
- 第１７回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

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

2018.3.11(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間15分19秒1 湯口　武夫2492 阿波製紙ＲＣﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ

1時間16分31秒2 東　佳弘2009 アグレッシブｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

1時間17分53秒3 竹田　良太2259 Ｑランナーズﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間20分30秒4 花岡　尚賢2344 ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾖｼ

1時間22分22秒5 中村　陽介2317 高松市陸協ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ

1時間23分00秒6 福田　憲市2378 カイトークﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間23分01秒7 新田　哲弘2335 徳島県庁ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ

1時間23分14秒8 タケハラ　レースケ2265 かいふ観光大阪線ﾀｹﾊﾗ ﾚｰｽｹ

1時間23分26秒9 藤本　聖2393 『メカトロ丼！』ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ

1時間24分59秒10 平　圭介2243 縄文陸上部ﾀｲﾗ ｹｲｽｹ

1時間25分35秒11 篠原　邦弘2217 香川陸協ｼﾉﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ

1時間26分11秒12 奥村　剛2101 ｵｸﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間26分22秒13 佐藤　勝之2204 たんべＲＣｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ

1時間26分30秒14 岡部　隆幸2095 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間26分36秒15 福本　芳明2383 ＴＪＰﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1時間27分13秒16 森西　正典2463 日亜ＩＮＦﾓﾘﾆｼ ﾏｻﾉﾘ

1時間27分27秒17 岩佐　知興2054 日亜化学ｲﾜｻ ﾄﾓｵｷ

1時間27分28秒18 田渕　善昭2279 縄文陸上部ﾀﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ

1時間27分33秒19 福田　健治2379 風流海部ＲＣﾌｸﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間27分54秒20 谷木　一孝2276 自分越えﾀﾆｷ ｶｽﾞﾀｶ

1時間27分55秒21 下地　崇弘2221 三匹のおっさんｼﾓｼﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間28分14秒22 後藤　雅史2175 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

1時間28分16秒23 青木　崇晃2002 三井Ｒ．Ｃｱｵｷ ﾀｶｱｷ

1時間28分21秒24 江口　憲治2068 ｴｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間28分33秒25 酒巻　秀幸2194 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間28分52秒26 三木田　裕司2433 アーリーﾐｷﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間28分56秒27 直　潤2268 チームぢょぐﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間29分11秒28 仁木　弘志2324 ﾆｷ ﾋﾛｼ

1時間29分17秒29 松永　晃2423 阿波市ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ

1時間30分09秒30 石田　康博2030 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間30分23秒31 武上　公一2257 丸スタＪＣﾀｹｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ

1時間30分36秒32 三崎　佑樹2434 ﾐｻｷ ﾕｳｷ

1時間30分53秒33 光永　美智也2437 山本光学ﾐﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾔ

1時間30分56秒34 田辺　利之2273 たんべＲＣﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間31分09秒35 築添　祝久2284 ﾂｷｿﾞｴ ﾉﾘﾋｻ

1時間31分22秒36 土壁　茂喜2287 ﾂﾁｶﾍﾞ ｼｹﾞｷ

1時間31分42秒37 吉田　昌裕2503 徳島文理大学ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間31分56秒38 大本　浩2090 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間32分10秒39 佐野　朋宏2214 イタチＡＣｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間32分26秒40 猪谷　敏2049 ｲﾉﾀﾆ ｻﾄｼ

1時間32分48秒41 白水　卓2225 ｼﾛｳｽﾞ ﾀｸ

1時間33分38秒42 樫原　茂2113 勝浦病院ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

1時間33分45秒43 大久保　良憲2083 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間33分52秒44 津島　祥2286 ﾂｼﾏ ﾔｽｼ

1時間33分56秒45 坂東　良晃2362 バカロードﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ

1時間34分05秒46 古川　満雄2172 北島ライオンズクラブｺｶﾜ ﾐﾂｵ

1時間34分05秒47 久次米　由彦2150 ｸｼﾞﾒ ﾖｼﾋｺ

1時間34分05秒48 阿部　雅彦2013 弥生陸上部ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間34分08秒49 詫間　俊平2254 城南乃風ﾀｸﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間34分09秒50 山本　孝治2487 弥生陸上部ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ
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1時間34分15秒51 古本　秋彦2402 ニコニコクラブﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾋｺ

1時間35分00秒52 大川　信一郎2077 ｵｵｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間35分04秒53 植田　幸穂2059 ＴＥＡＭ平田ｳｴﾀﾞ ﾕｷｵ

