
- 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40歳以上

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14分59秒1 湯口　武夫2559 阿波製紙ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ

1時間20分00秒2 福住　広憲2699 徳島エーシーﾌｸｽﾞﾐ ﾋﾛﾉﾘ

1時間20分51秒3 坂口　博信2591 森脇健児アニキに抱かれ隊?ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間21分33秒4 北村　晃章2312 とくしま生協ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ

1時間23分02秒5 後藤　雅史2280 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

1時間23分53秒6 渡辺　正明2443 おやじランナーズﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ

1時間24分37秒7 竹原　励介2055 徳島ﾊﾞｽｴﾃﾞｨRCﾀｹﾊﾗ ﾚｲｽｹ

1時間24分42秒8 山本　豪2188 Team　DBZﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ

1時間25分37秒9 藤本　聖2292 『メカトロ丼！』ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ

1時間26分41秒10 森岡　宣昭2859 四国計測工業ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間26分53秒11 楠山　尚人2596 自分越えＲＣｸｽﾔﾏ ﾅｵﾄ

1時間27分37秒12 小松原　正洋2728 四電ペンギンズｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間27分40秒13 三谷　龍史2546 ﾐﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ

1時間28分05秒14 三好　康彦2061 香川ﾏｽﾀｰｽﾞﾐﾖｼ ﾔｽﾋｺ

1時間28分20秒15 佐藤　勝之2446 たんべＲＣｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ

1時間28分42秒16 門田　明2722 チーム♪虎美ｶﾄﾞﾀ ｱｷﾗ

1時間28分42秒17 逢坂　和幸2837 マラトナｵｵｻｶ ｶｽﾞﾕｷ

1時間28分57秒18 前田　伸二2537 ◎徳島県鳴門病院◎ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間29分10秒19 喜多谷　栄治2656 ＴＥＡＭ★練虎ｷﾀﾔ ｴｲｼﾞ

1時間29分26秒20 平　圭介2662 青そばテルマ／山にいるねﾀｲﾗ ｹｲｽｹ

1時間29分26秒21 大岩　昭浩2840 ｵｵｲﾜ ｱｷﾋﾛ

1時間29分30秒22 斎藤　幸憲2203 石井の河童ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ

1時間29分42秒23 河野　泰宏2236 めざせ！ｻﾌﾞｽﾘｰｶﾜﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間29分49秒24 川口　徹2667 つるぎｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

1時間29分50秒25 酒巻　秀幸2688 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間30分04秒26 石動　良尚2535 徳島かめさんＲＣｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ

1時間30分24秒27 田辺　利之2633 たんべＲＣﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間30分53秒28 原　稔祐2851 枚方マスターズﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

1時間31分07秒29 片岡　猛彦2264 丸久㈱ｶﾀｵｶ ﾀｹﾋｺ

1時間31分24秒30 岡本　博之2470 電電四国ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間31分27秒31 四宮　淳一2258 チームサンアイｼﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間31分28秒32 瀧上　安二2333 ﾀｷｶﾞﾐ ﾔｽｼﾞ

1時間31分48秒33 上田　弘喜2721 ｳｴﾀ ﾋﾛｷ

1時間31分50秒34 山内　裕正2531 ＩＴＣﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾏｻ

1時間32分06秒35 竹内　一郎2664 ＴＪＰロッキーズﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ

1時間32分10秒36 田村　和章2250 徳島県庁ジョギングクラブﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間33分08秒37 阿部　雅彦2589 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間33分28秒38 小谷　隆博2260 日亜化学ＡＣｺﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

1時間33分48秒39 加集　宏明2744 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ

1時間34分02秒40 佐野　朋宏2935 チームイタチｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間34分38秒41 河野　正秀2696 アグレッシブｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間34分43秒42 岩本　宗厳2947 阿波製紙ｲﾜﾓﾄ ﾑﾈﾖｼ

1時間34分47秒43 ホワイト　ノーマン2573 ﾎﾜｲﾄ ﾉｰﾏﾝ

1時間35分04秒44 板東　俊治2034 日本一RCﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ

1時間35分05秒45 増本　光則2315 『メカトロ丼！』ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ

1時間35分08秒46 松平　亜希夫2481 ﾏﾂﾋﾗ ｱｷｵ

1時間35分11秒47 松島　洋一2598 チーム大虎ﾏﾂｼﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間35分19秒48 米山　覚2027 南部運動公園ACﾖﾈﾔﾏ ｻﾄﾙ

1時間35分22秒49 寄井　一正2597 チーム９ﾖﾘｲ ｶｽﾞﾏｻ

1時間35分24秒50 梶原　樹2014 とくしま生協ｶｼﾞﾜﾗ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 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40歳以上

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35分26秒51 高嶋　典弘2883 ﾀｶｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ

1時間35分31秒52 丹生　修司2904 ﾆｳ ｼｭｳｼﾞ

1時間35分33秒53 米田　実2584 たんべＲＣﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間35分45秒54 橋本　浩司2256 キンキサインﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間35分46秒55 三木　孝浩2715 日亜ＮＲＣﾐｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間35分49秒56 笠井　教光2908 ｶｻｲ ﾉﾘﾐﾂ

1時間35分53秒57 駿地　幸一郎2627 ＢＯＮＩＴＯｽﾙｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間35分57秒58 光永　美智也2222 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾔ

1時間36分02秒59 東　佳弘2863 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

1時間36分11秒60 保田　雅治2911 海上自衛隊ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

1時間36分12秒61 米田　忠義2484 徳島アスリートクラブﾖﾈﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間36分45秒62 森　健人2208 徳島大学TJPﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ

1時間36分47秒63 中北　禎久2451 ﾅｶｷﾀ ﾖｼﾋｻ

1時間37分02秒64 久保　正昇2780 久保設備ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間37分17秒65 大向　隆史2657 ｵｵﾑｶｲ ﾀｶｼ

1時間37分28秒66 上田井　幸雄2357 ｳｴﾀｲ ﾕｷｵ

1時間37分30秒67 高曽根　敏弘2538 ﾀｶｿﾈ ﾄｼﾋﾛ

1時間37分53秒68 住友　勝次2417 ｽﾐﾄﾓ ｶﾂｼﾞ

1時間37分53秒69 笠井　慎二2899 たんべｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

1時間38分10秒70 甘利　哲也2742 ｱﾏﾘ ﾃﾂﾔ

1時間38分20秒71 佐川　弘2684 ＴＳＲ今治ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間38分24秒72 柴　吉彦2414 ニシマツＲＣｼﾊﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間39分01秒73 藤城　清二2555 ﾌｼﾞｼﾛ ｾｲｼﾞ

1時間39分06秒74 青木　多加志2827 ｱｵｷ ﾀｶｼ

1時間39分07秒75 須藤　利幸2857 チーム★大虎ｽﾄｳ ﾄｼﾕｷ

1時間39分17秒76 大西　孝志2961 翔ＲＣｵｵﾆｼ ﾀｶｼ

1時間39分18秒77 坂東　良晃2402 バカロードﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ

1時間39分22秒78 大西　清隆2886 ｵｵﾆｼ ｷﾖﾀｶ

1時間39分26秒79 坂野　良文2660 ｻｶﾉ ﾖｼﾌﾐ

1時間39分38秒80 小西　慶治2655 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ

1時間39分49秒81 梅崎　康典2879 徳島フォレストＲＣｳﾒｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ

1時間39分51秒82 喜羽　宏明2430 県庁バドミントンクラブｷﾊﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間39分56秒83 押栗　義衛2769 ｵｼｸﾞﾘ ﾖｼｴ

1時間39分58秒84 小原　直人2924 ＴＥＡＭ★大虎ｵﾊﾗ ﾅｵﾄ

1時間40分05秒85 大森　健司2960 ジェイテクトｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

1時間40分16秒86 山田　啓介2869 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間40分26秒87 林　勇2352 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ

1時間40分34秒88 竹中　利光2445 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間40分47秒89 沖津　貴司2145 ｵｷﾂ ﾀｶｼ

1時間40分49秒90 小林　博2079 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

1時間40分55秒91 山本　博之2456 四国電気保安協会ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分09秒92 流　一世2652 ﾅｶﾞﾚ ｶｽﾞﾖ

1時間41分11秒93 深見　善広2938 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間41分13秒94 椎野　洋三2881 クリソスＲＣｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ

