
- 第15回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　男子40歳～59歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2016.3.20(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16分31秒1 福住　広憲2511 パナソニックﾌｸｽﾞﾐ ﾋﾛﾉﾘ

1時間17分44秒2 福田　健治2557 風流海部ＲＣﾌｸﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間21分10秒3 新田　哲弘2418 徳島県庁ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ

1時間21分16秒4 橋川　正信2522 綾川ＡＣﾊｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間21分29秒5 東　佳弘2018 徳島ACｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

1時間22分34秒6 近藤　栄六2104 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲﾛｸ

1時間23分19秒7 岩佐　知興2202 日亜化学ｲﾜｻ ﾄﾓｵｷ

1時間23分29秒8 寺沢　計二2220 阿南高専ﾃﾗｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ

1時間23分36秒9 上田　弘喜2233 ｳｴﾀ ﾋﾛｷ

1時間23分46秒10 藤本　聖2226 『メカトロ丼！』ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ

1時間23分49秒11 平　圭介2365 全角入力１３文字以内ﾀｲﾗ ｹｲｽｹ

1時間24分15秒12 田渕　善昭2702 ＴＥＡＭ大虎ﾀﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ

1時間24分18秒13 大岩　昭浩2624 ｵｵｲﾜ ｱｷﾋﾛ

1時間24分40秒14 酒巻　秀幸2569 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間25分08秒15 森岡　宣昭2322 ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間25分11秒16 佐藤　勝之2564 たんべｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ

1時間25分27秒17 直　潤2386 チームぢょぐﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間25分46秒18 梶本　秀昭2049 板東接骨院ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間26分11秒19 渡邉　耕三2103 ＴＥＡＭ鑑識ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ

1時間26分48秒20 阿部　雅彦2195 徳島かめＲＣｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間26分52秒21 武田　光弘2649 香川ＲＣ遊ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1時間27分24秒22 竹岡　正治2111 ﾀｹｵｶ ﾏｻﾊﾙ

1時間27分30秒23 林　康之2260 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ

1時間27分31秒24 福本　芳明2469 ＴＪＰﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1時間28分21秒25 麦谷　誠司2698 イチミヤ高松ＲＣﾑｷﾞﾀﾆ ｾｲｼﾞ

1時間29分23秒26 田辺　利之2644 たんべＲＣﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間29分27秒27 楠山　尚人2145 自分越えＲＣｸｽﾔﾏ ﾅｵﾄ

1時間29分32秒28 池添　敬介2552 ｲｹｿﾞｴ ｹｲｽｹ

1時間29分38秒29 石動　良尚2550 徳島かめさんランナーズｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ

1時間29分40秒30 タケハラ　レイスケ2063 海部観光ＲＣﾀｹﾊﾗ ﾚｲｽｹ

1時間29分41秒31 杉本　高章2188 田宮ランナーズｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ

1時間29分43秒32 大本　浩2436 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間29分54秒33 牧　兼正2645 市立四日市病院ﾏｷ ｶﾈﾏｻ

1時間29分57秒34 仁木　弘志2059 ﾆｷ ﾋﾛｼ

1時間29分57秒35 青木　崇晃2163 三井Ｒ．Ｃｱｵｷ ﾀｶｱｷ

1時間30分01秒36 前田　伸二2249 徳島県鳴門病院ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間30分13秒37 石園　勉2476 ｲｼｿﾞﾉ ﾂﾄﾑ

1時間30分31秒38 梅崎　康典2332 徳島フォレストＲＣｳﾒｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ

1時間30分44秒39 河野　正秀2570 アグレッシブｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間30分55秒40 久保　康浩2705 ｸﾎﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間31分23秒41 妹尾　健2191 ｾﾉｵ ﾀｹｼ

1時間31分28秒42 樫原　茂2157 自分越えＲＣｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

1時間31分49秒43 川口　徹2210 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

1時間32分13秒44 井上　晴久2541 石井体協ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾋｻ

1時間32分41秒45 伊丹　洋2554 三愛クラブｲﾀﾐ ﾖｳ

1時間32分42秒46 高橋　知之2286 のぞみＳＲＣﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ

1時間32分48秒47 阿利　宗志2501 ｱﾘ ﾋﾛﾕｷ

1時間32分48秒48 濱田　宏文2308 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間32分55秒49 坂東　良晃2214 バカロードﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ

1時間33分13秒50 松下　光雄2093 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ
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1時間33分19秒51 久保　正昇2506 久保設備ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間33分25秒52 挾谷　芳宏2668 ﾊｻﾐﾀﾞﾆ ﾖｼﾋﾛ

1時間33分54秒53 内田　恭2199 高松帝酸株式会社ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間34分09秒54 瀬尾　圭司2362 ハッピーＲＤｾｵ ｹｲｼﾞ

1時間34分12秒55 猪谷　敏2153 ｲﾉﾀﾆ ｻﾄｼ

1時間34分13秒56 佐野　朋宏2278 イタチＡＣｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間34分15秒57 古本　秋彦2636 日亜ＲＣﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾋｺ

1時間34分18秒58 大前　友和2494 ｵｵﾏｴ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間34分19秒59 石田　康博2345 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間34分25秒60 築添　祝久2403 ﾂｷｿﾞｴ ﾉﾘﾋｻ

1時間34分40秒61 大北　優2186 ＴＪＰｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ

1時間34分59秒62 板倉　太郎2350 ジョイメイトｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ

1時間35分08秒63 辻　勝治2620 ﾂｼﾞ ｶﾂｼﾞ

1時間35分18秒64 吉田　昌裕2177 徳島文理大学ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分33秒65 小原　直人2690 ＴＥＡＭ大虎ｵﾊﾗ ﾅｵﾄ

1時間35分34秒66 加藤　吉公2068 チーム阿麺房ｶﾄｳ ﾖｼﾏｻ

1時間35分39秒67 山本　幸喜2514 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

1時間35分43秒68 高井　康行2232 ﾀｶｲ ﾔｽﾕｷ

1時間35分47秒69 齋藤　満2241 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾙ

1時間35分53秒70 小川　英寿2313 かめさんランナーズｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間36分02秒71 須藤　利幸2632 ＴＥＡＭ大虎ｽﾄｳ ﾄｼﾕｷ

