
順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第５回 徳島･海陽 究極の清流 海部川風流マラソン 平成２５年２月１７日

マラソン男子総合の部

所属クラブ地区名
1 石川　佳彦 2:31:061 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ 日亜化学鳴門市
3 湯口　武夫 2:38:222 ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ 阿波製紙阿南市

1029 前田　邦彰 2:41:113 ﾏｴﾀﾞ ｸﾆｱｷ 京都府
1006 宮城　要 2:42:094 ﾐﾔｷﾞ ｶﾅﾒ 輝走倶楽部兵庫県
6 端本　進 2:45:315 ﾊﾀﾓﾄ ｽｽﾑ JR貨物広島広島県

1005 土井　大輔 2:45:456 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ クレメント徳島徳島市
12 大西　和也 2:47:117 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ 名西郡陸協名西郡石井町
16 岩佐　保昭 2:48:178 ｲﾜｻ ﾔｽｱｷ 第２４航空隊阿南市
11 山本　孝治 2:48:389 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 名西ＲＣ板野郡藍住町
1008 福住　広憲 2:49:1110 ﾌｸｽﾞﾐ ﾋﾛﾉﾘ 三洋電機小松島市
1079 鳴滝　剛 2:49:5811 ﾅﾙﾀｷ ﾀｹｼ 小松島市
13 大上　義仁 2:50:2912 ｵｵｳｴ ﾖｼﾋﾄ 徳島市
1030 北村　晃章 2:51:0013 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ とくしま生協吉野川市
1007 高橋　健文 2:51:4714 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾌﾐ 徳島赤十字病院小松島市
1032 成川　琢治 2:52:3915 ﾅﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ 小松島市
20 西野　雅文 2:53:1416 ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 王子製紙阿南市
38 楠本　憲司 2:53:2417 ｸｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 徳島ＡＣ徳島市
1099 田村　直樹 2:53:5018 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 阿南市
1019 中島　拓也 2:53:5719 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾔ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
1011 片平　大樹 2:54:1320 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ 淡路島爆走団兵庫県
1026 鈴木　誠 2:55:0921 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県
1203 福田　健治 2:55:3022 ﾌｸﾀ ｹﾝｼﾞ 海部郡牟岐町
1140 上山　達也 2:55:3823 ｳｴﾔﾏ ﾀﾂﾔ 伊根町京都府
1039 新田　哲弘 2:55:4624 ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ 新田米穀店徳島市
2037 森岡　宣昭 2:55:5125 ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ 四国計測工業阿南市
1024 後藤　雅史 2:55:5726 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 阿波市
1016 湯浅　貴之 2:56:0827 ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ はるか・ともか徳島市
1013 西坂　宅雄 2:56:1928 ﾆｼｻｶ ﾀｸｵ 京都府
1846 大崎　祐也 2:56:2829 ｵｵｻｷ ﾕｳﾔ 兵庫県
1179 中山　大輔 2:56:3430 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 日亜化学阿南市
15 武市　篤 2:56:4831 ﾀｹｲﾁ ｱﾂｼ 日亜化学阿南市
1020 川田　和憲 2:57:1732 ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾉﾘ バイオ科学阿南市
1052 市原　誠 2:57:2333 ｲﾁﾊﾗ ﾏｺﾄ TEAM★大虎板野郡藍住町
1048 米田　和英 2:57:3734 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 徳島大学徳島市
1135 斎藤　隆志 2:58:4835 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 大塚製薬徳島市
1036 孤杉　正紀 2:58:4836 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ ■ＮＩＣＡ■兵庫県
28 上田　崇文 2:58:5037 ｳｴﾀ ﾀｶﾌﾐ 徳島ＡＣ徳島市
1219 大門　康介 2:59:1238 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾔｽｽｹ 徳島市
30 坂東　昭佳 2:59:2839 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ 吉野川市陸協吉野川市
7 河野　譲 2:59:3640 ｺｳﾉ ﾕｽﾞﾙ 大阪府

1063 今井　邦博 3:00:0241 ｲﾏｲ ｸﾆﾋﾛ ガナス大阪府
1045 真継　浩志 3:00:1642 ﾏﾂｸﾞ ﾋﾛｼ 稲荷湯練習会神奈川県
1022 猪井　秀哉 3:01:0943 ｲﾉｲ ﾋﾃﾞﾔ 名西郡石井町
24 平野　正臣 3:01:2544 ﾋﾗﾉ ﾏｻｵﾐ アグレッシブ徳島市
1376 二宮　信一 3:01:3545 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ 愛媛県
49 森　浩二 3:01:4446 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 板野郡陸協板野郡松茂町
1062 木村　正文 3:02:0047 ｷﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 徳島市
1139 土壁　茂喜 3:02:1748 ﾂﾁｶﾍﾞ ｼｹﾞｷ 海部郡海陽町
1064 渡辺　正明 3:02:2149 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ ＨＯＵＯＵ阿南市
1042 岡田　賢三 3:02:2850 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 徳島蝶の会板野郡松茂町
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40 畑瀬　英史 3:03:0351 ﾊﾀｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＴＥＡＭ★大虎山口県
1080 長　政憲 3:03:1052 ﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 富山県庁富山県
1018 外山　昇 3:03:5553 ﾄﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ かめさんＲＣ徳島市
32 佐野　正明 3:04:2554 ｻﾉ ﾏｻｱｷ ＴＥＡＭ★大虎板野郡北島町
26 森本　章 3:04:3755 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ 板野郡藍住町
4 吉田　侑祐 3:04:4956 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 日亜化学阿南市

1103 直　潤 3:04:5357 ﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ チームぢょぐ鳴門市
1050 大東　貘 3:05:0058 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ 小松島市
1038 大久保　育広 3:05:0459 ｵｵｸﾎﾞ ｲｸﾋﾛ 今治市役所愛媛県
1107 七田　栄作 3:05:1460 ｼﾁﾀ ｴｲｻｸ 徳島市
1017 都留　誠 3:05:2761 ﾂﾙ ﾏｺﾄ ＴＪＰ徳島市
1071 佐古　吉男 3:05:4862 ｻｺ ﾖｼｵ ＴＲＣ阿波市
1109 田中　孝幸 3:05:5763 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 高知県
1104 藤本　聖 3:06:0564 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 四国機電徳島市