1時間41分14秒95 松岡　正樹2253 トマＲＵＮﾏﾂｵｶ ﾏｻｷ

1時間41分25秒96 旭　哲哉2651 ＴＳＫｱｻﾋ ﾃﾂﾔ

1時間41分29秒97 阿部　健一2096 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間41分37秒98 豊嶋　英貴2184 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間41分39秒99 佐賀　俊太2372 コーヒー豆ｻｶﾞ ﾄｼｵ

1時間41分41秒100 三木　伸一2556 三木米ﾐｷ ｼﾝｲﾁ
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1時間41分49秒101 二川　暢之2588 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間41分54秒102 飛田　泰斗史2482 大崎皮膚科医院ﾋﾀﾞ ﾔｽﾄｼ

1時間41分58秒103 芳野　大造2192 安勝会ﾖｼﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ

1時間42分11秒104 板倉　太郎2413 ジョイメイトｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ

1時間42分11秒105 近藤　由美雄2300 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｵ

1時間42分17秒106 鎌田　雄介2388 日亜★ＡＣｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間42分29秒107 榎本　和弘2311 阿波山川ＲＣｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間42分33秒108 島田　恵2727 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾑ

1時間42分35秒109 平田　直行2419 石井さくら色５４会ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ

1時間42分43秒110 中田　勉2939 パルテックﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ

1時間42分43秒111 小川　英寿2468 かめさんランナーズｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間42分57秒112 豊島　秀一2133 ﾄﾖｼﾏ ｼｭｳｲﾁ

1時間42分58秒113 吉崎　浩史2606 ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ

1時間43分12秒114 岸川　公彦2614 ｷｼｶﾜ ｷﾐﾋｺ

1時間43分13秒115 峰瀬　正之2135 ﾐﾈｾ ﾏｻﾕｷ

1時間43分13秒116 小東　和史2075 ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間43分22秒117 佐藤　信也2501 ２４ＦＳｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間43分46秒118 割石　誠2109 ﾜﾘｲｼ ﾏｺﾄ

1時間43分49秒119 桑原　孝司2348 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間44分01秒120 笠井　新二2115 TEAM★大虎ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

1時間44分02秒121 長井　和秀2324 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間44分22秒122 佐藤　寛2674 さとう歯科ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間44分24秒123 楠本　孝夫2165 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｵ

1時間44分28秒124 宮下　警一2575 ﾐﾔｼﾀ ｹｲｲﾁ

1時間44分29秒125 井田　英一2833 ｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間44分31秒126 森　克己2052 ﾓﾘ ｶﾂﾐ

1時間44分31秒127 山中　佳臣2137 64才のﾗﾝﾅｰﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾄﾐ

1時間44分33秒128 日下　貴雄2638 ヴォルティスＲＣｸｻｶ ﾀｶｵ

1時間44分34秒129 丸山　幸弘2418 農技ランクラブﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間44分36秒130 藤原　一朗2618 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁﾛｳ

1時間44分36秒131 近藤　政春2141 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ

1時間44分39秒132 増井　康彦2104 南淡路RCﾏｽｲ ﾔｽﾋｺ

1時間44分44秒133 真鍋　浩章2888 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間44分45秒134 福田　憲市2320 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間44分47秒135 高畠　豊2968 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ

1時間44分54秒136 安井　勝2275 ﾔｽｲ ﾏｻﾙ

1時間44分57秒137 勢井　正則2246 ｾｲ ﾏｻﾉﾘ

1時間45分21秒138 島崎　英二2601 ｼﾏｻﾞｷ ｴｲｼﾞ

1時間45分25秒139 山姿　進2116 ﾁｰﾑ・ｲﾀﾁﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ

1時間45分33秒140 三木　伸浩2254 ＴＲＣﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間45分39秒141 小川　正憲2136 小手川道場ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

1時間45分41秒142 徳永　雅彦2686 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間45分43秒143 斎藤　康裕2889 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間45分45秒144 住友　正宏2515 ｽﾐﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ

1時間45分45秒145 大松　稔弘2788 チーム飛脚ｵｵﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ

1時間45分52秒146 矢野　哲也2249 ポップスヒコヒコタイムﾔﾉ ﾃﾂﾔ

1時間45分54秒147 三角　善則2469 ﾐｽﾐ ﾖｼﾉﾘ

1時間46分00秒148 谷﨑　進一2127 海上自衛隊ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ

1時間46分24秒149 佐藤　章彦2265 ｻﾄｳ ｱｷﾖｼ

1時間46分29秒150 大北　優2511 ｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 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40歳以上

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46分34秒151 井浦　哲也2212 大王製紙ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ

1時間46分36秒152 詫間　俊平2452 ﾀｸﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間46分37秒153 鎌田　昌紀2580 大塚ワジキｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間46分51秒154 多田　啓二2524 ﾀﾀﾞ ｹｲｼﾞ

1時間46分52秒155 先山　佳男2473 ｻｷﾔﾏ ﾖｼｵ

1時間46分58秒156 森　卓史2507 徳島県信用保証協会ﾓﾘ ﾀｶｼﾞ

1時間46分59秒157 大本　圭一2720 阿波病院ＡＣｵｵﾓﾄ ｹｲｲﾁ

1時間47分00秒158 高橋　直裕2110 蕙愛ｼﾞｮｸﾞｸﾗﾌﾞﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ

1時間47分00秒159 西木　良2033 ﾆｼｷ ﾘｮｳ

1時間47分04秒160 吉野　勲2745 脇町高クラブﾖｼﾉ ｲｻｵ

1時間47分09秒161 元木　貴之2306 ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

1時間47分16秒162 藤澤　敦2215 埼玉陸協ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾂｼ

1時間47分21秒163 川真田　康彦2146 ﾁｰﾑVIVOｶﾜﾏﾀ ﾔｽﾋｺ

1時間47分26秒164 湯浅　憲正2933 ゆ　クラブﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ

1時間47分28秒165 福山　佐登至2303 港産業株式会社ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間47分30秒166 本浄　喜義2360 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｼ

1時間47分31秒167 野田　昇2128 ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞﾉﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間47分33秒168 中野　正敏2648 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

1時間47分35秒169 松田　誠仁2649 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1時間47分39秒170 以西　芳隆2685 ｲｻｲ ﾖｼﾀｶ

1時間47分44秒171 妹尾　秀人2416 ｾﾉｵ ﾋﾃﾞﾄ

1時間47分51秒172 前野　哲也2066 ﾏｴﾉ ﾃﾂﾔ

1時間47分53秒173 尾崎　好浩2777 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

1時間48分20秒174 三谷　隆彦2139 ﾐﾀﾆ ﾀｶﾋｺ

1時間48分29秒175 川上　浩二2756 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

1時間48分30秒176 光長　央人2590 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋｻﾄ

1時間48分32秒177 多田　昌功2797 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間48分37秒178 大西　仁史2364 ＴＪＰｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

1時間48分59秒179 江渕　誠2870 高知県庁ＳＣｴﾌﾞﾁ ﾏｺﾄ

1時間49分00秒180 浜崎　靖輝2626 ﾊﾏｻﾞｷ ﾔｽｷ

1時間49分06秒181 新井　博之2362 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間49分09秒182 樫原　茂2713 徳島県庁ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

1時間49分11秒183 山田　貴史2690 ２４ＦＳﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間49分16秒184 古川　賢一2582 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間49分17秒185 日高　敦雄2771 海上自衛隊ﾋﾀﾞｶ ｱﾂｵ

1時間49分21秒186 金松　英雄2063 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ

1時間49分27秒187 有井　禎憲2776 ｱﾘｲ ﾖｼﾉﾘ

1時間49分32秒188 都築　貴裕2012 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間49分33秒189 登　健司2186 ﾉﾎﾞﾘ ｹﾝｼﾞ

1時間49分38秒190 前田　朋彦2196 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ

1時間49分49秒191 真本　誠喜2399 ＯＭＨｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間49分52秒192 直井　信也2624 競歩に負けるモン会ﾅｵｲ ｼﾝﾔ

1時間49分57秒193 中野　勝邦2716 ﾅｶﾉ ｶﾂｸﾆ

1時間50分02秒194 山下　高生2605 マラトナﾔﾏｼﾀ ﾀｶｵ

1時間50分04秒195 菰田　邦彦2171 善通寺自衛隊ｺﾓﾀﾞ ｸﾆﾋｺ

1時間50分06秒196 中野　英雄2379 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｵ

1時間50分08秒197 中西　洋一2574 ﾅｶﾆｼ ﾖｳｲﾁ

1時間50分10秒198 永田　義彦2421 ㈱ＦＡＣＥﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋｺ

1時間50分16秒199 黄田　隆史2965 ｷﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間50分17秒200 田中　栄一2760 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ
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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

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50分21秒201 森　一郎2506 モリソックﾓﾘ ｲﾁﾛｳ

1時間50分24秒202 河野　博之2345 さくら色５４会ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分30秒203 多田　典史2532 けいすけパパﾀﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

1時間50分31秒204 立石　秀樹2653 徳島大学ＴＪＰﾀﾃｲｼ ﾋﾃﾞｷ

1時間50分35秒205 塩谷　光芳2564 ｼｵｶﾞｲ ﾐﾂﾖｼ

1時間51分13秒206 増原　浩幸2813 ﾏｽﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分16秒207 滝花　秀樹2867 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ

1時間51分20秒208 近藤　哲也2569 クリソスランニングクラブｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ

1時間51分25秒209 福島　幸生2578 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ

1時間51分32秒210 山田　佳孝2572 チーム栄光ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

1時間51分40秒211 土橋　宗則2086 ｸﾘｽﾏｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾄﾞﾊﾞｼ ﾑﾈﾉﾘ

1時間51分54秒212 佐々木　健二2743 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ

1時間52分17秒213 安並　誠章2955 ﾔｽﾅﾐ ｾｲｼｮｳ

1時間52分22秒214 宮城　智裕2804 三井ＲＣﾐﾔｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1時間52分34秒215 近藤　孝公2687 あいずみＲＯｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｷﾐ

1時間52分35秒216 脇　賢治2373 脇紙店ﾜｷ ｹﾝｼﾞ

1時間52分38秒217 瀬尾　圭司2326 ｾｵ ｹｲｼﾞ

1時間52分41秒218 市原　敏正2521 貞光走友会ｲﾁﾊﾗ ﾄｼﾏｻ

1時間52分43秒219 大久保　厚志2623 浅海電気ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ

1時間52分43秒220 兼松　利男2267 ｶﾈﾏﾂ ﾄｼｵ

1時間52分52秒221 古林　公司2355 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

1時間52分55秒222 金森　弘一郎2293 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間52分56秒223 鈴江　宏2140 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｼ

1時間52分59秒224 桑原　良直2866 株式会社四電工ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼﾅｵ

1時間53分06秒225 和田　直士2343 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間53分06秒226 相原　啓一2248 ｱｲﾊﾗ ｹｲｲﾁ

1時間53分08秒227 井上　英也2350 モーメントエムｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾔ

1時間53分19秒228 宝田　浩之2695 福助工業ﾀｶﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分22秒229 三木　康正2683 かめさんＲＣﾐｷ ﾔｽﾏｻ

1時間53分26秒230 大西　典明2322 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｱｷ

1時間53分27秒231 高橋　真2579 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

1時間53分32秒232 坂本　亘2705 ＯＢＧ５３ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ

1時間53分41秒233 久保田　博2138 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間53分50秒234 瀬山　仁志2682 ｾﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間53分54秒235 古谷　光弘2037 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ

1時間53分55秒236 流　芳明2600 ﾅｶﾞﾚ ﾖｼｱｷ

1時間53分58秒237 二宮　進一2918 ＰＨＣ－ＷＢＴﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ

1時間54分00秒238 星場　雅臣2702 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｵﾐ

1時間54分01秒239 高原　茂之2523 チームＤｏ！Ｍﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ

1時間54分04秒240 米澤　理文2291 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ

1時間54分08秒241 工藤　美智明2036 風神ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｱｷ

1時間54分08秒242 道上　幸廣2263 ﾐﾁｶﾐ ﾕｷﾋﾛ

1時間54分11秒243 延原　範彦2466 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ

1時間54分18秒244 知野　秀樹2392 宮田懸走会ﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間54分18秒245 篠原　徹2251 中央フレンズｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ

1時間54分29秒246 赤石　好輝2361 ｱｶｲｼ ﾖｼﾃﾙ

1時間54分34秒247 大川　高幸2394 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間54分35秒248 佐藤　俊徳2971 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ

1時間54分37秒249 小島　節夫2347 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ

1時間54分39秒250 寺内　寛2338 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ
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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
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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54分41秒251 河西　晴夫2853 個人ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ

1時間54分52秒252 手塚　俊明2943 ＴＥＡＭＴﾃﾂﾞｶ ﾄｼｱｷ

1時間54分54秒253 川又　巧2220 ｶﾜﾏﾀ

1時間54分54秒254 西浦　和徳2513 ２４ＦＳﾆｼｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間54分55秒255 元木　憲司2307 ﾓﾄｷ ｹﾝｼﾞ

1時間55分09秒256 片山　哲也2567 阿波銀行ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間55分10秒257 一宮　昭夫2942 ｲﾁﾐﾔ ｱｷｵ

1時間55分14秒258 天野　国義2017 ｱﾏﾉ ｸﾆﾖｼ

1時間55分14秒259 綾羽　洋一2543 徳島ドＭ会ｱﾔﾊ ﾖｳｲﾁ

1時間55分16秒260 藤田　幸生2855 ディプロﾌｼﾞﾀ ｺｳｾｲ

1時間55分17秒261 板橋　寛2283 丸三産業ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛｼ

1時間55分17秒262 大和　康二2586 ﾔﾏﾄ ｺｳｼﾞ

1時間55分24秒263 峰本　真司2088 うさぎとかめﾐﾈﾓﾄ

1時間55分26秒264 竹本　道裕2273 デイケアたんまえﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

1時間55分30秒265 原井　光久2841 ﾊﾗｲ ﾐﾂﾋｻ

1時間55分34秒266 西崎　仁志2792 ＲＵＮーＴＷﾆｼｻﾞｷ ﾋﾄｼ

1時間55分44秒267 尾崎　栄治2217 ﾁｰﾑ紙業ｵｻﾞｷ ｴｲｼﾞ

1時間55分45秒268 宮武　卓2844 ﾐﾔﾀｹ ﾀｶｼ

1時間55分46秒269 髙木　健作2701 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｻｸ

1時間55分46秒270 田神　徹2959 ちょきﾀｶﾞﾐ ﾄｵﾙ

1時間55分50秒271 小笠　秀二郎2948 城山ＲＣｵｶﾞｻ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

1時間55分54秒272 木村　勲2767 三好自動車ｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間55分54秒273 杉山　昭彦2458 ＴＪＰｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ

1時間56分11秒274 藤原　成人2764 ＳＢＭﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ

1時間56分18秒275 高松　博文2125 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ

1時間56分18秒276 花田　孝一2266 いごっ走阿波ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間56分28秒277 西岡　章二2816 ＴＪＰﾆｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ

1時間56分30秒278 濱田　宏文2934 八万南ＲＣﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間56分31秒279 宮川　圭二2271 リコージャパンﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ

1時間56分32秒280 福永　勝彦2823 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ

1時間56分32秒281 小林　雅也2299 旧善通寺病院ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ

1時間56分38秒282 川人　雄二2725 北嶺岳走クラブｶﾜﾋﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間56分42秒283 平田　貢2375 隊友会徳島ﾋﾗﾀ ﾐﾂｷﾞ

1時間56分45秒284 滝沢　宏光2287 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ

1時間56分45秒285 福居　雅也2255 ＮＩＳＰ徳島ﾌｸｲ ﾏｻﾔ

1時間56分46秒286 木村　茂生2921 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ

1時間56分47秒287 住友　雄治2405 『メカトロ丼！』ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ

1時間56分53秒288 福田　富治2009 岸化学ＲＣﾌｸﾀﾞ ﾖｼｼﾞ

1時間56分54秒289 藤井　清一2308 富士インパルスﾌｼﾞｲ ｷﾖｶｽﾞ

1時間56分57秒290 山本　亮2105 （有）山本寿一郎商店ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

1時間57分00秒291 小川　佳久2882 ＴＪＰｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ

1時間57分02秒292 佐々木　達也2064 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

1時間57分03秒293 二宮　透2751 神山おやじ隊ﾆﾉﾐﾔ ﾄｵﾙ

1時間57分04秒294 藤本　哲也2647 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間57分06秒295 新居　和義2796 阿波スピンドル㈱ﾆｲ ｶｽﾞﾖｼ

