
- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

3km  男子中学生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2013.3.17(日） 

スタート： 11:10:00

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

10分01秒1 河野　駿2426 鴨島第一中学校ｶﾜﾉ ｼｭﾝ

10分02秒2 板東　耕平2406 城ノ内中学校ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

10分10秒3 井内　優輔2420 小松島中学校ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ

10分22秒4 山口　健太2408 徳島中学校ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

10分38秒5 髙田　稜2422 小松島中学校ﾀｶﾀ ﾘｮｳ

10分45秒6 寿須　里空2435 鴨島第一中学校ｽﾐｽ ﾘｸｳ

10分54秒7 廣光　諒輔2425 高知学芸中学校ﾋﾛﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ

10分55秒8 濱田　颯太2409 鴨島第一中学校ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ

10分57秒9 足立　遼太郎2410 徳島中学校ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

10分59秒10 浅野　拓実2405 吉野中学校ｱｻﾉ ﾀｸﾐ

11分03秒11 樫原　大雅2436 鴨島第一中学校ｶｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ

11分07秒12 古髙　瑞樹2457 高浦中学校ｺﾀｶ ﾐｽﾞｷ

11分11秒13 川上　智寛2456 石井中学校ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾋﾛ

11分17秒14 釜　直矢2423 神山東中学校ｶﾏ ﾅｵﾔ

11分18秒15 以西　昭海2424 石井中学校ｲｻｲ ﾊﾙﾐ

11分23秒16 井上　瑶貴2471 鴨島東中学校ｲﾉｳｴ ﾀﾏｷ

11分24秒17 桒田　泰典2485 鴨島東中学校ｸﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ

11分35秒18 盛　彰真2489 鴨島東中学校ﾓﾘ ｼｮｳﾏ

11分46秒19 十河　寛太2432 鴨島第一中学校ｿｶﾞﾜ ｶﾝﾀ

11分50秒20 藤井　海音2477 鴨島東中学校ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ

11分53秒21 佐藤　祐2472 鴨島東中学校ｻﾄｳ ﾕｳ

12分01秒22 佐藤　綜太2411 徳島中学校ｻﾄｳ ｿｳﾀ

12分07秒23 立石　雄?大2401 鳴門教育大学付属中学校ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾄ

12分17秒24 藤原　翔2487 鴨島東中学校ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳ

12分19秒25 阿部　寛生2463 鴨島東中学校ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ

12分39秒26 表原　翼2441 国府支援学校ｵﾓﾃﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ

12分41秒27 盛　裕貴2478 鴨島東中学校ﾓﾘ ﾕｳｷ

12分43秒28 安井　孝樹2444 国府支援学校ﾔｽｲ ﾀｶｷ

12分46秒29 近藤　拓海2428 鴨島第一中学校ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

12分48秒30 矢部　拓実2427 鴨島第一中学校ﾔﾍﾞ ﾀｸﾐ

12分51秒31 北川　祐2431 鴨島第一中学校ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳ

12分55秒32 桂　洋輔2461 鴨島東中学校ｶﾂﾗ ﾖｳｽｹ

12分57秒33 杉村　亮治2469 鴨島東中学校ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ

12分58秒34 上田　朝日2465 鴨島東中学校ｳｴﾀ ｱｻﾋ

12分58秒35 下藤　京弥2482 鴨島東中学校ｼﾓﾌｼﾞ ｷｮｳﾔ

13分14秒36 中川　大輝2434 鴨島第一中学校ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｷ

13分22秒37 山田　雅史2480 鴨島東中学校ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ

13分23秒38 盛　伊吹2483 鴨島東中学校ﾓﾘ ｲﾌﾞｷ

13分25秒39 上杉　礼央2416 松茂中学校ｳｴｽｷﾞ ﾚｵ

13分26秒40 橋本　侑磨2417 鳴門第一中学校ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ

13分27秒41 岸田　竜二2460 鴨島東中学校ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

13分29秒42 真鍋　颯汰2473 鴨島東中学校ﾏﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

13分44秒43 桑城　祐太2484 鴨島東中学校ｸﾜｷ ﾕｳﾀ

13分45秒44 大西　友樹2455 石井中学校ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ

13分46秒45 堺　勇斗2413 上八万中学校ｻｶｲ ﾕｳﾄ

13分50秒46 澁川　祐輔2459 鴨島東中学校ｼﾌﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ

13分51秒47 澤井　虎太郎2468 鴨島東中学校ｻﾜｲ ｺﾀﾛｳ

13分53秒48 藤本　隼丞2467 鴨島東中学校ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

14分01秒49 白川　真太郎2415 上八万中学校ｼﾗｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

14分03秒50 香川　紘輝2466 鴨島東中学校ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ
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14分08秒51 市川　雄大2462 鴨島東中学校ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

14分10秒52 西條　隼斗　2433 鴨島第一中学校ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾔﾄ

14分11秒53 鈴木　新大2430 鴨島第一中学校ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ

14分19秒54 宮田　健志郎2439 国府支援学校ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾛｳ

14分31秒55 吉川　貴大2445 国府支援学校ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

14分45秒56 金山　翔矢2464 鴨島東中学校ｶﾅﾔﾏ ｼｮｳﾔ

14分58秒57 森西　太一2479 鴨島東中学校ﾓﾘﾆｼ ﾀｲﾁ

15分12秒58 酒巻　伶央2419 北島中学校ｻｶﾏｷ ﾚｵ

15分18秒59 網干　綺斗2421 八万中学校ｱﾎﾞｼ ｱﾔﾄ

15分24秒60 宮田　健伸2440 国府支援学校ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾝ

15分25秒61 奥平　雅也2450 国府支援学校ｵｸﾋﾗ ﾏｻﾔ

15分26秒62 高橋　克英2486 鴨島東中学校ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋﾃﾞ

15分34秒63 山田　貴史2481 鴨島東中学校ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

15分49秒64 檜尾　亮太2453 国府支援学校ﾋﾉｷｵ ﾘｮｳﾀ

15分54秒65 東　容平2443 国府支援学校ﾋｶﾞｼ ﾖｳﾍｲ

16分04秒66 桜井　裕一朗2442 国府支援学校ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

16分19秒67 大住　匠2414 上八万中学校ｵｵｽﾐ ﾀｸﾐ

16分25秒68 近久　隼人2490 鴨島東中学校ﾁｶﾋｻ ﾊﾔﾄ

16分27秒69 田村　季也2476 鴨島東中学校ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ

16分37秒70 秋山　且人2448 国府支援学校ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾄ

16分37秒71 杉本　拓矢2452 国府支援学校ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ

16分39秒72 一宮　篤史2475 鴨島東中学校ｲﾁﾐﾔ ｱﾂｼ

17分04秒73 藤本　秋2429 鴨島第一中学校ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ

17分44秒74 梅本　誠也2449 国府支援学校ｳﾒﾓﾄ ｾｲﾔ

18分33秒75 片岡　徹2451 国府支援学校ｶﾀｵｶ ﾄｵﾙ

19分36秒76 松浦　健太2438 国府支援学校ﾏﾂｳﾗ ｹﾝﾀ

26分13秒77 平島　遼也2454 国府支援学校ﾋﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ

26分46秒78 井坂　孝洋2446 国府支援学校ｲｻｶ ﾀｶﾋﾛ

33分15秒79 酒井　圭大2447 国府支援学校ｻｶｲ ｹｲﾀ
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