
- 第14回吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会 -

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

2015.2.15(日） 

スタート： 10:30:00

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

1時間10分09秒1 和田　壮平1126 徳島市陸協ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ

1時間11分21秒2 大倉　秀太1051 小松島西高校ｵｵｸﾗ ｼｭｳﾀ

1時間13分59秒3 深見　真宏1370 徳島中央広域連合消防本部ﾌｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

1時間20分32秒4 原田　聖也1050 小松島西高校ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ

1時間20分38秒5 濱　竜哉1115 ﾊﾏ ﾀﾂﾔ

1時間21分51秒6 小川　善男1065 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ

1時間22分18秒7 石川　哲也1109 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間23分39秒8 木原　佑介1113 徳島銀行ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1時間23分52秒9 堀井　智史1354 ﾎﾘｲ ｻﾄｼ

1時間25分24秒10 大東　貘1165 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ

1時間26分30秒11 浜野　雄一郎1318 ﾊﾏﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間27分05秒12 三木　武士1328 ﾐｷ ﾀｹｼ

1時間27分14秒13 畑佐　裕樹1171 ２４ＦＳﾊﾀｻ ﾔｽｷ

1時間27分23秒14 直　潤1090 チームぢょぐﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間28分21秒15 徳永　泰輝1091 なしﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ

1時間28分29秒16 堀江　謙一1347 チーム　乱舞ﾎﾘｴ ｹﾝｲﾁ

1時間28分48秒17 中本　裕己1317 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

1時間28分49秒18 石川　洋平1088 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間30分32秒19 明野　雅広1270 ﾐｮｳﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間31分19秒20 中山　大輔1243 日亜ＲＣﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間31分33秒21 船城　弘人1128 ★★ＦＪＰ★★ﾌﾅｷ ﾋﾛﾋﾄ

1時間31分40秒22 藤古　真人1204 ㈱大塚製薬工場ﾌｼﾞﾌﾙ ﾏｻﾄ

1時間32分47秒23 後藤　優樹1084 徳島市陸協ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

1時間33分51秒24 大下　和久1081 日亜化学ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ

1時間36分24秒25 浅野　和人1129 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間36分30秒26 蔭山　和也1345 チーム　乱舞ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

1時間37分09秒27 菅野　晴基1074 ｽｶﾞﾉ ﾊﾙｷ

1時間37分16秒28 石井　宏樹1063 ｲｼｲ ﾋﾛｷ

1時間37分31秒29 田中　航1379 肥薩おれんじ鉄道ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ

1時間37分32秒30 三木　弘也1102 Ｏ２ＢＲＡＮＤﾐｷ ﾋﾛﾔ

1時間37分42秒31 仁木　英貴1376 鳴門教育大学ﾆｷ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間38分00秒32 西浦　直之1145 よしもと興業ﾆｼｳﾗ ﾅｵﾕｷ

1時間38分09秒33 西川　哲平1252 徳島文理大学ﾆｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間38分11秒34 西山　晃平1335 ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾍｲ

1時間39分01秒35 三浦　誠一1180 ２４ＦＳﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ

1時間39分01秒36 兵庫　竜司1173 ２４ＦＳﾋｮｳｺﾞ ﾘｭｳｼﾞ

1時間39分17秒37 廣瀬　公紀1214 ﾋﾛｾ ｺｳｷ

1時間39分18秒38 曽我部　慎也1014 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ

1時間39分20秒39 岡　健次郎1022 阿波製紙ＲＣｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間39分31秒40 武林　利幸1058 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ

1時間39分38秒41 井上　秀之1092 城西病院ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間39分51秒42 植田　直樹1209 ｳｴﾀ ﾅｵｷ

1時間39分55秒43 赤澤　裕治1197 チーム栄光ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間40分32秒44 志築　宏章1223 ｼﾂﾞｷ ﾋﾛｱｷ

1時間40分35秒45 河野　誠1143 ａｃｔｉｆｆｺｳﾉ ﾏｺﾄ

1時間40分56秒46 久野　友也1147 ﾋｻﾉ ﾄﾓﾔ

1時間40分56秒47 金丸　裕司1086 ＮＥＸＣＯｶﾅﾏﾙ ﾕｳｼﾞ

1時間41分40秒48 平山　佳孝1027 岸化学ＲＣﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

1時間43分42秒49 相原　和貴1028 ｱｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾀｶ

1時間44分09秒50 豊川　裕也1220 ﾄﾖｶﾜ ﾕｳﾔ
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1時間44分12秒51 椙原　康仁1394 古堂組ｽｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ

1時間44分27秒52 宮崎　正信1324 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間44分52秒53 中山　翔1199 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ

1時間44分53秒54 益田　正則1079 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分55秒55 小早川　晃1239 四国運輸局ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｱｷﾗ

1時間45分47秒56 髙木　幸弘1118 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間45分47秒57 中山　陽介1213 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｽｹ

1時間46分20秒58 原　勝哉1151 ﾊﾗ ｶﾂﾔ

1時間46分34秒59 藤本　貴裕1316 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間46分55秒60 近藤　雄太1087 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

1時間46分55秒61 二宮　正太1221 鳴門市教育委員会ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ

1時間47分01秒62 河野　博行1040 ｺｳﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間47分03秒63 西田　智巳1292 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ

1時間47分24秒64 八木　悠司1355 ﾔｷﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間47分26秒65 中瀧　俊彦1371 自動車整備振興会ﾅｶﾀｷ ﾄｼﾋｺ

1時間47分53秒66 田中　翔1359 ﾀﾅｶ ｼｮｳ

1時間48分06秒67 岩井　聡1064 ｲﾜｲ ｻﾄｼ

1時間48分15秒68 島田　裕生1136 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間48分30秒69 北原　昇1375 ｷﾀﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ

1時間48分45秒70 西田　祥1224 ２４ＦＳﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ

1時間49分00秒71 中井　雄野1212 ﾅｶｲ ﾕｳﾔ

1時間49分09秒72 竹本　和文1179 ２４ＦＳﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間49分13秒73 山田　辰徳1025 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ

1時間49分18秒74 角田　和慶1288 ＪＡ香川県ﾂﾉﾀﾞ ｶﾂﾞﾖｼ

1時間49分38秒75 水口　敦史1381 神戸大学ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ

1時間49分43秒76 増川　裕人1158 ﾏｽｶﾜ ﾋﾛﾄ

1時間49分48秒77 西條　友昭1315 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓｱｷ

1時間49分57秒78 宇都宮　靖士1200 コールマラソン倶楽部ｳﾂﾉﾐﾔ ﾔｽｼ

1時間50分16秒79 堀　隼人1251 中洲八木病院ﾎﾘ ﾊﾔﾄ

1時間50分50秒80 田渕　栄佑1057 日亜化学ﾀﾌﾞﾁ ｴｲｽｹ

1時間50分55秒81 大久保　将大1019 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間51分09秒82 北岡　拓也1067 ｷﾀｵｶ ﾀｸﾔ

1時間51分15秒83 西村　正照1068 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ

1時間51分56秒84 久米　陽介1280 ＳＵＮＳＴＡＲｸﾒ ﾖｳｽｹ

1時間51分59秒85 酒井　誠人1398 川島病院ｻｶｲ ﾏｻﾄ

1時間52分07秒86 浜野　聡史1043 ﾊﾏﾉ ｻﾄｼ

1時間52分22秒87 藤田　崇士1235 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

1時間52分23秒88 野崎　伸司1142 ﾉｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

1時間52分29秒89 大西　将文1337 農業大学校ｵｵﾆｼ ﾏｻﾌﾐ

1時間52分32秒90 近澤　隆啓1365 ﾁｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分42秒91 坂東　貴司1264 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

1時間52分44秒92 三木　康寛1107 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ

1時間53分08秒93 坂東　広明1127 ピッブルﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

1時間53分12秒94 六車　隆浩1060 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間53分19秒95 木原　努1077 阿波銀行ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間53分24秒96 新居　康俊1291 ﾆｲ ﾔｽﾄｼ

1時間53分59秒97 秋田　祥吾1076 ｱｷﾀ ｼｮｳｺﾞ

1時間54分10秒98 山岡　航大1262 ﾔﾏｵｶ ｺｳﾀﾞｲ

1時間54分14秒99 阿部　耕三1162 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ

1時間54分42秒100 西野　豪志1100 徳島大学ﾆｼﾉ ﾀｹｼ
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1時間54分43秒101 四宮　弘貴1332 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛｷ

1時間54分43秒102 伊敷　一馬1141 医療法人睦み会城西病院ｲｼｷ ｶｽﾞﾏ

1時間54分50秒103 岩井　誠1104 チームぢょぐｲﾜｲ ﾏｺﾄ

1時間55分15秒104 三木　伸政1132 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間55分16秒105 佐藤　雅彦1210 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間55分18秒106 井上　貴史1155 中洲八木病院ｲﾉｳｴ ﾀｶﾌﾐ