1時間57分14秒296 山田　浩昭2310 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間57分15秒297 青木　浩次2611 四電エナジーサービス（株）ｱｵｷ ｺｳｼﾞ

1時間57分24秒298 真野　博馬2874 ブルーハウス０７ﾏﾉ ﾋﾛﾒ

1時間57分27秒299 岡　正紀2775 ノヴィル（株）ｵｶ ﾏｻﾉﾘ

1時間57分34秒300 津村　和俊2340 ﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ
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1時間57分43秒301 湯浅　博幸2363 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ

1時間57分45秒302 長江　将史2541 徳島ドＭ会ﾅｶﾞｴ ﾏｻﾌﾐ

1時間57分49秒303 竹内　富夫2164 ｸﾘｿｽR.Cﾀｹｳﾁ ﾄﾐｵ

1時間57分49秒304 竹内　秀幸2732 クリソスランニングクラブﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間57分55秒305 中川　靖士2374 徳島大学ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽｼ

1時間57分56秒306 前田　真一2625 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間58分08秒307 南谷　洋光2661 牛岐ＲＣﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ

1時間58分08秒308 近藤　真二2423 国立高知病院ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

1時間58分11秒309 小園　浩幸2207 ｺｿﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分11秒310 藤本　正己2807 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間58分23秒311 児島　一夫2666 ナツコオ会ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ

1時間58分23秒312 西尾　厚志2779 ﾆｼｵ ｱﾂｼ

1時間58分26秒313 増田　浩二2319 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間58分36秒314 片山　哲也2642 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間58分40秒315 西浦　勝彦2612 ﾆｼｳﾗ ｶﾂﾋｺ

1時間58分54秒316 山根　文明2231 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｱｷ

1時間58分56秒317 佐野　嘉彦2272 ｻﾉ ﾖｼﾋｺ

1時間59分02秒318 笹山　敏樹2150 ｻｻﾔﾏ ﾄｼｷ

1時間59分14秒319 黒川　威2337 ＳＫＲｸﾛｶﾜ ﾀｹｼ

1時間59分27秒320 曽我部　常美2056 ｿｶﾞﾍﾞ ﾂﾈﾐ

1時間59分29秒321 永井　八郎2873 徳島県信用保証協会ﾅｶﾞｲ ﾊﾁﾛｳ

1時間59分31秒322 三木　孝之2581 ﾐｷ ﾀｶﾕｷ

1時間59分41秒323 桑原　豊2084 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾀｶ

1時間59分42秒324 松永　晃2829 阿波市ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ

1時間59分46秒325 鳥井　毅2245 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ

1時間59分49秒326 西山　修三2226 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ

1時間59分54秒327 井上　弘隆2830 ７＆７ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ

1時間59分58秒328 仙波　雅2073 三葉虫RCｾﾝﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間00分08秒329 瓦林　良和2839 猫手迷走会★★★★★★★ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ

2時間00分08秒330 野上　毅2031 ﾋｹﾞｺﾞｼﾞﾗﾉｶﾞﾐ ﾂﾖｼ

2時間00分11秒331 森　晴久2170 ﾓﾘ ﾊﾙﾋｻ

2時間00分17秒332 樋上　義彦6013 ﾋｶﾐ ﾖｼﾋｺ

2時間00分20秒333 村上　龍太郎2356 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2時間00分20秒334 野村　豊2785 高松信金ＡＣﾉﾑﾗ ﾕﾀｶ

2時間00分41秒335 佐古　吉男2257 ＴＲＣｻｺ ﾖｼｵ

2時間00分45秒336 武内　良行2016 神山ﾗﾝﾅｰｽﾞﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ

2時間00分52秒337 筒井　臣哉2169 14BHQuﾂﾂｲ ｼﾝﾔ

2時間01分09秒338 林　知之2669 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ

2時間01分10秒339 傍士　雅仁2384 ﾎｳｼﾞ ﾏｻﾋﾄ

2時間01分23秒340 田中　伸二2949 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ

2時間01分30秒341 北原　聡2818 ＮＴＴｷﾀﾊﾗ ｻﾄｼ

2時間01分45秒342 和田　弘2240 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間01分47秒343 森　聡幸2755 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ

2時間01分50秒344 斉藤　仁彦2195 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾋｺ

2時間01分55秒345 檜垣　勇慈2950 チーム幸福維新ﾋｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ

2時間02分02秒346 井浦　徹二2565 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ

2時間02分03秒347 石田　三英2477 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾃﾞ

2時間02分04秒348 猪龍　浩司2643 ｲﾘｮｳ ﾋﾛｼ

2時間02分14秒349 西岡　彰夫2154 野市町愛陸会ﾆｼｵｶ ｱｷｵ

2時間02分16秒350 上田　康裕2672 赤池倶楽部ｳｴﾀ ﾔｽﾋﾛ
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2時間02分19秒351 山内　慎太郎2910 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間02分33秒352 大林　成己2628 トラブルミックスｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾐ

2時間02分38秒353 柏木　正人2082 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ

2時間02分43秒354 東　広紀2906 飛脚ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ

2時間02分43秒355 野口　静男2970 ﾉｸﾞﾁ ｼｽﾞｵ

2時間02分44秒356 森　邦夫2022 ﾓﾘ ｸﾆｵ

2時間02分55秒357 三栖　勉2650 高島ＲＣﾐｽ ﾂﾄﾑ

2時間02分59秒358 佐藤　彰師2856 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ

2時間03分00秒359 郡　昌弘2329 株式会社　環境防災ｺｵﾘ ﾏｻﾋﾛ

2時間03分02秒360 野口　英昭2044 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間03分07秒361 田原　稔彦2223 ﾀﾊﾗ

2時間03分15秒362 小崎　徳也2922 ＮＲＣｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ

2時間03分17秒363 野崎　圭二2726 ﾉｻﾞｷ ｹｲｼﾞ

2時間03分25秒364 安藝　浩資2957 自分越えＲＣｱｷ ﾋﾛｼ

2時間03分27秒365 児玉　忠浩2730 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間03分34秒366 船越　卓志2615 岡山労災病院ﾌﾅｺｼ ﾀｸｼ

2時間03分35秒367 松家　義克2940 ﾏﾂｶ ﾖｼｶﾂ

2時間03分35秒368 古川　勝啓2211 綾川AC.ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋﾛ

2時間03分37秒369 井原　博生2065 ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ

2時間03分39秒370 藤田　浩二2496 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ

2時間03分45秒371 杉内　興雄2336 ｽｷﾞｳﾁ ﾕｷｵ

2時間03分45秒372 長瀬　英貴2448 大鵬薬品ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ

2時間03分47秒373 樋口　量彦2640 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

2時間03分49秒374 菊本　芳和2317 大塚製薬ＳＪＣｷｸﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

2時間03分50秒375 橋本　清隆2393 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾀｶ

2時間03分51秒376 峯田　栄一2041 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ

2時間03分53秒377 小倉　巨宜2049 ﾁｰﾑ黒犬ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ

2時間04分04秒378 浅野　喜美雄2026 TEAM★大虎ｱｻﾉ

2時間04分10秒379 平井　英司2602 ﾋﾗｲ ｴｲｼﾞ

2時間04分18秒380 沢田　正博2295 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間04分30秒381 角田　広志2152 ｶｸﾀ ﾋﾛｼ

2時間04分37秒382 池田　靖2304 ｲｹﾀﾞ ﾔｽｼ

2時間04分38秒383 平井　一郎2609 ﾋﾗｲ ｲﾁﾛｳ

2時間04分42秒384 清水　克樹2467 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ

2時間04分47秒385 山田　正一2773 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

2時間05分06秒386 元木　達也2015 ﾓﾄｷ ﾀﾂﾔ

2時間05分10秒387 近藤　貴文2288 ｔｒｃｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

2時間05分23秒388 久保添　喜八朗2680 ｸﾎﾞｿﾞｴ ｷﾊﾁﾛｳ

2時間05分25秒389 金山　史郎2801 ｶﾅﾔﾏ ｼﾛｳ

2時間05分29秒390 齋藤　隆2951 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

2時間05分30秒391 長沢　登2826 森永乳業㈱ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ

2時間05分39秒392 大友　和紀2210 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｷ

2時間05分40秒393 新居　国夫2068 ﾆｲ ｸﾆｵ

2時間05分40秒394 堀　洋二2019 ﾎﾘ ﾖｳｼﾞ

2時間05分57秒395 菅　成志2156 ｶﾝ ｾｲｼﾞ

2時間06分03秒396 竹内　茂敏2912 チーム　あいあいﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾄｼ

2時間06分05秒397 山入端　邦男2475 ＤＮＰ四国ﾔﾏﾉﾊ ｸﾆｵ

2時間06分06秒398 松浦　宏和2376 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間06分07秒399 鎌田　研吾2920 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

2時間06分08秒400 福本　泰弘2459 らぶＲＵＮ☆☆Ｃﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ
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2014.3.16(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場
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2時間06分09秒401 中村　逸男2074 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ

2時間06分29秒402 加納　茂紀2845 ｶﾉｳ ｼｹﾞｷ

2時間06分31秒403 芝山　靖二2603 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾔｽｼﾞ

2時間06分33秒404 白濱　徹2465 美馬保健所ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ

2時間06分35秒405 森田　英正2843 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ

2時間06分37秒406 友成　慎治2432 ＴＲＣﾄﾓﾅﾘ ｼﾝｼﾞ

2時間06分38秒407 床西　功至2561 エンドルフィンﾄｺﾆｼ ｺｳｼﾞ

2時間06分49秒408 山田　径男2160 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁｵ

2時間06分52秒409 三木　忠義2749 武琉クラブﾐｷ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間06分59秒410 澁野　武志2328 四国化工機ｼﾌﾞﾉ ﾀｹｼ

2時間07分02秒411 菅沼　敏行2424 アレックスｽｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ

2時間07分16秒412 矢野　敬章2427 ﾔﾉ ﾀｶｱｷ

2時間07分40秒413 田中　義孝2915 日本電工ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ

2時間07分42秒414 春木　尚登2269 チームはんごろしﾊﾙｷ ﾋｻﾄ

2時間07分45秒415 出口　忠昭2740 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間07分57秒416 南本　長穂2746 ﾐﾅﾐﾓﾄ ｵｻｵ

2時間07分57秒417 広長　一夫2094 徳島健走会ﾋﾛﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ

2時間08分01秒418 高木　洋介2902 ﾀｶｷﾞ ﾖｳｽｹ

2時間08分13秒419 三宅　宗靖2525 ＴＪＰﾐﾔｹ ﾑﾈﾔｽ

2時間08分13秒420 桑平　茂2436 ｸﾜﾀﾞｲﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間08分17秒421 和田　大助2646 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間08分20秒422 尾崎　正憲2349 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

2時間08分28秒423 楠瀬　敬一2189 ｸｽﾉｾ ｹｲｲﾁ

2時間08分30秒424 鈴江　昌之2114 ｽｽﾞｴ ﾏｻﾕｷ

2時間08分30秒425 竹半　伸一2126 ﾀｹﾅｶ ｼﾝｲﾁ

2時間08分34秒426 川上　広2332 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ

2時間08分42秒427 高津　賢二2944 善通寺自衛隊ﾀｶﾂ ｹﾝｼﾞ

2時間08分52秒428 松浦　良信2761 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間08分54秒429 西崎　文昭2542 徳島ドＭ会ﾆｼｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

2時間08分55秒430 吉成　覚2129 （有）貞光食糧ﾖｼﾅﾘ ｻﾄﾙ

2時間09分00秒431 梶崎　昇2077 ｶｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

2時間09分04秒432 中野　一男2149 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｵ

2時間09分06秒433 松村　誠治2437 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｼﾞ

2時間09分15秒434 平田　健治2085 ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間09分20秒435 麻生　利夫2252 ｱｻｵｲ ﾄｼｵ

2時間09分21秒436 石原　洋一2103 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｲﾁ

2時間09分28秒437 松本　義昭2325 石井さくら色５４会ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ

2時間09分39秒438 仁木　康彦2958 ちょきﾆｷ ﾔｽﾋｺ

2時間09分43秒439 荒井　真介2850 なびっくｱﾗｲ ｼﾝｽｹ

2時間09分44秒440 浅原　武2498 ｱｻﾊﾗ ﾀｹｼ

2時間09分46秒441 田中　弘之2327 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間09分48秒442 南本　幹生2812 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ

2時間09分51秒443 市川　弘之2492 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

2時間09分52秒444 新田　孝文2617 ﾆｯﾀ ﾀｶﾌﾐ

2時間09分57秒445 相澤　康治2631 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ

2時間09分59秒446 近藤　恒2370 つばさ歯科クリニックｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ

2時間10分00秒447 森　泰啓2854 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

2時間10分01秒448 古川　精一2232 ﾌﾙｶﾜ

2時間10分04秒449 西上　康広2620 ﾆｼｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ

2時間10分08秒450 杉川　公章2772 ｽｷﾞｶﾜ ﾋﾛｱｷ
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2時間10分13秒451 河原　佳明2284 ＴＪＰｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ

2時間10分13秒452 森岡　秀之2892 ﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間10分15秒453 星合　良昭2062 ﾎｼｱｲ ﾖｼｱｷ

2時間10分23秒454 板東　敏之2118 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ

2時間10分28秒455 内田　順二2639 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間10分31秒456 桑田　誠二2358 ｸﾜﾀ ｾｲｼﾞ

2時間10分31秒457 山名　剛2557 ﾔﾏﾅ ﾂﾖｼ

2時間10分32秒458 泉　正文2099 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ

2時間10分40秒459 梶川　一洋2479 ｶｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間10分50秒460 森川　忠義2487 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間10分51秒461 谷口　哲也2221 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ

2時間10分54秒462 松岡　隆2342 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ

2時間10分55秒463 山脇　伸浩2629 ﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間11分04秒464 住友　敏明2081 ｽﾐﾄﾓ ﾄｼｱｷ

2時間11分06秒465 貞野　光弘2502 ｻﾀﾞﾉ ﾐﾂﾋﾛ

2時間11分09秒466 大東　伸一2689 ﾀﾞｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

2時間11分14秒467 和田　康昭2495 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ

2時間11分21秒468 市村　文男2868 ｲﾁﾑﾗ ﾌﾐｵ

2時間11分28秒469 中野　康則2002 高松信金ＡＣﾅｶﾉ ﾔｽﾉﾘ

2時間11分40秒470 河野　進2302 ｶﾜﾉ ｽｽﾑ

2時間11分50秒471 小松　道明2462 ｺﾏﾂ ﾐﾁｱｷ

2時間11分50秒472 後藤　久2279 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ

2時間11分55秒473 前田　真明2321 ロダンﾏｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間11分57秒474 藤田　隆司2461 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

2時間12分01秒475 祖父江　研二2404 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ

2時間12分04秒476 足田　浩二2261 ｱｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間12分25秒477 槇本　久一2369 ﾏｷﾓﾄ ﾋｻｶｽﾞ

2時間12分27秒478 山根　誠2504 中国四国農政局徳島センタ・ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ

2時間12分29秒479 野田　博之2836 コールマラソン倶楽部ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間12分31秒480 堀尾　幸太郎2871 ﾎﾘｵ ｺｳﾀﾛｳ

2時間12分40秒481 谷中　孝2508 ﾀﾆﾅｶ ﾀｶｼ

2時間12分49秒482 栄　貫2842 ｻｶｴ ﾄｵﾙ

2時間12分50秒483 笠井　健二2112 ｶｻｲ ｹﾝｼﾞ

2時間12分52秒484 野上　拓郎2213 ﾉｶﾞﾐ ﾀｸﾛｳ

2時間12分52秒485 正宗　克浩2553 ﾏｻﾑﾈ ｶﾂﾋﾛ

2時間12分53秒486 佐々木　博昭2386 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ

2時間12分54秒487 石原　譲2235 ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ

2時間12分57秒488 十亀　剛一2901 ｿｶﾞﾒ ｺｳｲﾁ

2時間12分59秒489 辻岡　勝則2798 ﾂｼﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ

2時間13分02秒490 加藤　公一2101 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

2時間13分06秒491 岸　輝彦2900 ｷｼ ﾃﾙﾋｺ

2時間13分11秒492 上原　敏宏2548 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

2時間13分16秒493 蔭山　光2706 ＯＢＧ５３ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間13分22秒494 松浦　茂樹2819 ＴＪＰﾏﾂｳﾗ ｼｹﾞｷ

2時間13分40秒495 須戸　孝之2298 ｽﾄﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間13分42秒496 濱本　雅史2286 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