1113 梶本　秀昭 3:06:2965 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 板東接骨院RC阿波市
1044 住村　眞介 3:06:5666 ｽﾐﾑﾗ ｼﾝｽｹ かめさんＲＣ小松島市
1234 的場　涼 3:06:5667 ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳ 三好市
1035 板東　仁志 3:07:1068 ﾊﾞﾝﾄｳ ﾋﾄｼ 眉山パゴダＲＣ徳島市
1112 堀川　光裕 3:07:1769 ﾎﾘｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 教育出版R&W徳島市
1154 岡田　英樹 3:07:4970 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ＭＡＳＡＣ徳島市
1049 石動　良尚 3:08:1971 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 徳島かめＲＣ徳島市
1041 田中　威吏 3:08:2372 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 綾川ＡＣ香川県
1046 原　宏章 3:08:4873 ﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 徳島かめＲＣ名西郡神山町
1115 大美　厚之 3:08:5274 ｵｵﾐ ｱﾂﾕｷ 和歌山県
1043 西田　篤史 3:09:0475 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ 板野郡北島町
1170 多田　数進 3:09:1676 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 徳島市
47 沖塩　豊武 3:09:4877 ｵｷｼｵ ﾄﾖﾑ ラン部大阪府
1132 住友　秀正 3:10:3678 ｽﾐﾄﾓ ﾋﾃﾞﾏｻ 徳島城山RC徳島市
1078 瀧上　安二 3:11:3179 ﾀｷｶﾞﾐ ﾔｽｼﾞ 名西郡神山町
1021 逢坂　和幸 3:12:1280 ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾕｷ マラトナ徳島市
1010 伊藤　弘一 3:12:1381 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 醍醐山愛好会京都府
1068 三谷　龍史 3:12:3982 ﾐﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 徳島市
1054 中道　竜也 3:12:5083 ﾅｶﾐﾁ ﾀﾂﾔ 小松島市
1023 近藤　道広 3:12:5084 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ ランチタイムＲ徳島市
1034 亀井　一樹 3:13:0485 ｶﾒｲ ｶｽﾞｷ ベーリンガー徳島市
1120 増本　光則 3:13:1686 ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ チーム岡部阿南市
1014 井内　健太 3:13:2187 ｲﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 日亜化学工業小松島市
1128 瀬尾　圭司 3:13:2388 ｾｵ ｹｲｼﾞ ハッピーＲＤ徳島市
75 小松　誠 3:13:2589 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ むろとRC高知県
50 喜多谷　栄治 3:13:3990 ｷﾀﾔ ｴｲｼﾞ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
1145 井上　英紀 3:13:3991 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｷ ＴＥＡＭ★大虎板野郡藍住町
1073 澤本　修 3:13:4992 ｻﾜﾓﾄ ｵｻﾑ ＴＥＡＭ★大虎板野郡藍住町
1136 佐藤　勝之 3:13:5393 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ 徳島市
41 下地　崇弘 3:14:0494 ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 香川マスターズ香川県
22 時谷　俊寛 3:14:2195 ﾄｷﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ 徳島城山ＲＣ徳島市
45 阿部　二郎 3:14:2896 ｱﾍﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都
1724 竹又　正敏 3:14:3697 ﾀｹﾏﾀ ﾏｻﾄｼ 高知県
2268 平尾　寛 3:15:0598 ﾋﾗｵ ﾋﾛｼ アクト阿波市
1111 松下　光雄 3:15:3399 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ 香川県
1095 熊谷　和也 3:16:37100 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 愛媛県
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64 大野　慎太郎 3:16:48101 ｵｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 京都陸協京都府
1206 松永　茂 3:17:01102 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞﾙ 大塚製薬ＲＣ鳴門市
14 大西　岳人 3:17:16103 ｵｵﾆｼ ｶﾞｸﾄ 伊予銀行愛媛県
1401 杉村　明紀 3:17:17104 ｽｷﾞﾑﾗ ｱｷﾉﾘ タケオキクチ徳島市
1081 山神　繁 3:17:29105 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ 山神印刷製袋★香川県
1131 小谷　隆博 3:17:33106 ｺﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ ＴＪＰ徳島市
1004 早川　祐貴 3:17:43107 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ アクサス勝浦郡勝浦町
1152 平岡　芳和 3:17:45108 ﾋﾗｵｶ ﾖｼｶｽﾞ アゲレッシブ板野郡板野町
1188 助岡　篤 3:18:11109 ｽｹｵｶ ｱﾂｼ まかせとけ阿南市
1151 池上　憲治 3:18:16110 ｲｹｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 鳴門市
33 河本　啓二 3:18:22111 ｺｳﾓﾄ ｹｲｼﾞ 吹田ヘルス大阪府
1134 高曽根　敏弘 3:18:34112 ﾀｶｿﾈ ﾄｼﾋﾛ 徳島市
23 本村　健一郎 3:18:40113 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪陸協大阪府
1189 新居　義規 3:18:45114 ﾆｲ ﾖｼﾉﾘ 那賀郡那賀町
1224 明崎　雄一 3:18:51115 ｱｷｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 徳島市
1124 佐久間　悟 3:18:56116 ｻｸﾏ ｻﾄﾙ 波紋疾走！愛知県
1190 佐藤　利晴 3:18:57117 ｻﾄｳ ﾄｼﾊﾙ 名西郡石井町
1241 田辺　利之 3:18:59118 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ たんべＲＣ徳島市
1037 八幡　謙一郎 3:19:02119 ﾔﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ たんべＲＣ徳島市
1298 辰巳　智紀 3:19:09120 ﾀﾂﾐ ﾄﾓﾉﾘ ＤＯ！Ｍ徳島市
1313 松下　寛興 3:19:10121 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵｷ 三好市
1163 坂本　佳基 3:19:13122 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 阿南市
1207 西内　聡士 3:19:17123 ﾆｼｳﾁ ｻﾄｼ 徳島市
1065 住友　勝次 3:19:21124 ｽﾐﾄﾓ ｶﾂｼﾞ 阿波市役所阿波市
1353 寺尾　行雄 3:19:28125 ﾃﾗｵ ﾕｷｵ ﾊｯﾋﾟｰRD徳島市
1480 小畑　彰洋 3:20:17126 ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
1090 澤野　健二 3:20:23127 ｻﾜﾉ ｹﾝｼﾞ 名西郡石井町
54 柳生　高広 3:20:41128 ﾔｷﾞｭｳ ﾀｶﾋﾛ 吹田ヘルス大阪府
1106 梯　栄志 3:20:54129 ｶｹﾊｼ ﾋｻｼ まちけん飛脚徳島市
1118 永田　實 3:20:58130 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 徳島市
1133 吉井　隆幸 3:20:58131 ﾖｼｲ ﾀｶﾕｷ 京都府
1031 高砂　敦 3:21:21132 ﾀｶｻｺﾞ ｱﾂｼ 徳島かめＲＣ名西郡石井町
1130 米田　実 3:21:31133 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ たんべＲＣ徳島市