1時間35分13秒54 西田　篤史2331 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間35分42秒55 奥野　史郎2099 はーとふるｵｸﾉ ｼﾛｳ

1時間35分42秒56 二宮　正太2336 鳴門市教育委員会ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ

1時間35分46秒57 大前　友和2089 ｵｵﾏｴ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間36分15秒58 瀬尾　圭司2234 ｾｵ ｹｲｼﾞ

1時間36分31秒59 田中　貴之2271 徳島県庁ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ

1時間36分38秒60 笠井　慎二2110 たんべｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

1時間36分44秒61 大北　優2078 ＴＪＰｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ

1時間36分50秒62 白石　研2223 ｼﾗｲｼ ｹﾝ

1時間37分09秒63 酒巻　芳文2195 ＴＪＰｻｶﾏｷ ﾖｼﾌﾐ

1時間37分30秒64 好井　亮平2494 ﾖｼｲ ﾘｮｳﾍｲ

1時間37分34秒65 板倉　太郎2035 ｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ

1時間37分47秒66 谷木　匡光2277 かめさんＴＲ部ﾀﾆｷ ﾏｻﾐﾂ

1時間38分00秒67 鎌田　信之2124 ｶﾏﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間38分23秒68 竹中　利光2262 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間38分25秒69 旭　哲哉2007 ＴＥＡＭあさひｱｻﾋ ﾃﾂﾔ

1時間38分29秒70 北地　勝之2138 アサヒ徳島ｷﾀｼﾞ ｶﾂﾕｷ

1時間38分44秒71 木下　功2141 香川ＲＣ遊ｷﾉｼﾀ ｲｻｵ

1時間38分55秒72 河野　正秀2128 アグレッシブｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間39分10秒73 西村　正照2333 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ

1時間39分15秒74 池添　敬介2023 ｲｹｿﾞｴ ｹｲｽｹ

1時間39分30秒75 武市　郁夫2255 かめさんＲＣﾀｹｲﾁ ｲｸｵ

1時間39分46秒76 糸谷　元宏2041 ｲﾄﾀﾆ ﾓﾄﾋﾛ

1時間40分11秒77 長濱　宏司2314 オリヱントＲＣﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳｼﾞ

1時間40分24秒78 坂東　年己2359 アサヒ徳島ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾐ

1時間40分25秒79 津山　誠治2293 ﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間40分41秒80 椎野　洋三2215 クリソスＲＣｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ

1時間40分42秒81 梅山　成二2066 ｳﾒﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間40分44秒82 大久保　隆義2080 阿波スピンドルｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾖｼ

1時間40分59秒83 米澤　理文2507 クリソスﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ

1時間41分17秒84 泰江　章博2466 徳島大学ﾔｽｴ ｱｷﾋﾛ

1時間41分32秒85 枝澤　裕司2071 四国化工機ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間41分37秒86 前河　武志2410 ﾏｴｶﾜ ﾀｹｼ

1時間41分59秒87 平田　直行2371 石井さくら色５４会ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ

1時間42分10秒88 松下　光雄2421 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ

1時間42分16秒89 佐藤　彰2203 ｻﾄｳ ｱｷﾗ

1時間42分24秒90 福永　勝彦2380 つばさトライアスロンﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ

1時間42分39秒91 安岐　誠二2005 川崎しわしわＪｱｷ ｾｲｼﾞ

1時間42分41秒92 東條　賢2296 杉商会ﾄｳｼﾞｮｳ ｹﾝ

1時間42分53秒93 黄田　隆史2137 ｷﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間43分08秒94 佐藤　信也2206 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間43分12秒95 明石　和之2004 日亜化学ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾕｷ

1時間43分13秒96 加藤　正人2119 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間43分45秒97 湯浅　憲正2491 ゆクラブﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ

1時間43分47秒98 木下　学2144 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間43分47秒99 古谷　光弘2401 クリソスＲＣﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ

1時間43分48秒100 柳本　崇臣2470 ﾔﾅﾓﾄ ﾀｶｼｹﾞ
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1時間43分51秒101 多田　典史2267 けいすけえりなパパﾀﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

1時間43分53秒102 松本　敏夫2426 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ

1時間44分00秒103 木村　勲2147 三好自動車ｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間44分04秒104 吉田　正人2502 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

1時間44分05秒105 林　勇2349 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ

1時間44分08秒106 元木　貴之2455 チームブラック企業ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

