
- 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　40～59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19分23秒1 郡 征司2243 コオリ セイジ

1時間20分55秒2 赤澤 篤志2042 アカザワ アツシ

1時間21分35秒3 久米 輝彦2137 日亜ＲＣクメ テルヒコ

1時間22分09秒4 田結庄 将岳2024 タユイショウ ノブタケ

1時間22分10秒5 竹内 義明2156 弥生陸上部タケウチ ヨシアキ

1時間22分25秒6 阿部 雅彦2123 弥生陸上部アベ マサヒコ

1時間23分07秒7 石川 洋平2048 イシカワ ヨウヘイ

1時間24分09秒8 西 誠司2201 ニシ セイジ

1時間24分11秒9 竹原　励介2004 海部観光たけはら　れいすけ

1時間25分00秒10 岩浅 宏2251 イワサ ヒロシ

1時間26分32秒11 三浦 剛2172 ミウラ タケシ

1時間26分52秒12 石川 哲也2043 ヒロキプロジェクトイシカワ テツヤ

1時間27分20秒13 後藤田 宏史2185 日亜ＯＲＣゴトウダ ヒロフミ

1時間27分23秒14 藤本 聖2064 『メカトロ丼！』フジモト キヨシ

1時間27分33秒15 高橋 澄人2179 タカハシ スミト

1時間28分06秒16 島 久善2157 Ｓ・マリオシマ ヒサヨシ

1時間28分07秒17 牟田 英信2017 ムタ ヒデノブ

1時間28分52秒18 坂東 久光2238 西精工バンドウ ヒサミツ

1時間29分04秒19 八幡 謙一郎2032 たんべＲＣヤハタ ケンイチロウ

1時間29分50秒20 井内 健太2067 ＣＤａｓｈイノウチ ケンタ

1時間29分51秒21 大下 和久2091 ＮＩＣＨＩＡオオシタ カズヒサ

1時間29分51秒22 上平 卓司2166 徳島マスターズ陸上競技連・ウエヒラ タカシ

1時間30分25秒23 直 潤2030 チームぢょぐタダチ ジュン

1時間30分44秒24 佐野 朋宏2096 イタチサノ トモヒロ

1時間30分54秒25 伊藤 太三郎2219 イトウ ダイサブロウ

1時間31分13秒26 佐々木 隆次2184 ササキ リュウジ

1時間31分30秒27 木村 昌2171 キムラ ショウ

1時間32分01秒28 白石 真2025 シライシ マコト

1時間32分13秒29 酒巻 芳文2065 のどごし部サカマキ ヨシフミ

1時間32分36秒30 仁木 弘志2169 ニキ ヒロシ

1時間32分58秒31 築添 祝久2149 ツキゾエ ノリヒサ

1時間33分30秒32 松島 洋一2198 チーム猿芝居マツシマ ヨウイチ

1時間33分39秒33 三宅 進一2203 ミヤケ シンイチ

1時間34分02秒34 猪谷 敏2066 イノタニ サトシ

1時間34分05秒35 江口 憲治2173 ＴＥＡＭ　Ｒ３．５エグチ ケンジ

1時間34分06秒36 近藤 友和2261 コンドウ トモカズ

1時間34分10秒37 鎌田 信之2174 チーム同行二人カマタ ノブユキ

1時間34分23秒38 新田 哲弘2075 ニッタ テツヒロ

1時間34分49秒39 久次米 由彦2183 クジメ ヨシヒコ

1時間34分49秒40 木原 努2074 阿波銀行キハラ ツトム

1時間34分50秒41 手塚 純2161 テヅカ ジュン

1時間35分21秒42 蜂谷 州平2218 クリソス倶楽部ハチヤ シュウヘイ

1時間35分35秒43 平岡 耕平2197 阿波病院ヒラオカ コウヘイ

1時間35分46秒44 高橋 良治2016 タカハシ リョウジ

1時間36分44秒45 薮内 康史2227 西精工ヤブウチ ヤスヒト

1時間37分21秒46 安藝 好孝2277 アキ ヨシタカ

1時間37分28秒47 田辺 利之2047 たんべＲＣタナベ トシユキ

1時間37分49秒48 光永 美智也2244 山本光学ミツナガ ミチヤ

1時間37分55秒49 西村 正照2083 ニシムラ マサテル

1時間38分11秒50 吉永 利治2213 ヨシナガ トシハル
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1時間38分36秒51 柴田 裕一2033 シバタ ヒロイチ