1時間36分07秒72 市瀬　雅範2677 ｲﾁｾ ﾏｻﾉﾘ

1時間36分11秒73 柴　吉彦2546 西松ＲＣｼﾊﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間36分24秒74 時久　政和2509 香美陸上クラブﾄｷﾋｻ ﾏｻｶｽﾞ

1時間36分25秒75 松村　努2670 徳島大学ﾏﾂﾑﾗ ﾂﾄﾑ

1時間36分37秒76 沖津　貴司2484 ｵｷﾂ ﾀｶｼ

1時間36分44秒77 増本　光則2231 メカトロ丼！ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ

1時間37分23秒78 藤田　創一2223 ﾌｼﾞﾀ ｿｳｲﾁ

1時間37分28秒79 鎌田　信之2022 ｶﾏﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間37分37秒80 篠崎　成2276 ｼﾉｻﾞｷ ｾｲ

1時間37分47秒81 柳本　崇臣2444 ﾔﾅﾓﾄ ﾀｶｼｹﾞ

1時間37分47秒82 山本　博司2173 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間37分49秒83 久次米　陽一2270 ｸｼﾞﾒ ﾖｳｲﾁ

1時間37分59秒84 飛田　泰斗史2635 徳島赤十字病院ﾋﾀﾞ ﾔｽﾄｼ

1時間38分03秒85 安井　勝2331 ﾔｽｲ ﾏｻﾙ

1時間38分07秒86 山本　孝治2189 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間38分17秒87 三谷　昌司2078 ﾐﾀﾆ ﾏｻｼ

1時間38分22秒88 加集　宏明2351 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ

1時間38分23秒89 赤澤　康平2295 赤澤薬局ＯＰＲＣｱｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ

1時間38分24秒90 竹本　正二2297 綾川ＡＣﾀｹﾓﾄ ｾｲｼﾞ

1時間38分25秒91 鎌田　雄介2224 日亜化学ＡＣｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間38分26秒92 酒巻　芳文2549 ｻｶﾏｷ ﾖｼﾌﾐ

1時間38分28秒93 上田井　幸雄2096 ｳｴﾀｲ ﾕｷｵ

1時間38分29秒94 久保　嘉継2209 近澤製紙所ｸﾎﾞ ﾖｼﾂｸﾞ

1時間38分31秒95 青木　多加志2528 ｱｵｷ ﾀｶｼ

1時間38分42秒96 松岡　正樹2287 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｷ

1時間38分42秒97 斉藤　康裕2071 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間39分09秒98 合田　崇2657 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間39分11秒99 木下　功2519 香川ＲＣ遊ｷﾉｼﾀ ｲｻｵ

1時間39分32秒100 山田　啓介2704 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ
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1時間39分35秒101 峰本　真司2023 うさぎとかめﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間39分48秒102 旭　哲哉2595 ＴＳＫｱｻﾋ ﾃﾂﾔ

1時間39分58秒103 福原　智2325 ﾌｸﾊﾗ ｻﾄｼ

1時間40分00秒104 板東　俊治2102 日本一ＲＣﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ

1時間40分03秒105 桑島　敏男2597 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間40分03秒106 藤江　剛2449 パ・ピンコﾌｼﾞｴ ﾀｹｼ

1時間40分08秒107 笠井　教光2398 ｶｻｲ ﾉﾘﾐﾂ

1時間40分09秒108 高曽根　敏弘2368 ﾀｶｿﾈ ﾄｼﾋﾛ

1時間40分13秒109 井上　光章2019 ｲﾉｳｴ ﾐﾂｱｷ

1時間40分18秒110 草場　広2344 チーム走るんじょｸｻﾊﾞ ﾋﾛｼ

1時間40分21秒111 森　徹2515 愛媛銀行ﾓﾘ ﾄｵﾙ

1時間40分22秒112 三木　伸一2651 三木米ﾐｷ ｼﾝｲﾁ

1時間40分24秒113 大西　孝志2312 田宮ランクラブｵｵﾆｼ ﾀｶｼ

1時間40分29秒114 和田　耕明2601 いの町ﾜﾀﾞ ｺｳﾒｲ

1時間40分37秒115 市原　弘章2074 ホノマラｲｹﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間40分52秒116 高野　剛2184 綾川ＡＣｺｳﾉ ﾂﾖｼ

1時間40分53秒117 武市　郁夫2159 ヴォルサポＲＣﾀｹｲﾁ ｲｸｵ

1時間40分54秒118 田村　和章2561 徳島県庁ＪＣﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間41分08秒119 福田　憲市2164 ＰＧＭプラスﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間41分12秒120 内海　はやと2652 ｳﾂﾐ ﾊﾔﾄ

1時間41分16秒121 阿部　吉幸2239 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間41分22秒122 後藤　雅史2256 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

1時間41分23秒123 佐藤　幸司2282 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間41分24秒124 本那　智昭2343 ﾎﾝﾅ ﾄﾓｱｷ

1時間41分27秒125 松島　洋一2521 ちーむ大虎ﾏﾂｼﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間41分31秒126 臼井　豊幸2179 つるぎＲＣｳｽｲ ﾄﾖﾕｷ

1時間41分33秒127 田中　哲之2309 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾕｷ

1時間41分35秒128 鳥丸　幹雄2607 ﾄﾘﾏﾙ ﾐｷｵ

1時間41分39秒129 丸山　幸弘2359 農大ＲＣﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間41分51秒130 矢野　泰弘2079 ﾔﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間41分51秒131 割石　誠2044 ﾜﾘｲｼ ﾏｺﾄ

1時間41分52秒132 坂野　安博2323 ｻｶﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間41分59秒133 青山　公士2474 トヨタ自動車ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ

1時間42分10秒134 井浦　徹二2416 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間42分12秒135 山姿　進2070 イタチ・ＡＣﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ

1時間42分12秒136 初田　俊治2027 ﾊﾂﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

1時間42分13秒137 佐藤　寛2280 さとう歯科ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間42分13秒138 明石　和之2640 ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾕｷ

1時間42分16秒139 宮原　英治2242 綾川ΑСﾐﾔﾊﾗ ｴｲｼﾞ

1時間42分22秒140 有井　禎憲2067 ｱﾘｲ ﾖｼﾉﾘ

1時間42分39秒141 川田　将由起2574 エムスタイルｶﾜﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間42分39秒142 横畑　二朗2614 ﾖｺﾊﾀ ｼﾞﾛｳ

1時間42分48秒143 新井　博之2314 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間42分51秒144 風尾　弘和2130 ｶｻﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間42分57秒145 五島　一浩2438 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間43分06秒146 田野　浩司2300 コムレッドﾀﾉ ｺｳｼﾞ

1時間43分08秒147 谷﨑　進一2087 第24航空隊ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ

1時間43分11秒148 椎野　洋三2540 クリソスｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ

1時間43分35秒149 佐藤　彰2608 ｻﾄｳ ｱｷﾗ

1時間43分37秒150 井浦　哲也2119 大王製紙ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ
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1時間43分39秒151 登　健司2107 ﾉﾎﾞﾘ ｹﾝｼﾞ

1時間43分43秒152 糸谷　元宏2472 ｲﾄﾀﾆ ﾓﾄﾋﾛ

1時間43分56秒153 三浦　誠一2380 ２４ＦＳﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ

1時間43分58秒154 小西　慶治2317 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ

1時間44分01秒155 奥野　史郎2431 はーとふるｵｸﾉ ｼﾛｳ

1時間44分02秒156 曽根　弘志2571 Ｊパワーｿﾈ ﾋﾛｼ

1時間44分02秒157 米澤　理文2292 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ

1時間44分04秒158 仙波　雅2055 三葉虫ＲＣｾﾝﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間44分07秒159 岩朝　章2615 ｲﾜｻ ｱｷﾗ

1時間44分18秒160 角元　真二2547 北島ライオンズｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間44分20秒161 大塚　守2525 ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ

1時間44分24秒162 大窪　博幸2038 走RUNDAYｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分27秒163 宮内　義浩2592 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間44分29秒164 多田　昌功2471 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間44分30秒165 住友　正宏2479 ｽﾐﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ

1時間44分39秒166 米原　武2429 ﾖﾈﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間44分40秒167 川口　哲2307 ウィンボンドｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ

1時間44分40秒168 島　正範2505 ｼﾏ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分48秒169 北地　勝之2101 ｷﾀｼﾞ ｶﾂﾕｷ

1時間44分59秒170 小林　博2003 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

1時間45分02秒171 采元　健二2495 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間45分03秒172 山川　和也2263 メックアクタスﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ

1時間45分17秒173 湯浅　憲正2008 ゆクラブﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ

1時間45分25秒174 大野　力也2613 ｵｵﾉ ﾘｷﾔ

1時間45分32秒175 小倉　秀樹2618 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間45分38秒176 兼松　利男2340 ｶﾈﾏﾂ ﾄｼｵ

1時間45分41秒177 深見　善広2490 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間45分42秒178 桑原　孝司2175 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間45分48秒179 松平　亜希夫2268 ﾏﾂﾋﾗ ｱｷｵ

1時間45分52秒180 夛田　賢児2423 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間46分01秒181 松本　敏夫2069 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ

1時間46分05秒182 三角　善則2496 ﾐｽﾐ ﾖｼﾉﾘ

1時間46分06秒183 三谷　幸治2321 ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ

1時間46分17秒184 堺　秀司2273 山の子ｻｶｲ ｼｭｳｼﾞ

1時間46分32秒185 松永　茂樹2140 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞｷ

1時間46分46秒186 栗田　猛2129 ｸﾘﾀ ﾀｹｼ

1時間46分56秒187 島田　裕生2084 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間47分10秒188 二宮　進一2678 ＷＯＭＢＡＴＳﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ

1時間47分16秒189 渡部　幸男2361 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ

1時間47分16秒190 田中　栄一2305 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ

1時間48分06秒191 今城　朗2602 ｲﾏｼﾞｮｳ ｱｷﾗ

1時間48分09秒192 白神　敦久2489 ｼﾗｶﾐ ｱﾂﾋｻ

1時間48分13秒193 橋本　慎司2319 ＤＮＰ四国ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間48分17秒194 山根　政和2166 ﾔﾏﾈ ﾏｻｶｽﾞ

1時間48分18秒195 先山　佳男2532 なしｻｷﾔﾏ ﾖｼｵ

1時間48分27秒196 古川　勝啓2661 綾川ＡＣﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋﾛ

1時間48分33秒197 細谷　真也2347 四国電力ﾎｿﾀﾆ ｼﾝﾔ

1時間48分40秒198 景山　篤弘2092 こなＡＬＣｶｹﾞﾔﾏ ｱﾂﾋﾛ

1時間48分42秒199 渡辺　修2394 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ

1時間48分42秒200 野村　豊2581 高松信用金庫ﾉﾑﾗ ﾕﾀｶ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　男子40歳～59歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2016.3.20(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48分48秒201 管野　勝弘2382 ２４ＦＳｽｶﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ

1時間48分54秒202 榎本　和弘2160 阿波吉野川ＲＣｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間49分00秒203 赤松　祐司2559 ｱｶﾏﾂ ﾕｳｼﾞ

1時間49分06秒204 三木　孝浩2556 日亜そうかいﾐｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間49分09秒205 山田　貴史2516 ２４ＦＳﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間49分12秒206 本浄　喜義2192 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｼ

1時間49分12秒207 森　康弘2577 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

1時間49分21秒208 桑村　尚弘2630 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

1時間49分21秒209 峯田　栄一2043 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ

1時間49分29秒210 岡本　武久2035 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋｻ

1時間49分31秒211 小河　伸洋2306 Ｎクラブｵｺﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間49分47秒212 元木　貴之2253 チームブラック企業ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