1時間55分33秒107 深谷　将史1105 県庁ﾌｶﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ

1時間55分56秒108 堀　貴洋1249 蔵本走り隊ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ

1時間55分56秒109 高木　公志1346 チーム　乱舞ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分06秒110 山下　浩史1372 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ

1時間56分25秒111 尾形　顕1177 （株）ナプラ徳島工場ｵｶﾞﾀ ｹﾝ

1時間56分32秒112 久保　俊普1164 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間56分40秒113 新谷　幸三郎1342 ｼﾝﾀﾆ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

1時間57分11秒114 坂本　賢司1308 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間57分13秒115 田村　春樹1247 徳島市水道局ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ

1時間57分15秒116 藤井　亮平1059 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ

1時間57分20秒117 伊庭　英樹1362 ｲﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間57分37秒118 平尾　尚也1168 徳島県信用保証協会ﾋﾗｵ ﾅｵﾔ

1時間57分39秒119 仲　昭浩1011 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ

1時間57分54秒120 金田　健作1016 ｶﾅﾀﾞ ｹﾝｻｸ

1時間58分02秒121 入江　翔太1175 ｲﾘｴ ｼｮｳﾀ

1時間58分02秒122 篠原　健治1301 小松島西高校ｼﾉﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間58分18秒123 青山　理1036 ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間58分38秒124 多田　進1230 ﾀﾀﾞ ｽｽﾑ

1時間58分40秒125 綿瀬　聡一1005 ﾜﾀｾ ﾄｼｶｽﾞ

1時間58分41秒126 増川　拓也1157 ﾏｽｶﾜ ﾀｸﾔ

1時間59分00秒127 岩佐　昌俊1006 ピット・ブルｲﾜｻ ﾏｻﾄｼ

1時間59分13秒128 大西　宏志1298 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ

1時間59分13秒129 大草　友宏1390 ｵｵｸｻ ﾄﾓﾋﾛ

1時間59分29秒130 金村　信明1289 ｶﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間00分04秒131 戸嶋　俊明1281 ﾄｼﾏ ﾄｼｱｷ

2時間00分11秒132 岡本　雅之1150 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

2時間00分18秒133 長谷部　有哉1062 ﾊｾﾍﾞ ﾕｳﾔ

2時間00分45秒134 澤田　隆志1070 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間00分54秒135 春名　浩司1024 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ

2時間01分12秒136 鈴木　章1110 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ

2時間01分25秒137 井上　真也1343 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾔ

2時間01分38秒138 平畠　宏行1125 ﾋﾗﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ

2時間01分46秒139 井内　優也1219 ササクラｲﾉｳﾁ ﾕｳﾔ

2時間01分52秒140 田中　健太郎1041 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間02分14秒141 尾田　剛1163 ｵﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間02分24秒142 中島　陽一1122 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｲﾁ

2時間02分27秒143 安久　弘晃20003 ｱｸﾞ　ﾋﾛｱｷ

2時間02分28秒144 川竹　海誠1261 ２４ｶﾜﾀｹ ｶｲｾｲ

2時間02分28秒145 岡村　好記1169 ２４ＦＳｵｶﾑﾗ ﾖｼｷ

2時間02分34秒146 坂本　達哉1313 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ

2時間03分00秒147 尾崎　亮介1364 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

2時間03分17秒148 正木　研一1325 ﾏｻｷ ｹﾝｲﾁ

2時間03分29秒149 大平　永1089 ｵｵﾋﾗ ｴｲ

2時間03分41秒150 吉田　誠20008 ★すばる会計★ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ
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2時間03分43秒151 藤原　真也1241 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ

2時間03分43秒152 中村　公哉1121 徳島大学ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾔ

2時間03分55秒153 中西　正登1257 中西テニスクラブﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ

2時間03分59秒154 坂本　大樹1255 ４３クラブｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

2時間04分03秒155 勝浦　修平1258 中西テニスクラブｶﾂｳﾗ ｼｭｳﾍｲ

2時間04分37秒156 森木　大輔1046 ﾓﾘｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間04分44秒157 岩佐　繁樹1149 ｲﾜｻ ｼｹﾞｷ