1時間39分01秒52 河野 剛士2070 四国化工機カワノ ツヨシ

1時間39分55秒53 山西 賢治2187 ヤドリギヤマニシ ケンジ

1時間40分06秒54 津川 正樹2128 ツガワ マサキ

1時間41分05秒55 竹中 利光2037 タケナカ トシミツ

1時間41分17秒56 林 勇2111 ハヤシ イサム

1時間41分20秒57 坂田 憲亮2019 丸亀市役所サカタ ケンスケ

1時間41分24秒58 河野 博之2112 石井さくら色５４会カワノ ヒロユキ

1時間41分34秒59 上田 拓志2054 日亜そうかいウエダ タクジ

1時間41分52秒60 中島 英登2257 ナカシマ ヒデト

1時間42分05秒61 吉間 慎二2055 ヨシマ シンジ

1時間43分23秒62 枝澤 裕司2081 四国化工機エダザワ ユウジ

1時間43分30秒63 多田 典史2176 けいすけえりなパパタダ ノリフミ

1時間43分36秒64 東條 賢2144 トウジョウ ケン

1時間43分43秒65 鎌田 雄介2046 Ｎｉｃｈｉａカマダ ユウスケ

1時間43分53秒66 眞鍋 裕希2225 マナベ ユウキ

1時間44分26秒67 吉川 幸造2020 ヨシカワ コウゾウ

1時間44分26秒68 三代崎 大介2090 ミヨザキ ダイスケ

1時間44分28秒69 武市 郁夫2122 タケイチ イクオ

1時間44分36秒70 二宮 進一2129 ＷＯＭＢＡＴＳニノミヤ シンイチ

1時間44分41秒71 横山 史朗2058 ●丸亀市都市計画課大手町ヨコヤマ シロウ

1時間45分10秒72 山下 幹生2180 ヤマシタ モトオ

1時間45分23秒73 把野 広輔2135 ハノ コウスケ

1時間45分34秒74 小松 義生2265 コマツ ヨシオ

1時間45分46秒75 春名 義晴2214 ハルナ ヨシハル

1時間45分47秒76 寺本 昌功2155 有限会社サトシ事務機テラモト マサノリ

1時間45分50秒77 瀬尾 圭司2035 セオ ケイジ

1時間45分54秒78 湯浅 憲正2029 ユアサ ノリマサ

1時間46分28秒79 島 正範2102 シマ マサノリ

1時間46分30秒80 髙木 健作2130 タカギ ケンサク

1時間47分22秒81 乾 将也2027 城南高校イヌイ マサヤ

1時間48分22秒82 矢部 純也2181 ヤベ ジュンヤ

1時間48分33秒83 一木 加津雄2175 イチキ カズオ

1時間48分47秒84 柳原 世紀2056 ヤナハラ セイキ

1時間49分00秒85 千葉　真仁2013

1時間49分03秒86 岡本 武久2041 オカモト タケヒサ

1時間49分07秒87 東 晃孝2273 アズマ テルタカ

1時間49分14秒88 佐藤 雅彦2100 サトウ マサヒコ

1時間49分21秒89 稼勢 正典2148 カセ マサノリ

1時間49分38秒90 濱田 佳之2059 ハマダ ヨシユキ

1時間49分46秒91 松永 茂樹2240 マツナガ シゲキ

1時間50分03秒92 矢田 諭史2153 あわランヤタ サトシ

1時間50分24秒93 松本 里士2239 マツモト サトシ

1時間50分34秒94 木村 勲2109 三好自動車キムラ イサオ

1時間50分56秒95 津田 猛2139 ツダ タケシ

1時間50分58秒96 吉積 正彦2224 ヨシヅミ マサヒコ

1時間51分03秒97 黒川 徹雄2028 クロカワ テツオ

1時間51分14秒98 古川 俊彦2101 フルカワ トシヒコ

1時間51分24秒99 里浦 雅也2247 サトウラ マサヤ

1時間51分26秒100 浅野 欣史2236 アサノ ヨシフミ
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1時間51分42秒101 田野 浩司2077 コムレッドタノ コウジ

