
- 第13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16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2014.3.16(日） 

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09分39秒1 和田　壮平1197 徳島市陸協ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ

1時間11分09秒2 片山　弘之1063 徳島市体育振興公社ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間12分27秒3 松本　匠1445 徳島市陸協ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ

1時間13分35秒4 石川　佳彦1136 日亜化学ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ

1時間14分18秒5 深見　真宏1403 徳島中央広域連合ﾌｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

1時間14分32秒6 野々村　哲也1010 徳島大学ﾉﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ

1時間15分48秒7 武谷　佳典1287 日亜化学ﾀｹﾔ ﾖｼﾉﾘ

1時間17分56秒8 樫本　篤実1232 ＢＵＲＬＥＳＣＡｶｼﾓﾄ ｱﾂﾐ

1時間19分21秒9 井上　直人1211 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾄ

1時間20分18秒10 臼田　祐基1067 徳島健祥会福祉専門学校ｳｽﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間21分08秒11 直　潤1116 チームぢょぐﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間22分18秒12 片岡　裕貴1280 ジャランジャランｶﾀｵｶ ﾋﾛｷ

1時間22分19秒13 永井　勝美1308 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾐ

1時間22分27秒14 都留　誠1210 ﾂﾙ ﾏｺﾄ

1時間23分26秒15 木原　佑介1203 徳島銀行ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1時間23分47秒16 岩佐　保昭1364 ２４ＦＳｲﾜｻ ﾔｽｱｷ

1時間23分57秒17 近藤　栄六1070 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲﾛｸ

1時間24分34秒18 赤澤　篤志1086 ｱｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間25分02秒19 大森　健一1127 四国医療技術専門学校ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

1時間25分24秒20 小川　善男1290 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ

1時間25分41秒21 大東　貘1108 王子製紙ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ

1時間25分57秒22 山平　和也1355 日亜化学ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間26分06秒23 市原　誠1311 チーム★大虎ｲﾁﾊﾗ ﾏｺﾄ

1時間26分12秒24 栗栖　香1076 ｸﾘｽ ｶｵﾙ

1時間26分12秒25 白石　晃大1268 オレンジリボンｼﾗｲｼ ｱｷﾋﾛ

1時間26分24秒26 ダフィ　リチャード1341 ﾀﾞﾌｨ ﾘﾁｬｰﾄﾞ

1時間26分25秒27 猪井　秀哉1427 ｲﾉｲ ﾋﾃﾞﾔ

1時間26分41秒28 片山　武紀1132 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ

1時間26分43秒29 戎井　正治10012 ｴﾋﾞｽｲ ﾏｻﾊﾙ

1時間26分44秒30 畠田　康弘1281 ジャランジャランﾊﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間26分45秒31 山本　大貴1212 徳島大学ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ

1時間27分33秒32 佐野　正明1343 ＴＥＡＭ★大虎ｻﾉ ﾏｻｱｷ

1時間27分50秒33 井内　健太1155 日亜化学工業ｲﾉｳﾁ ｹﾝﾀ

1時間27分55秒34 森　貴明1034 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ

1時間27分59秒35 石川　洋平1128 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間28分38秒36 作本　匠1219 モリソックｻｸﾓﾄ ﾀｸﾐ

1時間28分40秒37 梶本　秀昭1012 板東接骨院RCｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間28分54秒38 林　康之1137 日亜ＲＣﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ

1時間28分55秒39 久米　輝彦1091 日亜ＲＣｸﾒ ﾃﾙﾋｺ

1時間29分35秒40 武市　正明1215 ﾀｹｲﾁ ﾏｻｱｷ

1時間29分35秒41 吉田　侑祐1300 日亜化学工業陸上部ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間29分39秒42 竹内　義明1006 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ

1時間29分41秒43 伊藤　太三郎1292 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｻﾌﾞﾛｳ

1時間30分05秒44 後藤田　匠1023 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間30分44秒45 松永　茂1334 大塚製薬ＲＣﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間30分44秒46 明崎　雄一1174 かめさんランナーズｱｷｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

