
- 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18分51秒1 東　佳弘2263 徳島ＡＣｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

1時間19分07秒2 竹田　良太2175 Ｑランナーズﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間19分13秒3 妹尾　健2050 ｾﾉｵ ﾀｹｼ

1時間19分57秒4 大東　貘2058 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ

1時間20分46秒5 辻　修二2125 田園パーク走友会ﾂｼﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間20分49秒6 天野　貴文2353 ｱﾏﾉ ﾖｼﾌﾐ

1時間23分36秒7 西　誠司2240 上勝走らん会ﾆｼ ｾｲｼﾞ

1時間23分38秒8 タケハラ　レ～スケ2008 かいふ観光松茂ﾀｹﾊﾗ ﾚｰｽｹ

1時間24分00秒9 寺沢　計二2201 ﾃﾗｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ

1時間24分01秒10 土壁　茂喜2029 ﾂﾁｶﾍﾞ ｼｹﾞｷ

1時間24分07秒11 林　康之2216 日亜化学ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ

1時間25分10秒12 石川　哲也2202 美馬市陸協ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間25分10秒13 新田　哲弘2231 徳島県庁ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ

1時間25分33秒14 直　潤2101 チームぢょぐﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間27分06秒15 松永　晃2213 阿波市ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ

1時間28分09秒16 江口　憲治2112 ｴｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間28分10秒17 山本　孝治2123 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間28分18秒18 後藤　雅史2212 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

1時間28分41秒19 仁木　弘志2005 ﾆｷ ﾋﾛｼ

1時間28分46秒20 佐野　朋宏2248 イタチＡＣｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間28分48秒21 八木　悟2277 ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ

1時間30分01秒22 築添　祝久2229 ﾂｷｿﾞｴ ﾉﾘﾋｻ

1時間32分15秒23 上平　卓司2300 鹿子酒類卸株式会社ｳｴﾋﾗ ﾀｶｼ

1時間32分16秒24 武市　正明2191 ﾀｹｲﾁ ﾏｻｱｷ

1時間33分12秒25 石川　洋平2074 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間33分31秒26 西田　篤史2060 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間33分49秒27 大寺　淳志2372 ｵｵﾃﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間34分01秒28 河野　正秀2319 アグレッシブｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間34分03秒29 瀬尾　圭司2073 ｾｵ ｹｲｼﾞ

1時間34分11秒30 二宮　正太2253 鳴門市第一中学校ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ

1時間34分26秒31 田村　和章2142 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間35分43秒32 宮崎　正信2113 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間35分47秒33 久保　正昇2288 久保設備ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間36分03秒34 加藤　公一2227 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

1時間36分27秒35 西門　正博2332 西香川病院ﾆｼﾓﾝ ﾏｻﾋﾛ

1時間36分36秒36 好井　亮平2042 ﾖｼｲ ﾘｮｳﾍｲ

1時間36分55秒37 加集　宏明2218 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ

1時間37分00秒38 板倉　太郎2133 ｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ

1時間37分06秒39 増井　優仁2352 ﾏｽｲ ﾏｻﾋﾄ

1時間37分15秒40 清　博司2359 そごうラン部ｾｲ ﾋﾛｼ

1時間37分48秒41 西村　正照2072 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ

1時間38分07秒42 竹内　義徳2340 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾘ

1時間38分18秒43 林　勇2362 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ

1時間38分22秒44 鎌田　信之2035 ｶﾏﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間38分26秒45 平井　智幸2230 ジェイテクトﾋﾗｲ ﾄﾓﾕｷ

1時間38分45秒46 神内　孝規2290 Ｔｅａｍ－Ｆｼﾞﾝﾅｲ ﾀｶﾉﾘ

1時間38分50秒47 竹中　利光2097 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間39分08秒48 矢野　隆治2360 ﾔﾉ ﾘｭｳｼﾞ

1時間39分19秒49 池添　敬介2198 ｲｹｿﾞｴ ｹｲｽｹ

1時間39分31秒50 加藤　正人2056 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ
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1時間39分58秒51 宮原　英治2361 綾川ＡＣﾐﾔﾊﾗ ｴｲｼﾞ

