
- 第１８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16～39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08分09秒1 木下　翼1186 美馬市陸協ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ

1時間09分15秒2 和田　壮平1041 徳島市陸協ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ

1時間09分42秒3 日下　聖也1086 京都産業大学ｸｻｶ ｾｲﾔ

1時間10分09秒4 樫谷　正之1165 ｶｼﾀﾆ ﾏｻﾕｷ

1時間11分51秒5 谷川　延久1008 第２４航空隊ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ

1時間12分43秒6 高橋　翔太1034 板野郡陸協ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

1時間12分49秒7 松田　悠陸1093 ｔｅａｍ奈良ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ

1時間15分14秒8 前田　涼1180 株式会社丁井ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間15分35秒9 脇　滉1184 川之江Ｔ＆Ｆﾜｷ ｱｷﾗ

1時間18分55秒10 髙橋　由羽飛1011 阿波高等学校ﾀｶﾊｼ

1時間19分03秒11 楠本　憲司1191 大鵬薬品ｸｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間21分15秒12 井上　裕貴1036 高知ＦＲＣｲﾉｳｴ ﾕｳｷ

1時間21分32秒13 東條　太洋1070 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｲﾖｳ

1時間21分40秒14 佐々木　宏晃1166 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ

1時間22分10秒15 山田　大策1005 クラブＲ２西日本ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ

1時間23分08秒16 吉川　真平1138 ＴＥＡＭ鑑識ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間23分34秒17 戸島　拓海1060 ﾄｼﾏ ﾀｸﾐ

1時間23分42秒18 木原　佑介1028 徳島銀行ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

1時間25分14秒19 南　省伍1181 ﾐﾅﾐ ｼｮｳｺﾞ

1時間25分22秒20 岡田　慎司1117 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間27分28秒21 猪口　裕平1207 ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ

1時間27分43秒22 後藤田　宏史1055 日亜ＯＲＣｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間28分04秒23 小島　裕輔1073 ＮＩＣＨＩＡｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

1時間28分19秒24 鳳　和希1199 西念寺ｵｵﾄﾘ ｶｽﾞｷ

1時間28分21秒25 五嶋　秀光1100 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾐﾂ

1時間28分33秒26 小笠原　直幸1105 ＴＪＰｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵﾕｷ

1時間29分06秒27 矢三　智彦1150 ﾔｿ ﾄﾓﾋｺ

1時間31分27秒28 三笠　優樹1115 ﾐｶｻ ﾕｳｷ

1時間31分52秒29 赤澤　裕治1050 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間33分20秒30 新浜　啓太郎1145 ｼﾝﾊﾏ ｹｲﾀﾛｳ

1時間33分23秒31 高橋　澄人1096 ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾄ

1時間33分53秒32 今井　航1108 四国大学ｲﾏｲ ﾜﾀﾙ

1時間34分03秒33 中尾　練1206 徳島大学ﾅｶｵ ﾚﾝ

1時間34分19秒34 伊勢　英之1023 ｲｾ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間35分06秒35 阿部　恭大1038 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間35分55秒36 白土　素1017 ｼﾗﾂﾁ ﾊｼﾞﾒ

1時間35分56秒37 岡本　啓吾1143 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ

1時間37分01秒38 正木　研1148 西精工ﾏｻｷ ｹﾝ

1時間37分13秒39 山田　慮宇1127 小松島高校ライフル射撃部ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間37分21秒40 久米　陽介1075 ｸﾒ ﾖｳｽｹ

1時間37分41秒41 乾　将也1099 徳島中央高校ｲﾇｲ ﾏｻﾔ

1時間37分48秒42 北岡　拓也1030 ｷﾀｵｶ ﾀｸﾔ

1時間38分08秒43 笠井　一希1167 ｶｻｲ ｶｽﾞｷ

1時間38分18秒44 四宮　弘貴1048 鳴門縁の会ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛｷ

1時間38分27秒45 大草　友宏1129 ｵｵｸｻ ﾄﾓﾋﾛ

1時間38分58秒46 河邊　祐輔1194 徳島大学ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｽｹ

1時間39分35秒47 岡　健次郎1010 阿波製紙ＲＣｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間39分44秒48 香西　朋哉1102 徳島大学ｺｳｻﾞｲ ﾄﾓﾔ

1時間39分51秒49 長居　孝明1197 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｱｷ

1時間39分55秒50 澤野　力也1046 ｻﾜﾉ ﾘｷﾔ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第１８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16～39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40分46秒51 上野　孝二1120 ｳｴﾉ ｺｳｼﾞ

1時間41分35秒52 原田　慶生1027 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｵ

1時間41分37秒53 井出　智文1132 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ

1時間41分45秒54 関谷　岳司1192 ｾｷﾔ ﾀｹｼ

1時間42分01秒55 平岡　耕平1187 阿波病院ﾋﾗｵｶ ｺｳﾍｲ

1時間42分08秒56 鈴木　瑠依1026 ｽｽﾞｷ ﾙｲ

1時間42分42秒57 坂口　拓也1053 東部清掃ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間42分55秒58 山田　辰徳1089 中洲八木病院ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ

1時間43分03秒59 水杉　太洋1020 阿波西高校２年ﾐｽﾞｽｷﾞ ﾀｲﾖｳ

1時間43分38秒60 津山　拓郎1183 ﾂﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

1時間43分54秒61 南谷　宏明1205 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛｱｷ

1時間44分30秒62 米田　達哉1009 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・徳島ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間45分56秒63 佐藤　敦1058 ｻﾄｳ ｱﾂｼ

1時間46分02秒64 堀　隼人1094 中洲八木病院ﾎﾘ ﾊﾔﾄ

1時間46分50秒65 平山　佳孝1068 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

1時間46分53秒66 森田　知成1182 株式会社ナイバﾓﾘﾀ ﾄﾓｼｹﾞ

1時間46分54秒67 藤本　雄三1107 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ

1時間47分06秒68 新居　佑太1024 ﾆｲ ﾕｳﾀ

1時間47分06秒69 湊　博企1043 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｷ

1時間47分17秒70 蔭山　佑1045 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳ

1時間47分19秒71 松本　祐樹1144 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

1時間47分30秒72 榎並　雅也1082 ｴﾅﾐ ﾏｻﾔ

1時間47分32秒73 秋田　祥慶1052 日亜ＯＲＣｱｷﾀ ﾖｼﾉﾘ

1時間48分29秒74 横田　恭宏1014 ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ

1時間48分39秒75 宮崎　大輔1087 南海病院ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間48分41秒76 稲木　健太1097 ｲﾅｷﾞ ｹﾝﾀ

1時間50分04秒77 森　準一郎1154 鹿子酒類ランニングクラブﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間50分27秒78 峯田　順造1003 ﾐﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ

1時間50分29秒79 田村　亮太1141 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

1時間51分08秒80 福原　史拓1077 ﾌｸﾊﾗ ﾌﾐﾋﾛ

1時間51分16秒81 小西　剛史1123 ｺﾆｼ ﾂﾖｼ

1時間51分54秒82 仲　昭浩1001 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ

1時間52分01秒83 住忠　大作1153 ＮＩＣＨＩＡｽﾐﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ

1時間52分21秒84 宮本　英輝1151 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

1時間52分47秒85 松永　宏1057 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｼ

1時間52分53秒86 岩田　悠佑1177 徳島大学ｲﾜﾀ ﾕｳｽｹ

1時間53分26秒87 小松　和矢1040 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ

1時間53分28秒88 打樋　勇人1169 ｳﾃﾋﾞ ﾊﾔﾄ

1時間53分43秒89 野口　拓哉1091 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間53分55秒90 真鍋　圭吾1004 ﾏﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ

1時間54分38秒91 美保　光男1081 ﾐﾎ ﾐﾂｵ

1時間54分50秒92 木原　努1042 阿波銀行ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間55分11秒93 加地　洋二1174 住友重機械工業ｶｼﾞ ﾖｳｼﾞ

1時間55分25秒94 中山　知彦1116 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ

1時間55分52秒95 蜂谷　州平1039 ﾊﾁﾔ ｼｭｳﾍｲ

1時間56分00秒96 上野　友広1056 アサヒ徳島ｳｴﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間56分12秒97 辻石　洋平1113 ﾂｼﾞｲｼ ﾖｳﾍｲ

1時間56分23秒98 井上　拓也1135 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ

1時間57分06秒99 竹内　荘悟1149 岡山県健康づくり財団ﾀｹｳﾁ ｿｳｺﾞ

1時間57分22秒100 山六　安弘1072 ﾔﾏﾛｸ ﾔｽﾋﾛ
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1時間57分48秒101 横田　正和1080 上勝町役場ﾖｺﾀ ﾏｻｶｽﾞ

1時間57分54秒102 伊藤　茂男1175 ＳＬＣＵＹｲﾄｳ ｼｹﾞｵ

1時間57分58秒103 幸野　直人1044 ＮＴＴファシリティーズ関西ｺｳﾉ ﾅｵﾄ

1時間58分24秒104 小濱　達也1095 四国化工機ｺﾊﾏ ﾀﾂﾔ

1時間58分47秒105 福川　雄太1157 チームいろどりﾌｸｶﾜ ﾕｳﾀ

1時間58分50秒106 秋田　真吾1133 ｱｷﾀ ｼﾝｺﾞ

1時間59分09秒107 後藤田　賢介1170 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｹﾝｽｹ

2時間00分17秒108 大竹　富生1016 ｵｵﾀｹ ﾄﾐｵ

2時間00分31秒109 森積　昭仁1084 ﾓﾘﾂﾞﾐ ｱｷﾋﾄ

2時間00分43秒110 廣瀬　紘一1136 ＯＮＯﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ

2時間02分11秒111 長野　しょうぞう1130 阿波スピンドルﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間02分29秒112 森　保久1069 ﾓﾘ ﾔｽﾋｻ