2時間04分47秒158 田中　浩一1154 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

2時間04分50秒159 平尾　隆博1114 ＩＢＵＫＩﾋﾗｵ ﾀｶﾋﾛ

2時間05分19秒160 野田　秋人1083 ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

2時間05分29秒161 阿部　哲士1380 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

2時間05分32秒162 大喜多　幸久1263 ｵｵｷﾞﾀ ﾕｷﾋｻ

2時間05分36秒163 関口　泰章1266 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ

2時間05分37秒164 矢田　諭史1085 ﾔﾀ ｻﾄｼ

2時間05分39秒165 曽川　博文1053 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

2時間05分45秒166 竹内　祐記1275 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

2時間05分46秒167 甲斐　慎一20004 スダチｶｲ ｼﾝｲﾁ

2時間05分47秒168 中川　拓弥1098 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

2時間05分47秒169 今田　吉彦1071 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

2時間05分48秒170 新見　知広1037 ﾆｲﾐ ﾄﾓﾋﾛ

2時間05分52秒171 田中　ひろし1386 デイサービス阿波っ子ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

2時間05分56秒172 武田　知也1248 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2時間06分29秒173 佐藤　将史1388 ｻﾄｳ ﾏｻｼ

2時間06分54秒174 橋本　俊介1336 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

2時間07分13秒175 峯田　順造1012 ﾐﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ

2時間07分21秒176 山下　昌則1033 KRCﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

2時間07分51秒177 内田　圭二1117 ☆徳島県鳴門病院☆ｳﾁﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間08分18秒178 坂本　将年1061 チームいかりやｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

2時間08分21秒179 井下　真利1108 徳島大学病院ｲﾉｼﾀ ﾏｻﾄｼ

2時間08分21秒180 上山　寛之1133 チーム集中治療部ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間08分22秒181 浦上　稔真1003 うちはー族ｳﾗｶﾐ ﾄｼﾏｻ

2時間08分24秒182 田中　誠1387 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

2時間08分26秒183 津川　勇矢1144 ＩＢＵＫＩﾂｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

2時間08分27秒184 渡邊　光一20006 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ

2時間08分27秒185 丸岡　周平1232 ﾏﾙｵｶ ｼｭｳﾍｲ

2時間08分37秒186 青木　好範1035 ｱｵｷ ﾖｼﾉﾘ

2時間08分46秒187 新田　昌広1304 ﾆｯﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間09分00秒188 近藤　隆1093 建築士会美馬支部青年部ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

2時間09分03秒189 大原　学1330 ｵｵﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ

2時間09分11秒190 松田　光司1140 ＡＵＧＡＲＴＥＮﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間09分13秒191 福本　章治1227 清流会ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

2時間09分17秒192 日笠　雄太1250 蔵本走り隊ﾋｶﾞｻ ﾕｳﾀ

2時間09分55秒193 元木　大輔1259 ﾓﾄｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間09分55秒194 大西　茂巨1284 ｵｵﾆｼ ｼｹﾞｷ

2時間10分06秒195 住吉　尚人1314 板野郡農協ｽﾐﾖｼ ﾅｵﾄ

2時間10分10秒196 綾部　文明1176 大塚製薬株式会社ｱﾔﾍﾞ ﾌﾐｱｷ

2時間10分14秒197 小川　哲史1192 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ

2時間10分22秒198 井出　智文1385 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ

2時間10分35秒199 横井　孝幸1116 ﾖｺｲ ﾀｶﾕｷ

2時間10分44秒200 横田　康弘1348 ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ
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2時間10分50秒201 武田　諭1001 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間11分14秒202 重安　宏樹1294 ｼｹﾞﾔｽ ﾋﾛｷ

2時間11分30秒203 古川　晃生1300 ｺｶﾜ ｺｳｷ

2時間11分42秒204 伊原　佳輝1004 ｲﾊﾗ ﾖｼｷ

2時間11分42秒205 南谷　宏明1384 たまき青空病院ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾋﾛｱｷ

2時間12分03秒206 長山　勇太1295 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳﾀ

2時間12分08秒207 北村　友哉1360 広島大学大学院ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ

2時間12分36秒208 森吉　健太1030 ﾓﾘﾖｼ ｹﾝﾀ

2時間13分09秒209 向井　涼1103 ﾑｶｲ ﾘｮｳ

2時間13分16秒210 奥山　真悟1130 アグレッシブｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