1時間31分14秒47 新居　伸二1097 ＴＲＣﾆｲ ｼﾝｼﾞ

1時間31分39秒48 細川　剛志1407 ﾎｿｶﾜ ﾀｹｼ

1時間31分44秒49 坂東　久光1011 ﾙﾈｻｽ西条ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾐﾂ

1時間31分52秒50 高橋　知之1258 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ
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1時間32分03秒51 宮田　光1282 ジャランジャランﾐﾔﾀ ﾋｶﾙ

1時間32分21秒52 田中　隆寛1165 綾川ＡＣﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間33分00秒53 石川　俊平1322 ＯＰＲＣｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間33分12秒54 安岐　誠二1105 川崎しわしわＪｱｷ ｾｲｼﾞ

1時間33分18秒55 阪中　洋1366 福助工業ｻｶﾅｶ ﾋﾛｼ

1時間33分38秒56 後藤　優樹1122 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

1時間33分48秒57 兵庫　竜司1179 ２４ＦＳﾋｮｳｺﾞ ﾘｭｳｼﾞ

1時間34分23秒58 細川　寛1029 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間34分42秒59 山路　大樹1367 福助工業ﾔﾏｼﾞ ﾀﾞｲｷ

1時間34分52秒60 築添　祝久1022 ﾂｷｿﾞｴ ﾉﾘﾋｻ

1時間35分06秒61 髙本　昌和1041 自衛隊ﾀｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

1時間35分29秒62 木村　篤司1279 ｷﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間35分50秒63 泉　千尋1336 ｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ

1時間36分01秒64 三好　寿和1036 ﾁｰﾑ練ﾐﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ

1時間36分04秒65 吉田　明弘1459 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間36分33秒66 西田　篤史1223 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間36分51秒67 橋本　俊介1469 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

1時間37分09秒68 田中　淳也1195 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間37分16秒69 津山　誠治1094 ﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間37分22秒70 小角　聡志1418 石井小学校ｺｽﾐ ｻﾄｼ

1時間38分02秒71 板崎　貴史1129 ｲﾀｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間38分15秒72 大石　泰宏1286 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ

1時間38分19秒73 三浦　誠一1304 ２４ＦＳﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ

1時間38分47秒74 菅野　晴基1307 ｽｶﾞﾉ ﾊﾙｷ

1時間38分52秒75 横手　善弘1468 日亜ＲＣﾖｺﾃ ﾖｼﾋﾛ

1時間39分01秒76 尾田　智哉1254 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾔ

1時間39分04秒77 和渕　孝行1320 日亜化学ﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

1時間39分10秒78 加藤　順也1204 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間39分24秒79 曽我部　慎也1035 SON愛媛ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ

1時間39分29秒80 赤澤　裕治1218 チーム栄光ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間39分44秒81 山本　昇司1293 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

1時間39分48秒82 髙橋　健治1026 ALSOKﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ

1時間39分51秒83 岡部　隆幸1233 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間40分17秒84 登　基二1082 ﾉﾎﾞﾘ ﾓﾄﾂｸﾞ

1時間40分19秒85 表原　武史1363 日亜ＲＣｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間40分29秒86 西岡　優1123 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾙ

1時間40分41秒87 北岡　拓也1056 ｷﾀｵｶ

1時間40分43秒88 井上　秀之1285 城西病院ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間40分46秒89 西村　正照1055 ﾆｼﾑﾗ

1時間40分46秒90 玉田　文紀1196 ﾀﾏﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ

1時間40分58秒91 和田　有平1375 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

1時間41分11秒92 澤野　力也1019 ｻﾜﾉ ﾘｷﾔ

1時間41分12秒93 兼松　正好1350 走ＲＵＮＤＡＹｶﾈﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

1時間41分14秒94 大下　和久1104 日亜化学ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ

1時間41分20秒95 吉本　真一郎1083 ﾁｰﾑ源ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間41分58秒96 田丸　貴博1273 法務省ﾀﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ

1時間42分05秒97 矢三　智彦1415 なしﾔｿ ﾄﾓﾋｺ

1時間42分10秒98 大塚　徹1216 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ

1時間42分12秒99 鈴江　康文1361 ＴＥＡＭ８８ｽｽﾞｴ ﾔｽﾌﾐ

1時間42分21秒100 野田　利紀1092 徳島県立中央病院ﾉﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ
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1時間42分22秒101 田野　学1114 ﾀﾉ ﾏﾅﾌﾞ

1時間42分24秒102 椙原　康仁1080 古堂組ｽｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ

1時間42分40秒103 内田　克浩1042 ｳﾁﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

1時間42分51秒104 吉川　真平1054 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間43分18秒105 河野　裕明1393 徳島県中愛走会ｶﾜﾉ ﾋﾛｱｷ

1時間43分20秒106 久米　陽介1229 ＳＵＮＳＴＡＲｸﾒ ﾖｳｽｹ

1時間43分28秒107 片山　彰仁1214 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾄ

1時間43分40秒108 三谷　達史1224 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ

1時間43分45秒109 松本　晴彦1338 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ

1時間43分46秒110 国平　雅信1332 四国ガスｸﾆﾋﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間44分11秒111 須原　亮1297 日亜化学ｽﾊﾗ ﾘﾖｳ

1時間44分12秒112 加藤　正広1125 四国三郎マラソンクラブｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

1時間44分45秒113 藤田　裕樹1124 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ

1時間44分47秒114 田窪　哲也1295 王子製紙ﾀｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ

1時間44分51秒115 小山　智宏1107 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

1時間44分51秒116 内海　雄一1157 ｳﾂﾐ ﾕｳｲﾁ

1時間45分04秒117 中村　誠1118 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

1時間45分15秒118 杉山　知哉1159 四国電気保安協会ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ

1時間45分26秒119 武市　郁夫1115 ヴォルサポﾀｹｲﾁ ｲｸｵ

1時間45分29秒120 牛尾　研太1146 山全ｳｼｵ ｹﾝﾀ

1時間45分33秒121 大久保　将大1139 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間45分51秒122 二宮　岳洋1040 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｹﾋﾛ

1時間47分00秒123 犬伏　英樹1138 ｲﾇﾌﾞｼ ﾋﾃﾞｷ

1時間47分05秒124 金丸　裕司1134 ＮＥＸＣＯｶﾅﾏﾙ ﾕｳｼﾞ

1時間47分33秒125 中務　和視1437 ﾅｶﾂｶｻ ｶｽﾞﾐ

1時間47分37秒126 阿部　高美1356 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐ

1時間47分41秒127 小松　智徳1043 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲｺﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ

1時間47分47秒128 坂本　大樹1152 ４３クラブｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

1時間47分48秒129 髙木　幸弘1145 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間47分49秒130 岩井　誠1025 ﾁｰﾑぢょぐｲﾜｲ ﾏｺﾄ

1時間48分08秒131 木村　圭児1188 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ

1時間48分15秒132 甲斐　慎一1150 舞雀連ｶｲ ｼﾝｲﾁ

1時間48分50秒133 金澤　顕之1007 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間48分52秒134 枝澤　裕司1208 四国化工機ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間48分54秒135 久保　俊普1228 ＲＺＭｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間48分56秒136 青木　崇晃1294 三井　Ｒ．Ｃｱｵｷ ﾀｶｱｷ

1時間49分01秒137 粟飯原　崇1242 メディコムｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間49分06秒138 飯尾　智孫1175 にぎたつグレ友会ｲｲｵ ﾄﾓﾋｺ

1時間49分12秒139 好井　亮平1068

1時間49分24秒140 米澤　昌志1222 光食品株式会社ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻｼ

1時間49分29秒141 西條　友昭1450 大一器械ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓｱｷ

1時間49分38秒142 近藤　祐介1261 つるぎＲＣｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

1時間49分55秒143 武林　利幸1255 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ

1時間50分28秒144 山上　展也1253 チーム三愛ﾔﾏｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾔ

1時間51分15秒145 岩野　智史1095 緑風会ｲﾜﾉ ｻﾄｼ

1時間51分24秒146 竹内　智一1183 小川製作所ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間51分28秒147 鎌田　真1374 四計ランナーズｶﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間51分31秒148 小川　泰明1173 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ

1時間51分57秒149 富谷　聖司1352 ﾄﾐﾀﾆ ｾｲｼﾞ

1時間52分06秒150 田村　和也1408 ＮＲＣﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ
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1時間52分11秒151 大島　キヨシ1337 キヨシ軍団ｵｵｼﾏ ｷﾖｼ

1時間52分15秒152 春名　浩司1031 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ

1時間52分28秒153 坂本　昌郎1430 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｵ

1時間52分30秒154 橋本　慎司1167 ＤＮＰ四国ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間52分35秒155 赤川　優作1246 チーム９ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ

1時間52分39秒156 川崎　達也1301 ｶﾜｻｷ ﾀﾂﾔ

1時間52分46秒157 岡本　雅之1327 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間52分53秒158 武知　勝1362 徳島県企業局ﾀｹﾁ ﾏｻﾙ

1時間53分02秒159 増川　裕人1391 ﾏｽｶﾜ ﾋﾛﾄ

1時間53分03秒160 樋上　揚祐1190 ﾋｶﾐ ﾖｳｽｹ

1時間53分36秒161 宮本　高宏1177 ２４ＦＳﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間53分59秒162 戸出　雄1202 種野小学校ﾄｲﾃﾞ ﾕｳ

1時間54分11秒163 高麗　智考1358 ＲＵＮーＴＷｺｳﾗｲ ﾄﾓﾀｶ

1時間54分17秒164 林　誠1135 ﾊﾔｼ ﾏｺ ﾄ

1時間54分28秒165 佐藤　雅彦1299 日亜化学陸上競技部ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間54分32秒166 早渕　修1126 ﾊﾔﾌﾞﾁ ｵｻﾑ

1時間54分40秒167 久住　稔1380 ｸｽﾐ ﾐﾉﾙ

1時間54分51秒168 西　一平1169 ﾆｼ ｲｯﾍﾟｲ

1時間54分57秒169 佐藤　利幸1347 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ

1時間55分03秒170 河野　剛士1413 四国化工機ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ

1時間55分04秒171 滝口　真吾1099 ﾀｷｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ

1時間55分15秒172 秋山　啓太郎1110 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ

1時間55分41秒173 中村　武芳1433 武田薬品ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾖｼ

1時間55分43秒174 臼井　豊幸1262 つるぎＲＣｳｽｲ ﾄﾖﾕｷ

1時間55分47秒175 金田　健作1028 ｶﾅﾀﾞ ｹﾝｻｸ

1時間56分06秒176 中井　雄野1400 ﾅｶｲ ﾕｳﾔ

1時間56分33秒177 福島　康史1144 ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾄ

1時間56分37秒178 米田　達哉1039 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間57分06秒179 山田　辰徳1225 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ

1時間57分19秒180 青山　理1064 ｱｵﾔﾏ

1時間57分19秒181 仲　昭浩1050 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ

1時間57分20秒182 佐々木　一樹1309 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ

1時間57分25秒183 横川　宏樹1245 西精工マラソン部ﾖｺｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

1時間57分34秒184 吉間　慎二1429 ﾖｼﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間57分44秒185 川田　玲央1392 大塚製薬ｶﾜﾀ ﾚｵ

1時間57分46秒186 井上　栄二1465 ｲﾉｳｴ ｴｲｼﾞ

1時間57分51秒187 浦野　慧一郎1303 ｳﾗﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間57分52秒188 堀川　達晶1406 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾂｱｷ

1時間57分56秒189 坂東　広明1003 ﾋﾟｯﾄﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

1時間57分57秒190 西尾　英司1419 ﾆｼｵ ｴｲｼﾞ

1時間58分15秒191 加藤　正典1062 県庁ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間58分35秒192 曽川　博文1090 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