1時間40分04秒52 中川　哲哉2010 石井リーダースポーツﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

1時間40分18秒53 東條　賢2120 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹﾝ

1時間40分29秒54 大久保　隆義2313 阿波スピンドルｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾖｼ

1時間40分49秒55 佐藤　彰2006 ｻﾄｳ ｱｷﾗ

1時間41分03秒56 新居　和義2262 阿波スピンドルﾆｲ ｶｽﾞﾖｼ

1時間41分45秒57 金山　史郎2348 ｶﾅﾔﾏ ｼﾛｳ

1時間41分47秒58 内海　はやと2151 ｳﾂﾐ ﾊﾔﾄ

1時間42分19秒59 桑島　敏男2236 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間42分27秒60 木下　学2064 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間42分38秒61 湯浅　啓史2266 日亜化学ﾕｱｻ ﾋﾛﾌﾐ

1時間42分44秒62 清水　透2025 ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ

1時間43分12秒63 二宮　進一2307 ＷＯＭＢＡＴＳﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ

1時間43分12秒64 近藤　友和2334 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間43分14秒65 好岡　大吾2220 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ

1時間43分16秒66 上田　拓志2308 日亜そ～かいｳｴﾀﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間43分27秒67 中保　毅視2327 ﾅｶﾎ ﾀｹｼ

1時間43分33秒68 榎並　雄一郎2016 ｴﾅﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間43分34秒69 北地　勝之2034 アサヒ徳島ｷﾀｼﾞ ｶﾂﾕｷ

1時間43分39秒70 小西　啓介2264 ｺﾆｼ ｹｲｽｹ

1時間43分39秒71 以西　芳隆2132 ｲｻｲ ﾖｼﾀｶ

1時間43分41秒72 森　久典2252 ﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ

1時間43分45秒73 山姿　進2249 イタチＡＣﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ

1時間43分51秒74 三木　康正2207 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ

1時間43分52秒75 元木　貴之2062 チームブラック企業ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

1時間44分06秒76 三谷　昌司2138 ﾐﾀﾆ ﾏｻｼ

1時間44分06秒77 藤　彰吾2330 ﾌｼﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間44分06秒78 板東　俊治2381 日本一RCﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ

1時間44分14秒79 米田　毅2014 安全タクシー（有）ﾖﾈﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間44分21秒80 佐藤　信也2033 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間44分29秒81 峰本　真司2003 うさぎとかめﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間44分42秒82 鈴江　康文2377 ＴＥＡＭ８８ｽｽﾞｴ ﾔｽﾌﾐ

1時間44分42秒83 笠井　教光2208 ｶｻｲ ﾉﾘﾐﾂ

1時間44分53秒84 矢部　純也2187 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間44分59秒85 藤本　正己2088 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間45分09秒86 岡本　武久2145 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋｻ

1時間45分09秒87 峠　信行2185 ﾄｳｹﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間45分33秒88 榎本　和弘2087 阿波吉野川ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間45分35秒89 岸田　広行2015 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間45分41秒90 高野　剛2078 綾川ＡＣｺｳﾉ ﾂﾖｼ

1時間45分45秒91 中野　正敏2090 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

1時間46分25秒92 目釜　久資2344 ﾒｶﾞﾏ ﾋｻｼ

1時間46分52秒93 鷲辺　実2135 ﾜｼﾍﾞ ﾐﾉﾙ

1時間46分52秒94 小西　慶治2188 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ

1時間47分11秒95 荒井　孝憲2159 株式会社島出建築事務所ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ

1時間47分27秒96 多田　典史2054 けいすけえりなパパﾀﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

1時間48分15秒97 山脇　伸浩2365 タミヤーズＲＣﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間48分23秒98 吉間　慎二2325 ﾖｼﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間48分42秒99 旭　哲哉2153 ＴＥＡＭあさひｱｻﾋ ﾃﾂﾔ

1時間48分44秒100 池森　明2172 上板ＧＲＮＦＴｲｹﾓﾘ ｱｷﾗ
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1時間48分51秒101 小林　博2358 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