1時間49分55秒213 中川　哲哉2042 中川たたみ店ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

1時間49分59秒214 大西　仁史2089 ＴＪＰｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

1時間50分00秒215 山本　貴之2243 シマランナーﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

1時間50分03秒216 山下　広高2136 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾀｶ

1時間50分09秒217 森　久典2114 ﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ

1時間50分12秒218 近藤　民好2149 ボラチートスｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐﾖｼ

1時間50分15秒219 松本　義昭2213 石井さくら色５４会ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1時間50分21秒220 堀口　晃雄2369 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｷｵ

1時間50分24秒221 宮川　圭二2146 リコージャパンﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ

1時間50分29秒222 臼井　久明2181 つるぎＲＣｳｽｲ ﾋｻｱｷ

1時間50分29秒223 坂本　亘2358 ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ

1時間50分29秒224 石堂　賢一2582 ｲｼﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ

1時間50分38秒225 山田　隆弘2118 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間50分44秒226 浅野　武弘2378 ｱｻﾉ ﾀｹﾋﾛ

1時間50分44秒227 日下　貴雄2357 ヴォルティスＲＣｸｻｶ ﾀｶｵ

1時間50分45秒228 徳永　雅彦2412 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間51分03秒229 川村　恭弘2456 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

1時間51分08秒230 須戸　孝之2250 ｽﾄﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間51分10秒231 益栄　伸一2203 ﾏｽｴ ｼﾝｲﾁ

1時間51分25秒232 信田　道則2375 ﾉﾌﾞﾀ ﾐﾁﾉﾘ

1時間51分35秒233 竹内　茂敏2227 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾄｼ

1時間51分37秒234 田渕　宏樹2450 （株）マックス設計ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ

1時間51分37秒235 片山　博之2662 徳島ＦＲＣｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分44秒236 鰐淵　健二2401 ＰＧﾜﾆﾌﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間51分45秒237 森本　忠義2294 井上病院ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間51分48秒238 石田　三英2088 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾃﾞ

1時間51分51秒239 明石　良治2400 ２４ＦＳｱｶｼ ﾖｼﾊﾙ

1時間51分55秒240 八木　明2603 コスモテックﾔｷﾞ ｱｷﾗ

1時間51分57秒241 中野　幹雄2198 ﾅｶﾉ ﾐｷｵ

1時間52分00秒242 井上　栄二2453 ｲﾉｳｴ ｴｲｼﾞ

1時間52分10秒243 岸田　広行2240 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分12秒244 中川　好文2303 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ

1時間52分17秒245 古川　賢一2458 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間52分20秒246 藤本　正己2262 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間52分24秒247 桑田　誠二2443 ｸﾜﾀ ｾｲｼﾞ

1時間52分29秒248 新居　和憲2182 鴨島町ﾆｲ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間52分32秒249 星合　良昭2072 ﾎｼｱｲ ﾖｼｱｷ

1時間52分34秒250 三木　康正2629 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ
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1時間52分41秒251 村上　龍太郎2502 ＴＪＰﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ

1時間52分50秒252 木村　勲2296 ｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間53分08秒253 志賀　茂樹2393 ｼｶﾞ ｼｹﾞｷ

1時間53分09秒254 西浦　和徳2381 ２４ＦＳﾆｼｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間53分28秒255 白濱　徹2269 ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ

1時間53分30秒256 石田　早人2621 かつうらクラブｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾋﾄ

1時間53分45秒257 平井　英司2545 ﾋﾗｲ ｴｲｼﾞ

1時間53分50秒258 瀬川　信行2169 ｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間53分52秒259 新居　和義2030 阿波スピンドル(株)ﾆｲ ｶｽﾞﾖｼ

1時間53分53秒260 犬伏　明2201 ｲﾇﾌﾞｼ ｱｷﾗ

1時間53分59秒261 伴野　公洋2623 香川県庁ﾊﾞﾝﾉ ｷﾐﾋﾛ

1時間54分00秒262 合田　潤一郎2185 カレーキングｺﾞｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間54分01秒263 松浦　宏和2148 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間54分08秒264 清水　克樹2598 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ

1時間54分13秒265 岡本　覚2053 ｵｶﾓﾄ ｻﾄﾙ

1時間54分16秒266 影治　照喜2234 海部病院ｶｹﾞｼﾞ ﾃﾙﾖｼ

1時間54分26秒267 網田　克明2480 ｱﾐﾀ ｶﾂｱｷ

1時間54分29秒268 丸井　文明2077 ﾏﾙｲ ﾌﾐｱｷ

1時間54分45秒269 吉平　弘治2695 ﾖｼﾋﾗ ｺｳｼﾞ

1時間54分45秒270 濱口　裕太2419 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

1時間54分53秒271 原井　光久2397 ﾊﾗｲ ﾐﾂﾋｻ

1時間54分56秒272 濱田　佳之2457 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間55分06秒273 植松　数広2128 ｳｴﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間55分07秒274 泉　正文2064 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ

1時間55分08秒275 福居　雅也2134 ＮＩＳＰ徳島ﾌｸｲ ﾏｻﾔ

1時間55分10秒276 長瀬　英貴2230 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ

1時間55分21秒277 延原　範彦2396 日亜化学ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ

1時間55分26秒278 福島　幸生2284 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ

1時間55分27秒279 近藤　貴文2265 城南乃風ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

1時間55分28秒280 古津　敏彦2692 ﾌﾙﾂ ﾄｼﾋｺ

1時間55分31秒281 小薄　育男2687 ｵｽｷ ｲｸｵ

1時間55分34秒282 竹中　利光2205 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間55分42秒283 鳥井　毅2261 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ

1時間55分52秒284 松浦　良信2289 クリソスＲＣﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間55分54秒285 南谷　洋光2334 牛岐ＲＣﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ

1時間56分00秒286 高橋　健次2475 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ

1時間56分04秒287 鎌田　研吾2434 四国化工機ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

