
- 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60歳以上
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33分55秒1 髙津　洋介3024 （有）タカツ写真館ﾀｶﾂ ﾖｳｽｹ

1時間35分34秒2 佐竹　誠二郎3085 ビルドわっしょい?ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ

1時間39分28秒3 岩切　一雄3106 ＴＪＰｲﾜｷﾘ ｶｽﾞｵ

1時間40分57秒4 山田　啓介3070 田宮ロケッツﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間42分06秒5 松本　一房3031 三好ＲＭＣＣﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾌｻ

1時間42分36秒6 竹本　正二3130 綾川ﾀｹﾓﾄ ｾｲｼﾞ

1時間43分04秒7 梶原　樹3116 とくしま生協ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾂｼ

1時間46分06秒8 真野　博馬3104 ﾏﾉ ﾋﾛﾒ

1時間46分19秒9 今城　朗3107 ＪＡ全農こうちｲﾏｼﾞｮｳ ｱｷﾗ

1時間46分22秒10 平岡　芳和3063 アグレッシブﾋﾗｵｶ ﾖｼｶｽﾞ

1時間47分18秒11 長井　和秀3065 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間48分58秒12 田中　由春3015 かめさんランナーズﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ

1時間50分45秒13 四宮　耕一3012 ｼﾉﾐﾔ ｺｳｲﾁ

1時間51分03秒14 森　克己3016 ﾓﾘ ｶﾂﾐ

1時間51分26秒15 竹路　正行3003 加茂谷ＲＣﾀｹｼﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間54分25秒16 藤本　直幸3056 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

1時間54分59秒17 髙丸　道信3020 三海ランナーズﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

1時間55分29秒18 浮田　道博3127 ｳｷﾀ ﾐﾁﾋﾛ

1時間55分38秒19 和田　康昭3090 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ

1時間56分09秒20 大久保　厚志3040 激坂愛好会ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ

1時間56分22秒21 妹尾　良雄3055 ｾﾉｵ ﾖｼｵ

1時間57分02秒22 金松　英雄3114 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ

1時間57分45秒23 小島　節夫3066 五洋建設ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ

1時間59分24秒24 福田　富治3028 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾐｼﾞ

1時間59分28秒25 野口　静男3037 ﾉｸﾞﾁ

2時間00分09秒26 平野　善彦3080 しんきんﾋﾗﾉ ﾖｼﾋｺ

2時間00分57秒27 河野　順3128 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間01分10秒28 藤島　勝孝3091 ﾌｼﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ

2時間02分31秒29 立川　清美3076 ﾀﾁｶﾜ ｷﾖﾐ

2時間03分39秒30 鈴江　安男3057 ＴＪＰｽｽﾞｴ ﾔｽｵ

2時間04分49秒31 竹田　利吉3059 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ

2時間05分29秒32 寺内　寛3081 日本フネンﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ

2時間05分40秒33 佐野　円次3086 順風ｻﾉ ｴﾝｼﾞ

2時間06分35秒34 川又　巧3023 ｶﾜﾏﾀ ﾀｸﾐ

2時間06分50秒35 松本　憲二3078 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間06分56秒36 田邊　正信3026 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

2時間07分04秒37 柏木　正人3044 ＴＪＰｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ

2時間07分23秒38 若林　万寿雄3048 徳島城山ＲＣﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷｵ

2時間07分46秒39 松尾　誠治3119 ＴＪＰﾏﾂｵ ｾｲｼﾞ

2時間08分09秒40 庄野　憲二3098 ｼｮｳﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間08分53秒41 斎藤　秀男3007 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ

2時間09分07秒42 井上　弘隆3039 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ

2時間10分09秒43 唐木　郁夫3093 ｶﾗｷ ｲｸｵ

2時間10分22秒44 佐々木　達也3017 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

2時間10分29秒45 藪内　廣之3122 パル技研ﾔﾌﾞｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

2時間10分34秒46 野口　積3123 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾓﾙ

2時間10分39秒47 菅　成志3102 ｶﾝ ｾｲｼﾞ

2時間12分56秒48 多田　伸一3019 ﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間13分08秒49 篠原　運招3005 ｼﾉﾊﾗ

2時間13分43秒50 太鼓地　正也3073 ﾀｲｺｼﾞ ﾏｻﾔ
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2時間13分54秒51 河野　進3069 ｶﾜﾉ ｽｽﾑ