48 今村　悟朗 3:21:49134 ｲﾏﾑﾗ ｺﾞﾛｳ 三菱化学香川県
1243 山岡　健人 3:21:52135 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ えひめご～ず愛媛県
1144 甘利　哲也 3:22:15136 ｱﾏﾘ ﾃﾂﾔ 徳島市
25 谷本　聖二 3:22:20137 ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 綾川ＡＣ香川県
1352 光永　美智也 3:22:34138 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾔ 阿波市
27 栗田　正彦 3:22:45139 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋｺ 湘南ＲＳ神奈川県
1511 桑原　孝司 3:23:03140 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ 名西郡石井町
1223 中川　紳二郎 3:23:28141 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞﾛｳ ＢＯＮＩＴＯ徳島市
1332 井上　盛之 3:23:33142 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾕｷ 香川県
1051 青野　勇紀 3:23:34143 ｱｵﾉ ﾕｳｷ ええじゃないか愛媛県
52 岩崎　勉 3:23:36144 ｲﾜｻｷ ﾂﾄﾑ 大阪陸協大阪府
46 小川　徹 3:23:44145 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 楽ラン大阪府
1274 竹内　義明 3:23:50146 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ 徳島市
19 粟飯原　祥行 3:23:52147 ｱｲﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 名西郡陸協名西郡石井町
1752 徳永　勝也 3:24:05148 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾔ 徳島市
1047 加藤　吉公 3:24:08149 ｶﾄｳ ﾖｼﾏｻ 三好郡東みよ
1204 延原　弘 3:24:24150 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 徳島市
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1121 東山　公昭 3:24:32151 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｷﾐｱｷ 徳島市
1168 池添　敬介 3:24:33152 ｲｹｿﾞｴ ｹｲｽｹ 阿南市
1884 戸田　光隆 3:24:40153 ﾄﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 小松島市
1247 市山　浩史 3:24:42154 ｲﾁﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 小松島市
1164 両角　芳郎 3:24:49155 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾖｼﾛｳ 徳大ＴＪＰ徳島市
60 今西　源市 3:24:50156 ｲﾏﾆｼ ｹﾞﾝｲﾁ 宇和島陸協愛媛県
1119 佐藤　幸司 3:25:42157 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ヴォルサポＲＣ三好郡東みよ
1211 田中　耕二 3:25:50158 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ ＦＵＪＩＣＯＮ徳島市
1599 藤田　優樹 3:25:56159 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 愛媛県
1293 前川　伸二 3:26:00160 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 鳴門市
1220 森　健人 3:26:19161 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
1159 戎井　正治 3:26:47162 ｴﾋﾞｽｲ ﾏｻﾊﾙ 板野郡藍住町
1066 山北　雅則 3:26:55163 ﾔﾏｷﾀ ﾏｻﾉﾘ メックＲＣ徳島市
1056 川村　俊明 3:27:01164 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 京都府
1074 宮城　佑輔 3:27:13165 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 西条中央病院愛媛県
1269 吉田　茂人 3:27:20166 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄ シスラボＡＣ三重県
1222 桑村　尚弘 3:27:26167 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ クリソスＲＣ名西郡石井町
1443 矢野　芳茂 3:27:28168 ﾔﾉ ﾖｼｼｹﾞ 月見ヶ丘ＲＣ鳴門市
1359 梅津　剛裕 3:27:33169 ｳﾒﾂﾞ ﾀｶﾋﾛ 板野郡藍住町
1345 須藤　利幸 3:27:43170 ｽﾄｳ ﾄｼﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎板野郡北島町
1087 西浦　文英 3:27:49171 ﾆｼｳﾗ ﾌﾐﾋﾃﾞ 徳島市
1365 伊藤　豊 3:27:52172 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県
1415 舛形　勲 3:27:56173 ﾏｽｶﾞﾀ ｲｻｵ ＨａＲｕＫａ香川県
1400 幸山　敦 3:28:06174 ｺｳﾔﾏ ｱﾂｼ チーム会下鳥取県
1292 知野　秀樹 3:28:10175 ﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ 宮田懸走会美馬市
1538 小川　泰明 3:28:12176 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ 阿南市
1232 木内　保太 3:28:13177 ｷｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 板野郡藍住町
1072 桑子　武之 3:28:14178 ｸﾜｺ ﾀｹﾕｷ のむぎの木小松島市
1143 阿利　宗志 3:28:15179 ｱﾘ ﾋﾛﾕｷ 鷲敷中ＰＴＡ那賀郡那賀町
1160 笹野　玄明 3:28:21180 ｻｻﾉ ﾊﾙｱｷ ＮＲＣ徳島市
1263 米田　幸弘 3:28:22181 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 徳島市
1397 濱田　康宏 3:28:23182 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
1155 坂東　功崇 3:28:24183 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 日亜ＲＣ阿南市
1614 田所　弘利 3:28:25184 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｶｽﾞ 香川県
1333 伊藤　英司 3:28:30185 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ Ａ－ＲＵＮ千葉県
1524 近藤　安弘 3:28:32186 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ ＴＥＡＭ黒犬徳島市
1749 橘　則宏 3:28:37187 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾘﾋﾛ 徳島市
1267 新居　真太郎 3:28:37188 ｱﾗｲ ｼﾝﾀﾛｳ 滋賀県
1214 小松　孝広 3:28:40189 ｺﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 高知県
1116 川上　雄二 3:28:41190 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ シルベスト徳島市
1225 古戸　雄司 3:28:43191 ｺﾄﾞ ﾕｳｼﾞ 香川県
1169 古賀　欽也 3:28:45192 ｺｶﾞ ｷﾝﾔ 桜組愛媛県
1343 保田　雅治 3:28:48193 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 海上自衛隊阿南市
1237 向井　慎二 3:28:49194 ﾑｶｲ ｼﾝｼﾞ ﾀﾞｲﾅﾌﾛ-愛媛県
1226 伴　威史 3:29:15195 ﾊﾞﾝ ﾀｹｼ 大阪府
1252 佐賀　俊太 3:29:18196 ｻｶﾞ ﾄｼｵ 板野郡松茂町
1108 大坪　敏男 3:29:25197 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼｵ プラズマＲＣ徳島市