2時間13分44秒497 藤田　俊明2698 公務員ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｱｷ

2時間13分58秒498 峯野　俊也2313 八万南ＲＣﾐﾈﾉ ﾄｼﾔ

2時間13分59秒499 廣瀬　昌弘2670 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ

2時間14分01秒500 野曽場　誠司2512 ﾉｿﾊﾞ ｾｲｼﾞ
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2時間14分06秒501 角元　真二2045 北島ﾗｲｵﾝｽﾞｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2時間14分07秒502 石川　一平2285 ｲｼｶﾜ ｲﾁﾍｲ

2時間14分14秒503 佐藤　公俊2241 ｻﾄｳ

2時間14分16秒504 佐藤　幸男2204 ｻﾄｳ ﾕｷｵ

2時間14分24秒505 鎌倉　英章2905 ｶﾏｸﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間14分24秒506 高橋　静雄2214 徳大TJPﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｵ

2時間14分25秒507 猪上　大輔2244 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ

2時間14分27秒508 徳元　敬治2932 かめさんＲＣﾄｸﾓﾄ ｹｲｼﾞ

2時間14分32秒509 大門　康介2519 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾔｽｽｹ

2時間14分33秒510 遠藤　雅哉2634 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

2時間14分37秒511 湯藤　正道2092 ﾖﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ

2時間14分58秒512 三好　利孝2925 ﾐﾖｼ ﾄｼﾀｶ

2時間14分59秒513 村田　茂樹2153 徳島大学TJPﾑﾗﾀ ｼｹﾞｷ

2時間15分03秒514 来島　直也2885 ｸﾙｼﾏ ﾅｵﾔ

2時間15分06秒515 田渕　宏樹2675 建築士会美馬支部ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ

2時間15分06秒516 森奥　和人2781 よんけいﾓﾘｵｸ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間15分10秒517 河村　春旗2635 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ

2時間15分12秒518 大西　伸正2177 ｵｵﾆｼ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間15分15秒519 前橋　功2673 徳大ホノマラﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ

2時間15分15秒520 村上　通章2463 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾁｱｷ

2時間15分16秒521 瀬尾　晃一2528 ｾｵ ｺｳｲﾁ

2時間15分24秒522 近藤　強2038 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

2時間15分34秒523 市岡　孝文2766 チーム黒犬ｲﾁｵｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間15分40秒524 井上　文雄2029 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｲﾉｳｴ ﾌﾐｵ

2時間15分44秒525 吉本　明2262 ﾖｼﾓﾄ ｱｷﾗ

2時間15分47秒526 平賀　智2032 ﾋﾗｶﾞ ｻﾄｼ

2時間15分48秒527 尾崎　哲也2518 ｵｻﾞｷ ﾃﾂﾔ

2時間15分58秒528 横山　敏春2098 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ

2時間16分00秒529 賀川　高宏2919 ｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

2時間16分02秒530 平本　裕2183 ﾋﾗﾓﾄ ﾕﾀｶ

2時間16分07秒531 中道　和生2048 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｵ

2時間16分08秒532 工藤　利夫2083 吉野川市ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ

2時間16分09秒533 多富　義典2838 チーム源ﾀﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ

2時間16分16秒534 辰巳　忠2765 ｔｊｐﾀﾂﾐ ﾀﾀﾞｼ

2時間16分17秒535 田村　孝之2709 ＯＢＧ５３ﾀﾑﾏ ﾀｶﾕｷ

2時間16分18秒536 亀井　龍哉2400 鳴門ガスｶﾒｲ ﾀﾂﾔ

2時間16分30秒537 多田　治征2197 大河会さぬき支部ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ

2時間16分46秒538 千崎　真司2202 石井の河童ｾﾝｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

2時間16分52秒539 藤川　邦悦2365 （株）アスティスﾌｼﾞｶﾜ ｸﾆﾖｼ

2時間17分02秒540 安藝　好信2277 医療法人喜久寿会木下病院ｱｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間17分10秒541 薮下　克彦2554 チームめいそうﾔﾌﾞｼﾀ ｶﾂﾋｺ

2時間17分13秒542 井上　和俊2483 城西病院ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾄｼ

2時間17分16秒543 加藤　修2969 ｶﾄｳ ｵｻﾑ

2時間17分18秒544 大久保　彰洋2754 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間17分27秒545 藤澤　勝治2119 ﾋﾞﾊﾞｶｯﾁJCﾌｼﾞｻﾜ ｶﾂｼﾞ

2時間17分29秒546 竹井　裕2043 ﾀｹｲ ﾋﾛｼ

2時間17分31秒547 橋本　周二2595 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2時間17分35秒548 森江　孝志2339 タイガージムﾓﾘｴ ﾀｶｼ

2時間17分45秒549 荻野　政雄2371 ｵｷﾞﾉ ﾏｻｵ

2時間17分46秒550 篠原　秋照2330 ｼﾉﾊﾗ ｱｷﾃﾙ
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2時間18分02秒551 浅野　武弘2289 ｱｻﾉ ﾀｹﾋﾛ

2時間18分11秒552 若井　伸一2155 公証走友会ﾜｶｲ ｼﾝｲﾁ

2時間18分12秒553 学谷　一郎2714 クリソスｶﾞｸﾀﾆ ｲﾁﾛｳ

2時間18分14秒554 橋元　明2967 神戸市交通局ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ

2時間18分20秒555 大北　芳正2741 ｔｊｐｵｵｷﾀ ﾖｼﾏｻ

2時間18分20秒556 森内　稔2078 ﾓﾘｳﾁ ﾐﾉﾙ

2時間18分26秒557 田村　重雄2176 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞｵ

2時間18分28秒558 森　行弘2447 元クリＲＣﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ

2時間18分29秒559 西　明雄2147 ﾆｼ ｱｷｵ

2時間18分30秒560 萩原　雄一2793 川島病院ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

2時間18分33秒561 梶村　鉄次2794 ｶｼﾞﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

2時間18分36秒562 飯沼　健2491 アグレッシブｲｲﾇﾏ ﾀｹｼ

2時間18分41秒563 金谷　佳和2937 ｶﾅﾔ ﾖｼｶｽﾞ

2時間18分42秒564 的場　英登2752 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄ

2時間18分49秒565 白方　浩三2831 ｼﾗｶﾀ ｺｳｿﾞｳ

2時間18分51秒566 杉村　勝正2159 勝ちゃんｸﾗﾌﾞｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾏｻ

2時間18分55秒567 垣内　正治2091 ｶｷｳﾁ ﾏｻﾊﾙ

2時間18分58秒568 久保　雅史2536 チーム黒犬ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間19分01秒569 長井　正男2097 徳島健走会ﾅｶﾞｲ ﾏｻｵ

2時間19分04秒570 大島　康志2821 ｵｵｼﾏ ﾔｽｼ

2時間19分07秒571 上村　守2832 あいずみＲＯｳｴﾑﾗ ﾏﾓﾙ

2時間19分08秒572 近藤　明生2059 ｸﾚﾒﾝﾄ徳島ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ

2時間19分18秒573 北村　敬司2182 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ

2時間19分23秒574 渡辺　道紀2331 宝塚一匹オオカミﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾉﾘ

2時間19分38秒575 奥田　真司2632 中央テクノｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間19分46秒576 徳川　哲史2335 ケセラセランナーズ徳島ﾄｸｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

2時間19分47秒577 張間　栄嗣2846 ﾊﾘﾏ ｴｲｼﾞ

2時間19分52秒578 西岡　孝文2540 ﾆｼｵｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間19分53秒579 川田　章裕2676 ｶﾜﾀ ｱｷﾋﾛ

2時間19分58秒580 秋田　耕三2738 ｱｷﾀ ｺｳｿﾞｳ

2時間19分59秒581 増田　順次2791 ＲＵＮーＴＷﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間20分07秒582 市谷　茂2173 走友会ｲﾁﾀﾆ ｼｹﾞﾙ

2時間20分11秒583 岩崎　晶夫2191 いのつｼﾞﾑｲﾜｻｷ ｱｷｵ

2時間20分12秒584 河野　順2636 徳島県庁ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間20分31秒585 尾関　寛2872 ｵｾﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間20分35秒586 堤　和孝2809 福助工業ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾀｶ

2時間20分37秒587 加地　秀司2953 なしｶｼﾞ ﾋﾃﾞｼ

2時間20分41秒588 福見　善之2806 ﾌｸﾐ ﾖｼﾕｷ

2時間20分47秒589 鴻野　修司2500 八万体協バレー部ｺｳﾉ ｼｭｳｼﾞ

2時間20分51秒590 入江　靖彦2107 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ

2時間20分53秒591 江本　和明2824 森永乳業株式会社ｴﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

2時間21分13秒592 新居　康門2931 ﾆｲ ﾔｽｶﾄﾞ

2時間21分22秒593 竹森　雅人2562 コンスト★２２ﾀｹﾓﾘ ﾏｻﾄ

2時間21分24秒594 森本　忠義2877 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間21分35秒595 吉成　崇2678 三葉虫ＲＣﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ

2時間21分38秒596 夏凪　剛洋2005 ﾗｴﾘｱﾝﾅﾂﾅｷﾞ ﾀｹﾋﾛ

2時間21分45秒597 岡本　康弘2259 神戸市役所ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間21分50秒598 橋本　敬二2201 石井の河童ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ

2時間21分54秒599 大橋　育順2539 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾉﾌﾞ

2時間22分09秒600 籔内　伸治2891 ﾔﾌﾞｳﾁ ｼﾝｼﾞ
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2時間22分21秒601 土肥　雅彦2233 祭り寿司ﾄﾞｲ ﾏｻﾋｺ

2時間22分26秒602 山田　節2517 ＴＥＡＭ　Ｋﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間22分34秒603 蔵本　貴之2480 ｸﾗﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

2時間22分37秒604 小原　繁2733 徳島大学ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間22分46秒605 木内　大作2441 ｷﾉｳﾁ ﾀﾞｲｻｸ

2時間22分59秒606 堀部　貞之2238 K.H.K.ﾎﾘﾍﾞ ｻﾀﾞﾕｷ

2時間23分04秒607 人見　隆雄2786 ﾋﾄﾐ ﾀｶｵ

2時間23分04秒608 河野　勇2166 河野家RCｶﾜﾉ ｲｻﾑ

2時間23分08秒609 宮本　正勝2198 HRダックスﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｶﾂ

2時間23分19秒610 丸岡　淳也2301 Ｔ．走るんじょﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間23分20秒611 郡　正文2180 公証走友会ｺｵﾘ ﾏｻﾌﾐ

2時間23分22秒612 宮後　憲二2268 ﾐﾔｺﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間23分36秒613 蓮池　弘樹2963 ﾊｽｲｹ ﾋﾛｷ

2時間23分40秒614 林　英司2230 ﾊﾔｼ

2時間23分42秒615 中瀬　健2050 ﾅｶｾ ﾀｹｼ

2時間23分45秒616 濱田　圭二2861 チーム岩倉ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間23分55秒617 岡本　典明2499 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

2時間23分58秒618 中野　道明2380 ﾅｶﾉ ﾐﾁｱｷ

2時間24分01秒619 北岡　朋和2305 いごっ走ｷﾀｵｶ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間24分08秒620 宮島　明人2476 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ

2時間24分25秒621 大倉　彰2860 ｵｵｸﾗ ｱｷﾗ

2時間24分28秒622 古川　俊彦2585 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼﾋｺ

2時間24分39秒623 森　雄治2108 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ

2時間24分40秒624 乾　勝能2708 ｲﾇｲ ｶﾂﾖｼ

2時間24分48秒625 Ｖｉｅｒｙ　Ｄａｖｉｄ2825 ﾊﾞｲﾘｰ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ

2時間24分48秒626 前田　泰弘2739 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間24分59秒627 杉谷　正史2008 ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間25分26秒628 髙木　好史2039 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間25分30秒629 湯浅　和之2444 ﾕｱｻ ｶｽﾞﾕｷ

2時間25分32秒630 武市　到2759 ﾀｹｲﾁ ｲﾀﾙ

2時間25分42秒631 秦　修也2434 あいずみＲＯﾊﾀ ｼｭｳﾔ

2時間25分50秒632 田村　隆宏2795 チームめいそうﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間26分08秒633 江戸　英雄2464 ｴﾄﾞ ﾋﾃﾞｵ

2時間26分18秒634 坂井　貴行2344 徳島大学ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ

2時間26分30秒635 岡林　二郎2354 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾛｳ

2時間26分32秒636 遠藤　浅喜2281 ７＆７ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾖｼ

2時間26分33秒637 大西　篤信2282 ７＆７ｵｵﾆｼ ｱﾂﾉﾌﾞ

2時間26分43秒638 福永　英樹2577 カメさんﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間26分58秒639 三好　弘之2124 T.走るんじょﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間27分09秒640 藤原　上2199 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾎﾞﾘ

2時間27分50秒641 立石　志郎2316 ﾀﾃｲｼ ｼﾛｳ

2時間28分03秒642 岡田　剛2367 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間28分10秒643 岩田　弘2607 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ

2時間28分16秒644 太田　敬志2663 ｵｵﾀ ﾀｶｼ

2時間28分29秒645 篠原　一人2323 ファインショットｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間28分29秒646 井内　康夫2389 鴨島イレブンｲｳﾁ ﾔｽｵ

2時間28分32秒647 清重　恒2228 ｷﾖｼｹﾞ ﾋｻｼ

2時間28分45秒648 富永　賢2966 徳島大学病院ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾙ

2時間28分55秒649 鎌田　浩史2723 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間28分59秒650 田上　裕之2898 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ
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2時間29分00秒651 岩本　一彦2225 ｲﾜﾓﾄ

2時間29分00秒652 碇　貴士2865 ハッピーＲＤｲｶﾘ ﾀｶｼ

2時間29分17秒653 山下　菊治2227 ﾔﾏｼﾀ

2時間29分17秒654 三谷　淳2162 善通寺自衛隊ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝ

2時間29分22秒655 河西　修一2046 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｲﾁ

2時間29分34秒656 野口　俊治2897 ハッピー徳島ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ

2時間29分52秒657 亀井　誠2522 ｶﾒｲ ﾏｺﾄ

2時間29分58秒658 佐藤　隆之2503 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

2時間30分03秒659 尾﨑　亨一2090 ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ

2時間30分07秒660 森田　朗2274 クリソスＲＣﾓﾘﾀ ｱｷﾗ

2時間30分08秒661 秦　健司2454 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間30分31秒662 山野　真司2862 ﾔﾏﾉ ｼﾝｼﾞ

2時間30分31秒663 野上　繁2613 かめさんﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ

2時間30分35秒664 森本　茂明2172 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ

2時間30分37秒665 木下　靖二2707 ＯＢＧ５３ｷﾉｼﾀ ﾔｽｼﾞ

2時間30分37秒666 井上　泰秀2654 大塚製薬工場ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ

2時間30分57秒667 佐尾山　秀樹2514 ｻｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

2時間31分06秒668 川野　隆介2004 ｶﾜﾉ ﾘｭｳｽｹ

2時間31分16秒669 北野　泰正2630 ｷﾀﾉ ﾔｽﾏｻ

2時間31分19秒670 前田　智行2799 ４３クラブﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

2時間31分38秒671 南野　哲夫2890 なしﾐﾅﾐﾉ ﾃﾂｵ

2時間31分41秒672 湊　雅史2276 ﾐﾅﾄ ﾏｻﾌﾐ

2時間31分56秒673 瀬川　信行2455 瀬川電機ｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間31分58秒674 泉田　佳伸2239 K.H.K.ｲｽﾞﾐﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間32分02秒675 髙嶋　光一2163 善通寺自衛隊ﾀｶｼﾏ ｺｳｲﾁ

2時間32分07秒676 武市　博2018 ＨＴＹ29ﾀｹｲﾁ ﾋﾛｼ

2時間32分08秒677 伊原　雅司2700 ｲﾊﾗ ﾏｻｼ

2時間32分09秒678 丸井　文明2095 ﾏﾙｲ ﾌﾐｱｷ

2時間32分13秒679 姫野　昭夫2778 姫野商事ﾋﾒﾉ ｱｷｵ

2時間33分07秒680 喜多　佳英2718 ｷﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ

2時間33分20秒681 金澤　和宏2472 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間33分23秒682 吉田　茂2864 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間33分25秒683 原田　賢2551 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝ

2時間33分35秒684 楠　貴伸2712 ｸｽﾉｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間33分57秒685 井原　栄治2334 ｲﾊﾗ ｴｲｼﾞ