1時間56分07秒288 宮武　卓2427 ﾐﾔﾀｹ ﾀｶｼ

1時間56分12秒289 日浦　満彦2183 つるぎＲＣﾋｳﾗ ﾐﾂﾋｺ

1時間56分27秒290 近藤　務2045 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

1時間56分31秒291 宇田　圭祐2683 ｳﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間56分32秒292 三村　浩2131 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｼ

1時間56分35秒293 松尾　誠治2335 ＴＪＰ西部ﾏﾂｵ ｾｲｼﾞ

1時間56分36秒294 江原　政彦2109 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間56分39秒295 増原　浩幸2467 ﾏｽﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分41秒296 中元　健進2663 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

1時間56分45秒297 川人　雄二2487 北嶺岳走クラブｶﾜﾋﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間56分48秒298 小方　研達2245 トクセイｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾂ

1時間56分49秒299 三橋　武司2411 ﾐﾂﾊｼ ﾀｹｼ

1時間57分01秒300 板東　仁志2318 びざん元気ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ
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1時間57分02秒301 髙木　健作2228 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｻｸ

1時間57分03秒302 山本　亮2538 山本寿一郎商店ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

1時間57分03秒303 正木　圭2691 ＴＪＰﾏｻｷ ｹｲ

1時間57分08秒304 石川　速2353 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾑ

1時間57分11秒305 樋上　義彦2115 ﾋｶﾐ ﾖｼﾋｺ

1時間57分16秒306 森　秋穂2341 ﾓﾘ ｼｭｳﾎ

1時間57分19秒307 猪龍　浩司2248 川島病院ｲﾘｮｳ ﾋﾛｼ

1時間57分19秒308 浜原　宏一2391 鳴門渦潮ﾊﾏﾊﾗ ｺｳｲﾁ

1時間57分28秒309 板東　秀詔2138 コールマラソン倶楽部ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間57分28秒310 竹本　道裕2142 風流海部ＲＣﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

1時間57分31秒311 桑原　豊2320 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾀｶ

1時間57分32秒312 井内　康夫2206 鴨島イレブンｲｳﾁ ﾔｽｵ

1時間57分41秒313 木戸口　亘2700 ＩＢＵＫＩｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ

1時間57分45秒314 真本　誠喜2237 ＯＭＨｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間57分46秒315 元木　憲司2254 チームブラック企業ﾓﾄｷ ｹﾝｼﾞ

1時間57分51秒316 田中　義孝2589 新日本電工ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ

1時間58分11秒317 金森　弘一郎2293 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間58分12秒318 樋口　善夫2275 ＫＴＣﾋｸﾞﾁ ﾖｼｵ

1時間58分15秒319 山岡　一平2349 ﾔﾏｵｶ ｲｯﾍﾟｲ

1時間58分16秒320 東　貴博2383 ２４ＦＳｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間58分18秒321 上田　康裕2267 みんなの八南ｳｴﾀ ﾔｽﾋﾛ

1時間58分20秒322 近藤　仁志2212 全農ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ

1時間58分22秒323 川野　英治2512 ｶﾜﾉ ｴｲｼﾞ

1時間58分26秒324 荒井　亮介2316 ヨコタコーポレーションｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間58分26秒325 船戸　信也2040 ﾌﾅﾄ ｼﾝﾔ

1時間58分29秒326 福永　英樹2150 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間58分35秒327 橋本　竜二2187 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ

1時間58分41秒328 佐野　嘉彦2461 ｻﾉ ﾖｼﾋｺ

1時間58分45秒329 三栖　勉2324 高島ＲＣﾐｽ ﾂﾄﾑ

1時間58分47秒330 正宗　克浩2326 ﾏｻﾑﾈ ｶﾂﾋﾛ

1時間58分49秒331 吉田　好範2135 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間58分51秒332 山名　剛2158 ﾔﾏﾅ ﾂﾖｼ

1時間58分51秒333 森　晴久2414 ﾓﾘ ﾊﾙﾋｻ

1時間58分54秒334 杉川　公章2304 ｽｷﾞｶﾜ ﾋﾛｱｷ

1時間58分56秒335 平井　一郎2236 ﾋﾗｲ ｲﾁﾛｳ

1時間58分57秒336 工藤　美智明2117 ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｱｷ

1時間58分57秒337 濱上　輝之2617 ﾊﾏｳｴ ﾃﾙﾕｷ

1時間58分59秒338 佐藤　信也2379 ２４ＦＳｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間59分08秒339 松岡　隆2215 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ

1時間59分08秒340 平田　哲男2634 ﾋﾗﾀ ﾃﾂｵ

1時間59分13秒341 内藤　貴之2637 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間59分13秒342 石原　洋一2062 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｲﾁ

1時間59分19秒343 上田　拓志2462 日亜そうかいｳｴﾀﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間59分24秒344 竹内　秀幸2057 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間59分24秒345 中野　正敏2447 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

1時間59分47秒346 竹中　智和2277 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間59分49秒347 小崎　徳也2504 ｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ

1時間59分51秒348 相原　啓一2372 ｱｲﾊﾗ ｹｲｲﾁ

2時間00分09秒349 矢野　敬章2605 ﾔﾉ ﾀｶｱｷ

2時間00分26秒350 井上　清志2271 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ
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2時間00分35秒351 木下　敦志2090 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ

2時間00分43秒352 貞野　誠二2139 さだの釣具店ｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ

2時間01分13秒353 森　聡幸2207 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ

2時間01分18秒354 谷口　司2120 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｶｻ

2時間01分21秒355 野崎　圭二2291 ﾉｻﾞｷ ｹｲｼﾞ

2時間01分25秒356 齋藤　隆2058 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

2時間01分32秒357 坂本　啓三2165 ＰＧＭプラスｻｶﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ

2時間01分35秒358 三木　義隆2086 ﾐｷ ﾖｼﾀｶ

2時間01分40秒359 髙丸　道信2034 三海ランナーズﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

2時間02分07秒360 和田　直士2216 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間02分12秒361 大林　成己2387 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾐ

2時間02分17秒362 松田　ひろゆき2460 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間02分26秒363 岸　輝彦2193 ｷｼ ﾃﾙﾋｺ