2時間13分22秒211 高橋　祐智1218 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄﾓ

2時間14分03秒212 山中　隆太1374 ﾔﾏﾅｶ ﾘｭｳﾀ

2時間14分24秒213 政木　斉1010 ﾏｻｷ ﾋﾄｼ

2時間15分02秒214 濱口　剛彦1195 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

2時間15分44秒215 木村　圭児1189 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ

2時間16分08秒216 庄野　仁志1203 ｼｮｳﾉ ﾋﾄｼ

2時間16分27秒217 河野　卓望1120 ジョイメイトｶﾜﾉ ﾀｸﾐ

2時間16分30秒218 木内　健家1038 ｷｳﾁ ｹﾝﾔ

2時間17分29秒219 堺　正和1031 ＪＣＡｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ

2時間17分34秒220 瀬部　大介1217 四国中検ｾﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間17分39秒221 藤川　進1331 ﾌｼﾞｶﾜ ｽｽﾑ

2時間17分47秒222 岡本　裕貴1256 中西テニスクラブｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

2時間18分20秒223 中川　翔太1285 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

2時間18分48秒224 小川　将史1268 ＢＭｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ

2時間19分15秒225 坂東　直紀1240 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

2時間19分15秒226 藤　貴幸1237 ﾌｼﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間19分20秒227 和田　有平1382 港産業㈱ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

2時間19分24秒228 村部　晃広1286 ﾑﾗﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ

2時間19分50秒229 桂野　駿1352 ☆すばる会計☆ｶﾂﾗﾉ ｼｭﾝ

2時間19分55秒230 渡部　太郎1047 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾛｳ

2時間19分56秒231 堀江　信一郎1290 ﾎﾘｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間20分08秒232 岩田　美一1018 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ

2時間20分56秒233 中野　収蔵1377 ﾅｶﾉ ｼｭｳｿﾞｳ

2時間21分24秒234 吉田　浩章1112 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間22分02秒235 佐藤　健太郎1023 Ｍｏｍｅｎｔ．Ｍｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間22分22秒236 坪井　光弘1159 徳島大学ﾂﾎﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ

2時間22分29秒237 為行　一也1073 十川ゴムﾀﾒﾕｷ ｶｽﾞﾔ

2時間23分31秒238 桂　真樹1273 チーム・フルシアンテｶﾂﾗ ﾏｻｷ

2時間23分32秒239 上田　達也1078 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ

2時間23分46秒240 森田　裕1152 ﾓﾘﾀ ﾕｳ

2時間23分47秒241 長野　しょうぞう1287 阿波スピンドルﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間24分16秒242 近住　俊太1106 ﾁｶｽﾞﾐ ｼｭﾝﾀ

2時間24分21秒243 佐々木　文彦1350 ｻｻｷ ﾌﾐﾋｺ

2時間24分40秒244 岡田　大樹1383 阿波っ子ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

2時間25分04秒245 滝口　真吾1194 ﾀｷｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ

2時間25分06秒246 三好　悠1048 県庁ＪＣﾐﾖｼ ﾕｳ

2時間25分14秒247 藤川　裕貴1161 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｷ

2時間25分22秒248 賀原　隆景1319 ｶﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間25分57秒249 中磯　明人1242 華咲連ﾅｶｲｿ ｱｷﾋﾄ

2時間26分12秒250 蔭山　博一1196 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ
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2時間26分41秒251 木内　慎司1193 ジョイメイトｷﾉｳﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間26分58秒252 熊田　正治1139 ｸﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ

2時間27分15秒253 藤本　涼太郎1002 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2時間27分30秒254 後藤　守1216 四国中検ｺﾞﾄｳ ﾏﾓﾙ

2時間28分20秒255 上村　晋介1351 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｽｹ

2時間28分25秒256 渡部　真也1054 徳島大学ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

2時間28分33秒257 坪内　俊秀1389 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間28分47秒258 平林　卓1333 稲次整形外科病院ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

2時間28分51秒259 城尾　繁樹1156 コールマラソン倶楽部ｼﾞｮｳｵ ｼｹﾞｷ

2時間28分54秒260 村上　拓1044 英明高校ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ

2時間28分55秒261 天岡　勇1190 ｱﾏｵｶ ｲｻﾑ

2時間28分58秒262 畑中　勇良1039 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

2時間28分59秒263 松本　祐樹1320 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

2時間29分05秒264 柳下　祐介1185 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾕｳｽｹ

2時間29分07秒265 豊原　翔1396 ＪＡﾄﾖﾊﾗ ｼｮｳ

2時間29分29秒266 野上　大亮1341 ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ

2時間29分38秒267 多田　弘樹1183 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｷ

2時間29分39秒268 吉田　雅人1020 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ

2時間29分41秒269 上坂　侑也1137 ｳｴｻｶ ﾕｳﾔ

2時間30分12秒270 石谷　圭佑1312 県中愛走会ｲｼﾀﾆ ｹｲｽｹ

2時間30分35秒271 小林　孝行1238 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

2時間30分48秒272 中川　雅博1236 センターリバーﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間31分30秒273 真鍋　圭吾1099 ﾏﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ

2時間31分38秒274 千葉　征真1202 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾏ

2時間32分08秒275 中西　隆行1009 ＪＣＡﾅｶﾆｼ ﾀｶﾕｷ

2時間33分01秒276 大島　佑矢1228 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾔ

2時間33分04秒277 敷島　敏宏1131 有）敷島モータースｼｷｼﾏ ﾄｼﾋﾛ

2時間33分09秒278 滝口　哲也1029 ﾀｷｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ

2時間33分39秒279 矢部　一志1233 ダイナム鴨島ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ

2時間33分59秒280 井上　雄介1309 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ

2時間34分22秒281 佐藤　俊介1283 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

2時間34分59秒282 山田　憲蔵1349 寺内製作所ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ

2時間35分46秒283 河野　健人1066 ｶﾜﾉ ｹﾝﾄ

2時間35分47秒284 橋本　佑一1170 ２４ＦＳﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

2時間35分47秒285 大西　元気1021 ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ

2時間36分26秒286 牧岡　祐一郎1378 ﾏｷｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間36分34秒287 山中　雄貴1303 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ

2時間36分38秒288 田中　将司1082 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ

2時間36分50秒289 大隅　和義1254 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾖｼ

2時間38分42秒290 三井　千久1272 ﾐﾂｲ ﾕｷﾋｻ

2時間39分15秒291 坂東　浩之1327 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

2時間39分29秒292 森岡　和仁1045 ﾓﾘｵｶ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間39分40秒293 高崎　悠介1211 ﾀｶｻｷ ﾕｳｽｹ

2時間40分07秒294 元木　健太郎1222 阿波銀行ﾓﾄｷ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間40分09秒295 合田　正和1299 ＯＲＣｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間40分42秒296 松永　拓也1322 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ

2時間40分59秒297 窪田　秀治1080 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞﾊﾙ

2時間41分04秒298 平尾　剛1306 ﾋﾗｵ ﾂﾖｼ

2時間41分08秒299 藤本　拓也1034 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ

2時間41分42秒300 村上　秀樹1338 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ
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2時間43分40秒301 松本　勝也1138 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾔ

2時間44分00秒302 橋本　一平1172 ２４ＦＳﾊｼﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ

2時間44分04秒303 猪井　大樹1182 ｲﾉｲ ﾀﾞｲｷ

2時間44分40秒304 赤池　直哉1271 チームはんごろしｱｶｲｹ ﾅｵﾔ

2時間45分27秒305 梯　真人1397 ｶｹﾊｼ ﾏｻﾋﾄ

2時間46分47秒306 西尾　公佑1267 ﾆｼｵ ｺｳｽｹ

2時間47分00秒307 山口　卓也1032 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

2時間47分20秒308 郡　一成1215 ｺｵﾘ ｲｯｾｲ

2時間49分12秒309 平田　耕造1392 ﾋﾗﾀ ｺｳｿﾞｳ

2時間50分07秒310 山川　哲平1188 ﾔﾏｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ

2時間51分11秒311 中島　了司1207 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ

2時間51分29秒312 長尾　秀樹1160 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞｷ

2時間52分33秒313 小谷　朋大1184 ｵﾀﾞﾆ ﾄﾓﾋﾛ

2時間52分55秒314 溝木　啓人1148 ﾐｿﾞｷ ﾋﾛﾄ

2時間53分56秒315 津村　隆次1226 ﾂﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ

2時間54分36秒316 水本　貴哉1265 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶﾔ

2時間54分59秒317 鷹取　知宏1393 ﾀｶﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ

2時間55分48秒318 塩谷　裕太1186 ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾀ

2時間56分38秒319 大隅　万聡1302 有限会社　大隅建設ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｱｷ

2時間59分00秒320 多田　圭吾1007 祭り寿司ﾀﾀﾞ ｹｲｺﾞ

2時間59分03秒321 島田　俊彦1296 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

Athlete-Tag by CHOPPER