2時間34分00秒686 井上　裕久2047 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾋｻ

2時間34分31秒687 板東　光彦2790 四国化工機ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋｺ

2時間34分47秒688 前田　武2549 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間34分56秒689 西内　淳2817 ﾆｼｳﾁ ｼﾞｭﾝ

2時間35分01秒690 辻　正典2072 ﾂｼﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間35分03秒691 山下　治郎2053 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞﾛｳ

2時間35分16秒692 泉　雅也2471 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾔ

2時間35分16秒693 田渕　史雄2679 ﾀﾌﾞﾁ ﾌﾐｵ

2時間35分58秒694 梅津　賢司2187 徳大TJPｳﾒﾂ ｹﾝｼﾞ

2時間36分29秒695 戸田　幸伸2622 ﾄﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ

2時間36分30秒696 山下　信之2409 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間36分35秒697 島村　常弘2547 ｼﾏﾑﾗ ﾂﾈﾋﾛ

2時間36分46秒698 小谷　智美2571 四国アルフレッサ株式会社ｺﾀﾆ ｻﾄﾐ

2時間36分49秒699 佐川　博典2568 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ

2時間36分49秒700 久門　等2426 港産業株式会社ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ
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2時間37分18秒701 河野　芳弘2390 ハッピーＲＤｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ

2時間37分35秒702 八木　眞巳2142 ﾔｷﾞ ﾏｻﾐ

2時間37分43秒703 久米　康弘2057 走RUN DAYｸﾒ ﾔｽﾋﾛ

2時間37分49秒704 加藤　義行2054 ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ

2時間38分00秒705 川﨑　浩資2474 ＤＮＰ四国ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ

2時間38分06秒706 田中　良昭2478 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

2時間38分09秒707 桑原　繁2123 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間38分13秒708 山本　倹司2545 徳島ドＭ会ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間38分50秒709 吉本　克彦2621 西精工マラソン部ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾋｺ

2時間39分03秒710 野田　章2385 ﾉﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間39分20秒711 板東　完治2566 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾝｼﾞ

2時間39分22秒712 河村　和男2294 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｵ

2時間40分11秒713 下岡　晴次2692 あいずみＲＯｼﾓｵｶ ｾｲｼﾞ

2時間40分25秒714 濱田　浩二2946 ＦＲＣﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間40分30秒715 鹿島　貴文2729 ｶｼﾏ ﾀｶﾌﾐ

2時間40分34秒716 前坂　孝2576 前坂歯科ﾏｴｻｶ ﾀｶｼ

2時間40分40秒717 堀尾　昌史2205 ﾎﾘｵ

2時間41分08秒718 小方　研達2449 （株）トクセイｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾂ

2時間41分11秒719 都築　州廣2003 ﾂﾂﾞｷ ｸﾆﾋﾛ

2時間41分22秒720 松浦　昭雄2800 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｵ

2時間41分45秒721 西田　覚2297 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ

2時間41分45秒722 菅澤　美廣2071 あいずみROｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間42分21秒723 秋月　健一2927 戸田建設㈱ｱｷﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ

2時間42分41秒724 宮上　憲司2887 ﾐﾔｶﾐ ｹﾝｼﾞ

2時間42分49秒725 橋本　恵二2318 酔走クラブﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ

2時間43分05秒726 馬場　淳2526 チームいかりやﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間43分06秒727 工藤　利明2783 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ

2時間43分37秒728 登家　由光2516 ﾉﾎﾞﾘﾔ ﾖｼﾐﾂ

2時間43分38秒729 佐々木　康浩2368 ｻｻｷ ﾔｽﾋﾛ

2時間43分45秒730 米澤　裕文2143 さくらﾖﾈｻﾞﾜ

2時間43分47秒731 岩田　豪2875 ｲﾜﾀ ﾂﾖｼ

2時間43分47秒732 古谷　仁志2848 ｺﾔ ﾋﾄｼ

2時間44分00秒733 沖村　大介2694 ｵｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

2時間44分10秒734 杉山　日出男2157 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ

2時間44分14秒735 松岡　利光2964 ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾐﾂ

2時間44分16秒736 田村　和幸2909 全農ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

2時間44分17秒737 青柳　司2080 だ・かーぽｱｵﾔｷﾞ ﾂｶｻ

2時間44分18秒738 藤澤　昌和2894 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ

2時間44分23秒739 佐野　和幸2442 ｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ

2時間44分38秒740 福池　信次2242 ロジックシステムﾌｸｲｹ ｼﾝｼﾞ

2時間44分44秒741 鎌田　稔2737 らんらんｶﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間45分16秒742 三好　一文2120 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾌﾐ

2時間45分23秒743 武田　充2028 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ

2時間45分47秒744 山田　雅明2296 株式会社ゆうちょ銀行ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間45分58秒745 綿谷　忠雄2035 ﾊｯﾋﾟｰRDﾜﾀﾀﾞﾆ ﾀﾀﾞｵ

2時間46分02秒746 後藤　新2747 ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ

2時間46分22秒747 佐藤　和博2377 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間46分34秒748 吉藤　尚2040 徳大TJP

2時間46分39秒749 鈴木　光雄2023 徳大ＴＪＰｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ

2時間47分11秒750 大西　淳一2460 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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2時間47分33秒751 安丸　正美2644 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾐ

2時間47分38秒752 堀部　耕一2422 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｲﾁ

2時間47分48秒753 山口　勝敏2774 ＴＪＰﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ

2時間47分59秒754 篠崎　邦弘2529 なしｼﾉｻﾞｷ ｸﾆﾋﾛ

2時間48分17秒755 安喜　稔2224 ﾔｽｷ

2時間48分42秒756 浦上　豊治2641 スペック未詳ｳﾗｶﾐ ﾄﾖｼﾞ

2時間49分04秒757 村田　真一2494 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁ

2時間49分32秒758 宮川　哲兒2533 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

2時間49分49秒759 藤井　忠大2903 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間50分18秒760 戎　清2161 ｴﾋﾞｽ ｷﾖｼ

2時間51分21秒761 兼子　武士2835 ｶﾈｺ ﾀｹｼ

2時間51分31秒762 大澤　昇司2923 ｵｵｻﾜ ｼｮｳｼﾞ

2時間51分43秒763 河野　孝治郎2387 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ

2時間51分50秒764 山内　幸夫2398 阿波銀行ﾔﾏｳﾁ ﾕｷｵ

2時間51分58秒765 玉井　茂夫2550 ﾀﾏｲ ｼｹﾞｵ

2時間52分06秒766 岡　秀信2497 ｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

2時間52分17秒767 森本　健一2847 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

2時間53分17秒768 柳原　隆2042 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ

2時間53分18秒769 伊沢　靖志2411 ｲｻﾜ ﾔｽｼ

2時間53分23秒770 大城　孝之2757 ヘッドウイングｵｵｼﾛ ﾀｶﾕｷ

2時間53分57秒771 美﨑　安司2113 ﾐｻｷ ﾔｽｼﾞ

2時間54分01秒772 塩谷　美千彦2710 ｼｵﾀﾆ ﾐﾁﾋｺ

2時間54分13秒773 中谷　順一2822 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間54分14秒774 畑　伸明2610 健康増進塾ﾊﾀ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間54分49秒775 柳原　一雄2194 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

2時間55分05秒776 田中　清章2457 徳島県庁ﾀﾅｶ ｷﾖﾌﾐ

2時間55分24秒777 釣井　哲2428 ﾂﾙｲ ｻﾄｼ

2時間56分06秒778 西野　孝二2520 ﾆｼﾉ ｺｳｼﾞ

2時間56分13秒779 西　賢2007 ﾆｼ ｹﾝ

2時間56分20秒780 阪田　眞也2131 あいずみR.Oｻｶﾀ ｼﾝﾔ

2時間56分51秒781 木村　雅彦2858 阿波スピンドル株式会社ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ

2時間57分39秒782 伊勢　昌弘2406 善通寺病院ｲｾ ﾏｻﾋﾛ

2時間58分08秒783 酒巻　洋2216 RUN TMCｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ

2時間59分00秒784 矢田　健一郎2570 ﾔﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間59分07秒785 大蔭　信一2093 ｵｵｶｹﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ

2時間59分23秒786 松家　啓悦2130 藍住S.Cﾏﾂｶ ﾋﾛﾖｼ

2時間59分49秒787 三浦　欣也2185 穴喰RCﾐｳﾗ ｷﾝﾔ
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