1時間58分40秒193 北代　和也1275 日亜化学ｷﾀｼﾛ ｶｽﾞﾔ

1時間58分53秒194 大西　健司1161 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ

1時間59分02秒195 松山　秀浩1030 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

1時間59分10秒196 酒井　誠人1066 ｻｶｲ ﾏｻﾄ

1時間59分34秒197 小山　智史1140 ｺﾔﾏ ﾄﾓｼ

1時間59分44秒198 林　将隆1024 ﾊﾔｼ ﾏｻﾀｶ

2時間00分09秒199 綿瀬　聡一1001

2時間00分11秒200 妹尾　良一1409 ｾﾉｵ ﾘｮｳｲﾁ
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2時間00分53秒201 小川　哲史1423 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ

2時間00分56秒202 稲井　健二1369 ｲﾅｲ ｹﾝｼﾞ

2時間01分02秒203 森本　尚貴1180 井上病院ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間01分02秒204 金村　信明1221 ｶﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間01分19秒205 眞開　直臣1244 ｼﾝｶﾞｲ ﾅｵﾐ

2時間01分25秒206 伊藤　憲生1238 ｲﾄｳ ｹﾝｾｲ

2時間01分25秒207 田上　友希1236 ﾀｶﾞﾐ ﾕｳｷ

2時間01分32秒208 近藤　隆1288 建築士会美馬支部ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

2時間01分50秒209 福池　直哉1093 マルハ物産ﾌｸｲｹ ﾅｵﾔ

2時間02分07秒210 改田　知宏1256 大塚製薬ｶｲﾃﾞﾝ ﾄﾓﾋﾛ

2時間02分35秒211 木原　努1111 阿波銀行ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ

2時間02分43秒212 細川　友和1271 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間02分46秒213 中山　恭志1278 徳島信用金庫ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ

2時間02分52秒214 高橋　康太1416 田辺病院ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

2時間02分54秒215 島田　敏夫1013 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｵ

2時間03分24秒216 伊敷　一馬1378 城西病院ｲｼｷ ｶｽﾞﾏ

2時間03分27秒217 吉野　高史1434 ﾖｼﾉ ﾀｶﾌﾐ

2時間03分29秒218 森　慎太郎1471 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間03分35秒219 杉原　秀和1049 ｽｷﾞﾊﾗ

2時間04分58秒220 森岡　友宏1312 ＯＢＧ５３ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾋﾛ

2時間05分03秒221 米谷　匡史1235 大塚製薬ﾖﾈﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ

2時間05分08秒222 細川　順平1404 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間05分13秒223 桂木　健1305 ＮＲＣｶﾂﾗｷﾞ ｹﾝ

2時間05分18秒224 松井　康治1319 ﾏﾂｲ ｺｳｼﾞ

2時間05分31秒225 藤井　達三1462 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｿﾞｳ

2時間05分32秒226 福川　和利1345 根木屋クラブﾌｸｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ

2時間05分49秒227 割石　大介1048 ﾜ

2時間06分04秒228 八木　悠司1291 ﾔｷﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間06分17秒229 赤池　直哉1277 チームはんごろしｱｶｲｹ ﾅｵﾔ

2時間06分32秒230 福島　義典1143 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾉﾘ

2時間06分51秒231 三木　伸政1324 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間06分56秒232 尾田　剛1101 ニステチアｵﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間07分19秒233 上田　亨1213 リムズ徳島クリニックｳｴﾀﾞ ﾄｵﾙ

2時間07分28秒234 玉井　孝明1425 宮田懸走会ﾀﾏｲ ﾀｶｱｷ

2時間07分51秒235 真島　博之1249 ＴＥＡＭ★大虎ﾏｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間07分56秒236 佐藤　隆史1058 ｻﾄｳ ﾀｶｼ

2時間08分03秒237 中村　信元1339 ＢＯＮＩＴＯﾅｶﾑﾗ ｼﾝｹﾞﾝ

2時間08分05秒238 岩佐　繁樹1328 ｲﾜｻ ｼｹﾞｷ

2時間08分13秒239 福川　恭平1357 ＲＵＮーＴＷﾌｸｶﾜ ｷｮｳﾍｲ

2時間08分15秒240 今倉　健1198 徳島大学ｲﾏｸﾗ ﾀｹｼ

2時間08分17秒241 中木　信太朗1015 ﾅｶｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間08分35秒242 吉田　大1192 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間09分00秒243 新居　康俊1315 ﾆｲ ﾔｽﾄｼ

