
- 第13回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

3km  男子中学生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2014.3.16(日） 

スタート： 11:10:00

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

9分48秒1 曽川　聖292 松茂中学校ｿｶﾞﾜ ﾀｶｼ

9分51秒2 原　和輝235 城ノ内中学校ﾊﾗ ｶｽﾞｷ

9分56秒3 井内　優輔202 小松島中学校ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ

10分02秒4 髙田　稜237 小松島中学校ﾀｶﾀ ﾘｮｳ

10分11秒5 橋本　尚斗312 市立川島中学校ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ

10分27秒6 大倉　秀太265 山川中学校ｵｵｸﾗ ｼｭｳﾀ

10分33秒7 篠原　楓203 川之江南中学校ｼﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ

10分43秒8 森　隼人291 鴨島第一中学校ﾓﾘ ﾊﾔﾄ

11分02秒9 佐藤　祐295 鴨島東中学校ｻﾄｳ ﾕｳ

11分08秒10 新藤　一真250 阿波中学校ｼﾝﾄｳ ｶｽﾞﾏ

11分08秒11 石田　大晟260 県立川島中学校ｲｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ

11分19秒12 寿須　里空273 鴨島第一中学校ｽﾐｽ ﾘｸｳ

11分26秒13 石川　和馬240 三島南中学校ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ

11分27秒14 吉田　将宏242 桑原中学校ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

11分29秒15 前野　紘輝271 市立川島中学校ﾏｴﾉ ﾋﾛｷ

11分30秒16 長谷川　洸257 白鳥中学校ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ

11分38秒17 後藤田　慶也258 市立川島中学校ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ

11分40秒18 工藤　駿作266 山川中学校ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｻｸ

11分51秒19 澁川　祐輔284 鴨島東中学校ｼﾌﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ

11分59秒20 矢部　拓実256 鴨島第一中学校ﾔﾍﾞ ﾀｸﾐ

12分02秒21 尾崎　雅也234 阿南中学校ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ

12分04秒22 鎌田　蓮矢246 鴨島東中学校ｶﾏﾀﾞ ﾚﾝﾔ

12分05秒23 峰本　諒雅233 鴨島第一中学校ﾐﾈﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ

12分07秒24 桂　洋輔283 鴨島東中学校ｶﾂﾗ ﾖｳｽｹ

12分11秒25 上田　朝日286 鴨島東中学校ｳｴﾀ ｱｻﾋ

12分12秒26 北川　拓夢298 鴨島東中学校ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾑ

12分12秒27 北岡　聖矢289 山川中学校ｷﾀｵｶ ｾｲﾔ

12分12秒28 浅野　拓実205 吉野中学校ｱｻﾉ ﾀｸﾐ

12分14秒29 久米　啓斗204 阿南中学校ｸﾒ ｹｲﾄ

12分19秒30 蔭山　太陽253 県立川島中学校ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲﾖｳ

12分33秒31 生田　真魚245 阿南第二中学校ｲｸﾀ ﾏｵ

12分42秒32 堺　勇斗268 上八万中学校ｻｶｲ ﾕｳﾄ

12分47秒33 宇田　裕斗210 鴨島第一中学校ｳﾀﾞ ﾋﾛﾄ

12分48秒34 中川　大輝276 鴨島第一中学校ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｷ

12分51秒35 近藤　拓海274 鴨島第一中学校ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

12分52秒36 鈴木　将太239 鴨島第一中学校ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

12分54秒37 河野　秀太206 鴨島第一中学校ｶﾜﾉ ｼｭｳﾀ

12分55秒38 岩本　涼262 山川中学校ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ

12分57秒39 福田　涼太248 吉野中学校ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

13分00秒40 篠﨑　吏貢259 市立川島中学校ｼﾉｻﾞｷ ﾘｸ

13分03秒41 高橋　雄基241 国府支援学校ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

13分04秒42 藤井　舜255 鴨島第一中学校ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝ

13分09秒43 盛　裕貴277 鴨島東中学校ﾓﾘ ﾕｳｷ

13分14秒44 網干　綺斗207 八万中学校ｱﾎﾞｼ ｱﾔﾄ

13分23秒45 田所　一成261 石井中学校ﾀﾄﾞｺﾛ ｶｽﾞﾅﾘ

13分33秒46 盛　伊吹281 鴨島東中学校ﾓﾘ ｲﾌﾞｷ

13分35秒47 西條　隼斗272 鴨島第一中学校ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾔﾄ

13分39秒48 奥平　雅也222 国府支援学校ｵｸﾋﾗ ﾏｻﾔ

13分42秒49 滝川　僚214 国府支援学校ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳ

13分47秒50 藤岡　真也247 市立川島中学校ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾔ
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13分48秒51 金山　翔矢309 鴨島東中学校ｶﾅﾔﾏ ｼｮｳﾔ

13分54秒52 山田　雅史10013 鴨島東中学校ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ

14分02秒53 三好　一也280 鴨島東中学校ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾔ

14分03秒54 毛利　元継287 鴨島東中学校ﾓｳﾘ ﾓﾄﾂｸﾞ

14分05秒55 鈴木　新大275 鴨島第一中学校ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ

14分13秒56 米田　涼306 鴨島東中学校ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳ

14分13秒57 川又　亮254 石井中学校ｶﾜﾏﾀ ﾘｮｳ

14分14秒58 田川　慈瑛251 市立川島中学校ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ

14分17秒59 石田　辰弥264 鴨島東中学校ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

14分27秒60 檜尾　亮太216 国府支援学校ﾋﾉｷｵ ﾘｮｳﾀ

14分37秒61 松下　仁229 国府支援学校ﾏﾂｼﾀ ｼﾞﾝ

14分40秒62 石原　崇一朗238 香川大学教育学部附属高松ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

14分44秒63 森西　太一278 鴨島東中学校ﾓﾘﾆｼ ﾀｲﾁ

14分44秒64 藤井　海音282 鴨島東中学校ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ

14分57秒65 田中　純平269 上八万中学校ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

15分13秒66 坂井　諒一朗249 国府中学校ｻｶｲ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

15分14秒67 原　海人252 石井中学校ﾊﾗ ｶｲﾄ

15分15秒68 大古　逸斗263 市立川島中学校ｵｵｺ ﾊﾔﾄ

15分16秒69 平井　寿典230 国府支援学校ﾋﾗｲ ﾄｼﾉﾘ

15分20秒70 島田　天空267 上八万中学校ｼﾏﾀﾞ ｿﾗ

15分22秒71 市川　雄大308 鴨島東中学校ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

15分48秒72 藤中　達也294 鴨島東中学校ﾌｼﾞﾅｶ ﾀﾂﾔ

15分49秒73 名頃　蓮304 鴨島東中学校ﾅｺﾞﾛ ﾚﾝ

15分50秒74 髙橋　一生270 上八万中学校ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ

15分52秒75 後藤田　爽太310 鴨島東中学校ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｿｳﾀ

15分53秒76 久保　郁弥279 鴨島東中学校ｸﾎﾞ ﾌﾐﾔ

15分55秒77 松浦　悠汰299 鴨島東中学校ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ

16分15秒78 片岡　徹221 国府支援学校ｶﾀｵｶ ﾄｵﾙ

16分31秒79 秋山　且人213 国府支援学校ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾄ

17分04秒80 岩佐　和希219 国府支援学校ｲﾜｻ ｶｽﾞｷ

17分07秒81 梅本　誠也215 国府支援学校ｳﾒﾓﾄ ｾｲﾔ

17分58秒82 玉岡　聖太223 国府支援学校ﾀﾏｵｶ ｼｮｳﾀ

18分03秒83 斎藤　寛高224 国府支援学校ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

18分11秒84 藤岡　龍226 国府支援学校ﾌｼﾞｵｶ ﾘｭｳ

18分19秒85 後藤田　洸希244 山川中学校ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｺｳｷ

19分43秒86 杉本　拓矢211 国府支援学校ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ

19分43秒87 松浦　健太212 国府支援学校ﾏﾂｳﾗ ｹﾝﾀ

20分28秒88 阿部　浩士朗232 国府支援学校ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ

20分58秒89 高橋　一生218 国府支援学校ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ

21分00秒90 林　蒼馬231 国府支援学校ﾊﾔｼ ｿｳﾏ

21分22秒91 高橋　裕輔227 国府支援学校ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

24分15秒92 平島　遼也220 国府支援学校ﾋﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ

30分57秒93 酒井　圭大225 国府支援学校ｻｶｲ ｹｲﾀ
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