2時間02分35秒364 原　健一2097 ﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

2時間02分39秒365 生野　護2356 ｲｸﾉ ﾏﾓﾙ

2時間02分41秒366 野田　博之2132 コールマラソン倶楽部ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間02分43秒367 佐藤　亮2222 三葉虫ｻﾄｳ ﾏｺﾄ

2時間03分06秒368 古田口　裕2659 ﾌﾙﾀｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

2時間03分10秒369 山田　佳孝2339 チーム栄光ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

2時間03分13秒370 一木　加津雄2518 ｲﾁｷ ｶｽﾞｵ

2時間03分19秒371 岡田　勝彦2468 富士通四国インフォテックｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

2時間03分20秒372 阿部　肇2371 四国アルフレッサｱﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

2時間03分22秒373 乾　大資2006 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間03分23秒374 山根　文明2697 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｱｷ

2時間03分27秒375 以西　泰宏2389 ｲｻｲ ﾔｽﾋﾛ

2時間03分28秒376 大久保　彰洋2052 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間03分43秒377 橋本　周二2171 ヴォルサポＲＣﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2時間03分49秒378 堂岡　一彦2180 つるぎＲＣﾄﾞｳｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

2時間03分58秒379 三木　章仁2098 ﾐｷ ｱｷﾋﾄ

2時間04分19秒380 大谷　卓2327 阿南高等専門学校ｵｵﾀﾆ ﾀｶｼ

2時間04分28秒381 傍士　雅仁2392 ﾎｳｼﾞ ﾏｻﾋﾄ

2時間04分41秒382 小野　浩史2009 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ

2時間04分44秒383 森　行弘2274 ﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ

2時間04分54秒384 安芸　孝晴2330 ｱｷ ﾀｶﾊﾙ

2時間04分55秒385 西尾　厚志2065 ﾆｼｵ ｱﾂｼ

2時間05分05秒386 手塚　俊明2094 ＴＥＡＭ・Ｔﾃﾂﾞｶ ﾄｼｱｷ

2時間05分18秒387 大西　茂巨2112 ｵｵﾆｼ ｼｹﾞｷ

2時間05分26秒388 加川　達也2671 ｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

2時間05分32秒389 正地　良一2693 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ

2時間05分33秒390 杉山　忠男2642 富士通四国ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ

2時間05分36秒391 大木　昭文2647 阿波銀行ｵｵｷﾞ ｱｷﾌﾐ

2時間05分39秒392 吉野　育也2542 ぼちぼちランナーズﾖｼﾉ ｲｸﾔ

2時間05分49秒393 長町　浩志2106 ブルドッグﾅｶﾏﾁ ｺｳｼﾞ

2時間05分56秒394 児玉　忠浩2664 四国化工機株式会社ｺﾀﾞﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間06分28秒395 笹部　憲治2007 ｻｻﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間06分28秒396 津司　道人2470 ﾂｼ ﾐﾁﾋﾄ

2時間06分28秒397 河野　卓望2360 ジョイメイトｶﾜﾉ ﾀｸﾐ

2時間06分40秒398 多田　浩人2586 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾄ

2時間06分41秒399 阿部　晃治2543 ＯＲＣｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ

2時間06分42秒400 根木屋　彰文2310 ﾈｷﾔ ｱｷﾌﾐ
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2時間06分56秒401 三木　康弘2385 阿波製紙ＲＣﾐｷ ﾔｽﾋﾛ

2時間07分05秒402 森田　英正2056 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ

2時間07分06秒403 西岡　彰夫2005 野市町愛陸会ﾆｼｵｶ ｱｷｵ

2時間07分06秒404 井上　好之2020 JAバンク徳島ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ

2時間07分19秒405 岩城　正人2388 徳島運輸支局ｲﾜｷ ﾏｻﾋﾄ

2時間07分21秒406 古志野　隆2176 ＴＪＰｺｼﾉ ﾀｶｼ

2時間07分22秒407 加藤　正典2535 県庁ジョギングクラブｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

2時間07分45秒408 佐伯　隆一2584 ｻｲｷ ﾘｭｳｲﾁ

2時間07分52秒409 久保　義博2573 ｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間07分58秒410 加藤　公一2091 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

2時間08分11秒411 京野　伸一2488 ｷｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ

2時間08分34秒412 野口　俊治2031 ハッピーRDﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ

2時間08分36秒413 藤山　晴弘2156 ふぁみり～ずﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾙﾋﾛ

2時間08分51秒414 小西　壽久2435 スマイル調剤薬局ｺﾆｼ ﾄｼﾋｻ

2時間08分51秒415 日並　哲郎2420 スーパードライﾋﾅﾐ ﾃﾂﾛｳ

2時間09分05秒416 三谷　達史2455 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ

2時間09分17秒417 平田　守2448 ﾋﾗﾀ ﾏﾓﾙ

2時間09分21秒418 秦　健司2137 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間09分25秒419 大友　和紀2075 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｷ

2時間09分41秒420 栄　貫2105 ｻｶｴ ﾄｵﾙ

2時間09分47秒421 作本　恒雄2526 ｻｸﾓﾄ ﾂﾈｵ

2時間09分48秒422 津川　武弘2333 ﾂｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ

2時間10分04秒423 林　英司2081 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ

2時間10分04秒424 小林　俊夫2342 玉井歯科商店　徳島店ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ

2時間10分15秒425 星加　浩司2285 住化ロジスティックスﾎｼｶ ｺｳｼﾞ

2時間10分18秒426 大西　裕司2178 つるぎＲＣｵｵﾆｼ ﾕｳｼﾞ

2時間10分34秒427 岡部　正直2627 高知県庁ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾅｵ

2時間10分36秒428 萩原　雄一2497 川島病院ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

2時間10分40秒429 岡久　和広2376 ｵｶﾋｻ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間10分51秒430 梶村　鉄次2066 ｶｼﾞﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

2時間10分51秒431 片山　哲也2658 日亜ＯＲＧｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

2時間11分02秒432 藤井　忠大2437 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間11分03秒433 橋本　隆2633 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間11分07秒434 田岡　泰治2628 ﾀｵｶ ﾀｲｼﾞ