1367 藤森　元浩 3:29:26198 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓﾄﾋﾛ 小松島市
1148 田村　和章 3:29:28199 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 徳島県庁ＪＣ徳島市
1150 賀古　真弘 3:29:29200 ｶｺ ﾏｻﾋﾛ 泉製作所鳴門市
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1138 丸山　美尚 3:29:29201 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 海部郡牟岐町
1195 高橋　健治 3:29:31202 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ ＡＬＳＯＫ小松島市
1419 西川　智明 3:29:33203 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 阿南市
1177 小松　弘 3:29:57204 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 徳島市
1416 平田　直行 3:30:00205 ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ 石井さくら色名西郡石井町
1424 大西　敬人 3:30:04206 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾄ 徳島市
1483 蕪木　和重 3:30:08207 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県
1002 四宮　淳一 3:30:19208 ｼﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾁｰﾑ三愛阿南市
1294 佐藤　宏明 3:30:34209 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 板野郡藍住町
1256 中田　勉 3:30:39210 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ パルテック阿南市
1476 島田　隆 3:31:09211 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 大日本住友製薬香川県
1299 鈴江　研司 3:31:10212 ｽｽﾞｴ ｹﾝｼﾞ 徳島市
1378 池本　洋一 3:31:18213 ｲｹﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 近畿ＲＣ兵庫県
1426 椎野　洋三 3:31:35214 ｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ クリソスＲＣ名西郡石井町
1428 山野　隆弘 3:31:54215 ﾔﾏﾉ ﾀｶﾋﾛ 香川県
1009 木村　進 3:31:55216 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ 吉野川市
1467 川下　伸二 3:31:59217 ｶﾜｼﾀ ｼﾝｼﾞ なし小松島市
1126 寄井　一正 3:32:29218 ﾖﾘｲ ｶｽﾞﾏｻ チーム９徳島市
1244 中川　博 3:32:30219 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 徳島市
1235 阿木　孝行 3:32:44220 ｱｷ ﾀｶﾕｷ 小川製作所徳島市
1338 古山　建司 3:32:53221 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ GO WILD阿南市
1349 西久保　剛 3:33:05222 ﾆｼｸﾎﾞ ﾂﾖｼ ＮＪＣ板野郡北島町
1149 高橋　直裕 3:33:09223 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ Beer会徳島市
1565 榎本　和弘 3:33:36224 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 阿波山川ＲＣ吉野川市
1167 水野　秀明 3:33:42225 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 川崎重工業兵庫県
1623 林　勇 3:33:44226 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ 吉野川市
1233 十日市　哲弥 3:33:47227 ﾄｵｶｲﾁ ﾃﾂﾔ アグレッシブ板野郡北島町
1250 繁光　泰法 3:33:48228 ｼｹﾞﾐﾂ ﾔｽﾉﾘ レガンＡＣ香川県
2269 花房　耕路 3:33:59229 ﾊﾅﾌｻ ｺｳｼﾞ 海人陸援隊５号兵庫県
1301 山口　文徳 3:34:02230 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾉﾘ ＴＯＳＣ徳島市
1462 西條　有市 3:34:06231 ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁ 徳島市
1328 榎戸　芳弘 3:34:20232 ｴﾉｷﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ 教育出版R&W徳島市
2086 石川　哲 3:34:20233 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ Ｂ－ＵＰ香川県
1413 阿部　克仁 3:34:23234 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋﾄ ＴＥＡＭ★大虎板野郡藍住町
1176 田中　政博 3:34:31235 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 板野郡松茂町
1059 小西　剛史 3:34:34236 ｺﾆｼ ﾂﾖｼ 徳島市
1240 川原　孝文 3:34:41237 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ ﾏﾗﾄﾅ徳島市
1516 津嘉山　和隆 3:34:51238 ﾂｶﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 徳島市
1812 篠原　啓二 3:34:58239 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｼﾞ カメさん徳島市
1445 松尾　友文 3:35:06240 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾌﾐ 香川県
1451 大前　宏彰 3:35:13241 ｵｵﾏｴ ﾋﾛｱｷ ＨａＲｕＫａ香川県
31 伊藤　宏文 3:35:45242 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 上水内陸協長野県
56 前田　博幸 3:35:52243 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 徳島城山RC徳島市
58 加賀　洋一 3:35:53244 ｶｶﾞ ﾖｳｲﾁ 吹田ヘルス大阪府
1362 前野　哲也 3:35:57245 ﾏｴﾉ ﾃﾂﾔ 吉野川市
1209 久保　敏彦 3:36:06246 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋｺ ライト工業愛媛県
1285 朝倉　博文 3:36:11247 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾌﾐ 香川県
1350 中元　忠雄 3:36:15248 ﾅｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ 宇和島陸協愛媛県
1519 北代　和也 3:36:20249 ｷﾀｼﾛ ｶｽﾞﾔ 阿南市
1337 福本　芳明 3:36:23250 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ 徳島市
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1181 本田　守 3:36:28251 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ 名古屋市消防局愛知県
1185 江川　彰則 3:36:40252 ｴｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ ｼｰｻｲﾄﾞ阿南阿南市
1236 朔　良重 3:36:42253 ﾊｼﾞﾒ ﾖｼｼｹﾞ マラトナ阿南市
1277 大野　健次 3:36:43254 ｵｵﾉ ｹﾝｼﾞ 香川県
1520 小野　泰嗣 3:36:45255 ｵﾉ ﾔｽﾂｸﾞ ほくでんＲＣ北海道
62 中村　重彦 3:36:51256 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ 川西持久走研究兵庫県
1321 笠井　新二 3:36:57257 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ TEAM★大虎板野郡藍住町
1075 林　康之 3:37:00258 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ 板野郡上板町
