
- 第１６回吉野川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

2017.3.12(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09分53秒1 松本　匠1231 徳島市陸協ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ

1時間09分53秒2 片山　弘之1062 徳島市体育振興公社ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間09分56秒3 樫谷　正之1061 ｶｼﾀﾆ ﾏｻﾕｷ

1時間10分51秒4 藤原　康至1217 徳島ＡＣﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ

1時間13分04秒5 池田　幹広1008 岡山教員クラブｲｹﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ

1時間13分59秒6 山口　勝司1264 大塚製薬工場ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂｼﾞ

1時間14分40秒7 脇　滉1282 新居浜高専ﾜｷ ｱｷﾗ

1時間18分05秒8 福原　博充1210 名西郡陸協ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ

1時間18分49秒9 岸田　貴志1079 吉野川市陸上競技協会ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間19分34秒10 太田　誠1044 チーム大虎ｵｵﾀ ﾏｺﾄ

1時間20分18秒11 井上　裕貴1019 高知ＦＲＣｲﾉｳｴ ﾕｳｷ

1時間21分01秒12 徳永　純一1160 海上自衛隊小松島ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間21分04秒13 中澤　昌彦1167 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ

1時間21分25秒14 戎井　正治1037 ＵＮＫｴﾋﾞｽｲ ﾏｻﾊﾙ

1時間21分33秒15 木原　佑介1084 徳島銀行ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1時間21分39秒16 猪井　秀哉1016 ｲﾉｲ ﾋﾃﾞﾔ

1時間22分13秒17 田村　直哉1152 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ

1時間23分33秒18 山田　大策1267 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ

1時間23分54秒19 伏見　直1215 ﾌｼﾐ ﾅｵ

1時間24分58秒20 植田　基1028 ｳｴﾀ ﾊｼﾞﾒ

1時間25分26秒21 小川　善男1057 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ

1時間25分36秒22 久保　智也1089 阿波製紙ｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ

1時間25分49秒23 白石　晃大1124 オレンジリボンｼﾗｲｼ ｱｷﾋﾛ

1時間25分53秒24 佐藤　将史1117 ｻﾄｳ ﾏｻｼ

1時間25分53秒25 小島　裕輔1094 ＮＩＣＨＩＡｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

1時間25分58秒26 白石　淳一1125 ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間26分30秒27 岡部　隆幸1052 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間26分34秒28 末沢　和彦1128 ｽｴｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

1時間27分39秒29 石川　哲也1011 美馬市陸協ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間27分53秒30 武市　正明1142 ﾀｹｲﾁ ﾏｻｱｷ

1時間28分18秒31 西　政実1181 ＮＩＣＨＩＡ－ＰＶﾆｼ ﾏｻﾐ

1時間28分31秒32 阿部　恭大1005 鳴門教育大学ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間29分24秒33 山下　泰輔1266 ＭＳＤﾔﾏｼﾀ ﾀｲｽｹ

1時間29分39秒34 笹野　竜矢1114 県中トレラン部ｻｻﾉ ﾀﾂﾔ

1時間30分33秒35 上山　陽平1290 ｳｴﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

1時間31分15秒36 中野　雄一朗1170 ﾅｶﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間31分50秒37 谷木　一孝1150 亀井組ﾀﾆｷ ｶｽﾞﾀｶ

1時間32分04秒38 和西　大作1285 ﾜﾆｼ ﾀﾞｲｻｸ

1時間32分46秒39 小角　聡志1095 江原北小学校ｺｽﾐ ｻﾄｼ

1時間33分44秒40 数藤　和希1134 ｽﾄｳ ｶｽﾞｷ

1時間33分51秒41 吉本　真一郎1279 野生のどちんぱんﾖｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間34分04秒42 西田　篤史1184 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間34分37秒43 松本　淳志1229 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間35分03秒44 和田　有平1283 港産業株式会社ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

1時間35分55秒45 深井　琢哉1288 ﾌｶｲ ﾀｸﾔ

1時間35分58秒46 岩野　智史1026 福乃家食堂ｲﾜﾉ ｻﾄｼ

1時間36分01秒47 吉野　洸1276 ﾖｼﾉ ｺｳ

1時間36分05秒48 芝山　泰三1122 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｲｿﾞｳ

1時間36分07秒49 粟飯原　崇1001 ウルトラソウルｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間36分33秒50 久保　俊普1088 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ
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1時間37分22秒51 川端　浩史1076 大阪陸協ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ

1時間37分47秒52 宮内　良崇1243 川之江高校ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾀｶ

1時間38分02秒53 西川　哲平1183 ﾆｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間38分19秒54 枝澤　裕司1036 四国化工機ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間38分42秒55 武林　利幸1144 たんべＲＣﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ

1時間38分45秒56 三木　祐司1237 ﾐｷ ﾕｳｼﾞ

1時間38分48秒57 芳野　徹1277 ﾖｼﾉ ﾄｵﾙ

1時間39分11秒58 河井　正敏1073 ｶﾜｲ ﾏｻﾄｼ

1時間39分23秒59 光井　洋介1240 ﾐﾂｲ ﾖｳｽｹ

1時間39分33秒60 野田　恭平1193 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

1時間39分44秒61 大島　キヨシ1041 キヨシ軍団ｵｵｼﾏ ｷﾖｼ

1時間39分44秒62 北岡　拓也1080 ｷﾀｵｶ ﾀｸﾔ

1時間39分44秒63 西村　正照1187 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ

1時間39分52秒64 平山　佳孝1207 岸化学ＲＣﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

1時間39分55秒65 吉谷　裕希1274 日亜そうかいﾖｼﾀﾆ ﾕｳｷ

1時間39分59秒66 井上　達哉1017 徳島大学ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ

1時間40分32秒67 新居　佑太1180 ﾆｲ ﾕｳﾀ

1時間40分35秒68 好井　亮平1272 ﾖｼｲ ﾘｮｳﾍｲ

1時間40分49秒69 貞本　洋志1115 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間41分30秒70 樋上　揚祐1206 日亜そうかいﾋｶﾐ ﾖｳｽｹ

1時間42分01秒71 長濱　健太1171 四国化工機ﾅｶﾞﾊﾏ ｹﾝﾀ

1時間42分09秒72 大久保　真志1040 エヌアンドイーｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ

1時間42分31秒73 後藤　優樹1097 徳島県庁ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

1時間42分34秒74 栗本　昇1092 ｸﾘﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

1時間43分43秒75 一村　卓司1014 ｲﾁﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

1時間44分00秒76 森川　雅人1294 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾄ

1時間44分01秒77 福井　亮太1209 ストロベリーズﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ

1時間44分04秒78 矢田　諭史1259 ﾔﾀ ｻﾄｼ

1時間44分27秒79 今岡　淳公1021 ｲﾏｵｶ ｱﾂﾋﾛ

1時間44分43秒80 鈴江　康文1132 ＴＥＡＭ８８ｽｽﾞｴ ﾔｽﾌﾐ

1時間44分50秒81 内原　誠1033 ｳﾁﾊﾗ ﾏｺﾄ

1時間45分02秒82 荒川　恭佑1006 岡山市民病院ｱﾗｶﾜ ｷｮｳｽｹ

1時間45分22秒83 蓮井　雄介1196 ﾊｽｲ ﾕｳｽｹ

1時間45分54秒84 吉間　慎二1278 ﾖｼﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間45分58秒85 丁野　公志1153 ﾁｮｳﾉ ﾏｻｼ

1時間46分03秒86 植田　正稔1030 グランド商事ｳｴﾀ ﾏｻﾄｼ

1時間46分11秒87 井上　延隆1018 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間46分18秒88 谷口　睦1151 まつか整形ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

1時間46分59秒89 河野　剛士1075 河野家ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ

1時間47分08秒90 後藤田　直人1098 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾅｵﾄ

1時間48分59秒91 米田　達哉1281 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間49分05秒92 森田　知成1254 株式会社ナイバﾓﾘﾀ ﾄﾓｼｹﾞ

1時間49分07秒93 神内　孝規1127 ｼﾞﾝﾅｲ ﾀｶﾉﾘ

1時間49分36秒94 奥谷　泰士1292 ｵｸﾀﾆ ﾀｲｼ

1時間49分40秒95 村山　祐1249 小野薬品ﾑﾗﾔﾏ ﾀｽｸ

1時間49分41秒96 兼広　真1068 ｶﾈﾋﾛ ﾏｺﾄ

1時間49分52秒97 増川　裕人1226 ﾏｽｶﾜ ﾋﾛﾄ

1時間49分55秒98 木原　努1083 阿波銀行ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間50分00秒99 東端　政樹1205 城東高校ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間50分11秒100 小宮　智史1319 ｺﾐﾔ ｻﾄｼ
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1時間50分23秒101 原田　研一1200 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間50分47秒102 曽川　博文1138 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