1時間51分43秒102 旭 哲哉2036 ＴＥＡＭあさひアサヒ テツヤ

1時間51分48秒103 影山 智浩2069 カゲヤマ トモヒロ

1時間51分57秒104 延原 弘2068 ノブハラ ヒロシ

1時間51分59秒105 森浦 勇人2217 モリウラ ハヤト

1時間52分00秒106 吉兼　健太郎2011 よしかね　けんたろう

1時間52分19秒107 六車 太士2021 ロングテールムグルマ フトシ

1時間52分38秒108 横田　恭宏2012 よこた　やすひろ

1時間53分21秒109 山本 雄史2095 走る会ヤマモト ユウジ

1時間53分39秒110 峰本　真司2003 みねもと　しんじ

1時間53分47秒111 岡本 覚2154 ニッシーオカモト サトル

1時間53分58秒112 綾羽 洋一2087 三晃産業アヤハ ヨウイチ

1時間54分04秒113 柳本 崇臣2092 ヤナモト タカシゲ

1時間54分30秒114 板東 力2210 バンドウ リキ

1時間54分47秒115 岡 伸二2204 オカ シンジ

1時間54分54秒116 仁木 康之2034 ニキ ヤスユキ

1時間55分04秒117 四宮 弘喜2228 シノミヤ ヒロキ

1時間55分28秒118 飯沼 彰啓2226 六イイヌマ アキヒロ

1時間55分29秒119 米原 武2107 阿波銀行ヨネハラ タケシ

1時間55分30秒120 根本 弘之2278 スタジオエヌツーネモト ヒロユキ

1時間55分38秒121 新田 忠昭2132 ニッタ タダアキ

1時間55分44秒122 須戸 孝之2152 順風スド タカユキ

1時間55分50秒123 石橋 達也2212 イシバシ タツヤ

1時間56分08秒124 松浦 良信2158 マツウラ ヨシノブ

1時間56分08秒125 大川 和史2206 オオカワ タカシ

1時間56分20秒126 山脇 伸浩2125 タミヤーズＲＣヤマワキ ノブヒロ

1時間56分31秒127 高橋 公二2249 西精工タカハシ コウジ

1時間56分51秒128 松浦 健司2259 マツウラ ケンジ

1時間56分58秒129 福井 義典2202 フクイ ヨシノリ

1時間56分58秒130 井内 康夫2038 鴨島サッカーイウチ ヤスオ

1時間57分48秒131 都築 貴裕2140 ツヅキ タカヒロ

1時間58分05秒132 春名　浩司2007 はるな　こうじ

1時間58分09秒133 前川 伸二2088 かすみＲＣマエガワ シンジ

1時間58分27秒134 岩本 稔2136 イワモト ミノル

1時間58分55秒135 太田 純2053 かがやき歯科オオタ ジュン

1時間59分05秒136 板東 和寿2031 バンドウ カズヒサ

1時間59分28秒137 市川 雄将2168 イチカワ ユウショウ

1時間59分33秒138 吉田 貴仁2118 ヨシダ タカヨシ

1時間59分37秒139 前田 尚志2052 マエダ ヒサシ

1時間59分39秒140 小林 史生2256 コバヤシ フミオ

1時間59分49秒141 米田　毅2002 よねだ　たけし

1時間59分56秒142 延原 範彦2044 ノブハラ ノリヒコ

2時間00分01秒143 深川 顕央2254 フカガワ アキヒサ

2時間00分07秒144 齋藤 量康2138 サイトウ カズヤス

2時間00分11秒145 上久保 嘉人2258 カミクボ ヨシト

2時間02分43秒146 前田 貴敏2159 マエダ タカトシ

2時間02分48秒147 尾田 孝広2260 オダ タカヒロ

2時間03分39秒148 筒井 克彦2221 ツツイ カツヒコ

2時間03分42秒149 和田 有平2086 港産業株式会社ワダ ユウヘイ

2時間04分02秒150 森西 正典2045 日亜ＩＮＦモリニシ マサノリ
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2時間04分05秒151 丸田 丈司2209 マルタ タケシ