1時間44分11秒107 桑村　尚弘2167 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

1時間44分13秒108 井上　栄二2045 ｲﾉｳｴ ｴｲｼﾞ

1時間44分26秒109 米原　武2510 ﾖﾈﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間44分32秒110 笠井　教光2111 ｶｻｲ ﾉﾘﾐﾂ

1時間45分10秒111 近藤　友和2186 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間45分10秒112 佐藤　寛2209 さとう歯科医院ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間45分15秒113 小倉　秀樹2102 クリソスｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間45分28秒114 杉本　誠一2231 （有）長尾鉄工ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲｲﾁ

1時間45分33秒115 神内　孝規2227 Ｔｅａｍ－Ｆｼﾞﾝﾅｲ ﾀｶﾉﾘ

1時間45分36秒116 鎌田　雄介2125 ＴＥＡＭ▲大虎ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間45分39秒117 近藤　貴文2184 城南乃風ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

1時間45分41秒118 井浦　哲也2020 大王製紙ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ

1時間46分09秒119 岩朝　章2053 ｲﾜｻ ｱｷﾗ

1時間46分15秒120 平井　智幸2370 ジェイテクトﾋﾗｲ ﾄﾓﾕｷ

1時間46分21秒121 宮脇　久男2448 ﾐﾔﾜｷ ﾋｻｵ

1時間46分24秒122 清水　邦明2219 ホワイトｼﾐｽﾞ ｸﾆｱｷ

1時間46分34秒123 池内　泰文2022 ＮＥＸＣＯ西日本徳島（工）ｲｹｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ

1時間46分35秒124 山川　和也2474 メック ランニング クラブﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ

1時間46分38秒125 藤本　正己2395 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間46分41秒126 桑島　敏男2163 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間46分49秒127 一村　卓司2039 ｲﾁﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

1時間46分53秒128 峰本　真司2441 うさぎとかめﾐﾈﾓﾄ

1時間47分18秒129 以西　芳隆2027 ｲｻｲ ﾖｼﾀｶ

1時間47分23秒130 新居　和義2322 阿波スピンドル株式会社ﾆｲ ｶｽﾞﾖｼ

1時間47分29秒131 小西　慶治2178 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ

1時間47分46秒132 板東　仁志2361 アーリーﾊﾞﾝﾄｳ ﾋﾄｼ

1時間47分53秒133 峯田　栄一2440 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ

1時間47分56秒134 中川　哲哉2307 中川たたみ店ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

1時間48分02秒135 佐藤　宣明2207 ｻﾄｳ ｾﾝﾒｲ

1時間48分11秒136 小河　伸洋2103 ｵｺﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間48分30秒137 榎本　和弘2074 阿波吉野川ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間48分36秒138 山崎　直哉2475 ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾔ

1時間48分39秒139 石田　三英2029 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾃﾞ

1時間48分46秒140 桑原　豊2166 チーム毛いｸﾜﾊﾗ ﾕﾀｶ

1時間48分49秒141 村井　秀浩2452 ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ

1時間48分52秒142 丸山　幸弘2430 農大ラングラブﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間49分04秒143 軒原　浩2338 ﾉｷﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間49分10秒144 岡本　武久2096 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋｻ

1時間49分11秒145 中田　勉2309 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ

1時間49分11秒146 枡本　努2416 桧垣設備ﾏｽﾓﾄ ﾂﾄﾑ

1時間49分16秒147 三木　伸一2431 三木米ﾐｷ ｼﾝｲﾁ

1時間49分19秒148 喜羽　宏明2145 徳島県ｷﾊﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間49分39秒149 樋野　智2367 ﾋﾉ ｻﾄｼ

1時間49分52秒150 真本　誠喜2228 ＯＭＨｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ
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1時間50分13秒151 榎並　雄一郎2073 ｴﾅﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間50分19秒152 竹本　道裕2266 風流海部ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

1時間50分20秒153 江原　政彦2075 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間50分21秒154 増田　雅也2415 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾔ

1時間50分27秒155 岸田　広行2136 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分30秒156 永井　八郎2305 徳島県信用保証協会ﾅｶﾞｲ ﾊﾁﾛｳ

1時間50分36秒157 片山　博之2118 徳島フォレストランニングｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分40秒158 吉岡　優2497 日亜そうかいﾖｼｵｶ ﾏｻﾙ

