
- 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60歳以上

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38分19秒1 林　茂樹3089 徳島三好・ＲＣﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ

1時間42分31秒2 豊島　秀一3040 ﾄﾖｼﾏ ｼｭｳｲﾁ

1時間43分15秒3 三橋　肇3111 太陽が丘ＪＣﾐﾂﾊｼ ﾊｼﾞﾒ

1時間45分20秒4 長井　和秀3064 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間48分21秒5 四宮　耕一3016 ｼﾉﾐﾔ ｺｳｲﾁ

1時間49分50秒6 金松　英雄3045 ｶﾈﾏﾂ

1時間51分11秒7 田邊　正信3056 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間51分25秒8 竹半　伸一3131 あいずみＲＯﾀｹﾅｶ ｼﾝｲﾁ

1時間51分37秒9 岡本　和彦3084 西条市役所ＲＣｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

1時間54分14秒10 河野　充幸3100 ｺｳﾉ ﾐﾂﾕｷ

1時間55分12秒11 寺内　寛3059 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ

1時間55分45秒12 川真田　康彦3024 チームＶＩＶＯｶﾜﾏﾀ ﾔｽﾋｺ

1時間56分53秒13 道上　幸廣3060 ＴＥＡＭ☆ゆきひろﾐﾁｶﾐ ﾕｷﾋﾛ

1時間58分03秒14 猪井　正義3018 ｲﾉｲ ﾏｻﾖｼ

1時間58分14秒15 井上　弘隆3112 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ

1時間58分22秒16 湯藤　正道3027 ﾕﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ

1時間58分34秒17 竹内　富夫3005 エンジェルﾀｹｳﾁ

1時間59分43秒18 鎌倉　英章3109 ｶﾏｸﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間01分11秒19 平田　貢3093 ﾋﾗﾀ ﾐﾂｷﾞ

2時間01分12秒20 多田　清仁3096 ﾀﾀﾞ ｷﾖﾋﾄ

2時間03分45秒21 庄野　憲二3110 土成小学校ｼｮｳﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間03分47秒22 元木　達也3010 ﾓﾄｷ ﾀﾂﾔ

2時間03分50秒23 山田　正一3086 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

2時間04分06秒24 井上　稔20009 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ

2時間04分27秒25 荻野　政雄3076 ｵｷﾞﾉ ﾏｻｵ

2時間05分56秒26 香川　一彦3106 無職ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

2時間06分25秒27 曽我部　常美3039 ｿｶﾞﾍﾞ ﾂﾈﾐ

2時間06分50秒28 小笠　弘3008 鴨島東中卒ｵｶﾞｻ ﾋﾛｼ

2時間07分11秒29 平本　裕3071 ﾋﾗﾓﾄ ﾕﾀｶ

2時間07分34秒30 田村　重雄3034 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞｵ

2時間07分52秒31 梶崎　昇3028 ｶｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

2時間08分46秒32 上畑　秀治3087 ｳｴﾊﾀ ﾋﾃﾞｼﾞ

2時間08分49秒33 近藤　明生3077 ホテルクレメント徳島ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ

2時間09分28秒34 青山　完吏3094 ｱｵﾔﾏ ｶﾝﾘ

2時間09分34秒35 坂本　貞一3026 クリソス ランニング クラブｻｶﾓﾄ ｻﾀﾞｲﾁ

2時間10分02秒36 金谷　佳和3098 ｶﾅﾔ ﾖｼｶｽﾞ

2時間10分02秒37 河野　勇3020 河野ＲＣｶﾜﾉ ｲｻﾑ

2時間10分23秒38 杉村　勝正3014 かっちゃんクラブｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾏｻ

2時間10分25秒39 市岡　孝文3065 ｲﾁｵｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間10分33秒40 新居　国夫3108 ﾆｲ ｸﾆｵ

2時間11分02秒41 森内　稔3022 ﾓﾘｳﾁ ﾐﾉﾙ

2時間11分19秒42 古川　精一20007 ﾌﾙｶﾜ

2時間12分39秒43 中瀬　健3001 ﾅｶｾ ﾀｹｼ

2時間13分10秒44 大溝　治正3092 ｵｵﾐｿﾞ ﾊﾙﾏｻ

2時間13分11秒45 南本　長穂3125 ﾐﾅﾐﾓﾄ ｵｻｵ

2時間13分27秒46 平賀　智3037 ﾋﾗｶﾞ ｻﾄｼ

2時間14分17秒47 植木　康之3116 ｳｴｷ ﾔｽﾕｷ

2時間15分10秒48 市原　浩二3048 ｲﾁﾊﾗ ｺｳｼﾞ

2時間15分39秒49 紙谷　俊一3088 ｶﾐﾔ ﾄｼｶｽﾞ

2時間15分56秒50 市村　文男9011 ｲﾁﾑﾗ ﾌﾐｵ
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2時間16分29秒51 後藤　久3007 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ

2時間19分15秒52 新田　博史3107 ﾆｯﾀ ﾋﾛｼ

2時間19分20秒53 髙木　好史3046 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間19分37秒54 杉谷　正史3058 ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間20分02秒55 石川　一平3062 石川一平ｲｼｶﾜ ｲﾁﾍｲ

2時間21分35秒56 入江　靖彦3029 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ

2時間22分08秒57 佐々木　充昭3119 松島しょうｻｻｷ ﾐﾂｱｷ

2時間22分08秒58 田渕　史雄3066 ﾀﾌﾞﾁ ﾌﾐｵ

2時間23分59秒59 山根　廣信3061 山根工務店ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間24分16秒60 河村　宏一3049 ｶﾜﾑﾗ

2時間24分55秒61 青柳　司3015 だ・かーぽｱｵﾔｷﾞ ﾂｶｻ

2時間25分13秒62 竹田　保世3117 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾖ

2時間25分13秒63 尾﨑　亨一3033 ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ

2時間25分25秒64 井上　達雄3025 クリソス ランニング クラブｲﾉｳｴ ﾀﾂｵ

2時間25分47秒65 太田　博文3063 ｵｵﾀ ﾋﾛﾌﾐ

2時間26分00秒66 坪井　隆3095 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｼ

2時間26分28秒67 井上　充弘3069 あいずみＲＯｲﾉｳｴ ﾐﾂﾋﾛ

2時間27分03秒68 秦　修也3070 あいずみＲＯﾊﾀ ｼｭｳﾔ

2時間28分07秒69 藤村　敏夫3044 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄｼｵ

2時間28分29秒70 山下　治郎3038 順風ﾔﾏｼﾀ ｼﾞﾛｳ

2時間28分39秒71 加納　健二3068 ｶﾉｳ ｹﾝｼﾞ

2時間28分52秒72 上村　守3124 あいずみＲＯｳｴﾑﾗ ﾏﾓﾙ

2時間28分53秒73 浅井　幹夫3072 ｱｻｲ ﾐｷｵ

2時間29分00秒74 森本　茂明3057 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ

2時間29分35秒75 武田　充3003 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ

2時間30分26秒76 工藤　利明3103 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ

2時間31分27秒77 山内　健3073 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ

2時間34分13秒78 新田　敏明3118 ﾆｯﾀ ﾄｼｱｷ

2時間34分19秒79 武田　一弘3082 株式会社ナプラﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間34分45秒80 秋田　耕三3102 税理士会池田支部ｱｷﾀ ｺｳｿﾞｳ

2時間35分27秒81 菅澤　美廣3011 藍住オアシスｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間36分15秒82 小原　繁3091 ＴＪＰ阪神会ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間36分23秒83 平野　覚3074 ﾋﾗﾉ ｻﾄﾙ

2時間37分30秒84 桑原　繁3012 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間37分32秒85 阪田　眞也3051 あいずみＲ．Ｏｻｶﾀ ｼﾝﾔ

2時間38分30秒86 内田　敏宏3067 ＴＪＰｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

2時間38分59秒87 古津　吉信3054 ﾌﾙﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間39分20秒88 河野　芳弘3075 ハッピーｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ

2時間40分16秒89 工藤　正明3030 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ

2時間42分05秒90 田中　良昭3078 ＴＪＰﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

2時間42分21秒91 遠藤　頼重3036 鳴門走ろう会ｴﾝﾄﾞｳ ﾖﾘｼｹﾞ

2時間43分54秒92 青山　力三3083 ＢＭＲＳ―佐倉ｱｵﾔﾏ ﾘｷｿﾞｳ

2時間44分20秒93 楠原　良雄3105 美原走ろう会ｸｽﾊﾗ ﾖｼｵ

2時間45分34秒94 温井　良昌3017 ﾇｸｲ ﾖｼﾏｻ

2時間47分25秒95 下岡　晴次3043 あいずみＲ．Ｏｼﾓｵｶ ｾｲｼﾞ

2時間47分56秒96 河野　孝治郎3085 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ

2時間48分47秒97 佐藤　康之3120 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ

2時間48分51秒98 戎　清3047 クリソスランニングクラブｴﾋﾞｽ ｷﾖｼ

2時間50分52秒99 富田　忍3081 ハッピーランニングダックスﾄﾐﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間51分35秒100 森川　健3013 ＴＪＰ順風ﾓﾘｶﾜ ﾀｹｼ
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2時間51分38秒101 米澤　裕文3035 さくらﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

2時間51分48秒102 江本　義数3090 徳島大学ｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

2時間53分52秒103 鎌田　浩輔3123 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

2時間56分32秒104 樋浦　明夫3097 ﾋｳﾗ ｱｷｵ

2時間58分41秒105 大蔭　信一3023 ｵｵｶｹﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ
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