2160 財賀　一幸 3:37:06259 ｻｲｶ ｶｽﾞﾕｷ 阿南市
1193 福田　義文 3:37:11260 ﾌｸﾀ ﾖｼﾌﾐ 名西郡石井町
1723 西沢　輝 3:37:24261 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾗ （株）　轟海部郡海陽町
1552 岡　博志 3:37:29262 ｵｶ ﾋﾛｼ 楽ラン大阪府
1675 中川　富夫 3:37:37263 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾐｵ ポークチャッピ徳島市
1410 藪下　真吾 3:37:50264 ﾔﾌﾞｼﾀ ｼﾝｺﾞ 極真空手兵庫兵庫県
1213 小山　英信 3:37:51265 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ヴォルティス徳島市
1336 榎　公博 3:37:57266 ｴﾉｷ ｷﾐﾋﾛ チームこまち徳島市
1156 峠　信行 3:38:06267 ﾄｳｹﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 小松島市
1399 山内　啓史 3:38:11268 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 海部郡海陽町
1414 髙崎　照夫 3:38:44269 ﾀｶｻﾞｷ ﾃﾙｵ 三好市
1463 深見　善広 3:38:45270 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 吉野川市
2469 木本　彰 3:38:54271 ｷﾓﾄ ｱｷﾗ 阿南市
1286 後藤　豊 3:38:57272 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 小松島市
1557 安岐　誠二 3:39:04273 ｱｷ ｾｲｼﾞ 川崎しわしわＪ三好市
1265 岩本　光太郎 3:39:12274 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 徳島市
1210 三好　要 3:39:25275 ﾐﾖｼ ｶﾅﾒ 愛媛伊方体協愛媛県
1255 猪子　宏芳 3:39:31276 ｲﾉｺ ﾋﾛﾖｼ 徳島市
68 島田　敏司 3:39:34277 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪ランジョグ大阪府
1311 岩本　宗厳 3:39:38278 ｲﾜﾓﾄ ﾑﾈﾖｼ 阿波製紙小松島市
70 富山　速雄 3:39:39279 ﾄﾐﾔﾏ ﾊﾔｵ 吹田ヘルス大阪府
1606 酒井　太郎 3:39:46280 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 大阪府
1198 楠本　孝夫 3:39:53281 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｵ 徳島市
34 橋本　英明 3:39:53282 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 徳島ＡＣ板野郡藍住町
1486 米川　州紀 3:39:53283 ﾖﾈｶﾜ ｸﾆﾉﾘ 愛知県
1335 佐藤　宣明 3:39:56284 ｻﾄｳ ｾﾝﾒｲ 徳島市
1129 三浦　剛 3:40:11285 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ 板野郡藍住町
1799 大西　晃樹 3:40:31286 ｵｵﾆｼ ｺｳｷ 香川県
1638 杉本　高章 3:40:54287 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ 徳島市
1171 小川　英寿 3:41:14288 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 徳島かめさん名西郡神山町
1317 加藤　俊介 3:41:18289 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ サンポートＦＲ香川県
2474 山田　和人 3:41:19290 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ＨＯＲＡＩ海部郡海陽町
1254 喜羽　宏明 3:41:28291 ｷﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 県庁バドクラブ吉野川市
2462 川田　龍一 3:41:33292 ｶﾜﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高知県
1325 桑原　良仁 3:41:43293 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 徳島市
1282 岡部　徳太郎 3:41:44294 ｵｶﾍﾞ ﾄｸﾀﾛｳ 徳島市
1200 山本　丈晴 3:42:04295 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 那賀郡那賀町
1261 石元　伸佳 3:42:06296 ｲｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ サイド７高知県
1392 西園　大輔 3:42:11297 ﾆｼｿﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 小松島市
1347 祖父江　正憲 3:42:13298 ｿﾌｴ ﾏｻﾉﾘ 吉野川市
1482 三木　孝浩 3:42:20299 ﾐｷ ﾀｶﾋﾛ 日亜ＮＲＣ阿南市
1920 橋本　徹哉 3:42:21300 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 大塚製薬徳島市
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1396 吉村　安幸 3:42:22301 ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 板野郡藍住町
1515 三谷　篤史 3:42:43302 ﾐﾀﾆ ｱﾂｼ 徳島ＪＡＡＭ徳島市
1208 佐藤　隆文 3:42:43303 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ＪＦＭ１００広島県
1507 小川　正憲 3:42:47304 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 徳島市
1647 二川　暢之 3:42:54305 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島市
1513 大沼　秀一郎 3:43:00306 ｵｵﾇﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ＮＴＴ西日本徳島市
1380 三好　康彦 3:43:09307 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋｺ 三好市
1530 横手　美男 3:43:12308 ﾖｺﾃ ﾖｼｵ シーサイド阿南阿南市
1706 江口　昌幸 3:43:12309 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ ＮＲＣ徳島市
65 山口　達夫 3:43:17310 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｵ 吹田ヘルス大阪府
1339 小倉　俊也 3:43:19311 ｵｸﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 公務員板野郡藍住町
1839 西　利明 3:43:22312 ﾆｼ ﾄｼｱｷ 勝浦郡上勝町
1272 藤川　敏光 3:43:26313 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄｼﾐﾂ かめさん山岳部徳島市
1639 吉田　敏美 3:43:29314 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾐ 那賀郡那賀町
1368 宇賀　孝司 3:43:31315 ｳｶ ﾀｶｼ チームタボ高知県
1205 小川　謙吾 3:43:39316 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ 名西郡石井町
1503 福田　憲市 3:43:51317 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ラボワーク徳島市
74 風間　務 3:43:58318 ｶｻﾞﾏ ﾂﾄﾑ 吹田ヘルス大阪府
1793 近藤　洋史 3:44:05319 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ ＳＫＥ４８愛媛県
1212 石田　早人 3:44:11320 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾋﾄ かつうらクラブ勝浦郡勝浦町
1449 藤田　幸生 3:44:13321 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｾｲ 愛媛県
1488 小林　悠 3:44:14322 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 板野鳴門市