1時間50分52秒159 三宅　昭夫2446 ﾐﾔｹ ｱｷｵ

1時間51分00秒160 高野　剛2170 綾川ＡＣｺｳﾉ ﾂﾖｼ

1時間51分00秒161 齋藤　量康2189 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔｽ

1時間51分17秒162 中野　正敏2313 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

1時間51分39秒163 長尾　哲生2306 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂｵ

1時間51分46秒164 三木　康正2432 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ

1時間52分02秒165 目釜　久資2453 ﾒｶﾞﾏ ﾋｻｼ

1時間52分10秒166 加藤　正典2120 とくしま林業アカデミーｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間52分16秒167 清水　透2220 ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ

1時間52分19秒168 江口　昌幸2069 日亜化学ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

1時間52分23秒169 吉岡　努2495 ｔｅａｍかずまﾖｼｵｶ ﾂﾄﾑ

1時間52分26秒170 亀井　潔2126 ｶﾒｲ ｷﾖｼ

1時間52分30秒171 藤村　正人2391 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ

1時間52分34秒172 二宮　進一2337 ＷＯＭＢＡＴＳﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ

1時間52分37秒173 都築　貴裕2290 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分39秒174 木下　真一2142 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間52分40秒175 武田　悦雄2258 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｵ

1時間52分45秒176 松浦　宏和2418 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間52分48秒177 橋本　周二2342 ヴォルサポＲＣﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

1時間52分51秒178 西木　良2330 ﾆｼｷ ﾘｮｳ

1時間52分53秒179 細谷　真也2406 四国電力ﾎｿﾀﾆ ｼﾝﾔ

1時間52分55秒180 山脇　伸浩2490 タミヤーズＲＣﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間53分10秒181 斎藤　康裕2192 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間53分17秒182 中西　良一2311 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｲﾁ

1時間53分28秒183 濱口　裕太2345 無所属ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

1時間53分38秒184 岡崎　孝博2093 ＴＪＰ／南部県民局ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間53分48秒185 笠井　新二2109 ＴＥＡＭ●大虎ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

1時間53分54秒186 稲原　彰2043 ｲﾅﾊﾗ ｱｷﾗ

1時間54分02秒187 星加　裕司2403 ﾎｼｶ ﾕｳｼﾞ

1時間54分08秒188 桑原　孝司2164 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間54分20秒189 栗本　昇2160 ｸﾘﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

1時間54分23秒190 山橋　正佳2486 スクエアﾔﾏﾊｼ ﾏｻﾖｼ

1時間54分25秒191 春名　義晴2356 ﾊﾙﾅ ﾖｼﾊﾙ

1時間54分29秒192 松村　壽計2424 ﾏﾂﾑﾗ ﾋｻｶｽﾞ

1時間54分33秒193 采元　健二2064 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間54分40秒194 森　久典2459 ﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ

1時間54分47秒195 渡部　幸男2515 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ

1時間54分50秒196 枝川　誉2070 順風ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾎﾏﾚ

1時間54分54秒197 伴野　公洋2363 香川県庁ﾊﾞﾝﾉ ｷﾐﾋﾛ

1時間55分00秒198 井上　清志2047 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ

1時間55分02秒199 池森　明2024 ｲｹﾓﾘ ｱｷﾗ

1時間55分06秒200 網田　克明2015 とくしまＦＲＣｱﾐﾀ ｶﾂｱｷ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第１７回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -
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1時間55分09秒201 藤島　勝孝2388 ﾌｼﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ

1時間55分40秒202 平井　一郎2368 ＡＬＳＯＫ徳島（株）ﾋﾗｲ ｲﾁﾛｳ

1時間55分42秒203 野崎　圭二2340 ﾉｻﾞｷ ｹｲｼﾞ

1時間55分42秒204 矢部　純也2472 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間55分49秒205 田中　義孝2272 新日本電工ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ

1時間55分56秒206 小方　研達2094 トクセイｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾂ

1時間55分58秒207 坂本　亘2197 ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ

1時間55分58秒208 米田　毅2509 安全タクシーﾖﾈﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間56分03秒209 鳥井　毅2302 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ

1時間56分34秒210 上田　拓志2057 日亜そうかいｳｴﾀﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間56分47秒211 井浦　徹二2019 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間56分50秒212 森　行弘2460 ﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ

1時間56分57秒213 宝田　浩之2252 福助工業ﾀｶﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間57分04秒214 髙木　健作2244 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｻｸ

1時間57分12秒215 青山　理2003 クリソスランニングクラブｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間57分29秒216 小西　啓介2179 ｺﾆｼ ｹｲｽｹ

1時間57分33秒217 荒井　亮介2016 ヨコタコーポレーションｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間57分39秒218 木下　敦志2140 城西中学校ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ

1時間57分41秒219 藤野　貴志2390 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間57分44秒220 吉野　勲2506 脇町高クラブﾖｼﾉ ｲｻｵ

1時間57分45秒221 菊池　文孝2134 ｷｸﾁ ﾌﾐﾀｶ

1時間57分47秒222 福井　俊之2375 カツミョウズﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ

1時間57分54秒223 石原　洋一2032 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｲﾁ

1時間57分55秒224 倉敷　浩之2158 ワイルドピーチｸﾗｼｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分04秒225 郡　征司2171 フネンｺｵﾘ ｾｲｼﾞ

1時間58分08秒226 元木　憲司2454 チームブラック企業ﾓﾄｷ ｹﾝｼﾞ

1時間58分09秒227 岡　勉2092 さだの釣具店ＲＣｵｶ ﾂﾄﾑ

1時間58分14秒228 津川　圭2283 ﾂｶﾞﾜ ｹｲ

1時間58分26秒229 井内　康夫2018 鴨島イレブンｲｳﾁ ﾔｽｵ

1時間58分36秒230 藤田　良誠2389 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｾｲ

1時間58分48秒231 小崎　徳也2173 ｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ

1時間58分52秒232 田上　裕之2251 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分52秒233 滝沢　宏光2253 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ

1時間58分57秒234 木村　茂生2148 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ

1時間59分09秒235 山高　可継2483 ﾔﾏﾀｶ ﾖｼﾂｸﾞ

1時間59分15秒236 こんどう　ひろし2187 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間59分25秒237 樫山　剛2116 ｶｼﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間59分49秒238 松本　義昭2427 石井さくら色５４会ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1時間59分59秒239 日浦　満彦2364 ﾋｳﾗ ﾐﾂﾋｺ

2時間00分07秒240 福永　英樹2381 ｔｊｐﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間00分23秒241 髙丸　道信2250 三海ランナーズﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

2時間00分27秒242 猪龍　浩司2052 ｲﾘｮｳ ﾋﾛｼ

2時間01分06秒243 大久保　秀人2081 日亜そうかいｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ

2時間01分08秒244 杉山　昭彦2232 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ

2時間01分25秒245 山根　文明2485 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｱｷ

2時間01分57秒246 山田　雅明2482 ちーむ　カワキヤﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間02分05秒247 笹井　孝宏2201 ｻｻｲ ﾀｶﾋﾛ

2時間02分06秒248 貞野　誠二2202 さだの釣具店ＲＣｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ

2時間02分11秒249 渡邉　剛2514 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ

2時間02分19秒250 長瀬　英貴2308 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ
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2時間02分30秒251 小泉　省二2168 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ

2時間02分31秒252 正宗　克浩2412 ﾏｻﾑﾈ ｶﾂﾋﾛ

2時間02分32秒253 大久保　彰洋2079 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間03分30秒254 小野　浩史2104 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ

2時間03分31秒255 上松　仁2060 大津松茂農業協同組合ｳｴﾏﾂ ﾋﾄｼ

2時間03分39秒256 田村　孝之2281 ﾀﾑﾏ ﾀｶﾕｷ

2時間03分43秒257 市村　良介2040 アサヒ徳島ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

2時間03分46秒258 杉川　公章2230 杉商会ｽｷﾞｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間04分08秒259 平野　善彦2373 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋｺ

2時間04分15秒260 丸井　文明2428 ﾏﾙｲ ﾌﾐｱｷ

2時間04分20秒261 藤川　善幸2386 ロフトワークスﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾕｷ

2時間04分25秒262 下間　博文2222 すばる会計ｼﾓﾂﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ

2時間04分41秒263 齋藤　隆2191 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

2時間04分58秒264 小松　道明2181 布川製作所ｺﾏﾂ ﾐﾁｱｷ

2時間05分10秒265 挾谷　芳宏2341 ﾊｻﾐﾀﾞﾆ ﾖｼﾋﾛ

2時間05分42秒266 奥村　泰造2100 農林水産省ｵｸﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ

2時間05分52秒267 板東　徹2358 チーム斎藤先生ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ

2時間05分57秒268 前田　貴敏2411 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

2時間06分08秒269 内田　恭2063 高松帝酸ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間06分11秒270 坂本　啓三2196 ＰＧＭ+ｻｶﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ

2時間06分26秒271 大寺　弘人2086 ＴＪＰｵｵﾃﾗ ﾋﾛﾋﾄ

2時間06分43秒272 新居　和憲2321 石井スポーツﾆｲ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間06分49秒273 曽我井　誠2240 曽我井　建巧ｿｶﾞｲ ﾏｺﾄ

2時間06分51秒274 谷　貴司2274 ﾀﾆ ﾀｶｼ

2時間06分55秒275 犬伏　明2044 ｲﾇﾌﾞｼ ｱｷﾗ

2時間07分08秒276 生野　護2021 四Ｅｲｸﾉ ﾏﾓﾙ

2時間07分13秒277 岩佐　直樹2055 ｲﾜｻ ﾅｵｷ

2時間07分20秒278 林　将隆2350 ﾊﾔｼ ﾏｻﾀｶ

2時間07分37秒279 筒井　克彦2289 筒井燃料（有）ﾂﾂｲ ｶﾂﾋｺ

2時間07分42秒280 来嶋　直也2161 ｸﾙｼﾏ ﾅｵﾔ

2時間07分45秒281 綱野　勝之2291 日亜化学ﾂﾅﾉ ｶﾂﾕｷ

2時間08分08秒282 川人　雄二2131 北嶺岳走クラブｶﾜﾋﾄ ﾕｳｼﾞ

2時間08分13秒283 秦　健司2343 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間08分15秒284 手塚　秀樹2294 石原金属株式会社ﾃﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｷ

2時間08分31秒285 高原　茂之2248 ＴＪＰﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ

2時間08分35秒286 片山　哲也2117 日亜ＯＲＣｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

2時間08分41秒287 廣瀬　昌弘2374 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ

2時間08分47秒288 和田　直士2512 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間08分54秒289 矢野　正一2471 ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ

2時間09分04秒290 西川　達也2329 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

2時間09分18秒291 玉野　勝彦2280 ﾀﾏﾉ ｶﾂﾋｺ

2時間09分20秒292 阿部　耕三2012 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ

2時間09分20秒293 河村　春旗2132 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ

2時間09分45秒294 東條　敬人2297 まいどﾄｳｼﾞﾖｳ ﾕｷﾋﾄ

2時間09分52秒295 妹尾　英光2236 ｾﾉｵ ﾋﾃﾞﾐﾂ

2時間10分01秒296 井原　博生2050 ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ

2時間10分31秒297 渕尻　幹広2398 ﾌﾁｼﾞﾘ ﾐｷﾋﾛ

2時間10分39秒298 南谷　洋光2439 牛岐ＲＣﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ

2時間10分47秒299 新居　大輔2323 ﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間10分50秒300 向　昌浩2451 ﾑｶｲ ﾏｻﾋﾛ
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2時間11分02秒301 樫本　誠司2115 ｶｼﾓﾄ ｾｲｼﾞ

2時間11分13秒302 新藤　高志2226 ｼﾝﾄｳ ﾀｶｼ

2時間11分48秒303 張間　栄嗣2355 ﾊﾘﾏ ｴｲｼﾞ

2時間12分10秒304 古川　賢一2399 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間12分12秒305 浜原　宏一2348 鳴門渦潮ﾊﾏﾊﾗ ｺｳｲﾁ

2時間12分23秒306 宮浦　雅弘2444 ﾐﾔｳﾗ ﾏｻﾋﾛ

2時間12分30秒307 大西　茂巨2088 チームアカンコｵｵﾆｼ ｼｹﾞｷ

2時間12分41秒308 筒井　克典2288 ﾂﾂｲ ｶﾂﾉﾘ

2時間12分54秒309 中村　信元2316 ＢＯＮＩＴＯﾅｶﾑﾗ ｼﾝｹﾞﾝ

2時間13分00秒310 上田　康裕2058 ちゅうえいｳｴﾀ ﾔｽﾋﾛ

2時間13分01秒311 岩田　美一2056 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ

2時間13分11秒312 遠藤　剛史2076 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

2時間13分15秒313 朝長　孝志2301 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾀｶｼ

2時間13分17秒314 岸　輝彦2135 岸青果ｷｼ ﾃﾙﾋｺ

2時間13分20秒315 井上　好之2048 石井ドームｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ

2時間13分21秒316 細川　健一2404 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間13分21秒317 後藤田　康志2176 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾔｽｼ

2時間13分29秒318 原　直樹2351 ＳＳＲＣﾊﾗ ﾅｵｷ

2時間13分38秒319 福本　泰弘2382 うさＲＵＮ＊Ｃﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間13分38秒320 桑原　寿保2165 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾔｽ

2時間13分42秒321 福島　洋文2377 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ

2時間13分47秒322 細川　雅文2405 日本郵便ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾌﾐ

2時間14分32秒323 濱田　圭二2346 チーム岩倉ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間14分38秒324 安達　正志2010 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｼ

2時間15分08秒325 蔵本　貴之2159 ｸﾗﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間15分22秒326 小川　仁2098 ｵｶﾞﾜ ﾋﾄｼ

2時間15分29秒327 蔭山　光2106 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間15分34秒328 西岡　彰夫2326 野市町愛陸会ﾆｼｵｶ ｱｷｵ

2時間15分40秒329 武知　正大2260 ﾀｹﾁ ﾏｻﾋﾛ

2時間16分12秒330 以西　泰宏2025 ｲｻｲ ﾔｽﾋﾛ

2時間16分24秒331 森　聡幸2458 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ

2時間16分32秒332 竹内　亨2256 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾙ

2時間17分24秒333 高畠　道広2247 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ

2時間17分30秒334 三代崎　大介2449 ﾐﾖｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間17分31秒335 泉　正文2033 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ

2時間17分37秒336 森田　裕2462 ﾓﾘﾀ ﾕｳ

2時間18分01秒337 川原　真二2129 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

2時間18分15秒338 児玉　忠浩2174 四国化工機ｺﾀﾞﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間19分00秒339 中山　直人2319 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾄ

2時間19分02秒340 吉成　崇2505 三葉虫ＲＣﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ

2時間19分05秒341 梶村　鉄次2114 ｶｼﾞﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

2時間20分03秒342 西尾　厚志2325 ﾆｼｵ ｱﾂｼ

2時間20分12秒343 佐藤　信行2208 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間20分52秒344 一宇　道博2036 ｲﾁｳ ﾐﾁﾋﾛ

2時間21分21秒345 安芸　孝晴2006 ｱｷ ﾀｶﾊﾙ

2時間21分26秒346 山本　陽一2489 有限会社三恭紙器ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

2時間21分43秒347 山下　正洋2476 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間21分44秒348 田中　清章2270 ﾀﾅｶ ｷﾖﾌﾐ

2時間21分47秒349 佐川　博典2199 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ

2時間21分57秒350 田中　清昭2269 ﾀﾅｶ ｷﾖｱｷ
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- 第１７回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

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

2018.3.11(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

2時間22分00秒351 井上　治2046 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ

2時間22分18秒352 坪内　泰治2292 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾔｽﾊﾙ

2時間22分25秒353 佐藤　広志2210 四国化工機ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間22分35秒354 齋藤　要2190 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾒ

2時間22分41秒355 安福　啓宏2469 ﾔｽﾌｸ ﾖｼﾋﾛ

2時間22分50秒356 大久保　義昭2082 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ

2時間23分09秒357 永井　武2304 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ

2時間24分06秒358 四宮　寛彦2218 ＴＪＰｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾋｺ

2時間25分15秒359 佐藤　雅彦2212 ＢＳ平松ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

2時間25分22秒360 臼杵　一浩2061 ｳｽｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間25分26秒361 飯田　幸生2017 しののめクラブｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ

2時間25分42秒362 野口　賢2339 ＡＩＣﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ

2時間26分18秒363 川田　章裕2127 ｶﾜﾀ ｱｷﾋﾛ

2時間26分23秒364 内藤　雅人2303 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

2時間26分25秒365 桑内　信昭2162 ｸﾜｳﾁ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間26分54秒366 小山　義教2183 ｺﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ

2時間27分33秒367 三橋　武司2438 ﾐﾂﾊｼ ﾀｹｼ

2時間27分52秒368 祖父江　研二2241 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ

2時間28分04秒369 久保　雅史2155 ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間28分04秒370 板東　敏之2360 西分テニスクラブﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ

2時間28分05秒371 冨山　誠司2300 ﾄﾐﾔﾏ ｾｲｼﾞ

2時間28分07秒372 山田　公彦2477 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾐﾋｺ

2時間28分43秒373 志賀　茂樹2216 日亜そうかいｼｶﾞ ｼｹﾞｷ

2時間28分52秒374 北浜　太郎2139 ウルトラソウルｷﾀﾊﾏ ﾀﾛｳ

2時間29分09秒375 古川　貴志2400 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ

2時間29分14秒376 森　建2456 ｶｰｽﾎﾟｯﾄﾄｸｼﾏﾓﾘ ｹﾝ

2時間29分24秒377 高橋　憲介2245 新居浜市ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ

2時間29分26秒378 藤本　三善2396 弥生陸上部ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾂﾖｼ

2時間29分34秒379 森　卓史2457 徳島県信用保証協会ﾓﾘ ﾀｶｼﾞ

2時間30分02秒380 福川　直男2376 ﾌｸｶﾜ ﾀﾀﾞｵ

2時間30分09秒381 吉岡　敏和2496 ブルドッグﾖｼｵｶ ﾄｼｶｽﾞ

2時間30分11秒382 松尾　俊也2420 ﾏﾂｵ ﾄｼﾔ

2時間30分17秒383 大東　伸一2242 三愛走飾クラブﾀﾞｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

2時間31分11秒384 大隅　万聡2084 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｱｷ

2時間31分34秒385 古谷　仁志2182 ｺﾔ ﾋﾄｼ

2時間31分45秒386 竹中　智和2263 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間32分57秒387 原田　直樹2354 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間33分01秒388 大舘　佳都2091 阿波銀行ｵｵﾔ ﾖｼﾄ

2時間33分04秒389 稲井　裕2042 ｲﾅｲ ﾋﾛｼ

2時間33分11秒390 濱田　浩二2347 徳島フォレストＲＣﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間34分24秒391 吉田　貴仁2500 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾖｼ

2時間34分34秒392 高橋　公二2246 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

2時間34分59秒393 近藤　務2185 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

2時間35分17秒394 久米　康弘2157 クリソスランニングｸﾒ ﾔｽﾋﾛ

2時間35分18秒395 桜田　耕一郎2200 ｔｅａｍ阿呆連ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間35分38秒396 山田　耕太郎2478 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2時間36分20秒397 西村　正2332 日亜そうかいﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間36分41秒398 原田　栄二2352 はらだ整骨院ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2時間36分57秒399 西上　康広2327 ﾆｼｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ

2時間37分57秒400 松本　収司2425 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ
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2時間39分04秒401 楠　貴伸2151 ｸｽﾉｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間39分19秒402 久門　等2366 港産業株式会社ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

2時間39分41秒403 佐川　淳一2198 ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間40分47秒404 造田　力2238 ｿﾞｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間40分54秒405 神野　力2133 ｶﾝﾉ ﾁｶﾗ

2時間40分59秒406 中山　浩資2320 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間41分03秒407 藤本　明宏2392 ＪＡバンク徳島信連ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

2時間41分12秒408 米田　薫2508 ＤＮＰ四国ﾖﾈﾀﾞ ｶｵﾙ

2時間41分23秒409 長町　浩志2315 ブルドッグﾅｶﾞﾏﾁ ｺｳｼﾞ

2時間41分26秒410 武知　勝2261 ﾀｹﾁ ﾏｻﾙ

2時間43分01秒411 蔭山　博一2108 那賀町役場ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間43分12秒412 木下　雅彦2143 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ

2時間44分05秒413 三村　幸敬2442 チーム森六ﾐﾑﾗ ﾕｷﾉﾘ

2時間45分15秒414 東　貴博2008 24ＦＳｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

2時間46分36秒415 須藤　泰史2233 半田病院ＡＣｽﾄｳ ﾔｽｼ

2時間47分45秒416 平野　剛2372 チーム斎藤先生ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ

2時間48分34秒417 西川　孝範2328 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ

2時間48分46秒418 山本　博2488 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間48分50秒419 安原　雅啓2468 ﾔｽﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

2時間49分00秒420 妹尾　照和2235 ｾﾉｵ ﾃﾙｶｽﾞ

2時間49分13秒421 阿部　圭二2011 ｱﾍﾞ ｹｲｼﾞ

2時間50分51秒422 東端　久和2365 ＴＪＰﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾋｻｶｽﾞ

2時間50分51秒423 板東　完治2357 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾝｼﾞ

2時間51分26秒424 中矢　政和2318 明朗社ﾅｶﾔ ﾏｻｶｽﾞ

2時間53分25秒425 原田　賢2353 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝ

2時間55分18秒426 安富　慎治2467 ﾔｽﾄﾐ ｼﾝｼﾞ

2時間55分25秒427 宮島　明人2447 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ

2時間57分19秒428 堀江　賢治2408 ＴＪＰﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ

2時間58分06秒429 末廣　伸之2229 ｽｴﾋﾛ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間58分08秒430 國見　幸太郎2153 ｸﾆﾐ ｺｳﾀﾛｳ

2時間59分35秒431 藤本　英利2394 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ
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