2時間09分08秒244 増川　拓也1390 ﾏｽｶﾜ ﾀｸﾔ

2時間09分36秒245 松本　祐樹1075 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

2時間09分47秒246 吉田　拡1038 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾑ

2時間10分04秒247 青木　直人1335 ☆　学校法人　穴吹学園ｱｵｷ ﾅｵﾄ

2時間10分11秒248 市原　歩1470 オオトラｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾑ

2時間10分58秒249 近住　俊太1149 ﾁｶｽﾞﾐ ｼｭﾝﾀ

2時間11分04秒250 奥山　真悟1326 アグレッシブｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ
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2時間11分25秒251 藏本　邦昭1368 福助工業ｸﾗﾓﾄ ｸﾆｱｷ

2時間11分32秒252 長島　努1331 ﾅｶﾞｼﾏ ﾂﾄﾑ

2時間11分34秒253 松浦　剛1153 阿波自動車学校ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ

2時間11分43秒254 大倉　健司1394 ｵｵｸﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間11分47秒255 木下　裕文1354 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ

2時間11分55秒256 今田　吉彦1109 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

2時間11分57秒257 二宮　正太1420 鳴門市教育委員会ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ

2時間12分18秒258 江口　大介1187 ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

2時間12分27秒259 内田　圭二1200 ◎徳島県鳴門病院◎ｳﾁﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間12分31秒260 小坂　祥人1176 ２４ＦＳｺｻｶ ﾋﾛﾄ

2時間12分41秒261 野林　誉尚1201 徳島ドＭ会ﾉﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｻ

2時間12分45秒262 石川　拓歩1237 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾎ

2時間13分04秒263 浦上　稔真1269 スペック未詳ｳﾗｶﾐ ﾄｼﾏｻ

2時間13分05秒264 坂東　信也1151 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ

2時間13分14秒265 小山　一弘1259 徳島シティガスｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間13分16秒266 中西　正登1452 チーム中西ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ

2時間13分23秒267 豊川　裕也1467 阿波製紙株式会社ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾔ

2時間13分37秒268 浦岡　稔1397 ｳﾗｵｶ ﾐﾉﾙ

2時間13分54秒269 濱口　剛彦1171 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

2時間14分14秒270 藤田　照人1142 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄ

2時間14分22秒271 池本　隆好1436 神山すだち園ｲｹﾓﾄ ﾀｶﾖｼ

2時間15分06秒272 桜木　大治1443 ｻｸﾗｷﾞ ﾀﾞｲﾁ

2時間15分17秒273 寒川　伸一1191 ｶﾝｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

2時間15分31秒274 奥村　渉1346 ｵｸﾑﾗ ﾜﾀﾙ

2時間15分42秒275 石川　憲司1141 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間15分57秒276 小椋　優治1340 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間16分02秒277 麻　裕文1016 遊走会ｱｻ ﾋﾛﾌﾐ

2時間16分12秒278 和氣　貴之1226 ﾜｷ ﾀｶﾕｷ

2時間16分55秒279 堺　正和1045 JCAｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ

2時間17分10秒280 坂本　将年1199 チームいかりやｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

2時間17分14秒281 武田　諭1166 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間17分24秒282 田渕　雅久1302 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾋｻ

2時間17分30秒283 かりば　あぐれい1455 徳島大学大学院ｶﾘﾊﾞ ｱｸﾞﾚｲ

2時間17分39秒284 鴨居　浩平1466 徳島大学病院ｶﾓｲ ｺｳﾍｲ

2時間18分05秒285 藤浦　大輔1182 ﾌｼﾞｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ

2時間18分31秒286 森吉　邦夫1321 ﾓﾘﾖｼ ｸﾆｵ

2時間18分38秒287 大西　元気1037 ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ

2時間18分47秒288 中岡　慎1164 ﾅｶｵｶ ﾏｺﾄ

2時間18分56秒289 藤本　涼太郎1005 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2時間18分58秒290 岩倉　泰盛1004 ｲﾜｸﾗ ﾔｽﾓﾘ

