
- 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　60歳以上

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24分17秒1 北村 晃章3047 弥生陸上部キタムラ テルアキ

1時間32分45秒2 満園 良次3043 パナソニックミツゾノ リョウジ

1時間32分56秒3 横関 武3100 ヨコゼキ タケシ

1時間33分31秒4 北澤 正孝3064 気賀高校陸上部ＯＢキタザワ マサタカ

1時間34分29秒5 大窪 武3118 神戸ＰＩＪＣオオクボ タケシ

1時間40分02秒6 奥野 史郎3062 はーとふるオクノ シロウ

1時間40分19秒7 松下 光雄3039 マツシタ ミツオ

1時間41分56秒8 島田 恵司3121 三愛シマダ ケイジ

1時間41分58秒9 加藤　吉公3001 チーム阿麹房かとう　よしまさ

1時間43分18秒10 大久保 隆義3052 オオクボ タカヨシ

1時間43分56秒11 椎野 洋三3074 クリソス倶楽部シイノ ヨウゾウ

1時間46分23秒12 古谷 光弘3059 クリソス?楽部フルタニ ミツヒロ

1時間47分27秒13 元木 貴之3123 モトキ タカユキ

1時間48分23秒14 阿木　孝行3003 順風あき　たかゆき

1時間48分27秒15 鈴江　宏3005 すずえ　ひろし

1時間49分12秒16 増本 光則3067 メカトロ丼！マスモト ミツノリ

1時間50分06秒17 加連 之智3060 カレン ユキトモ

1時間50分56秒18 峯田　栄一3007 みねだ　えいいち

1時間51分02秒19 吉永 正雄3080 ＫＡＩＺＥＮヨシナガ マサオ

1時間52分20秒20 山本 泰夫3104 あいずみＲＯヤマモト ヤスオ

1時間54分17秒21 木下 功3037 香川ＲＣ遊キノシタ イサオ

1時間54分53秒22 工藤 信人3066 ＴＪＰクドウ ノブヒト

1時間55分12秒23 野口 泰延3051 ノグチ ヤスノブ

1時間55分45秒24 阿部 潤一3106 アベ ジュンイチ

1時間55分51秒25 阿部 貴行3084 アベ タカユキ

1時間57分29秒26 采元 健二3055 ウネモト ケンジ

1時間57分56秒27 鎌倉 英章3087 ＴＪＰカマクラ ヒデアキ

1時間57分58秒28 服部 昭3094 ハットリ アキラ

1時間58分18秒29 横山 徹3095 ヨコヤマ トオル

2時間00分36秒30 髙丸　道信3011 三海ランナーズたかまる　みちのぶ

2時間00分46秒31 葛谷 信也3112 クズタニ シンヤ

2時間01分43秒32 島 剛3119 シマ ツヨシ

2時間02分19秒33 阿部 吉幸3085 アベ ヨシユキ

2時間03分01秒34 前田 博幸3033 マエダ ヒロユキ

2時間03分25秒35 正木 良幸3040 マサキ ヨシユキ

2時間03分32秒36 谷川 昌樹3116 タニガワ マサキ

2時間03分57秒37 田中　由春3004 かあさん　ランナーズたなか　よしはる

2時間05分29秒38 大久保 厚志3065 三笠電機オオクボ アツシ

2時間07分33秒39 浜原 宏一3090 鳴門渦潮ＲＣハマハラ コウイチ

2時間07分50秒40 竹田　利吉3021 たけだ　としよし

2時間08分00秒41 服部 雅彦3048 ハットリ マサヒコ

2時間08分19秒42 平尾 直幸3091 ＴＪＰヒラオ ナオユキ

2時間09分32秒43 正宗 克浩3098 マサムネ カツヒロ

2時間10分22秒44 岡山 義孝3115 オカヤマ ヨシタカ

2時間10分44秒45 鈴江 安男3046 ＴＪＰスズエ ヤスオ

2時間11分14秒46 堺 祥展3076 阿南市サカイ ヨシノブ

2時間11分27秒47 平野 善彦3114 徳島しんきんヒラノ ヨシヒコ

2時間11分35秒48 能田 誠二3105 なしノウダ セイジ

2時間11分50秒49 足立 尚嗣3110 アダチ ヒサツグ

2時間12分06秒50 久保利 勝治3122 杏林大学クボリ カツジ
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2時間13分38秒51 寺内 寛3050 日本フネンテラウチ ヒロシ

