
- 第14回吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会 -

3km  男子中学生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2015.2.15(日） 

スタート： 11:10:00

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

9分30秒1 井内　優輔202 小松島中学校ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ

9分49秒2 湯浅　潤樹207 城ノ内中学校ﾕｱｻ ｼﾞｭﾝｷ

9分56秒3 曽川　聖201 松茂中学校ｿｶﾞﾜ ﾀｶｼ

10分00秒4 梶本　康太242 北島中学校ｶｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ

10分05秒5 橋本　尚斗256 市立川島中学校ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ

10分06秒6 住友　竜司209 城ノ内中学校ｽﾐﾄﾓ ﾘｭｳｼﾞ

10分39秒7 三見　貫太276 鴨島東中学校ｻﾝﾐ ｶﾝﾀ

10分41秒8 蔭山　太陽220 県立川島中学校ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲﾖｳ

10分43秒9 竹内　晃綺212 北島中学校ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ

10分50秒10 鎌田　蓮矢237 鴨島東中学校ｶﾏﾀﾞ ﾚﾝﾔ

11分01秒11 石田　大晟238 県立川島中学校ｲｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ

11分07秒12 上田　拓人279 鴨島東中学校ｳｴﾀ ﾋﾛﾄ

11分08秒13 北川　拓夢266 鴨島東中学校ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾑ

11分15秒14 澤村　貴哉241 鳴門教育大学附属中学校ｻﾜﾑﾗ ﾀｶﾔ

11分20秒15 鎌田　隆辰239 城ノ内中学校ｶﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ

11分27秒16 峰本　諒雅208 鴨島第一中学校ﾐﾈﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ

11分29秒17 工藤　悠太292 県立川島中学校ｸﾄﾞｳ　ﾕｳﾀ

11分30秒18 桒原　大輝280 鴨島東中学校ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

11分33秒19 槇納　知葉261 鴨島東中学校ﾏｷﾉ ﾄﾓﾊ

11分34秒20 駒坂　綾一264 鴨島東中学校ｺﾏｻｶ ﾘｮｳｲﾁ

11分46秒21 長尾　幸輝205 南部小学校ﾅｶﾞｵ ｺｳｷ

12分00秒22 平島　新大290 県立川島中学校ﾋﾗｼﾏ　ｱﾗﾀ

12分02秒23 原　悠也288 県立川島中学校ﾊﾗ ﾕｳﾔ

12分16秒24 田平　大和211 北島中学校ﾀﾋﾞﾗ ﾔﾏﾄ

12分26秒25 岡田　健汰277 鴨島東中学校ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ

12分29秒26 名頃　蓮271 鴨島東中学校ﾅｺﾞﾛ ﾚﾝ

12分36秒27 後藤田　祥永235 鴨島第一中学校ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｼｮｳｴｲ

12分42秒28 工藤　涼太293 県立川島中学校ｸﾄﾞｳ　ﾘｮｳﾀ

12分53秒29 松島　誠弥278 鴨島東中学校ﾏﾂｼﾏ ｾｲﾔ

13分05秒30 久原　司213 北島中学校ﾋｻﾊﾗ ﾂｶｻ

13分07秒31 湯浅　陸斗291 県立川島中学校ﾕｱｻ　ﾘｸﾄ

13分12秒32 河野　成紀226 鴨島第一中学校ｶﾜﾉ ｾｲｷ

13分13秒33 加集　光295 県立川島中学校ｶｼｭｳ　ﾋｶﾙ

13分26秒34 中西　誠221 白鳥中学校ﾅｶﾆｼ ﾏｺﾄ

13分36秒35 松浦　悠汰269 鴨島東中学校ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ

13分38秒36 栄　子龍206 鳴門第一中学校ｻｶｴ ｼﾘｭｳ

13分39秒37 三木　翔大296 県立川島中学校ﾐｷ　ｼｮｳﾀ

13分45秒38 松下　仁249 国府支援学校ﾏﾂｼﾀ ｼﾞﾝ

13分47秒39 水谷　侑貴282 鴨島東中学校ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ

13分49秒40 藤山　隼204 徳島中学校ﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾔﾄ

13分53秒41 前川　裕次247 国府支援学校ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

13分59秒42 川又　亮230 石井中学校ｶﾜﾏﾀ ﾘｮｳ

14分01秒43 田所　一成219 石井中学校ﾀﾄﾞｺﾛ ｶｽﾞﾅﾘ

14分01秒44 武岡　壮汰233 高浦中学校ﾀｹｵｶ ｿｳﾀ

14分02秒45 大古　逸斗231 市立川島中学校ｵｵｺ ﾊﾔﾄ

14分02秒46 藤中　達也273 鴨島東中学校ﾌｼﾞﾅｶ ﾀﾂﾔ

14分02秒47 石田　辰弥227 鴨島東中学校ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

14分02秒48 阿部　竜也265 鴨島東中学校ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾔ

14分11秒49 藤井　俊樹259 鴨島東中学校ﾌｼﾞｲ ﾄｼｷ

14分15秒50 松村　匠真234 土成中学校ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾏ
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14分16秒51 大浦　陽太229 吉野中学校ｵｵｳﾗ ﾖｳﾀ

14分20秒52 三木　琉希236 県立川島中学校ﾐｷ ﾘｭｳｷ

14分20秒53 坂東　歩夢228 阿波中学校ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾑ

14分22秒54 坂井　諒一朗222 国府中学校ｻｶｲ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

14分25秒55 原　海人223 石井中学校ﾊﾗ ｶｲﾄ

14分28秒56 池尾　幸樹262 鴨島東中学校ｲｹｵ ｺｳｷ

14分38秒57 近藤　克行294 県立川島中学校ｺﾝﾄﾞｳ　ｶﾂﾕｷ

14分40秒58 松延　直希274 鴨島東中学校ﾏﾂﾉﾍﾞ ﾅｵｷ

14分41秒59 田中　倖介287 鴨島第一中学校ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

14分43秒60 石原　崇一朗203 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61 髙橋　孝太郎281 鴨島東中学校ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

14分45秒62 玉岡　聖太245 国府支援学校ﾀﾏｵｶ ｼｮｳﾀ

14分45秒63 斎藤　寛高243 国府支援学校ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

14分46秒64 福島　宗竜289 県立川島中学校ﾌｸｼﾏ　ｼｭｳﾀ

15分00秒65 長谷　拓朗232 鴨島第一中学校ﾊｾ ﾀｸﾛｳ

15分00秒66 須崎　颯一郎218 八万中学校ｽｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ

15分01秒67 岡田　優哉217 鴨島第一中学校ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ

15分33秒68 尾形　健気254 国府支援学校ｵｶﾞﾀ ｹﾝｷ

15分35秒69 平井　寿典248 国府支援学校ﾋﾗｲ ﾄｼﾉﾘ

15分42秒70 北尾　海斗275 鴨島東中学校ｷﾀｵ ｶｲﾄ

16分11秒71 佐藤　葉介284 鴨島東中学校ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

16分11秒72 菅谷　公介258 鴨島東中学校ｽｶﾞﾔ ｺｳｽｹ

16分19秒73 板東　詢也272 鴨島東中学校ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ

16分19秒74 朝長　志都267 鴨島東中学校ﾄﾓﾅｶﾞ ｼｻﾄ

16分26秒75 古市　司260 鴨島東中学校ﾌﾙｲﾁ ﾂｶｻ

19分07秒76 阿部　浩士朗246 国府支援学校ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ

19分36秒77 林　蒼馬251 国府支援学校ﾊﾔｼ ｿｳﾏ

23分31秒78 安芸　誠那253 国府支援学校ｱｷ ｾｲﾔ

23分32秒79 高橋　裕輔252 国府支援学校ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

24分06秒80 野口　文也250 国府支援学校ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ

28分31秒81 川田　達也255 国府支援学校ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ

31分52秒82 酒井　圭大244 国府支援学校ｻｶｲ ｹｲﾀ
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