
- 第２０回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

ハーフ 男子　16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2023/2/26

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11分12秒1 新開 優也1030 美馬市陸協シンガイ ユウヤ

1時間19分05秒2 有吉 建徳1056 アリヨシ タツノリ

1時間19分26秒3 奥平 直也1011 オクヒラ ナオヤ

1時間21分14秒4 井内 琉光1007 ＣＤａｓｈイノウチ リュウコウ

1時間21分45秒5 一野 智1018 イチノ サトシ

1時間22分22秒6 谷 大樹1045 ヒロキプロジェクトタニ ヒロキ

1時間22分51秒7 松永 優1074 東部県土整備局マツナガ ユウ

1時間24分06秒8 片山 恵次1059 カタヤマ ケイジ

1時間24分47秒9 古川 任士栄1086 チームけんフルカワ トシハル

1時間25分38秒10 沖田 健作7001 ＹＲＣオキタ ケンサク

1時間25分41秒11 多田 彩人1072 タダ アヤト

1時間25分45秒12 前川 幸平1042 東九フェリーマエガワ コウヘイ

1時間26分14秒13 西蔭 和樹1035 ニシカゲ カズキ

1時間26分17秒14 清岡 佑亮1051 キヨオカ ユウスケ

1時間26分23秒15 向川 康太1073 ムカイガワ コウタ

1時間26分30秒16 堀田 和寛1058 ホリタ カズヒロ

1時間27分54秒17 宮本　崇作1001 スペシャルオリンピックス　徳みやもと　しゅうさく

1時間28分28秒18 原田 慶生1043 ｔｅａｍＲ３．５ハラダ ヨシオ

1時間28分32秒19 原 和輝1048 吉野川市陸協ハラ カズキ

1時間28分43秒20 篠塚 章太1049 ＹＲＣシノヅカ ショウタ

1時間28分48秒21 岡田 祐典1036 オカダ ユウスケ

1時間29分12秒22 北島 由陛1050 キタジマ ユキノリ

1時間29分41秒23 臼田 祐基1019 徳島マスターズウスダ ユウキ

1時間31分28秒24 川原 裕史1046 カワハラ ヒロシ

1時間34分19秒25 森 龍太朗1061 日亜化学工業（株）モリ リュウタロウ

1時間35分45秒26 原田 貴文1068 ハラダ タカフミ

1時間35分46秒27 大草 友宏1014 オオクサ トモヒロ

1時間35分46秒28 酒巻 伶央1079 サカマキ レオ

1時間35分51秒29 長井 仁史1033 ナガイ ヒトシ

1時間37分54秒30 北岡 拓也1010 キタオカ タクヤ

1時間38分41秒31 森 準一郎1041 鹿子ランニングクラブモリ ジュンイチロウ

1時間39分52秒32 鈴江 正基1054 スズエ マサキ

1時間39分54秒33 楠橋 健生1064 チームけんせいクスハシ ケンセイ

1時間40分20秒34 米澤 昌志1016 ヨネザワ マサシ

1時間40分26秒35 鮫島 康之1047 サメジマ ヤスユキ

1時間41分42秒36 高西 一秀1020 タカニシ カズヒデ

1時間43分07秒37 秋田 恭志1040 鳴門渦潮高校アキタ ヤスシ

1時間45分03秒38 坂口 拓也1037 サカグチ タクヤ

1時間45分05秒39 青山 真太郎1057 アオヤマ シンタロウ

1時間46分00秒40 久米 忠厚1075 クメ タダヒロ

1時間47分52秒41 中島 陽一1027 ナカジマ ヨウイチ

1時間48分19秒42 和田 聡記1060 スペシャルオリンピックス徳・ワダ サトキ

1時間49分03秒43 秋田 真吾1017 アキタ シンゴ

1時間50分48秒44 村上 綾一1091 ムラカミ リョウイチ

1時間51分29秒45 仲 昭浩1067 ナカ アキヒロ

1時間53分29秒46 吉谷 裕希1012 日亜そうかいヨシタニ ユウキ

1時間53分30秒47 佐光 政人1090 サコウ マサト

1時間53分35秒48 東條 祐也1069 日亜ランナーズクラブトウジョウ ユウヤ

1時間54分15秒49 西　俊旭1002 にし　としあき

1時間54分58秒50 服部 晋一郎1008 ハットリ シンイチロウ
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1時間55分28秒51 加藤 克拓1070 日本放送協会カトウ カツヒロ

1時間56分56秒52 橋本 流星1082 ハシモト リュウセイ

1時間57分45秒53 河野 真仁1052 カワノ マサヒト

1時間57分53秒54 新開 宗司1088 科学技術高校シンガイ ソウシ

1時間59分06秒55 伊藤 嶺1077 リブドゥコーポレーションイトウ レイ

1時間59分16秒56 木庭 雄弥1071 キニワ ユウヤ

2時間00分24秒57 佐藤 悠生1066 つるぎ町立半田病院サトウ ユウキ

2時間02分11秒58 高橋 慶多1065 タカハシ ケイタ

2時間02分23秒59 米田　達哉1004 よねだ　たつや

2時間02分41秒60 宮岡 誠1021 ミヤオカ マコト

2時間03分16秒61 嵐 弘行1076 ほのぼのホスピタルアラシ ヒロユキ

2時間05分33秒62 杉原 秀和1023 スギハラ ヒデカズ

2時間08分50秒63 田村 佳崇1031 ボンフォームＲＣタムラ ヨシタカ

2時間13分04秒64 上田 卓史1025 ウエタ タカフミ

2時間14分07秒65 朝田　雄貴1003 あさだ　ゆうき

2時間27分09秒66 福本 大輔1013 フクモト ダイスケ

2時間28分11秒67 森田 和哉1092 モリタ カズヤ

2時間28分31秒68 林 泰史1080 ハヤシ ヤスフミ

2時間35分48秒69 高橋 禎貴1005 チーム活意気タカハシ トモキ

2時間36分00秒70 前田 康佑1006 （元）がってんマエダ コウスケ

2時間40分35秒71 住友 淳司1062 スミトモ ジュンジ

2時間40分39秒72 河西 達也1034 カワニシ タツヤ

2時間47分18秒73 福永 修1039 ヨコタフクナガ オサム

2時間49分57秒74 大西 翔也1055 オオニシ ショウヤ

2時間56分05秒75 亀井 奏1087 カメイ カナデ
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