1時間50分53秒103 細川　順平1218 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間51分09秒104 原田　翔平1201 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間51分12秒105 仲　昭浩1161 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ

1時間51分37秒106 芳ヶ迫　佑登1297 ﾖｼｶﾞｻｺ ﾕｳﾄ

1時間52分05秒107 井上　陽介1020 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ

1時間52分09秒108 篠原　雄二1121 ＩＮＦｼﾉﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間52分14秒109 奥　崇1305 ｵｸ ﾀｶｼ

1時間52分32秒110 柴田　清亮1296 ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｱｷ

1時間52分49秒111 武智　聡史1143 ﾀｹﾁ ｻﾄｼ

1時間52分53秒112 鎌田　知積1070 ｶﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間53分40秒113 蔭山　佑1060 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳ

1時間54分00秒114 新居　健太1179 新居組ﾆｲ ｹﾝﾀ

1時間54分11秒115 岡本　雅之1054 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間54分11秒116 中村　公哉1175 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾔ

1時間54分11秒117 秋山　慶太1004 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾀ

1時間54分13秒118 廣瀬　紘一1208 あいがも会ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ

1時間54分13秒119 金田　健作1066 ｶﾅﾀﾞ ｹﾝｻｸ

1時間54分27秒120 岩倉　泰盛1022 ｲﾜｸﾗ ﾔｽﾓﾘ

1時間54分29秒121 中山　恭志1178 徳島信用金庫ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間54分30秒122 武田　悠希1301 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間54分42秒123 元木　啓太1250 ﾓﾄｷ ｹｲﾀ

1時間55分08秒124 野崎　伸司1191 バイエルﾉｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

1時間55分20秒125 中東　幹夫1173 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾐｷｵ

1時間56分53秒126 紡車　尚吾1154 日亜そうかいﾂﾑ ｼｮｳｺﾞ

1時間57分44秒127 松本　壮平1230 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾍｲ

1時間57分49秒128 杉本　康博1130 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間57分57秒129 小濱　達也1100 四国化工機ｺﾊﾏ ﾀﾂﾔ

1時間57分59秒130 岩佐　繁樹1023 ｲﾜｻ ｼｹﾞｷ

1時間59分03秒131 大塚　崇史1045 徳島市ｵｵﾂｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間00分12秒132 松本　祐樹1232 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

2時間00分28秒133 中磯　明人1162 ﾅｶｲｿ ｱｷﾋﾄ

2時間00分46秒134 加藤　宏侍1306 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間00分56秒135 佐藤　雅彦1118 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

2時間01分04秒136 真鍋　圭吾1233 ﾏﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ

2時間01分17秒137 峯田　順造1242 ﾐﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ

2時間01分24秒138 加統　昂平1063 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ

2時間01分37秒139 坂本　賢司1109 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間02分12秒140 柏木　智貴1291 ｶｼﾜｷﾞ ﾄﾓｷ

2時間02分20秒141 福本　大輔1211 ﾌｸﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

2時間02分49秒142 市原　達也1289 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾂﾔ

2時間02分52秒143 前田　啓介1220 大住鍼灸整骨院ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ

2時間02分56秒144 村地　慶一郎1247 ランプラスﾑﾗﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ

2時間03分12秒145 中東　拳宏1172 徳島市城南高等学校ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾀｶﾋﾛ

2時間03分35秒146 森口　知弥1300 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

2時間03分45秒147 青山　理1002 ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ

2時間04分33秒148 西野　豪志1186 徳島大学ﾆｼﾉ ﾀｹｼ

2時間04分48秒149 堺　正和1106 JCAｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ

2時間04分56秒150 三木　康寛1236 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ
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2時間05分04秒151 木村　圭児1085 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ

2時間05分09秒152 橋本　武志1320 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間05分15秒153 東端　一樹1204 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ

2時間05分45秒154 鈴鹿　泰弘1133 ｽｽﾞｶ

2時間05分48秒155 岡田　祐典1051 博愛記念病院ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間06分52秒156 増川　拓也1225 ﾏｽｶﾜ ﾀｸﾔ