2時間14分23秒52 山本　泰夫3033 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

2時間14分29秒53 井上　達雄3009 クリソスＲＣｲﾉｳｴ ﾀﾂｵ

2時間15分01秒54 平田　守3108 ﾋﾗﾀ ﾏﾓﾙ

2時間15分15秒55 大西　伸正3112 ｵｵﾆｼ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間15分41秒56 佐々木　充昭3101 ｻｻｷ ﾐﾂｱｷ

2時間16分13秒57 中野　一男3087 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｵ

2時間16分24秒58 後藤　久3025 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ

2時間16分32秒59 和田　大助3099 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間16分41秒60 蒲原　利明3035 ｶﾓﾊﾗ ﾄｼｱｷ

2時間17分21秒61 湯村　和雄3089 ﾕﾑﾗ ｶｽﾞｵ

2時間17分31秒62 東　博3062 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ

2時間20分19秒63 藤村　敏夫3006 順風ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄｼｵ

2時間20分27秒64 新田　隆士3109 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ

2時間20分43秒65 梶崎　昇3011 ｶｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

2時間22分20秒66 岡本　和彦3077 西条楽走会ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

2時間23分01秒67 千田　博之3118 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間24分09秒68 坂本　貞一3050 クリソスＲ．Ｃｻｶﾓﾄ ｻﾀﾞｲﾁ

2時間24分23秒69 石原　譲3058 石原金属ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ

2時間24分42秒70 遠藤　浅喜3004 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾖｼ

2時間25分58秒71 松村　卓司3083 ヨコタコーポレーションﾏﾂﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

2時間26分14秒72 市岡　孝文3018 ｲﾁｵｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間26分23秒73 三好　利孝3041 ﾐﾖｼ ﾄｼﾀｶ

2時間26分27秒74 森田　英正3021 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ

2時間26分36秒75 森川　明3079 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾗ

2時間27分26秒76 長江　浩朗3046 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛｱｷ

2時間27分45秒77 河原　佳明3115 ＴＪＰｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ

2時間28分19秒78 永井　英夫3126 日立愛走会ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ

2時間29分12秒79 小倉　巨宜3071 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ

2時間30分32秒80 宮本　由久3022 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

2時間32分00秒81 岡田　進3027 ｵｶﾀﾞ ｽｽﾑ

2時間32分30秒82 板東　敏之3052 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ

2時間33分32秒83 田中　良昭3100 ＴＪＰﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

2時間33分37秒84 山根　廣信3045 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間35分18秒85 市原　浩二3132 ｲﾁﾊﾗ ｺｳｼﾞ

2時間35分36秒86 山内　健3053 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ

2時間36分28秒87 上畑　秀治3051 ｳｴﾊﾀ ﾋﾃﾞｼﾞ

2時間37分56秒88 大北　芳正3047 ｵｵｷﾀ ﾖｼﾏｻ

2時間39分34秒89 的場　英登3103 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄ

2時間40分24秒90 池澤　正二3120 ｲｹｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ

2時間40分55秒91 横関　敏彦3092 阿波を共に走る会ﾖｺｾﾞｷ ﾄｼﾋｺ

2時間40分56秒92 里原　弘敏3034 ダイワハウスｻﾄﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ

2時間41分35秒93 柳原　隆3008 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ

2時間41分38秒94 山室　邦宏3110 ﾔﾏﾑﾛ ｸﾆﾋﾛ

2時間42分39秒95 桑村　信一3131 ＫＩＴＡＪＩＭＡｸﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間43分19秒96 林　茂幸3094 Ｔ．走るんじょﾊﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ

2時間43分49秒97 工藤　正明3068 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ

2時間47分07秒98 松浦　克昌3072 ＴＪＰ（ＬＩＯＮず）ﾏﾂｳﾗ ｶﾂﾏｻ

2時間47分30秒99 真鍋　憲昭3095 ﾏﾅﾍﾞ ﾉﾘｱｷ

2時間49分08秒100 池村　敏夫3096 ｲｹﾑﾗ ﾄｼｵ
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2時間49分13秒101 桑原　繁3002 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

2時間50分55秒102 青柳　司3060 だ・かーぽｱｵﾔｷﾞ ﾂｶｻ

2時間51分21秒103 石田　篤夫3030 武庫川ＳＣｲｼﾀﾞ ｱﾂｵ

2時間53分48秒104 多智花　正人3042 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋﾄ

2時間55分43秒105 前橋　功3032 徳大ホノマラﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ
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