1917 橋本　朗 3:44:18323 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 酔走クラブ徳島市
1271 福永　勝彦 3:44:26324 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ 徳島市
1342 小倉　賢嗣 3:44:29325 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ かめさん徳島市
1784 土井　卓 3:44:31326 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ 徳島市
1327 市原　浩晃 3:44:37327 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ とくしま風駆組小松島市
1457 安井　正徳 3:44:40328 ﾔｽｲ ﾏｻﾉﾘ 岡山県
1509 大西　陽介 3:44:40329 ｵｵﾆｼ ﾖｳｽｹ 三好郡東みよ
1508 竹田　利吉 3:44:51330 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ 小松島市
1055 田窪　哲也 3:44:55331 ﾀｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 王子製紙阿南市
1015 平　圭介 3:45:01332 ﾀｲﾗ ｹｲｽｹ ＧＯ　ＷＩＬＤ阿南市
55 前　喜裕 3:45:03333 ﾏｴ ﾖｼﾋﾛ ミズノ大阪府
1506 河野　剛士 3:45:12334 ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ 四国化工機吉野川市
43 中谷　穣 3:45:18335 ﾅｶﾀﾆ ﾕﾀｶ 大阪ミントＪＣ大阪府
1585 小島　節夫 3:45:29336 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ 五洋建設㈱愛媛県
1003 池田　幸広 3:45:30337 ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 徳島市
1326 森西　敏晴 3:45:34338 ﾓﾘﾆｼ ﾄｼﾊﾙ 吉野川市
1375 横山　義行 3:45:35339 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 高知県
1358 三宅　宣雅 3:45:38340 ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞﾏｻ 愛媛県
1273 田中　由春 3:45:41341 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 那賀郡那賀町
81 山本　洋史 3:45:50342 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ むろとRC高知県
1626 西田　一成 3:46:00343 ﾆｼﾀ ｶｽﾞｼｹﾞ 阿南市
1262 木具　恵 3:46:15344 ｷｸﾞ ﾒｸﾞﾐ 阿南市
1461 STEPHEN　KARUNGARU 3:46:22345 ｽﾃﾌｧﾝ ｶﾙﾝｹﾞﾙ 徳島市
1836 馬見　隆 3:46:22346 ｳﾏﾐ ﾀｶｼ 海部郡美波町
59 三好　寿和 3:46:59347 ﾐﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ チーム練板野郡藍住町
1612 中山　雅雄 3:47:07348 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｵ ＦＲＣ東京東京都
1542 近藤　秀樹 3:47:21349 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 吉野川市陸協吉野川市
1738 竹岡　優 3:47:29350 ﾀｹｵｶ ﾕｳ 徳島市
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1025 冨田　昂希 3:47:34351 ﾄﾐﾀﾞ ｺｳｷ 海部郡海陽町
1320 森　秋穂 3:47:38352 ﾓﾘ ｼｭｳﾎ 板野郡松茂町
1153 船城　弘人 3:47:53353 ﾌﾅｷ ﾋﾛﾋﾄ 農研Ｒ徳島市
1289 杉山　昭彦 3:47:59354 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＴＪＰ徳島市
35 清水　英治 3:47:59355 ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 徳島市陸協徳島市
1660 阿部　吉幸 3:48:08356 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 名西郡石井町
1408 奥谷　繁伸 3:48:18357 ｵｸﾀﾆ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 板野郡板野町
1228 犬伏　宣栄 3:48:21358 ｲﾇﾌﾞｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 徳島市
2470 山口　正吾 3:48:29359 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 高知県
1497 栗林　渉 3:48:34360 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ くりぶ～阿南市
1231 田中　豊作 3:48:36361 ﾀﾅｶ ﾄﾖｻｸ ＴＪＰ名西郡神山町
1448 西　浩一 3:48:43362 ﾆｼ ｺｳｲﾁ ＴＪＰ徳島市
1216 福井　竜吉 3:48:47363 ﾌｸｲ ﾀﾂﾖｼ 兵庫県
1864 稲村　茂雄 3:48:47364 ｲﾅﾑﾗ ｼｹﾞｵ 板野郡藍住町
1739 津田　顕洋 3:48:57365 ﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 東京都
1539 石田　登 3:49:02366 ｲｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府
1192 山下　將生 3:49:06367 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｵ ＧＯ　ＷＩＬＤ徳島市
1123 山原　陽介 3:49:10368 ﾔﾏﾊﾗ ﾖｳｽｹ 奈良県
1579 磨野　聡志 3:49:14369 ﾏﾉ ｻﾄｼ 鳴門市
1284 浅野　武弘 3:49:19370 ｱｻﾉ ﾀｹﾋﾛ 阿波市
1221 廣川　伸一 3:49:28371 ﾋﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ ＲＣ勝山大阪府
1782 神野　耕平 3:49:28372 ｶﾐﾉ ｺｳﾍｲ 山口県
1363 福島　啓倫 3:49:29373 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ （株）丸本海部郡海陽町
1865 森口　祐介 3:49:30374 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 阿南市
1545 深谷　秀貴 3:49:32375 ﾌｶﾔ ﾋﾃﾞｷ ふかふか板野郡北島町
1744 伊藤　理一 3:49:32376 ｲﾄｳ ﾘｲﾁ 鳴門市
1278 前田　俊一 3:49:38377 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲﾁ 月見ヶ丘板野郡北島町
1101 石田　裕樹 3:49:38378 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ 京都大学大学院京都府
1650 登　基二 3:49:40379 ﾉﾎﾞﾘ ﾓﾄﾂｸﾞ 阿南市
1867 柏木　正利 3:49:47380 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄｼ 香川県
1627 横手　善弘 3:49:48381 ﾖｺﾃ ﾖｼﾋﾛ ＮＲＣ阿南市
1296 尾崎　栄治 3:49:53382 ｵｻﾞｷ ｴｲｼﾞ チーム仕上阿南市
1889 横田　敏弘 3:50:04383 ﾖｺﾀ ﾄｼﾋﾛ 鷲敷ランニング阿南市
1641 青木　多加志 3:50:07384 ｱｵｷ ﾀｶｼ 板野郡松茂町
2026 田岡　寛人 3:50:11385 ﾀｵｶ ﾋﾛﾄ うみうさぎ徳島市
1384 藤森　祐二 3:50:20386 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｲ 徳島市
8 山平　和也 3:50:21387 ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ 勝浦郡勝浦町

1314 石川　琢己 3:50:23388 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 徳島市
1593 笠城　滋 3:50:25389 ｶｻｷﾞ ｼｹﾞﾙ チームｖｉｖｏ徳島市
1640 奥山　智司 3:50:32390 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪府
1253 古川　武信 3:50:33391 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ ＴＪＰ阿南市