2時間13分45秒52 田口 浩資郎3057 タグチ コウシロウ

2時間14分06秒53 齋藤 俊克3072 鳴門渦潮ＲＣサイトウ トシカツ

2時間14分07秒54 藤田 晋3068 鳴門渦潮ＲＣフジタ ススム

2時間14分44秒55 鎌田　二洋3027 かまだ　ゆぎひろ

2時間14分46秒56 飯田 幸生3073 イイダ ユキオ

2時間15分05秒57 久門 等3078 港産業株式会社ヒサカド ヒトシ

2時間15分13秒58 滝花 秀樹3075 タキバナ ヒデキ

2時間16分19秒59 平田 守3093 ヒラタ マモル

2時間17分20秒60 川又　巧3009 かわまた　たくみ

2時間18分54秒61 井上　達雄3006

2時間19分15秒62 佐々木 博昭3058 ササキ ヒロアキ

2時間20分12秒63 網田 克明3035 アミタ カツアキ

2時間20分39秒64 若林　万寿雄3015 徳島城山ＲＣわかばやし　まきお

2時間20分55秒65 和田 大助3034 ワダ ダイスケ

2時間21分50秒66 吉村 文比古3082 ヨシムラ フミヒコ

2時間22分18秒67 菅沼　敏行3025 すがぬま　としゆき

2時間22分27秒68 井上　弘隆3013 いのうえ　ひろたか

2時間22分46秒69 出口 忠昭3081 デグチ タダアキ

2時間23分33秒70 遠藤　浅喜3020 えんどう　あさよし

2時間24分05秒71 福富 浩明3056 ＭＡＳＡＦＡＴフクトミ ヒロアキ

2時間24分57秒72 松本　収司3026 まつもと　しゅうじ

2時間25分49秒73 山本 規嗣3083 チームＴＧヤマモト ノリツグ

2時間26分13秒74 真野 博馬3045 マノ ヒロメ

2時間26分38秒75 元木 達也3079 モトキ タツヤ

2時間28分07秒76 西岡 彰夫3032 野市町愛陸会ニシオカ アキオ

2時間28分15秒77 大川 高幸3089 オオカワ タカユキ

2時間29分25秒78 後藤　久3024 ごとう　ひさし

2時間29分42秒79 森川 明3103 モリカワ アキラ

2時間30分11秒80 佐々木 充昭3070 ササキ ミツアキ

2時間30分25秒81 板東　敏之3023 西分テニスクラブばんどう　としゆき

2時間31分20秒82 小川 博巳3038 オガワ ヒロミ

2時間32分03秒83 三好　利孝3019 みよし　としたか

2時間32分14秒84 松村 卓司3113 マツムラ タクジ

2時間33分26秒85 松浦 昭雄3044 なしマツウラ アキオ

2時間34分14秒86 松尾　誠治3016 ＴＪＰまつお　せいじ

2時間35分16秒87 石原 譲3069 石原金属イシハラ ユズル

2時間36分03秒88 高橋 和人3117 本四海峡バスタカハシ カズヒト

2時間37分46秒89 庄司 知行3036 ショウジ トモユキ

2時間38分53秒90 野上　毅3018 ヒゲゴジラのがみ　つよし

2時間41分35秒91 大西 淳一3096 オオニシ ジュンイチ

2時間42分33秒92 西岡　賢次3002 にしおか　けんじ

2時間42分53秒93 梶崎　昇3012 かじさき　のぼる

2時間43分28秒94 河野 貴広3111 カワノ タカヒロ

2時間44分59秒95 佐野 円次3097 順風サノ エンジ

2時間46分23秒96 松浦 克昌3071 ＴＪＰ　ＬＩＯＮずマツウラ カツマサ

2時間47分57秒97 東端 久和3109 ストロベリーズヒガシバタ ヒサカズ

2時間48分02秒98 佐藤 康之3088 ＴＪＰサトウ ヤスユキ

2時間51分45秒99 森 大二3063 モリ ダイジ
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