2時間11分15秒435 木村　茂生2500 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ

2時間11分27秒436 張間　栄嗣2257 ﾊﾘﾏ ｴｲｼﾞ

2時間11分41秒437 市村　富雄2122 男伊達にゃんこｲﾁﾑﾗ ﾄﾐｵ

2時間12分06秒438 福井　俊之2346 サンコーファーマシーﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ

2時間12分11秒439 西川　達也2646 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

2時間12分19秒440 上田　浩三2591 ｳｴﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ

2時間12分21秒441 真部　晃2046 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

2時間12分35秒442 田村　孝之2563 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間12分43秒443 床西　功至2258 エンドルフィンﾄｺﾆｼ ｺｳｼﾞ

2時間12分55秒444 濱田　浩二2279 徳島フォレストランングﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間13分15秒445 郡　政人2001 ｲﾝﾌﾗ・ﾘｻｰﾁｺｵﾘ ﾏｻﾄ

2時間13分30秒446 造田　力2594 ｿﾞｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間13分32秒447 矢部　純也2688 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間14分08秒448 濱田　圭二2162 チーム岩倉ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間14分15秒449 来島　直也2315 ｸﾙｼﾏ ﾅｵﾔ

2時間14分17秒450 伊坂　卓司2363 ｲｻｶ ﾀｸｼﾞ
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2時間14分32秒451 筒井　克彦2147 ﾂﾂｲ ｶﾂﾋｺ

2時間14分46秒452 堀北　雅史2024 ﾎﾘｷﾀ ﾏｻﾌﾐ

2時間14分49秒453 渡邉　剛2370 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ

2時間14分56秒454 中谷　康史2123 サンスター徳島工場ﾅｶﾀﾆ ﾔｽｼ

2時間14分59秒455 藤井　信之2013 大東興業(株)ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間15分00秒456 蓮池　弘樹2247 ﾊｽｲｹ ﾋﾛｷ

2時間15分06秒457 中澤　隆2609 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ

2時間15分10秒458 平岡　伯教2407 ﾋﾗｵｶ ﾉﾘﾖｼ

2時間15分13秒459 正木　裕二2410 ﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ

2時間15分15秒460 田中　清章2354 ﾀﾅｶ ｷﾖﾌﾐ

2時間15分18秒461 竹内　享2168 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾙ

2時間15分29秒462 原田　稔2676 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間16分31秒463 近藤　哲也2465 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ

2時間16分34秒464 大東　伸一2625 三愛走飾クラブﾀﾞｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

2時間16分35秒465 須藤　泰史2539 半田病院アスリート倶楽部ｽﾄｳ ﾔｽｼ

2時間16分36秒466 久門　等2200 港産業株式会社ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

2時間16分54秒467 久保　雅史2152 黒犬ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間16分59秒468 東條　敬人2174 まいどﾄｳｼﾞﾖｳ ﾕｷﾋﾄ

2時間17分06秒469 横山　敏春2054 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ

2時間17分15秒470 日野　茂樹2558 かわせみﾋﾉ ｼｹﾞｷ

2時間17分39秒471 山戸　浩一2036 AiJACﾔﾏﾄ ｺｳｲﾁ

2時間17分54秒472 森　紀之2675 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ

2時間17分54秒473 遠藤　雅哉2095 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

2時間17分55秒474 福本　泰弘2596 らぶＲＵＮ＊＊Ｃﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間18分08秒475 橋本　光広2463 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ

2時間18分10秒476 佐藤　隆之2384 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

2時間18分16秒477 磯村　裕司2491 チームやんちゃ村ｲｿﾑﾗ ﾋﾛｼ

2時間18分21秒478 井上　泰秀2413 株式会社大塚製薬工場ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ

2時間18分35秒479 山田　雅明2047 チームかわき屋ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間18分38秒480 西上　康広2336 ﾆｼｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ

2時間18分45秒481 矢野　裕和2555 ﾔﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間18分45秒482 山本　規嗣2002 チームTGﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾂｸﾞ

2時間18分58秒483 阿部　貴行2154 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間19分28秒484 薮下　克彦2421 チームめいそうﾔﾌﾞｼﾀ ｶﾂﾋｺ

2時間19分28秒485 鹿山　悟2328 株式会社カワニシｶﾔﾏ ｻﾄﾙ

2時間19分55秒486 祖父江　研二2338 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ

2時間19分56秒487 田上　裕之2451 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

2時間20分40秒488 前田　克哉2424 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾔ

2時間21分01秒489 表　和男2133 ｵﾓﾃ ｶｽﾞｵ

2時間21分23秒490 阿部　健一2085 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間21分52秒491 若井　俊彦2520 ﾜｶｲ ﾄｼﾋｺ

2時間22分13秒492 柳原　一雄2377 城南乃風ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

2時間22分49秒493 猪上　大輔2219 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ

2時間22分55秒494 北村　嘉章2544 ＯＲＣｷﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ

2時間23分57秒495 奥村　泰造2510 ｵｸﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ

2時間24分17秒496 渡邊　哲2264 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ

2時間24分19秒497 木内　大作2529 ブルドッグｷﾉｳﾁ ﾀﾞｲｻｸ

2時間24分23秒498 岩本　一彦2037 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

2時間24分28秒499 田村　隆宏2417 チームめいそうﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間24分33秒500 宮川　哲兒2433 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ
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2時間24分39秒501 安丸　正美2579 チーム旭やすまるﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾐ

2時間24分44秒502 木下　雅彦2432 ＪＡｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ

2時間24分55秒503 池森　明2537 ｲｹﾓﾘ ｱｷﾗ

2時間25分28秒504 河村　春旗2513 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ

2時間25分59秒505 金沢　一則2061 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間26分10秒506 飯田　幸生2485 しののめクラブｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ

2時間26分15秒507 重田　高宏2638 ｼｹﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間26分21秒508 矢野　正一2578 ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ

2時間26分32秒509 中田　明仁2014 大東興業(株)ﾅｶﾀ ｱｷﾋﾄ

2時間26分40秒510 蔭山　光2048 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間26分53秒511 林　均2194 ﾊﾔｼ ﾋﾄｼ