1685 港　和志 3:50:41392 ﾐﾅﾄ ｶｽﾞｼ 徳島甘党倶楽部徳島市
1528 町田　元成 3:50:45393 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ 兵庫県
1985 松本　剛 3:50:49394 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 大阪府
1329 角元　真二 3:50:50395 ｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 北畠ﾗｲｵﾝｽﾞ板野郡北島町
2159 納田　正敏 3:50:55396 ﾉｳﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 板野郡藍住町
1695 大久保　茂格 3:50:59397 ｵｵｸﾎﾞ ｼｹﾞﾉﾘ ハック徳島市
1630 前田　伸二 3:51:01398 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 鳴門病院徳島市
1750 古家　信介 3:51:02399 ﾌﾙﾔ ｼﾝｽｹ 香川小児病院香川県
2252 金子　知央 3:51:07400 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 香川県
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1061 山下　高生 3:51:15401 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｵ マラトナ徳島市
1553 清田　秀郎 3:51:16402 ｷﾖﾀ ﾋﾃﾞｵ ふりー徳島市
1441 松原　信治 3:51:20403 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ まつぼっくり愛知県
1432 駿地　幸一郎 3:51:23404 ｽﾙｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 徳島市
1257 西谷　俊則 3:51:24405 ﾆｼﾀﾆ ﾄｼﾉﾘ 徳島市
2303 岡林　裕司 3:51:26406 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅ高知県
1569 志田　敏郎 3:51:40407 ｼﾀﾞ ﾄｼｵ 徳島市
1610 和田　安史 3:51:46408 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 徳島市
1242 岩切　一雄 3:51:54409 ｲﾜｷﾘ ｶｽﾞｵ ＴＪＰ徳島市
1264 徳永　雅彦 3:51:58410 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ 徳島市
1474 井上　清志 3:52:00411 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ 阿南市
1387 寺阪　誠記 3:52:09412 ﾃﾗｻｶ ｾｲｷ 兵庫県
1142 若松　啓二 3:52:10413 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｼﾞ 大阪府
1085 吉川　正治 3:52:16414 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 徳島青年中央会名西郡石井町
1700 井浦　徹二 3:52:19415 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ 吉野川市
1370 永岡　雅章 3:52:22416 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻｱｷ 徳島市
1899 豊田　一宏 3:52:29417 ﾄﾖﾀ ｶｽﾞﾋﾛ チャレンジマラ広島県
1421 湯浅　隆二 3:52:39418 ﾕｱｻ ﾀｶｼﾞ サクセステニス小松島市
1412 藤枝　主市 3:52:45419 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶｽﾞｲﾁ 三好郡東みよ
1607 土居　雄作 3:52:47420 ﾄﾞｲ ﾕｳｻｸ 高知県
1491 吉岡　優 3:52:55421 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾙ 日亜ＮＲＣ名西郡石井町
1577 兼子　篤三郎 3:52:57422 ｶﾈｺ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
1720 坂本　昌郎 3:53:04423 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｵ 阿南市
1489 加藤　靖博 3:53:05424 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 日亜ＲＣ阿南市
1446 高畠　豊 3:53:10425 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 徳島市
2068 金松　英雄 3:53:12426 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ 徳島市
1425 倍味　繁 3:53:14427 ﾏｽﾐ ｼｹﾞﾙ チーム☆ドク鳴門市
1852 小椋　郁哉 3:53:14428 ｺﾑｸ ﾌﾐﾔ 聖泉大学京都府
1310 旭　哲哉 3:53:25429 ｱｻﾋ ﾃﾂﾔ ＴＳＫ徳島市
1276 島　光由 3:53:33430 ｼﾏ ﾐﾂﾖｼ ＡＰ阿南市
1444 柴田　浩 3:53:35431 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 柴田ﾏﾗｿﾝ塾愛知県
1733 三谷　達史 3:53:36432 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ 鳴門市
1407 浦　康憲 3:53:44433 ｳﾗ ﾔｽﾉﾘ マラトナ阿南市
1460 黒崎　隆夫 3:53:47434 ｸﾛｻｷ ﾀｶｵ 徳島市
1433 吉田　雅人 3:53:50435 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 日亜ＮＲＣ徳島市
1422 孝橋　義道 3:53:55436 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐﾁ 高知県
1534 中村　洋司 3:53:56437 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｼﾞ ジャパン総研京都府
1613 岡田　万佐夫 3:53:57438 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｵ メック兵庫県
1453 金　章介 3:53:59439 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県
1187 山田　直樹 3:54:00440 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 宇南バＯＢ三重県
2414 小田　佳典 3:54:02441 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 徳島市
1616 津川　武弘 3:54:03442 ﾂｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 徳島市
2460 冨永　貴嗣 3:54:03443 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｼ 徳島市
1110 江﨑　和之 3:54:11444 ｴｻﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 海部郡海陽町
2322 表原　武史 3:54:21445 ｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ 小松島市
1563 立石　秀樹 3:54:33446 ﾀﾃｲｼ ﾋﾃﾞｷ ＴＪＰ徳島市
1304 川上　泰弘 3:54:36447 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾋﾛ かめさん徳島市
1535 三谷　隆彦 3:54:39448 ﾐﾀﾆ ﾀｶﾋｺ 板野郡藍住町
37 主原　昭 3:54:42449 ｼｭﾊﾗ ｱｷﾗ 大阪府
1436 竹内　孝志 3:54:45450 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ Ｍ倶楽部名西郡石井町
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1309 中村　巧 3:54:47451 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 板野郡北島町
1434 橋本　謙介 3:54:49452 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ みずほ調剤薬局香川県
1914 記本　浩徳 3:54:50453 ｷﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 山本光学板野郡藍住町
1572 佐藤　俊徳 3:54:51454 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 徳島市
