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間02分06秒345 高見　博文1167 阿南共栄病院ﾀｶﾐ ﾋﾛﾌﾐ

2時間02分10秒346 柏木　正人1360 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ

2時間02分24秒347 古川　俊彦1098 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼﾋｺ

2時間02分25秒348 和田　大助742 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間02分34秒349 井上　弘隆715 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ

2時間02分36秒350 木村　秀行1093 走るんじょＳＰｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ
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2時間02分47秒351 河野　英徳1182 砥部町ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間02分48秒352 南谷　洋光818 牛岐ＲＣﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ

2時間02分49秒353 久門　等1147 港産業株式会社ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

2時間02分59秒354 元木　達也526 ﾓﾄｷ ﾀﾂﾔ

2時間03分09秒355 森　聡幸1037 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ

2時間03分13秒356 玉川　卓也1197 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

2時間03分21秒357 瀬戸　克将616 石井ドームｾﾄ ｶﾂﾉﾌﾞ

2時間03分31秒358 辻岡　勝則755 ﾂｼﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ

2時間03分34秒359 田中　明1020 三愛走飾倶楽部ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

2時間03分37秒360 曽我部　常美673 ｿｶﾞﾍﾞ ﾂﾈﾐ

2時間03分39秒361 梶崎　昇604 ｶｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

2時間03分40秒362 中野　和弘676 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間03分47秒363 亀井　龍哉966 鳴門ガスｶﾒｲ ﾀﾂﾔ

2時間03分50秒364 湯藤　正道555 ﾕﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ

2時間03分56秒365 三吉　通晴512 クリソスランニングクラブﾐﾖｼ ﾐﾁﾊﾙ

2時間03分57秒366 平井　英司1275 ﾋﾗｲ ｴｲｼﾞ

2時間04分06秒367 西岡　健二郎808 ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ

2時間04分08秒368 小野　敬三851 ｵﾉ ｹｲｿﾞｳ

2時間04分12秒369 福田　憲市990 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間04分13秒370 後藤　久536 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ

2時間04分20秒371 西浦　和徳780 ２４空バレー部ﾆｼｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間04分27秒372 新居　和義1138 阿波スピンドル株式会社ﾆｲ ｶｽﾞﾖｼ

2時間04分36秒373 古川　精一659 ﾌﾙｶﾜ ｾｲｲﾁ

2時間04分39秒374 増田　浩二1076 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間04分39秒375 山田　正一1079 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

2時間04分46秒376 野上　繁940 かめさんﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ

2時間04分58秒377 新田　孝文1268 ﾆｯﾀ ﾀｶﾌﾐ

2時間05分04秒378 佐川　淳一901 ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間05分10秒379 北村　敬司849 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ

2時間05分14秒380 山下　敏光772 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾐﾂ

2時間05分28秒381 丸井　文明619 ﾏﾙｲ ﾌﾐｱｷ

2時間05分29秒382 後藤　文彰692 たかし軍団ｺﾞﾄｳ ﾌﾐｱｷ

2時間05分32秒383 出口　忠昭1227 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間05分42秒384 栄　貫1270 ｻｶｴ ﾄｵﾙ

2時間05分43秒385 川田　拓司629 ☆たいのはま☆ｶﾜﾀ ﾀｸｼﾞ

2時間05分44秒386 石原　洋一653 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｲﾁ

2時間05分46秒387 小谷　卓宏1009 ｺﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

2時間05分48秒388 大西　典明953 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｱｷ

2時間05分49秒389 中野　一男549 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｵ

2時間05分51秒390 瀬尾　晃一1146 ｾｵ ｺｳｲﾁ

2時間05分53秒391 笠井　義雄1357 ｶｻｲ ﾖｼｵ

2時間05分55秒392 峯野　俊也922 八万南ＲＣﾐﾈﾉ ﾄｼﾔ

2時間05分58秒393 前田　真明969 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間06分02秒394 田村　知己918 ｅマシーンズﾀﾑﾗ ﾄﾓﾐ

