
- 第１９回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

ハーフマラソン　男子60歳以上
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/11/24

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間32分03秒1 河野　正秀3011 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間35分37秒2 高津　洋介3140 ﾀｶﾂ ﾖｳｽｹ

1時間36分36秒3 阿木　孝行3035 ｱｷ ﾀｶﾕｷ

1時間38分18秒4 瀧上　安二3021 ﾀｷｶﾞﾐ ﾔｽｼﾞ

1時間38分35秒5 近藤　稔3125 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ

1時間41分04秒6 山田　啓介3064 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間42分08秒7 勢井　正則3084 ｾｲ ﾏｻﾉﾘ

1時間42分12秒8 木山　一成3079 ｷﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ

1時間42分29秒9 竹内　正3078 ﾀｹｳﾁ ﾀﾀﾞｼ

1時間42分59秒10 山下　広高3004 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾀｶ

1時間48分43秒11 真野　博馬3036 ﾏﾉ ﾋﾛﾒ

1時間49分45秒12 早渡　輝弘3145 ﾊﾔﾜﾀﾘ ﾃﾙﾋﾛ

1時間52分08秒13 江川　彰則3046 ｴｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ

1時間52分20秒14 庄野　憲二3124 ｼｮｳﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間54分17秒15 長井　和秀3019 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間54分39秒16 網田　克明3027 ｱﾐﾀ ｶﾂｱｷ

1時間55分06秒17 近藤　仁志3105 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ

1時間55分10秒18 平野　善彦3005 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋｺ

1時間55分24秒19 田中　由春3014 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ

1時間55分45秒20 四宮　耕一3006 ｼﾉﾐﾔ ｺｳｲﾁ

1時間56分16秒21 髙丸　道信3009 ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

1時間56分38秒22 西本　孝則3097 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

1時間57分59秒23 谷　正博3137 ﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

1時間58分22秒24 檜垣　勇慈3088 ﾋｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ

1時間58分59秒25 妹尾　良雄3024 ｾﾉｵ ﾖｼｵ

1時間59分22秒26 勝又　雅昭3114 ｶﾂﾏﾀ ﾏｻｱｷ

2時間00分13秒27 若林　万寿雄3110 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷｵ

2時間00分26秒28 佐々木　健二3096 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ

2時間00分31秒29 平　悌尚3052 ﾀｲﾗ ﾔｽﾅｵ

2時間01分35秒30 奥村　泰造3040 ｵｸﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ

2時間02分34秒31 竹路　正行3023 ﾀｹｼﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間02分46秒32 鈴江　安男3076 ｽｽﾞｴ ﾔｽｵ

2時間03分13秒33 山本　泰夫3103 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

2時間03分27秒34 河野　順3049 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間03分47秒35 葛谷　信也3065 ｸｽﾞﾀﾆ ｼﾝﾔ

2時間03分49秒36 元木　達也3083 ﾓﾄｷ ﾀﾂﾔ

2時間04分17秒37 堺　祥展3118 ｻｶｲ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間04分38秒38 竹田　利吉3086 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ

2時間05分05秒39 山田　正一3053 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

2時間05分49秒40 髙石　正治3015 ﾀｶｲｼ ﾏｻﾊﾙ

2時間06分16秒41 近藤　明美3122 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ

2時間06分50秒42 寺内　寛3001 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ

2時間06分54秒43 青木　浩次3061 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ

2時間07分25秒44 立川　清美3002 ﾀﾁｶﾜ ｷﾖﾐ

2時間07分34秒45 平尾　直幸3048 ﾋﾗｵ ﾅｵﾕｷ

2時間08分19秒46 祖父江　正憲3066 ｿﾌｴ ﾏｻﾉﾘ

2時間08分52秒47 宮後　憲二3060 ﾐﾔｺﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間08分54秒48 乾　貴博3139 ｲﾇｲ ﾀｶﾋﾛ

2時間10分08秒49 平田　守3077 ﾋﾗﾀ ﾏﾓﾙ

2時間11分07秒50 佐野　泰弘3129 ｻﾉ ﾔｽﾋﾛ
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2時間11分54秒51 南谷　季信3119 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ｽｴﾉﾌﾞ

2時間11分55秒52 河野　貴広3093 ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ

2時間12分28秒53 森　廣文3120 ﾓﾘ ﾋﾛﾌﾐ

2時間13分28秒54 多田　伸一3128 ﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間14分31秒55 藤村　敏夫3032 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄｼｵ

2時間14分40秒56 暮石　洋3051 ｸﾚｲｼ ﾋﾛｼ

2時間14分44秒57 奥田　一晶3146 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

2時間14分46秒58 井上　弘隆3071 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ

2時間15分36秒59 山内　金一3111 ﾔﾏｳﾁ ｷﾝｲﾁ

2時間17分15秒60 長井　正男3017 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｵ

2時間18分44秒61 川又　巧3067 ｶﾜﾏﾀ ﾀｸﾐ

2時間19分13秒62 梅本　慎二3072 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2時間19分20秒63 野上　毅3026 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾖｼ

2時間19分25秒64 松本　憲二3018 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間19分45秒65 中林　利美3044 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ

2時間21分23秒66 新田　隆士3037 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ

2時間21分24秒67 松本　司3070 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ

2時間21分48秒68 井上　達雄3029 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｵ

2時間22分45秒69 板東　敏之3127 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ

2時間23分31秒70 横関　敏彦3143 ﾖｺｾﾞｷ ﾄｼﾋｺ

2時間24分26秒71 桐井　義弘3147 ｷﾘｲ ﾖｼﾋﾛ

2時間25分30秒72 上畑　秀治3144 ｳｴﾊﾀ ﾋﾃﾞｼﾞ

2時間25分57秒73 勝浦　忠孝3092 ｶﾂｳﾗ ﾀﾀﾞﾀｶ

2時間26分01秒74 太田　博文3101 ｵｵﾀ ﾋﾛﾌﾐ

2時間27分09秒75 井上　敏彦3080 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋｺ

2時間27分14秒76 佐々木　博昭3047 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ

2時間28分34秒77 湯浅　幸昭3126 ﾕｱｻ ﾕｷｱｷ

2時間29分48秒78 宮本　由久3130 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

2時間30分16秒79 湯浅　勉3025 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ

2時間30分47秒80 森田　朗3013 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ

2時間31分01秒81 西岡　賢次3041 ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞ

2時間31分33秒82 遠藤　浅喜3012 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾖｼ

2時間31分59秒83 梶崎　昇3068 ｶｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

2時間32分15秒84 須見　力3132 ｽﾐ ﾁｶﾗ

2時間32分32秒85 三好　利孝3057 ﾐﾖｼ ﾄｼﾀｶ

2時間32分38秒86 森川　明3008 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾗ

2時間33分07秒87 小原　繁3082 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間33分20秒88 荒木　義雄3031 ｱﾗｷ ﾖｼｵ

2時間35分29秒89 岡田　進3010 ｵｶﾀﾞ ｽｽﾑ

2時間35分39秒90 石原　譲3106 ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ

2時間36分20秒91 田中　良昭3045 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

2時間38分22秒92 本木　善訓3133 ﾓﾄｷ ﾖｼﾉﾘ

2時間38分35秒93 安岡　道博3043 ﾔｽｵｶ

2時間39分09秒94 松浦　克昌3003 ﾏﾂｳﾗ ｶﾂﾏｻ

2時間40分02秒95 松村　卓司3050 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

2時間40分56秒96 金谷　佳和3131 ｶﾅﾔ ﾖｼｶｽﾞ

2時間41分03秒97 松浦　昭雄3042 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｵ

2時間43分11秒98 杉村　勝正3030 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾏｻ

2時間43分25秒99 後藤　久3022 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ

2時間43分28秒100 多可　義郎3091 ﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ
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2時間44分19秒101 森﨑　哲男3038 ﾓﾘｻｷ ﾃﾂｵ

2時間45分10秒102 森　大二3123 ﾓﾘ ﾀﾞｲｼﾞ

2時間45分34秒103 大北　芳正3089 ｵｵｷﾀ ﾖｼﾏｻ

2時間46分04秒104 長谷川　耕二郎3148 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ

2時間47分06秒105 板東　敏夫3034 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ

2時間48分27秒106 林　茂幸3062 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ

2時間49分09秒107 桑原　繁3090 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間50分44秒108 山根　廣信3100 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間54分05秒109 先田　敏夫3054 ｻｷﾀ ﾄｼｵ

2時間55分53秒110 前橋　功3058 ﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ

2時間56分51秒111 東端　久和3138 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾋｻｶｽﾞ
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