2時間07分35秒157 数藤　航1135 ｽﾄｳ ﾜﾀﾙ

2時間07分57秒158 好永　尚史1275 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋｻｼ

2時間08分03秒159 湯浅　柊耶1269 小松島病院ﾕｱｻ ｼｭｳﾔ

2時間08分40秒160 栗栖　雅史1091 松山大学ｸﾘｽ ﾏｻﾌﾐ

2時間09分21秒161 村本　裕1248 ﾑﾗﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間09分25秒162 前田　俊平1221 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

2時間09分33秒163 上畑　健太1032 ｳｴﾊﾀ ｹﾝﾀ

2時間09分38秒164 西岡　謙二1182 徳島県庁ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞ

2時間10分06秒165 森　昭憲1252 ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ

2時間10分24秒166 中村　信元1176 ＢＯＮＩＴＯﾅｶﾑﾗ ｼﾝｹﾞﾝ

2時間10分33秒167 大平　凌介1049 小松島病院ｵｵﾋﾗ ﾘｮｳｽｹ

2時間10分55秒168 北代　和也1081 日亜化学ＡＣｷﾀｼﾛ ｶｽﾞﾔ

2時間10分58秒169 上野　友広1031 ａｓａｈｉｳｴﾉ ﾄﾓﾋﾛ

2時間11分03秒170 春名　浩司1202 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ

2時間11分14秒171 渡壁　孝一1293 ﾜﾀｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ

2時間11分48秒172 山形　修1263 ﾔﾏｶﾞﾀ ｵｻﾑ

2時間11分59秒173 片岡　祐揮1312 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ

2時間12分18秒174 亀山　光1072 松山大学ｶﾒﾔﾏ ﾋｶﾙ

2時間12分34秒175 藤　貴幸1212 株式会社　ユーシンﾌｼﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間12分59秒176 石川　学1012 石川商店ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

2時間13分02秒177 新開　直明1126 忍風ジュニアｼﾝｶﾞｲ ﾅｵｱｷ

2時間13分38秒178 佐野　友亮1308 ｻﾉ ﾕｳｽｹ

2時間13分47秒179 野口　大平洋1190 関西学院大学大学院ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2時間15分22秒180 門澤　直紀1065 ｶﾄﾞｻﾜ ﾅｵｷ

2時間15分51秒181 杉本　智史1302 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄｼ

2時間17分17秒182 野口　雄也1287 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

2時間17分34秒183 太田　純1043 かがやき歯科ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ

2時間18分01秒184 浜口　剛彦1197 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

2時間18分09秒185 中西　隆行1168 ＧＯＺＵﾅｶﾆｼ ﾀｶﾕｷ

2時間18分25秒186 多富　和哉1147 北島ライオンズﾀﾄﾐ ｶｽﾞﾔ

2時間18分33秒187 原　政輝1199 ﾊﾗ ﾏｻｷ

2時間18分34秒188 手塚　純1156 光る子ＲＣﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ

2時間18分43秒189 岡本　和也1053 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

2時間18分47秒190 近藤　充義1104 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾖｼ

2時間18分48秒191 岩田　美一1025 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ

2時間18分48秒192 野澤　大貴1192 ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

2時間19分28秒193 河野　創太1074 ｶﾜﾉ ｿｳﾀ

2時間19分33秒194 野口　賢1189 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ

2時間19分44秒195 飯坂　祐介1007 ｲｲｻｶ ﾕｳｽｹ

2時間19分56秒196 近藤　雅斗1102 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

2時間20分51秒197 高橋　哲志1141 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｼ

2時間22分02秒198 日下　直毅1087 ｸｻｶ ﾅｵｷ

2時間23分07秒199 矢野　啓介1315 ﾔﾉ ｹｲｽｹ

2時間23分08秒200 坂田　達郎1107 ｻｶﾀ ﾀﾂﾛｳ
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2時間23分17秒201 兼松　誠1069 ｶﾈﾏﾂ ﾏｺﾄ

2時間23分24秒202 柳下　祐介1260 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾕｳｽｹ

2時間23分25秒203 八幡　顕治1262 ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間24分11秒204 駒中　一仁1313 ｺﾏﾅｶ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間24分42秒205 塩崎　和幸1318 ｼｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ

2時間24分44秒206 川村　慎治1077 日本カルミックｶﾜﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