2時間19分02秒291 和田　夏樹1370 まひまひﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ

2時間19分05秒292 大平　永1106 ｵｵﾋﾗ ｴｲ

2時間19分27秒293 北村　福之1411 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ

2時間19分28秒294 西野　豪志1119 ﾆｼﾉ ﾀｹｼ

2時間19分33秒295 勝浦　修平1454 チーム中西ｶﾂｳﾗ ｼｭｳﾍｲ

2時間19分34秒296 草本　俊寿1193 ｸｻﾓﾄ ﾄｼﾋｻ

2時間19分44秒297 森吉　健太1323 ﾓﾘﾖｼ ｹﾝﾀ

2時間19分47秒298 堀江　昌博1325 ﾎﾘｴ ﾏｻﾋﾛ

2時間19分59秒299 大石　琢磨1296 ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ

2時間20分00秒300 大西　哲史1186 ｵｵﾆｼ ｻﾄｼ
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2時間20分01秒301 片山　雄貴1398 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ

2時間20分29秒302 真鍋　圭吾1464 グレ態ﾏﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ

2時間20分54秒303 阿部　真悟1162 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

2時間21分03秒304 高橋　悟1250 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

2時間21分06秒305 柿内　雅史1458 ｶｷｳﾁ ﾏｻﾌﾐ

2時間21分37秒306 近藤　心1317 徳大リハｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝ

2時間22分10秒307 小川　勤一郎1205 ｵｶﾞﾜ ｷﾝｲﾁﾛｳ

2時間22分33秒308 佐藤　広志10009 四国化工機ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間23分04秒309 西原　茂城1389 ﾆｼﾊﾗ ｼｹﾞｷ

2時間23分12秒310 藤川　裕貴1353 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｷ

2時間23分14秒311 坪井　光弘1306 徳島大学病院ﾂﾎﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ

2時間23分18秒312 長山　勇太1088 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ

2時間23分46秒313 原田　和明1267 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

2時間24分00秒314 中村　公哉1089 徳島大学病院ﾅｶﾑﾗ

2時間24分15秒315 谷　泰宏1270 ＴＥＡＭ★大虎ﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ

2時間24分37秒316 三宅　正弘1260 つるぎＲＣﾐﾔｹ ﾏｻﾋﾛ

2時間24分43秒317 坂本　賢司1426 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間25分36秒318 岡本　裕貴1453 チーム中西ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

2時間26分11秒319 藤川　亮1077 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

2時間26分46秒320 瀬戸　太介1342 徳島大学ｾﾄ ﾀﾞｲｽｹ

2時間27分01秒321 瀬島　和樹10011 ユートピアｾｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ

2時間27分12秒322 門堀　哲也1265 ｶﾄﾞﾎﾘ ﾃﾂﾔ

2時間27分20秒323 森川　浩太1438 ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾀ

2時間27分42秒324 高原　敏和1098 ﾀｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ

2時間28分11秒325 中平　隆史1377 ＪＡバンク和歌山信連ﾅｶﾋﾗ ﾀｶｼ

2時間28分30秒326 森田　敏文1384 徳島市民病院ﾓﾘﾀ ﾄｼﾌﾐ

2時間28分36秒327 三宅　靖典1133 ﾐﾔｹ ﾔｽﾉﾘ

2時間28分37秒328 大西　洋介1386 折野病院ｵｵﾆｼ ﾖｳｽｹ

2時間28分41秒329 志賀　茂樹1121 ｼｶﾞ ｼｹﾞｷ

2時間28分42秒330 橘　直樹1061 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ

2時間28分44秒331 三木　誉1231 四電ビジネスﾐｷ ﾎﾏﾚ

2時間29分08秒332 佐野　大明1385 ｻﾉ ﾋﾛｱｷ

2時間29分26秒333 菊原　正人1402 ｷｸﾊﾗ ﾏｻﾄ

2時間29分52秒334 西本　勇介1359 ＲＵＮーＴＷﾆｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ

2時間30分03秒335 西條　武司1243 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

2時間30分16秒336 足立　晃孝1264 『メカトロ丼！』ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾀｶ

2時間30分24秒337 森田　裕1298 ﾓﾘﾀ ﾕｳ

2時間30分26秒338 森下　敦司1448 ﾓﾘｼﾀ ｱﾂｼ

2時間30分49秒339 堀内　伸二1178 ２４ＦＳﾎﾘｳﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間31分28秒340 山本　大輔1422 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

2時間31分35秒341 小林　孝行1329 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

2時間31分58秒342 尾形　鉄郎10003 K.H.K.ｵｶﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ

2時間32分15秒343 松田　光司1382 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間32分36秒344 真鍋　俊明1018 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ

2時間33分47秒345 近藤　大作1444 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｻｸ

2時間33分57秒346 宮本　達哉1440 ＪＡバンク和歌山信連ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾂﾔ

2時間34分06秒347 長野　しょうぞう1428 阿波スピンドルﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間34分40秒348 阿部　耕三1263 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ

2時間36分07秒349 大川　隆司1318 ｵｵｶﾜ ﾀｶｼ

2時間36分15秒350 森　靖裕1130 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ
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- 第13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16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2014.3.16(日） 

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

2時間36分33秒351 浜　圭祐1456 ﾊﾏ ｹｲｽｹ

2時間36分57秒352 三宅　正則1071 ﾐﾔｹ ﾏｻﾉﾘ

2時間37分25秒353 塩谷　裕太1316 ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾀ

2時間37分35秒354 大原　学1461 ｵｵﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ

2時間38分38秒355 入口　貴志1047 ｲﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ

2時間38分58秒356 藤田　健作1349 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｻｸ

2時間39分00秒357 佐々木　一磨1073 ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ

2時間39分25秒358 河野　貴大1247 ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ

2時間39分40秒359 岡元　幸貴1365 福助工業ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ

2時間39分51秒360 前田　拓朗1248 大塚内科ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

2時間39分52秒361 木内　慎司1156 ジョイメイトｷﾉｳﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間40分55秒362 湯浅　基弘1057 ﾕｱｻ

2時間41分33秒363 渡部　太郎1472 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾛｳ

2時間42分59秒364 堀口　健一郎10005 ＪＡバンク和歌山信連ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間43分11秒365 齋藤　健太1072 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ

2時間43分49秒366 竹岡　匡秀1447 ﾀｹｵｶ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間44分25秒367 長尾　秀樹1388 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞｷ

2時間45分37秒368 正木　洸大1158 四国電気保安協会ﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

2時間46分04秒369 笠井　京平1371 まひまひｶｻｲ ｷｮｳﾍｲ

2時間46分28秒370 河野　卓望1147 ジョイメイトｶﾜﾉ ﾀｸﾐ

2時間47分44秒371 麻野　雄三1431 ｱｻﾉ ﾕｳｿﾞｳ

2時間48分50秒372 溝木　啓人1060 ﾐｿﾞｷ ﾋﾛﾄ

2時間49分03秒373 岩田　美一1033 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ

2時間50分13秒374 藤川　進1460 ﾌｼﾞｶﾜ ｽｽﾑ

2時間50分45秒375 中西　隆行1032 JCAﾅｶﾆｼ ﾀｶﾕｷ

2時間52分29秒376 橘　昌利1330 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ

2時間53分15秒377 藤井　哲也1387 ﾌｼﾞｲ ﾃﾂﾔ

2時間53分47秒378 田中　宏幸1021 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間54分54秒379 山内　朗史1441 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾌﾐ

2時間54分57秒380 西野　隆1194 ﾆｼﾉ ﾀｶｼ

2時間55分03秒381 梶　　哲也1074 RUN TMCｶｼﾞ

2時間55分19秒382 鈴木　誠一1348 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ

2時間55分54秒383 河野　和矢1410 阿波スピンドルｶﾜﾉ ｶｽﾞﾔ

2時間58分14秒384 松本　祥希1069 ＲＵＮ ＴＭＣﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ

2時間59分03秒385 荒巻　貴司1376 ｱﾗﾏｷ ﾀｶｼ

2時間59分46秒386 井口　直幸1051 ｲ
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