2時間03分21秒113 板東　力1164 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｷ

2時間03分33秒114 春名　浩司1007 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ

2時間03分43秒115 古林　大介1051 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

2時間03分46秒116 佐藤　将史1022 ｻﾄｳ ﾏｻｼ

2時間03分47秒117 中島　了司1066 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ

2時間05分02秒118 高橋　智善1088 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ

2時間05分19秒119 髙畠　佑典1021 豊結会Ｆｏｒ Youﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｽｹ

2時間05分24秒120 橋本　祐樹1109 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

2時間05分39秒121 島村　喬之1146 ｼﾏﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間07分16秒122 森本　健太郎1029 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間07分39秒123 坂本　賢司1104 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間08分32秒124 齋藤　達哉1161 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

2時間09分03秒125 佐藤　翔平1202 徳島大学病院ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ

2時間09分48秒126 徳田　浩大1204 ﾄｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

2時間09分54秒127 中井　俊貴1171 大王製紙株式会社ﾅｶｲ ﾄｼｷ

2時間10分02秒128 西岡　茂雄1156 チームいろどりﾆｼｵｶ ｼｹﾞｵ

2時間10分14秒129 岡野　裕貴1125 大鵬薬品ｵｶﾉ ﾕｳｷ

2時間11分35秒130 前田　和磨1103 日亜化学ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

2時間12分12秒131 八幡　顕治1076 ﾔﾊﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間12分33秒132 清水　展人1064 合同会社インスパイアｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ

2時間13分54秒133 奥村　誠人1140 ｵｸﾑﾗ ｾｲﾄ

2時間14分29秒134 瀬尾　知永1111 ｾｵ ﾄﾓﾅｶﾞ

2時間16分24秒135 久保　俊普1198 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ

2時間17分08秒136 政木　斉1002 ﾏｻｷ ﾋﾄｼ

2時間17分40秒137 山田　優仁1126 小松島高校ライフル射撃部ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ

2時間17分42秒138 谷口　陽平1059 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ

2時間17分51秒139 桂野　駿1201 すばる会計ｶﾂﾗﾉ ｼｭﾝ

2時間18分49秒140 吉本　真二1147 ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2時間19分22秒141 住友　淳司1176 ＹＳＴＣｽﾐﾄﾓ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間19分35秒142 橘　昌利1074 富田製薬ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ

2時間20分05秒143 片岡　優気1124 石井町役場ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ

2時間20分09秒144 上原　真1178 ｳｴﾊﾗ ﾏｺﾄ

2時間22分42秒145 原田　貴文1179 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

2時間22分50秒146 加地　一貴1172 ｶｼﾞ ｲﾂｷ

2時間23分22秒147 福原　章太1163 ＦＣミスタﾌｸﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2時間23分40秒148 土佐　吉秀1098 ﾄｻ ﾖｼﾋﾃﾞ

2時間23分56秒149 飯坂　祐介1067 ｲｲｻｶ ﾕｳｽｹ

2時間23分56秒150 新居　陽介1065 眉山病院ﾆｲ ﾖｳｽｹ
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2時間24分01秒151 達川　能教1189 ﾀﾂｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

2時間25分15秒152 齋藤　邦弘1137 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ

2時間25分31秒153 渡部　真也1193 徳島大学ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

2時間25分32秒154 谷　佳樹1006 ﾀﾆ ﾖｼｷ

2時間25分45秒155 森本　隆之1139 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

2時間26分02秒156 手塚　純1188 光る子ＲＣﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ

2時間26分18秒157 田井　孝征1122 ﾀｲ ﾀｶﾕｷ

2時間26分27秒158 清水　宏昭1142 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間27分33秒159 釜田　尚矢1078 ｶﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ

2時間28分52秒160 井内　健太1012 ｲｳﾁ ｹﾝﾀ

2時間30分18秒161 高橋　悟1083 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

2時間31分19秒162 荒井　哲郎1025 ｱﾗｲ ﾃﾂﾛｳ

2時間31分23秒163 中西　政博1152 阿波市役所ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋﾛ

2時間33分25秒164 永見　浩士1092 ＹＪＣﾅｶﾞﾐ ﾋﾛｼ

2時間35分08秒165 野上　大亮1037 ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ

2時間37分55秒166 武田　裕平1101 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

2時間42分19秒167 兼松　誠1121 ｶﾈﾏﾂ ﾏｺﾄ

2時間46分11秒168 上野　一1185 ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ

2時間46分35秒169 岡田　優介1114 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間48分41秒170 井上　篤志1015 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ

2時間48分53秒171 玉置　誠1079 白鳥園ﾀﾏｵｷ ﾏｺﾄ

2時間50分04秒172 大坂　光世1158 ｵｵｻｶ ﾋｶﾙ

2時間52分07秒173 氏家　悠輔1090 みずほ銀行ｳｼﾞｲｴ ﾕｳｽｹ

2時間55分31秒174 井内　誉史1159 ｲﾉｳﾁ ﾀｶﾌﾐ

2時間56分27秒175 太田　匡訓1032 株式会社パッケージ松浦ｵｵﾀ ﾏｻﾉﾘ

2時間59分21秒176 西内　勇祐1160 ﾆｼｳﾁ ﾕｳｽｹ

2時間59分29秒177 南　幸福1019 ﾐﾅﾐ ﾕｷﾄｼ
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