1時間49分00秒102 真本　誠喜2119 ＯＭＨｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間49分08秒103 高倉　義人2194 ﾀｶｸﾗ ﾖｼﾋﾄ

1時間49分14秒104 荒井　亮介2111 ヨコタコーポレーションｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間49分21秒105 古川　修2368 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ

1時間49分26秒106 近藤　貴文2379 城南乃風ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

1時間49分54秒107 前田　貴敏2265 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

1時間49分56秒108 橋本　慎司2274 ＤＮＰ四国ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間50分24秒109 大西　淳2267 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝ

1時間50分27秒110 軒原　浩2067 ﾉｷﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間50分41秒111 松浦　宏和2053 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間50分43秒112 森下　隆2028 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶｼ

1時間50分44秒113 木村　茂生2114 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ

1時間50分47秒114 湯浅　憲正2024 ゆクラブﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ

1時間51分32秒115 吉岡　優2149 日亜そうかいﾖｼｵｶ ﾏｻﾙ

1時間51分39秒116 吉野　勲2200 脇町高クラブﾖｼﾉ ｲｻｵ

1時間51分48秒117 藤村　正人2197 じむﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ

1時間52分22秒118 島出　良樹2158 株式会社島出建築事務所ｼﾏﾃﾞ ﾖｼｷ

1時間52分26秒119 髙木　健作2081 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｻｸ

1時間52分31秒120 野崎　圭二2272 ﾉｻﾞｷ ｹｲｼﾞ

1時間52分38秒121 阿部　高美2144 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐ

1時間52分52秒122 橋本　周二2080 ヴォルサポＲＣﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

1時間52分56秒123 中田　勉2224 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ

1時間53分02秒124 佐藤　宣明2339 ｻﾄｳ ｾﾝﾒｲ

1時間53分26秒125 砂野　洋一2322 ｽﾅﾉ ﾖｳｲﾁ

1時間53分39秒126 能田　誠2215 ﾉｳﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間53分54秒127 加藤　正典2102 とくしま林業アカデミーｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間54分21秒128 佐藤　功一郎2031 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間54分38秒129 高田　一成2329 ﾀｶﾀ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間55分03秒130 藤野　貴志2032 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間55分27秒131 濱田　佳之2335 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間55分31秒132 岡部　友一2103 ＡＤアスリートクラブ徳島ｵｶﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間55分33秒133 吉田　誠2373 すばる会計ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間55分35秒134 今田　吉彦2108 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間55分38秒135 吉田　好範2089 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間55分46秒136 渡部　幸男2002 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ

1時間56分09秒137 玉木　省三2364 ﾀﾏｷ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間56分36秒138 松浦　健司2316 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間56分46秒139 小野　浩史2211 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ

1時間56分52秒140 堀切　政俊2286 ﾎﾘｷﾘ ﾏｻﾄｼ

1時間56分54秒141 齋藤　量康2051 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔｽ

1時間57分00秒142 市村　良介2154 アサヒ徳島ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

1時間57分03秒143 大塚　隆行2314 多摩信用金庫ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ

1時間57分26秒144 瀬川　信行2222 ｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間57分30秒145 松家　義克2374 ﾏﾂｶ ﾖｼｶﾂ

1時間57分34秒146 坂本　亘10001 ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ

1時間57分36秒147 筒井　克典2278 ﾂﾂｲ ｶﾂﾉﾘ

1時間57分53秒148 生野　護2076 ｲｸﾉ ﾏﾓﾙ

1時間58分10秒149 小方　研達2141 株トクセイｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾂ

1時間58分10秒150 春名　義晴2052 ﾊﾙﾅ ﾖｼﾊﾙ
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1時間58分17秒151 岡　勉2082 さだの釣具店ｵｶ ﾂﾄﾑ

1時間58分20秒152 松岡　隆2128 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ

1時間58分25秒153 滝沢　宏光2057 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ

1時間58分35秒154 宮藤　秀之2309 徳島河川国道事務所ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間58分38秒155 西川　達也2164 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

1時間58分46秒156 井浦　徹二2143 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間58分48秒157 片山　哲也2116 日亜ＯＲＣｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間58分53秒158 三代崎　大介2196 ﾐﾖｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間58分54秒159 近藤　護2036 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ

1時間59分06秒160 松山　秀浩2203 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

1時間59分16秒161 平　悌尚2303 自営ﾀｲﾗ ﾔｽﾅｵ

1時間59分18秒162 山田　雅明2166 津田乃風ＴＲＣﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ

1時間59分19秒163 板東　徹2336 チーム斎藤ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ

1時間59分34秒164 岡本　雅之2219 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

1時間59分34秒165 三宅　昭夫2242 ミケクラブﾐﾔｹ ｱｷｵ

2時間00分03秒166 朝長　孝志2155 志魂ＲＣﾄﾓﾅｶﾞ ﾀｶｼ

2時間00分10秒167 加島　正裕2247 ｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

2時間00分32秒168 渡邉　剛2105 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ

2時間00分45秒169 齋藤　隆2020 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

2時間01分08秒170 浜口　剛彦2026 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

2時間01分13秒171 山田　浩昭2257 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間01分25秒172 犬伏　明2038 ｲﾇﾌﾞｼ ｱｷﾗ

2時間01分28秒173 阿部　晃治2169 ＯＲＣｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ

2時間01分43秒174 泉　正文2012 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ

2時間02分07秒175 井上　好之2328 石井ドームｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ

2時間02分09秒176 樋野　智2214 ﾋﾉ ｻﾄｼ

2時間02分37秒177 近藤　ひろし2137 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

2時間03分01秒178 松本　修二2356 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2時間03分05秒179 上松　仁2018 ＪＡ大津松茂ｳｴﾏﾂ ﾋﾄｼ

2時間03分28秒180 斎藤　稔之2065 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ

2時間03分36秒181 林　将隆2275 ﾊﾔｼ ﾏｻﾀｶ

2時間03分55秒182 佐藤　伸次2107 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ

2時間03分57秒183 向　昌浩2086 ﾑｶｲ ﾏｻﾋﾛ

2時間04分01秒184 遠藤　剛史2237 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

2時間04分16秒185 枝川　誠2276 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

2時間04分17秒186 筒井　克彦2131 ﾂﾂｲ ｶﾂﾋｺ

2時間04分19秒187 猪龍　浩司2118 ｲﾘｮｳ ﾋﾛｼ

2時間04分47秒188 田上　裕之2096 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

2時間05分00秒189 井原　博生2009 ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ

2時間05分00秒190 杉川　公章2205 杉商会ｽｷﾞｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間05分06秒191 丸尾　昇2085 伊予銀行ﾏﾙｵ ﾉﾎﾞﾙ

2時間05分10秒192 元木　憲司2063 チームブラック企業ﾓﾄｷ ｹﾝｼﾞ

2時間05分27秒193 小崎　徳也2177 ｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ

2時間05分33秒194 市川　和彦2136 クリソスランニングクラブｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ

2時間05分34秒195 早瀬　亮介2182 ﾊﾔｾ ﾘｮｳｽｹ

2時間05分38秒196 市原　孝信2343 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間05分53秒197 桑原　寿保2048 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾔｽ

2時間06分05秒198 平井　一郎2291 ＡＬＳＯＫ徳島ﾋﾗｲ ｲﾁﾛｳ

2時間06分15秒199 岩佐　直樹2225 ｲﾜｻ ﾅｵｷ

2時間06分16秒200 伊藤　嘉英2075 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ
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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07分24秒201 蔭山　光2122 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間07分26秒202 新居　和憲2079 石井リーダースポーツﾆｲ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間07分53秒203 森川　健一2326 ﾓﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間07分56秒204 福良　信之2323 チームポットデﾌｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間08分07秒205 長瀬　英貴2093 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ

2時間08分09秒206 飯田　幸生2289 ｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ

2時間08分11秒207 田村　孝之2261 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間08分44秒208 福田　浩一2235 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間08分48秒209 宝田　浩之2100 福助工業ﾀｶﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間08分49秒210 三好　敬仁2254 ﾐﾖｼ ﾀｶﾉﾘ