2時間06分03秒395 井上　稔678 ﾊｯﾋﾟｰRDｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ

2時間06分06秒396 笠井　慎二1035 たんべＲＣｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

2時間06分06秒397 石原　譲687 石原金属ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ

2時間06分07秒398 河原　佳明794 ＴＪＰｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ

2時間06分11秒399 小川　久雄1102 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｵ

2時間06分24秒400 松浪　秀憲1190 ﾏﾂﾅﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ
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2時間06分35秒401 南出　雅已1220 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾏｻﾐ

2時間06分36秒402 ホワイト　ノーマン845 ＢＢ　Ｐｉｚｚａﾎﾜｲﾄ ﾉｰﾏﾝ

2時間06分39秒403 西窪　弘721 ﾆｼｸﾎﾞ ﾋﾛﾑ

2時間06分39秒404 田中　隆夫908 ﾀﾅｶ ﾀｶｵ

2時間06分43秒405 田中　輝男519 ﾀﾅｶ ﾃﾙｵ

2時間06分51秒406 谷口　誠527 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

2時間06分52秒407 西崎　文昭791 Ｐｏｔｔｏｄｅﾆｼｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

2時間06分53秒408 床西　功至1336 ﾄｺﾆｼ ｺｳｼﾞ

2時間06分58秒409 新居　国夫579 ﾆｲ ｸﾆｵ

2時間07分11秒410 河野　進1024 ｶﾜﾉ ｽｽﾑ

2時間07分12秒411 角田　広志662 ｶｸﾀ ﾋﾛｼ

2時間07分26秒412 伊坂　卓司920 ｲｻｶ ﾀｸｼﾞ

2時間07分28秒413 石原　一雪696 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ

2時間07分58秒414 鳥井　毅970 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ

2時間08分00秒415 麻生　利夫1151 ｱｻｵｲ ﾄｼｵ

2時間08分03秒416 野口　静男1225 ﾉｸﾞﾁ ｼｽﾞｵ

2時間08分04秒417 米澤　理文1145 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ

2時間08分11秒418 山下　康二612 かめさんﾗﾝﾅｰｽﾞﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼﾞ

2時間08分11秒419 鎌倉　英章1276 ｶﾏｸﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間08分27秒420 山下　信之1202 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間08分30秒421 山根　誠507 中国四国農政局徳島地域ｾﾝﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ

2時間08分37秒422 中野　康則534 高松信金ACﾅｶﾉ ﾔｽﾉﾘ

2時間08分41秒423 祖父江　研二745 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ

2時間08分53秒424 金澤　和宏1036 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間08分54秒425 鈴木　敏之768 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

2時間08分56秒426 東條　敬人972 まいどﾄｳｼﾞﾖｳ ﾕｷﾋﾄ

2時間09分08秒427 二宮　知也1346 ﾆﾉﾐﾔ ﾄﾓﾔ

2時間09分12秒428 笠井　宣男1264 ｶｻｲ ﾉﾌﾞｵ

2時間09分16秒429 芝山　靖二979 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾔｽｼﾞ

2時間09分22秒430 岡　正紀1302 ｵｶ ﾏｻﾉﾘ

2時間09分23秒431 平賀　智550 ﾋﾗｶﾞ ｻﾄｼ

2時間09分27秒432 竹田　保世781 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾖ

2時間09分43秒433 小原　繁758 徳島大学ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間09分46秒434 菊池　幸一691 はじめてのﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ

2時間09分47秒435 田中　義喜1048 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ

2時間09分47秒436 松本　善光1194 にゃいがーすﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ

2時間10分01秒437 森内　稔510 ﾓﾘｳﾁ ﾐﾉﾙ

2時間10分03秒438 佐藤　幸男1263 ｻﾄｳ ﾕｷｵ

2時間10分15秒439 金谷　佳和1296 ｶﾈﾔ ﾖｼｶｽﾞ

2時間10分20秒440 上山　裕二1245 ｳｴﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間10分23秒441 近藤　美暁1280 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ

2時間10分32秒442 川田　章裕1299 ｶﾜﾀ ｱｷﾋﾛ

2時間10分34秒443 徳川　哲史1002 ケセラセランナーズﾄｸｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

2時間10分41秒444 杉川　公章1252 ｽｷﾞｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間10分53秒445 岩城　正人603 ｲﾜｷ ﾏｻﾋﾄ

2時間10分59秒446 袴田　重光665 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾐﾂ

2時間11分11秒447 河野　勇511 河野家RCｶﾜﾉ ｲｻﾑ

2時間11分24秒448 安芸　誠二1329 ｱｷ ｾｲｼﾞ

2時間11分29秒449 吉成　崇769 三葉虫ＲＣﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ

2時間11分37秒450 インガム　リチャード1171 ｲﾝｶﾞﾑ ﾘﾁｬｰﾄﾞ
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2時間11分41秒451 松村　誠治1241 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｼﾞ

2時間11分50秒452 今木　幸夫514 ｲﾏｷ ﾕｷｵ

2時間11分54秒453 安藝　好信1223 ｱｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間11分55秒454 小松　道明1314 ｺﾏﾂ ﾐﾁｱｷ

2時間12分06秒455 辻岡　菊雄1021 ﾂｼﾞｵｶ ｷｸｵ

2時間12分18秒456 入江　靖彦1253 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ

2時間12分19秒457 杉山　昭彦827 ＴＪＰｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ

2時間12分22秒458 楠　忠樹10001

2時間12分23秒459 村田　茂樹719 徳島大学TJPﾑﾗﾀ ｼｹﾞｷ

2時間12分28秒460 遠藤　浅喜1121 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾖｼ

2時間12分35秒461 久米　美幸732 ＭＲｉ－ＡＣｸﾒ ﾖｼﾕｷ

2時間12分45秒462 久保　雅史1115 ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間12分45秒463 三笠　茂518 ﾐｶｻ ｼｹﾞﾙ

2時間12分48秒464 新居　康門1274 ﾆｲ ﾔｽｶﾄﾞ

2時間12分54秒465 森　章正522 ﾓﾘ ｱｷﾏｻ

2時間12分57秒466 岸　輝彦910 ｷｼ ﾃﾙﾋｺ

2時間13分08秒467 上野　貞信1355 ｳｴﾉ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ

2時間13分12秒468 野曽場　誠司1265 ﾉｿﾊﾞ ｾｲｼﾞ

2時間13分13秒469 萩原　雄一850 川島病院遊走会ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

2時間13分18秒470 小山　義教1176 日本電工ｺﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ

2時間13分23秒471 岩崎　晶夫646 いのつRCｲﾜｻｷ ｱｷｵ

2時間13分26秒472 松井　努643 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ

2時間13分29秒473 長楽　弘之531 国府ランﾁｮｳﾗｸ ﾋﾛﾕｷ

2時間13分39秒474 加藤　公一586 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

2時間13分43秒475 國安　治1078 ＰＡＤＩ　ＴＯＰＧＵＮｸﾆﾔｽ ｵｻﾑ

2時間13分48秒476 岡田　正弘1123 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間14分01秒477 市岡　勲677 ｲﾁｵｶ ｲｻｵ

2時間14分07秒478 立石　善彦822 ﾀﾃｲｼ ﾖｼﾋｺ

2時間14分09秒479 金山　史郎730 ﾉｳﾞｨﾙｶﾅﾔﾏ ｼﾛｳ

2時間14分13秒480 前橋　功705 徳大ホノマラﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ

2時間14分15秒481 石川　一平872 ｲｼｶﾜ ｲﾁﾍｲ

2時間14分22秒482 大塚　守1156 チーム源ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ

2時間14分31秒483 横山　敏春608 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ

2時間14分34秒484 江戸　英雄1112 ｴﾄﾞ ﾋﾃﾞｵ

2時間14分36秒485 柴　吉彦1345 ニママツＲＣｼﾊﾞ ﾖｼﾋｺ

2時間14分41秒486 鈴江　昌之615 ｽｽﾞｴ ﾏｻﾕｷ

2時間14分44秒487 松永　哲也1186 ＮＴＴ愛媛－夏目から世界へﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ

2時間14分44秒488 橋本　誠司1354 ﾊｼﾓﾄ ｾｲｼﾞ

2時間14分45秒489 田村　隆宏1028 チームめいそうﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間14分47秒490 森川　忠義688 はじめてのﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室ﾓﾘｶﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間14分48秒491 井上　和俊1240 城西鉄人クラブｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾄｼ

2時間14分58秒492 中野　幸雄693 石原金属ﾏﾗｿﾝ同好会ﾅｶﾉ ﾕｷｵ

2時間15分08秒493 後藤　尚司836 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ

2時間15分12秒494 三好　利孝525 ﾐﾖｼ ﾄｼﾀｶ

2時間15分24秒495 浅野　春雄1328 ｱｻﾉ ﾊﾙｵ

2時間15分26秒496 長尾　光浩816 あゆみクラブﾅｶﾞｵ ﾐﾂﾋﾛ

2時間15分30秒497 藤原　上582 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾎﾞﾘ

2時間15分31秒498 山田　節1304 チームケーﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間16分03秒499 佐河　政治630 ｻｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ

2時間16分04秒500 濱本　薫1170 ﾊﾏﾓﾄ ｶｵﾙ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　男子40歳以上

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16分10秒501 上原　敏宏923 旭ゼットｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

2時間16分14秒502 伊神　幸治1041 ｲｶﾐ ｺｳｼﾞ

2時間16分14秒503 森　行弘10004 クリソス

2時間16分39秒504 南城　高広658 ㈱よんやくﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾛ

2時間16分41秒505 川田　忠行632 ｶﾜﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ

2時間16分42秒506 杉谷　正史656 ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間16分48秒507 津村　和俊1359 ﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ

2時間16分51秒508 萩田　尚史1029 ﾊｷﾞﾀ ﾋｻｼ

2時間16分53秒509 瀬尾　孝714 ｾﾉｵ ﾀｶｼ

2時間16分53秒510 小笠原　真一1043 吉野運送ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間16分53秒511 阿部　隆博992 よしのｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間16分54秒512 登家　由光1169 ＴＪＰﾉﾎﾞﾘﾔ ﾖｼﾐﾂ

2時間16分54秒513 栗尾　清治998 ｸﾘｵ ｾｲｼﾞ

2時間16分55秒514 近藤　明生875 ホテルクレメントｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ

2時間16分58秒515 今井　明人1174 ｲﾏｲ ｱｷﾄ

2時間16分59秒516 山家　和義739 Ｙ．Ｏ．Ｓ．ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ

2時間17分04秒517 玉井　伸明878 ＲＵＮＴＭＣﾀﾏｲ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間17分08秒518 中野　博文1143 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾐ

2時間17分14秒519 白濱　徹835 西分テニスクラブｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ

2時間17分14秒520 桑平　茂508 ｸﾜﾀﾞｲﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間17分16秒521 和田　裕道787 徳大ＴＪＰﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ

2時間17分25秒522 山下　正洋1081 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間17分26秒523 佐々木　博昭932 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ

2時間17分27秒524 松本　義昭1350 石井さくら色５４会ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ

2時間17分34秒525 バイリー　デビッド1172 ﾊﾞｲﾘｰ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ

2時間17分38秒526 佐藤　仁志1306 ニシマツＲＣｻﾄｳ ﾋﾄｼ

2時間17分52秒527 勝浦　順一1066 ｶﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間18分01秒528 中川　徹男654 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂｵ

2時間18分04秒529 中田　明仁1201 大東興業ﾅｶﾀ ｱｷﾋﾄ

2時間18分09秒530 近藤　明美720 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ

2時間18分13秒531 岡本　真一郎567 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間18分26秒532 鈴江　則文1103 ｽｽﾞｴ ﾉﾘﾌﾐ