2時間26分54秒512 佐藤　雅彦2221 ＢＳ平松ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

2時間27分07秒513 山田　健2648 ＹＭＤツアーズﾔﾏﾀﾞ ｹﾝ

2時間27分14秒514 瀧　健2527 ﾀｷ ﾀｹｼ

2時間27分16秒515 佐藤　幸男2585 ｻﾄｳ ﾕｷｵ

2時間27分31秒516 山下　正洋2337 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間27分35秒517 原塚　孝裕2073 ﾊﾗﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ

2時間27分38秒518 野口　健治2029 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

2時間27分38秒519 沢口　正己2373 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾐ

2時間28分18秒520 吉岡　敏和2530 ブルドッグﾖｼｵｶ ﾄｼｶｽﾞ

2時間28分45秒521 佐々木　博昭2204 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ

2時間29分17秒522 鎌田　浩史2507 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間29分18秒523 大路　進一2599 ｵｵｼﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間29分30秒524 近藤　恒2229 つばさ歯科クリニックｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ

2時間30分29秒525 岡本　典明2606 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

2時間30分35秒526 山本　廣次郎2477 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ

2時間30分43秒527 清重　恒2672 ｷﾖｼｹﾞ ﾋｻｼ

2時間31分14秒528 西川　孝範2587 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ

2時間31分14秒529 植町　篤夫2641 ｳｴﾏﾁ ｱﾂｵ

2時間31分31秒530 飯沼　健2025 ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｲｲﾇﾏ ﾀｹｼ

2時間31分35秒531 堀尾　昌史2082 ウルトラチョップﾎﾘｵ ﾏｻｼ

2時間31分38秒532 中井　康裕2366 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾛ

2時間32分22秒533 丸岡　淳也2252 チーム走るんじょﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間32分27秒534 松田　誠仁2108 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼﾞ

2時間32分39秒535 野曽場　誠司2225 ２４ＦＳﾉｿﾊﾞ ｾｲｼﾞ

2時間32分46秒536 瀬野　修2121 ｾﾉ ｵｻﾑ

2時間32分54秒537 前田　泰弘2610 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間33分01秒538 大久保　義昭2125 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ

2時間33分43秒539 三好　昭二2404 徳真電機工業株式会社ﾐﾖｼ ｼｮｳｼﾞ

2時間34分13秒540 原田　一隆2667 徳島銀行ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ

2時間34分17秒541 赤堀　真二2481 ｱｶﾎﾘ ｼﾝｼﾞ

2時間34分40秒542 河野　浩志2665 かちどき橋５丁目店ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ

2時間34分49秒543 田中　千秋2032 高松家庭裁判所ﾀﾅｶ ﾁｱｷ

2時間35分24秒544 古谷　仁志2567 ｺﾔ ﾋﾄｼ

2時間35分33秒545 内藤　雅人2486 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

2時間36分04秒546 桜田　耕一郎2425 りばあさいどｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間36分09秒547 高田　敏行2406 ﾀｶﾀ ﾄｼﾕｷ

2時間36分23秒548 鈴木　政義2144 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ

2時間36分26秒549 前田　充2151 ドコモＣＳ四国ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾙ

2時間36分38秒550 西谷　明広2374 城南乃風ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ
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2時間36分46秒551 三好　弘之2060 Ｔ．走るんじょﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間36分54秒552 野田　章2259 らいおんＲＣﾉﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間36分55秒553 岡田　伸之2051 ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間37分06秒554 速水　崇2288 ﾊﾔﾐ ﾀｶｼ

2時間37分20秒555 楠　貴伸2551 ｸｽﾉｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間37分50秒556 齊藤　要2083 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾒ

2時間38分28秒557 佐川　淳一2679 ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間39分21秒558 秋月　健一2483 戸田建設ｱｷﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ

2時間39分34秒559 大西　真司2076 ﾓﾁﾓﾁｸﾗﾌﾞｵｵﾆｼ ｼﾝｼﾞ

2時間40分28秒560 阿部　隆博2478 よしのｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間40分49秒561 竹本　五郎2217 ばーどまんﾀｹﾓﾄ ｺﾞﾛｳ

2時間41分41秒562 原田　栄二2126 はらだ整骨院ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2時間42分41秒563 浦上　豊治2238 中華そばしょうちゃんｳﾗｶﾐ ﾄﾖｼﾞ

2時間43分11秒564 堀部　耕一2643 ホナマラﾎﾘﾍﾞ ｺｳｲﾁ

2時間43分49秒565 藤本　明宏2548 ＪＡバンク徳島信連ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

2時間43分59秒566 山内　幸夫2161 阿波銀行ﾔﾏｳﾁ ﾕｷｵ

2時間44分33秒567 飯原　清隆2560 つるぎ半田病院ｲｲﾊﾗ ｷﾖﾀｶ

2時間45分21秒568 井利元　和哉2311 ｲﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

2時間45分25秒569 中野　達也2251 チームちびくろﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ

2時間45分33秒570 近藤　英樹2631 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ

2時間46分55秒571 小川　修司2452 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ

2時間47分09秒572 竹岡　正雄2701 ﾀｹｵｶ ﾏｻｵ

2時間47分27秒573 前田　英二2408 ﾏｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2時間49分45秒574 後藤田　真2626 阿波スピンドルｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾏｺﾄ

2時間50分01秒575 岩嵜　弘幸2523 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

2時間51分31秒576 田中　篤司2673 （株）アスカﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間51分37秒577 高橋　洋2246 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

2時間52分17秒578 小座間　隆2703 ｵｻﾞﾏ ﾀｶｼ

2時間55分24秒579 三橋　弘治2016 ﾐﾂﾊｼ ｺｳｼﾞ

2時間56分30秒580 吉田　茂2568 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間56分32秒581 村田　真一2141 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁ

2時間57分02秒582 矢田　健一郎2355 ﾔﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間57分05秒583 出口　憲二2600 ﾃﾞｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

2時間57分24秒584 藤澤　昌和2041 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ

3時間00分33秒585 河西　晴夫2466 ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ
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