2時間09分15秒211 乾　健一2165 ｲﾇｲ ｹﾝｲﾁ

2時間10分12秒212 妹尾　英光2192 ｾﾉｵ ﾋﾃﾞﾐﾂ

2時間10分19秒213 貞野　誠二2083 さだの釣具店ｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ

2時間10分31秒214 岸本　忍2150 第２４航空隊ｷｼﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

2時間10分52秒215 小薄　育男2134 徳島航空基地ｵｽｷ ｲｸｵ

2時間11分10秒216 村口　正宏2255 大塚製薬ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

2時間11分29秒217 東　貴弘2170 ＯＲＣｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

2時間11分50秒218 佐尾山　秀樹2146 ｻｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

2時間12分35秒219 松本　章二2174 港産業株式会社ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

2時間12分39秒220 河野　真司2380 ｶﾜﾉ ﾏｻｼ

2時間13分02秒221 廣田　保夫2139 ﾋﾛﾀ ﾔｽｵ

2時間13分08秒222 西谷　明広2183 城南乃風ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ

2時間13分21秒223 小川　博巳2312 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間13分24秒224 石田　早人2140 かつうらクラブｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾋﾄ

2時間13分39秒225 大西　茂巨2180 イカンコＰｵｵﾆｼ ｼｹﾞｷ

2時間13分46秒226 泉　雅也2210 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾔ

2時間14分02秒227 阿部　耕三2349 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ

2時間14分38秒228 大川　和史2241 ｵｵｶﾜ ﾀｶｼ

2時間14分47秒229 小川　正男2341 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ

2時間14分53秒230 眞鍋　和也2297 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間16分30秒231 長井　浩2357 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ

2時間16分59秒232 國方　正一2152 ｸﾆｶﾀ ﾏｻｶｽﾞ

2時間17分14秒233 ＳＡＤＯＷＳＫＹ　ＲＩＣＨＡＲＤ2375 ｻﾄﾞｩｽｷｰ ﾘﾁｬｰﾄﾞ

2時間17分17秒234 佐藤　雅彦2346 ＢＳ平松ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

2時間17分24秒235 武田　光芳2084 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ

2時間17分51秒236 安芸　孝晴2298 ｱｷ ﾀｶﾊﾙ

2時間18分28秒237 永井　武2209 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ

2時間19分38秒238 福本　泰弘2161 らぶ＆うさＲＵＮ＊Ｃﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間20分24秒239 河村　春旗2279 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ

2時間20分24秒240 臼杵　一浩2163 ｳｽｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間21分02秒241 久保　雅史2129 ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間21分07秒242 植田　幸穂2045 ＴＥＡＭ 平田ｳｴﾀﾞ ﾕｷｵ

2時間22分02秒243 森田　裕2176 ﾓﾘﾀ ﾕｳ

2時間22分03秒244 岡山　義孝2162 ｵｶﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

2時間22分08秒245 南谷　洋光2148 牛岐ＲＣﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ

2時間22分30秒246 秦　和弘2115 アズビルﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間22分59秒247 田中　義人2283 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ

2時間23分16秒248 谷渕　伸幸2333 ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間23分37秒249 武田　文雄2098 武田事務所ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐｵ

2時間23分47秒250 以西　泰宏2273 ｲｻｲ ﾔｽﾋﾛ
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2時間24分14秒251 撫養　知哉2287 ﾑﾔ ﾄﾓﾔ

2時間24分47秒252 吉村　政之2022 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

2時間25分21秒253 木内　大作2184 ｷﾉｳﾁ ﾀﾞｲｻｸ

2時間25分22秒254 渡邊　浩高2179 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ

2時間25分29秒255 長町　浩志2021 ブルドッグﾅｶﾞﾏﾁ ｺｳｼﾞ

2時間26分06秒256 小泉　省二2091 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ

2時間26分06秒257 竹内　享2092 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾙ

2時間26分19秒258 山名　剛2077 ﾔﾏﾅ ﾂﾖｼ

2時間26分21秒259 新居　大輔2017 ﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間26分26秒260 祖父江　研二2110 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ

2時間26分26秒261 松尾　俊也2109 ﾏﾂｵ ﾄｼﾔ

2時間26分33秒262 佐々木　光宏2228 四電工ｻｻｷ ﾃﾙﾋﾛ

2時間26分50秒263 横石　一郎2049 ﾖｺｲｼ ｲﾁﾛｳ

2時間27分04秒264 安藝　浩資2066 学郵便局ｱｷ ﾋﾛｼ

2時間27分23秒265 山根　文明2217 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｱｷ

2時間28分30秒266 藤本　明宏2126 徳島信連ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

2時間28分56秒267 一宮　維人2019 ｲﾁﾐﾔ ｺﾚﾄ

2時間29分15秒268 蔭山　善宏2244 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ

2時間29分18秒269 東内　守2306 東内つとむ商店ﾋｶﾞｼｳﾁ ﾏﾓﾙ

2時間29分23秒270 桜田　耕一郎2167 ｔｅａｍ阿呆連ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間31分17秒271 細見　良介2342 ﾎｿﾐ ﾘｮｳｽｹ

2時間31分48秒272 稲井　裕2011 ｲﾅｲ ﾋﾛｼ

2時間32分11秒273 近藤　務2007 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

2時間32分46秒274 小森　賢一2295 みずほ銀行ｺﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

2時間32分53秒275 山田　孝夫2281 日亜化学工業ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ

2時間33分21秒276 泉　理浩2238 ｲｽﾞﾐ ｻﾄﾋﾛ

2時間34分16秒277 古谷　仁志2239 ｺﾔ ﾋﾄｼ

2時間34分25秒278 西岡　彰夫2037 野市町愛陸会ﾆｼｵｶ ｱｷｵ

2時間35分13秒279 久米　康弘2047 クリソスランニングｸﾒ ﾔｽﾋﾛ

2時間35分33秒280 北岡　和義2296 徳島大学ｷﾀｵｶ ｶｽﾞﾖｼ

2時間36分19秒281 山本　哲生2234 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ

2時間38分27秒282 加藤　敏幸2304 岡山県健康づくり財団ｶﾄｳ ﾄｼﾕｷ

2時間39分57秒283 楠　貴伸2127 ｸｽﾉｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間40分40秒284 森　祐司2293 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ

2時間41分00秒285 樫山　剛2094 ｶｼﾔﾏ ﾀｹｼ

2時間42分18秒286 井上　治2070 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ

2時間42分29秒287 五十川　和也2338 ｲｿｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

2時間43分41秒288 加地　宣彦2337 ｶｼﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ

2時間44分15秒289 梅津　基樹2318 チームいろどりｳﾒﾂ ﾓﾄｷ

2時間45分14秒290 宇原　大樹2271 西精工ｳﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ

2時間46分06秒291 国広　泰朗2299 ｸﾆﾋﾛ ﾔｽｱｷ

2時間48分36秒292 長船　宏一2221 ｵｻﾌﾈ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間48分44秒293 鎌田　憲二2351 ハッピーランニングダックスｶﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間48分55秒294 板東　良2282 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

2時間49分27秒295 奈須野　雅彦2256 クリーンサポートﾅｽﾉ ﾏｻﾋｺ

2時間49分27秒296 大隅　万聡2250 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｱｷ

2時間50分32秒297 佐々木　克茂2044 アサヒ徳島ｻｻｷ ｶﾂｼｹﾞ

2時間50分46秒298 松添　茂木2156 ﾏﾂｿﾞｴ ｼｹﾞｷ

2時間52分19秒299 市川　伊智雄2023 ｲﾁｶﾜ ｲﾁｵ

2時間52分25秒300 長尾　秀樹2354 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞｷ
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2時間52分38秒301 橋本　秀正2317 チームいろどりﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾏｻ

2時間53分18秒302 野口　賢2189 ＡＩＣﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ

2時間55分01秒303 大上　博2190 ｵｵｳｴ ﾋﾛｼ

2時間56分05秒304 田中　篤司2178 株式会社アスカﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間56分59秒305 高島　雄次2311 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間57分25秒306 松本　和樹2355 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2時間59分19秒307 西尾　厚志2040 ﾆｼｵ ｱﾂｼ

2時間59分23秒308 岸本　義史2270 ｷｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

2時間59分28秒309 木下　雅彦2041 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ
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