2時間18分30秒533 板東　完治834 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾝｼﾞ

2時間18分35秒534 東　利行556 アグレッシブﾋｶﾞｼ ﾄｼﾕｷ

2時間18分38秒535 宮崎　佳修1199 大東興業ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間18分46秒536 中川　勝則1119 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾉﾘ

2時間18分49秒537 村山　浩市607 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ

2時間18分51秒538 城　翠　680 Team　Condorｼﾞｮｳ ﾓｴｷﾞ

2時間18分51秒539 山本　廣次郎1142 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ

2時間19分00秒540 斎藤　忠雄674 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ

2時間19分03秒541 南　清559 ﾐﾅﾐ ｷﾖｼ

2時間19分14秒542 岡本　典明1125 ラボワークｵｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

2時間19分16秒543 田村　孝之1057 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間19分27秒544 武市　博554 HTY29ﾀｹｲﾁ ﾋﾛｼ

2時間19分30秒545 夏凪　剛洋1212 ラエリアンﾅﾂﾅｷﾞ ﾀｹﾋﾛ

2時間19分36秒546 三橋　弘治1069 ﾐﾂﾊｼ ｺｳｼﾞ

2時間19分38秒547 戸出　勝彦1052 ﾄﾃﾞ ｶﾂﾋｺ

2時間19分52秒548 濱田　浩二1273 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間19分54秒549 大西　伸正1131 ＡＤＶＳｵｵﾆｼ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間19分59秒550 沖村　大介790 ｵｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ
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2時間20分02秒551 岩原　和憲700 ｲﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間20分04秒552 貞野　光弘1311 ｻﾀﾞﾉ ﾐﾂﾋﾛ

2時間20分07秒553 高木　好史704 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間20分30秒554 藤原　真治1348 木屋平診療所ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ

2時間20分32秒555 楠　貴伸1258 ｸｽﾉｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間20分35秒556 広長　一夫617 ﾋﾛﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ

2時間20分42秒557 千田　博之807 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間20分44秒558 大倉　彰921 ｵｵｸﾗ ｱｷﾗ

2時間20分46秒559 鎌田　良明1312 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ

2時間21分04秒560 吉田　茂870 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間21分06秒561 杉村　勝正716 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾏｻ

2時間21分24秒562 友成　慎治1353 ﾄﾓﾅﾘ ｼﾝｼﾞ

2時間21分44秒563 秦　修也867 あいずみＳＣﾊﾀ ｼｭｳﾔ

2時間21分48秒564 奥田　真司749 徳島テクノｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間21分48秒565 森本　茂明553 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ

2時間21分49秒566 三木　修1266 ﾐｷ ｵｻﾑ

2時間22分04秒567 森田　朗1070 クリソスＲＣﾓﾘﾀ ｱｷﾗ

2時間22分08秒568 人見　隆雄725 ﾋﾄﾐ ﾀｶｵ

2時間22分14秒569 青柳　司561 だ・かーぽｱｵﾔｷﾞ ﾂｶｻ

2時間22分23秒570 大森　憲二1305 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間22分26秒571 徳元　敬治761 徳島かめさんＲＣﾄｸﾓﾄ ｹｲｼﾞ

2時間22分33秒572 多富　義典1159 チーム源ﾀﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ

2時間22分41秒573 大北　芳正1303 脇町税務署ｵｵｷﾀ ﾖｼﾏｻ

2時間22分46秒574 伊東　晶之1137 ｲﾄｳ ﾃﾙﾕｷ

2時間22分56秒575 武地　敏行1134 シンユウﾀｹﾁ ﾄｼﾕｷ

2時間23分15秒576 小西　壽久887 徳島県庁ｺﾆｼ ﾄｼﾋｻ

2時間23分25秒577 中谷　晴人963 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙﾋﾄ

2時間23分28秒578 鎌田　浩史869 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間23分28秒579 辻　正典652 ﾂｼﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間23分33秒580 平田　正二728 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼﾞ

2時間23分36秒581 坂東　忠志1301 パナソニックﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ

2時間23分46秒582 宮後　憲二10002

2時間23分50秒583 辰巳　忠1256 ﾀﾂﾐ ﾀﾀﾞｼ

2時間23分51秒584 河野　浩志1215 Ｇｚ－Ｆａｃｔｏｒｙｶﾜﾉ ﾋﾛｼ

2時間23分51秒585 陰山　光1058 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間24分00秒586 福見　善之618 ﾌｸﾐ ﾖｼﾕｷ

2時間24分02秒587 野村　浩二1358 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ

2時間24分06秒588 長井　正男584 徳島健走会ﾅｶﾞｲ ﾏｻｵ

2時間24分10秒589 伊勢　昌弘1288 善通寺病院ｲｾ ﾏｻﾋﾛ

2時間24分12秒590 田中　弘之888 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間24分12秒591 鎌田　研吾914 ＳＫランナーズクラブｶﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

2時間24分12秒592 児玉　忠浩913 ＳＫランニングクラブｺﾀﾞﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間24分22秒593 高原　茂之892 チームＤｏ！Ｍﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ

2時間24分30秒594 流　芳明1071 ﾅｶﾞﾚ ﾖｼｱｷ

2時間24分32秒595 姫野　昭夫1209 姫野商事ﾋﾒﾉ ｱｷｵ

2時間24分40秒596 桑内　信昭642 ｸﾜｳﾁ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間24分41秒597 竹内　郁夫1278 ﾀｹｳﾁ ｲｸｵ

2時間24分47秒598 武田　充566 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ

2時間24分59秒599 馬場　淳1214 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間25分32秒600 吉岡　敏和1267 公務員ﾖｼｵｶ ﾄｼｶｽﾞ
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2時間25分47秒601 多田　勝彦1251 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

2時間25分48秒602 三好　弘之599 T・走るんじょﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間25分59秒603 平田　哲也1099 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾔ

2時間26分09秒604 青木　伸介1074 チーム黒犬ｱｵｷ ｼﾝｽｹ

2時間26分22秒605 吉成　公志982 ２０１ＭＳＱﾖｼﾅﾘ ﾋﾛﾕｷ

2時間26分24秒606 山口　慎次792 Ｐｏｔｔｏｄｅﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間26分25秒607 伊東　清文752 Ｔｉｋｋ阪神ｲﾄｳ ｷﾖﾌﾐ

2時間26分28秒608 丸岡　淳也796 Ｔ．走るんじょﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間26分47秒609 近藤　恒1257 つばさ歯科クリニックｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ

2時間26分49秒610 遠藤　誠蔵703 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｿﾞｳ

2時間27分18秒611 清登　和也591 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｷﾖｽﾐ ｶｽﾞﾔ

2時間27分37秒612 宮本　正勝760 ハッピーＲＤﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｶﾂ

2時間28分12秒613 加地　秀司1183 ｶｼﾞ ﾋﾃﾞｼ

2時間28分53秒614 風本　茂雄611 ｶｻﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ

2時間29分07秒615 森　康弘1260 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

2時間29分24秒616 成川　修1239 ﾅﾘｶﾜ ｵｻﾑ

2時間29分46秒617 井上　泰秀904 大塚製薬工場ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ

2時間30分12秒618 吉本　克彦961 西精工マラソン部ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾋｺ

2時間30分13秒619 上村　守1017 藍住町ジョギングクラブｳｴﾑﾗ ﾏﾓﾙ

2時間30分16秒620 美崎　安司1218 兼子建設㈱ﾐｻｷ ﾔｽｼﾞ

2時間30分21秒621 清重　恒856 ｷﾖｼｹﾞ ﾋｻｼ

2時間30分25秒622 古谷　仁志852 ｺﾔ ﾋﾄｼ

2時間30分29秒623 森本　忠義909 チーム黒犬ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間30分47秒624 坂東　光彦571 徳島県OL協会ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋｺ

2時間30分51秒625 大坪　巧668 チーム屋島ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾐ

2時間31分55秒626 柳原　一雄613 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

2時間31分55秒627 湊　雅史1315 ﾐﾅﾄ ﾏｻﾌﾐ

2時間32分01秒628 藤井　忠大1216 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間32分06秒629 松木　忍1298 ﾏﾂｷﾞ ｼﾉﾌﾞ

2時間32分20秒630 仁木　公弘1177 ﾆｷ ｷﾐﾋﾛ

2時間32分38秒631 福島　幸生944 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ

2時間32分48秒632 山内　英樹895 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

2時間32分51秒633 野口　俊治504 ハッピーRDﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ

2時間33分06秒634 工藤　利明570 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ

2時間33分07秒635 田渕　宏樹1019 建築士会美馬支部青年部ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ

2時間33分13秒636 堀部　耕一839 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｲﾁ

2時間33分22秒637 菅澤　美廣573 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間33分29秒638 山下　治郎657 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞﾛｳ

2時間33分40秒639 河村　春旗1249 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ

2時間33分44秒640 宮本　輝章779 ＦＳＣＳﾐﾔﾓﾄ ﾃﾙｱｷ

2時間34分19秒641 三宅　宗靖1333 ﾐﾔｹ ﾑﾈﾔｽ

2時間34分37秒642 山口　勝敏645 TJPﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ

2時間35分15秒643 杉山　日出男649 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ

2時間35分15秒644 中野　道明1008 ﾅｶﾉ ﾐﾁｱｷ

2時間35分17秒645 木下　靖二1056 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｼﾞ

2時間35分24秒646 上原　一晃546 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾃﾙ

2時間35分52秒647 小澤　七郎523 ｵｻﾞﾜ ﾋﾁﾛｳ

2時間35分55秒648 酒巻　洋663 RUNTMCｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ

2時間36分32秒649 田村　和幸1262 全農ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

2時間36分35秒650 樋上　義彦847 ﾋｶﾐ ﾖｼﾋｺ
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ハーフマラソン　男子40歳以上
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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36分42秒651 久米　康弘701 走RUNDAYｸﾒ ﾔｽﾋﾛ

2時間36分47秒652 以西　泰宏1034 ｲｻｲ ﾔｽﾋﾛ

2時間37分39秒653 山本　規嗣513 走るんじょﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾂｸﾞ

2時間37分43秒654 岡　秀信1025 ｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

2時間38分06秒655 塩津　祥裕1178 徳島通運鳴門支店ｼｵﾂ ﾖｼﾋﾛ

2時間38分12秒656 田上　裕之1352 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

2時間38分15秒657 綿谷　忠雄520 ﾊｯﾋﾟｰ徳島ﾜﾀﾀﾞﾆ ﾀﾀﾞｵ

2時間38分24秒658 数胴　利則547 ｽﾄﾞｳ ﾄｼﾉﾘ

2時間38分29秒659 井上　裕久588 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾋｻ

2時間38分44秒660 吉藤　尚635 徳大TJPﾖｼﾌｼﾞ ﾋｻｼ

2時間38分56秒661 浦上　豊治1173 阿波マリンｳﾗｶﾐ ﾄﾖｼﾞ

2時間39分03秒662 清水　裕711 徳教空群ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ

2時間39分07秒663 鈴木　光雄622 徳大TJPｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ

2時間39分10秒664 桑原　繁596 ｸﾜﾊﾗ

2時間39分53秒665 多可　義郎528 TJPﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ

2時間40分12秒666 藤田　俊明1283 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｱｷ

2時間40分19秒667 柳原　隆1232 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ

2時間40分24秒668 露口　茂1089 ﾂﾕｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ

2時間40分41秒669 山内　直人1162 日野谷ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾄ

2時間40分54秒670 阿部　敏和695 鴨島ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｱﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ

2時間41分38秒671 佐々木　康浩995 ｻｻｷ ﾔｽﾋﾛ

2時間42分01秒672 阪田　眞也565 ｻｶﾀ ｼﾝﾔ

2時間42分23秒673 岡田　洋治1320 徳島県中小企業青年中央会ｵｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ

2時間42分27秒674 米澤　裕文516 クラブさくらﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

2時間42分28秒675 田村　茂人1319 徳島県中小企業青年中央会ﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾄ

2時間42分29秒676 斉藤　龍太1325 徳島県中小企業青年中央会ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ

2時間43分04秒677 舟澤　克己744 ﾌﾅｻﾜ ｶﾂﾐ

2時間43分12秒678 温井　良昌1261 ﾇｸｲ ﾖｼﾏｻ

2時間43分38秒679 都築　州廣577 ﾂﾂﾞｷ ｸﾆﾋﾛ

2時間44分16秒680 西村　正一1307 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ

2時間44分22秒681 大持　安博756 ｵｵﾓﾁ ﾔｽﾋﾛ

2時間45分02秒682 石川　敏久894 チームＫｲｼｶﾜ ﾄｼﾋｻ

2時間45分46秒683 上田　健一1155 チーム源ｳｴﾀ ｹﾝｲﾁ

2時間45分48秒684 田中　清章1180 ﾀﾅｶ ｷﾖﾌﾐ

2時間45分56秒685 洙田　博之1254 ﾅﾒﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間45分59秒686 飯原　清隆1292 つるぎ町立半田病院ｲｲﾊﾗ ｷﾖﾀｶ

2時間46分07秒687 石田　虎雄564 ｲｼﾀﾞ ﾄﾗｵ

2時間46分35秒688 田中　淳1341 コンスト★２２ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ

2時間46分52秒689 江口　美史991 石原金属マラソン部ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ

2時間48分26秒690 藤枝　忠志718 斉藤ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間48分50秒691 川原　誠二973 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ

2時間49分47秒692 三好　一文609 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾌﾐ

2時間50分42秒693 尾崎　剛1113 ｵｻﾞｷ ﾂﾖｼ

2時間51分05秒694 高見　和孝636 ﾊｯﾋﾟｰR・Dﾀｶﾐ ｶｽﾞﾀｶ

2時間51分23秒695 高橋　武雄562 徳島健走会ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ

2時間51分30秒696 津山　和弘1122 ﾂﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間51分45秒697 大?　信一605 ｵｵｶｹﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ

2時間52分26秒698 橋本　恵二984 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ

2時間53分06秒699 加藤　義行684 ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ

2時間53分49秒700 釣井　哲1107 ﾂﾙｲ ｻﾄｼ
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2時間54分02秒701 林　保1344 コンスト★２２ﾊﾔｼ ﾀﾓﾂ

2時間54分10秒702 堀　洋二623 ﾎﾘ ﾖｳｼﾞ

2時間54分21秒703 塩谷　美千彦838 ｼｵﾀﾆ ﾐﾁﾋｺ

2時間54分27秒704 梶村　鉄次1228 ｶｼﾞﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

2時間54分45秒705 金井　敏彰741 Ｔｉｋｋ阪神ｶﾅｲ ﾄｼｱｷ

2時間54分49秒706 富永　一1238 クリソスランニグクラブﾄﾐﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ

2時間56分55秒707 伊沢　靖志1200 ｲｻﾜ ﾔｽｼ

3時間00分54秒708 國見　幸太郎733 ｸﾆﾐ ｺｳﾀﾛｳ

3時間00分55秒709 浅山　直慰1340 鴨島ランナーズクラブｱｻﾔﾏ ﾀﾀﾞﾔｽ

3時間01分22秒710 丸山　和伸1068 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

3時間01分38秒711 山口　益弘1087 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｽﾋﾛ

3時間03分10秒712 山城　裕1086 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛｼ

3時間04分59秒713 上野　準一683 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

3時間05分38秒714 前田　智行1347 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ
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