2時間04分05秒152 鳥井 毅2080 トリイ タケシ

2時間04分46秒153 四宮 寛2271 シノミヤ ヒロシ

2時間05分16秒154 井上 友和2062 イノウエ トモカズ

2時間05分48秒155 常光 健2188 ツネミツ ケン

2時間06分15秒156 中山 竜矢2234 クリソスナカヤマ タツヤ

2時間06分21秒157 三間 淳2189 ミマ ジュン

2時間07分15秒158 西川 達也2117 ニシカワ タツヤ

2時間07分44秒159 福田 浩一2108 フクダ コウイチ

2時間07分53秒160 三木 康正2057 カースポミキ ヤスマサ

2時間08分09秒161 玉木 省三2200 タマキ ショウゾウ

2時間08分16秒162 紅露 俊晴2177 あわぎんコウロ トシハル

2時間08分34秒163 樋野 智2165 ヒノ サトシ

2時間08分35秒164 原田 栄二2252 ＹＲＣハラダ エイジ

2時間08分50秒165 尾方 章翁2255 オガタ フミオ

2時間08分52秒166 篠原 雄二2163 ＩＮＦシノハラ ユウジ

2時間08分54秒167 石川 秀樹2245 イシカワ ヒデキ

2時間08分57秒168 山田 哲也2207 ヤマダ テツヤ

2時間09分18秒169 仲　弘志2006 なか　ひろし

2時間09分31秒170 堀切 政俊2150 チームきのこホリキリ マサトシ

2時間10分12秒171 千葉 直樹2264 無しチバ ナオキ

2時間10分35秒172 眞本 圭吾2151 シンモト ケイゴ

2時間12分14秒173 中村 信元2060 ＢＯＮＩＴＯナカムラ シンゲン

2時間12分20秒174 阿部 周二2104 アベ シュウジ

2時間12分27秒175 秋月 卓実2272 ＴＪＰアキヅキ タクミ

2時間12分33秒176 松本 義昭2145 石井さくら色５４会マツモト ヨシアキ

2時間12分41秒177 田中 勝2040 かめさんタナカ マサル

2時間13分01秒178 竹内 亨2266 竹内工業タケウチ トオル

2時間13分08秒179 阿部 耕三2079 アベ コウゾウ

2時間13分19秒180 土居 知茂2186 ドイ トモシゲ

2時間13分22秒181 池森 明2162 ＮＦＴイケモリ アキラ

2時間13分34秒182 小泉 省二2120 コイズミ ショウジ

2時間13分34秒183 溝口 博之2121 ミゾグチ ヒロユキ

2時間13分41秒184 仁尾 慎太郎2215 健祥会グループニオ シンタロウ

2時間14分15秒185 住村 和則2231 スミムラ カズノリ

2時間14分32秒186 高畠 佑典2195 訪問看護Ｆｏｒ　Ｙｏｕタカバタケ ユウスケ

2時間14分42秒187 近久 昌宏2233 チカヒサ マサヒロ

2時間14分45秒188 山田　賢二2009 やまだ　けんじ

2時間14分54秒189 深谷　将史2008 ふかたに　まさふみ

2時間15分03秒190 木村 茂生2106 キムラ シゲオ

2時間15分11秒191 新居 哲也2089 ヨコタニイ テツヤ

2時間15分38秒192 森 卓史2082 徳島県信用保証協会モリ タカジ

2時間16分04秒193 桑原　寿保2014 くわはら　むしやす

2時間16分17秒194 林 均2110 ハヤシ ヒトシ

2時間16分28秒195 庄野 隆幸2015 ＳＯＮ・徳島ショウノ タカユキ

2時間17分27秒196 木戸 達也2133 キド タツヤ

2時間17分55秒197 横田 正和2127 上勝町役場ヨコタ マサカズ