2時間24分55秒207 長江　幸俊1163 小野薬品工業ﾅｶﾞｴ ﾕｷﾄｼ

2時間24分59秒208 田中　宏明1149 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ

2時間25分38秒209 森田　裕1255 ﾓﾘﾀ ﾕｳ

2時間25分38秒210 十日市　悠弥1159 Ｙアグレッシブﾄｵｶｲﾁ ﾕｳﾔ

2時間26分56秒211 久保田　誠1090 関西学院大学大学院ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ

2時間27分30秒212 長町　拓哉1174 藍住南FC　OBﾅｶﾞﾏﾁ ﾀｸﾔ

2時間27分34秒213 眞木　優介1307 ﾏｷ ﾕｳｽｹ

2時間28分00秒214 上白川　裕昭1071 ｶﾐｼﾗｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間28分30秒215 安丸　聖紀1258 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾂｸﾞ

2時間28分37秒216 三谷　達也1238 ﾐﾀﾆ ﾀﾂﾔ

2時間30分00秒217 住友　信介1136 ｽﾐﾄﾓ ｼﾝｽｹ

2時間30分08秒218 三好　悠1245 県庁ジョギングクラブﾐﾖｼ ﾕｳ

2時間30分13秒219 大友　将也1046 関西学院大学大学院ｵｵﾄﾓ ﾏｻﾔ

2時間30分15秒220 加藤　大幸1064 四国化工機ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

2時間30分35秒221 西田　典晃1185 関西学院大学大学院ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

2時間32分44秒222 中村　智大1177 株式会社阿波銀行ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

2時間33分07秒223 上田　大樹1029 ｳｴﾀ ﾋﾛｷ

2時間33分19秒224 橋本　佳樹1195 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ

2時間33分44秒225 小綿　義浩1101 ｺﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ

2時間34分39秒226 松田　宙也1228 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾔ

2時間35分02秒227 太田　啓文1042 ｵｵﾀ ｹｲﾌﾞﾝ

2時間35分05秒228 塩川　拓也1321 ｼｵｶﾜ ﾀｸﾔ

2時間35分05秒229 渡部　真也1284 徳島大学ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

2時間37分34秒230 藤本　拓人1216 日亜化学工業株式会社ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾄ

2時間38分12秒231 齋藤　邦弘1105 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ

2時間38分14秒232 住友　崇洋1137 ｽﾐﾄﾓ ﾀｶﾋﾛ

2時間38分16秒233 戸出　雄1157 ﾄｲﾃﾞ ﾕｳ

2時間38分28秒234 大西　彰太1048 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾀ

2時間38分35秒235 長野　しょうぞう1169 阿波スピンドルﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間38分55秒236 下川　哲広1123 ｼﾓｶﾜ ｱｷﾋﾛ

2時間39分00秒237 石谷　圭佑1013 ＯＲＣｲｼﾀﾆ ｹｲｽｹ

2時間39分02秒238 三好　真1244 個別指導スクエアﾐﾖｼ ﾏｺﾄ

2時間39分08秒239 猪野　大起1015 ｲﾉ ﾀｲｷ

2時間41分22秒240 南　幸福1241 ﾐﾅﾐ ﾕｷﾄｼ

2時間41分58秒241 長尾　秀樹1164 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞｷ

2時間42分10秒242 遠藤　修司1038 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ

2時間42分41秒243 黒木　創大1299 ｸﾛｷ ｿｳﾀﾞｲ

2時間44分28秒244 露本　貴之1155 ﾂﾕﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

2時間45分01秒245 北村　佳貴1082 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間46分11秒246 長濱　有一1304 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｲﾁ

2時間46分13秒247 池田　政博1303 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間49分06秒248 柳田　大輔1317 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間49分24秒249 石川　翔太1009 四国大学ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ

2時間49分56秒250 大西　翔太1047 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾀ
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2時間50分18秒251 坂口　翔1314 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳ

2時間50分51秒252 神門　孝吏1295 ｶﾝﾄﾞ ﾀｶｼ

2時間52分10秒253 桑村　友徳1093 ｸﾜﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ

2時間54分57秒254 田中　耕一1148 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

2時間58分34秒255 撫養　知哉1246 ﾑﾔ ﾄﾓﾔ

2時間59分26秒256 小畑　康一1099 ＴＪＰｺﾊﾞﾀｹ ｺｳｲﾁ
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