2時間18分47秒198 松本 善光2115 マツモト ヨシテル

2時間19分05秒199 八幡 顕治2178 ヤハタ ケンジ

2時間19分21秒200 河野 卓望2094 ジョイメイトカワノ タクミ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 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　40～59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

2時間19分36秒201 渡邉 剛2114 ワタナベ ツヨシ

2時間20分50秒202 牛田 光彦2023 サンマリノウシダ ミツヒコ

2時間21分44秒203 湊 雅史2241 ミナト マサフミ

2時間22分02秒204 長井 浩2167 ナガイ ヒロシ

2時間23分28秒205 川原 真二2039 カワハラ シンジ

2時間24分13秒206 河内 晋治2208 カワウチ シンジ

2時間24分32秒207 岡本 真一2250 西精工オカモト シンイチ

2時間25分45秒208 木内 大作2270 キノウチ ダイサク

2時間26分12秒209 久米 康弘2143 クリソスクラブクメ ヤスヒロ

2時間27分44秒210 丸岡 滋2164 マルオカ シゲル

2時間28分10秒211 若田 高志2170 ワカタ タカシ

2時間28分54秒212 中西 泰彦2276 ナカニシ ヤスヒコ

2時間29分23秒213 北岡 和義2113 キタオカ カズヨシ

2時間30分14秒214 坂東　弘章2001 クリリス倶楽部ばんどう　ひろあき

2時間31分22秒215 中川 啓司2116 あわぎんホールナカガワ ケイジ

2時間31分53秒216 永井 武2049 ナガイ タケシ

2時間33分27秒217 濱口 一幸2076 ＲＥＳＯＮＡＣハマグチ カズユキ

2時間34分43秒218 橋本 秀正2190 いろどりハシモト ヒデマサ

2時間35分38秒219 久米井 隆宏2050 チーム活意気クメイ タカヒロ

2時間36分05秒220 安丸 聖紀2182 ヤスマル マサツグ

2時間36分23秒221 西尾　厚志2005 にしお　あつし

2時間37分25秒222 四宮 寛彦2194 ＴＪＰストロベリーズシノミヤ ヒロヒコ

2時間39分09秒223 鎌田 浩史2248 カマダ ヒロシ

2時間40分08秒224 安藝 浩資2105 学郵便局アキ ヒロシ

2時間41分16秒225 西岡 茂雄2192 いろどりニシオカ シゲオ

2時間42分12秒226 大嶌 崇靖2211 オオシマ タカヤス

2時間42分36秒227 加々美 浩通2279 カガミ ヒロミチ

2時間42分45秒228 海原 洋之2193 うすしおクラブカイハラ ヒロユキ

2時間44分07秒229 岡田 剛2084 オカダ タケシ

2時間46分04秒230 橋本 眞弘2237 ハシモト マサヒロ

2時間46分19秒231 世戸 真至2026 セト シンジ

2時間49分02秒232 岡田 晃次2235 オカダ コウジ

2時間49分25秒233 梅津 基樹2191 いろどりウメツ モトキ

2時間49分56秒234 由雄 強太郎2242 リンテックヨシオ キョウタロウ

2時間54分51秒235 松井 宏樹2275 マツイ ヒロキ
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