1456 新谷　進 3:54:52455 ｼﾝﾀﾆ ｽｽﾑ 徳島銀行小松島市
1117 丸山　幸弘 3:54:54456 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 農研クラブ名西郡石井町
1711 横山　純一 3:55:07457 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＴＳＵＲＵＧＩ板野郡松茂町
1371 長尾　豪也 3:55:10458 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞﾔ 阿南市
1067 笹岡　憲司 3:55:12459 ｻｻｵｶ ｹﾝｼﾞ 吉本運送板野郡板野町
1676 山田　健太 3:55:15460 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 阿南市
2176 松原　準 3:55:18461 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 徳島市
1427 金田　拓朗 3:55:31462 ｶﾅﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 香川県
1001 斉藤　龍太 3:55:34463 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ いばらの道ＲＣ板野郡藍住町
1590 大久保　秀人 3:55:36464 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 日亜ＲＣ鳴門市
1603 野村　卓也 3:55:39465 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 阿南市
1664 栗本　正英 3:55:45466 ｸﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 阿南市
57 坂東　良晃 3:55:46467 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ バカロード徳島市
1504 坂野　良文 3:55:49468 ｻｶﾉ ﾖｼﾌﾐ 徳島市
1201 安達　敬一郎 3:55:59469 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ ㈱姫野組吉野川市
1288 井崎　博文 3:56:11470 ｲｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ チームドエム徳島市
1287 樫原　茂 3:56:17471 ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 徳島市
1562 藤本　哲也 3:56:23472 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 板野郡松茂町
1472 川田　健二 3:56:25473 ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 板野郡藍住町
2049 松山　秀浩 3:56:31474 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 川友クラブ板野郡松茂町
2149 渡部　智之 3:56:40475 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 北条ラグビー愛媛県
1487 喜多　佳英 3:56:42476 ｷﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 板野郡藍住町
1566 瀨川　雅博 3:56:45477 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 徳島市
1536 居敷　久仁英 3:56:47478 ｲｼｷ ｸﾆﾋﾃﾞ 赤羽48埼玉県
1663 五島　一浩 3:56:48479 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ お笑い蔵本劇場広島県
1341 橋本　芳幸 3:56:55480 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 西精工（株）吉野川市
1931 山口　光春 3:56:58481 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾊﾙ 香川県
1364 工藤　信人 3:56:58482 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ ＡＯＫＲＣ吉野川市
1510 吉原　健二 3:57:02483 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 徳大ＴＪＰ阿南市
1496 三木　康正 3:57:08484 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ かめさんＲＣ吉野川市
1674 中村　喜英 3:57:10485 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 奈良県
1683 高井　真 3:57:12486 ﾀｶｲ ﾏｺﾄ バンバン四国香川県
1459 辻　泰弘 3:57:13487 ﾂｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
1828 瀬野　洋平 3:57:24488 ｾﾉ ﾖｳﾍｲ 阿南市
1411 浦﨑　俊行 3:57:35489 ｳﾗｻｷ ﾄｼﾕｷ 海部郡海陽町
71 上杉　明人 3:57:37490 ｳｴｽｷﾞ ｱｷﾋﾄ かめさんＲ鳴門市
1458 藤本　泰之 3:57:38491 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 麦酒走行会徳島市
1760 赤川　優作 3:57:38492 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ チーム９徳島市
1173 弘瀬　賢一 3:57:39493 ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ 伏見Ｒ交流会京都府
1305 松英　雅俊 3:57:43494 ﾏﾂｴ ﾏｻﾄｼ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
1470 鎌田　雄介 3:57:51495 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ★大虎鳴門市
1344 梶浦　秀一 3:57:54496 ｶｼﾞｳﾗ ﾋﾃﾞｲﾁ 美馬市
1423 古谷　光弘 3:57:59497 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ クリソス徳島市
1710 安達　美昭 3:58:01498 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ 阿南市
1437 金城　智史 3:58:02499 ｶﾈｼﾛ ｻﾄｼ 京都府
1348 森本　忠義 3:58:03500 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 井上病院徳島市
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2013 河野　裕之 3:58:05501 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県
1146 高野　一俊 3:58:06502 ﾀｶﾉ ﾀｽﾞﾄｼ 横浜MM NR小松島市
2022 岡田　正弘 3:58:14503 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 徳島市
1356 塩見　康 3:58:19504 ｼｵﾐ ﾔｽｼ 帝人の４０３愛媛県
1705 遠藤　文彦 3:58:21505 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋｺ 福岡県
1574 福山　佐登至 3:58:21506 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ 港産業株式会社板野郡松茂町
1094 山川　真一郎 3:58:22507 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾊｯﾋﾟｰRD徳島市
1196 川真田　康彦 3:58:23508 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽﾋｺ チームＶＩＶＯ吉野川市
1373 伊井　栄一 3:58:23509 ｲｲ ｴｲｲﾁ 愛媛県
1455 酒井　延行 3:58:27510 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 近江よし笛ＲＣ岡山県
1390 鎌田　昌紀 3:58:30511 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 大塚ワジキ小松島市
1620 笹山　敏樹 3:58:32512 ｻｻﾔﾏ ﾄｼｷ 阿南市
1672 野口　直樹 3:58:33513 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 阿南市
1872 石丸　明 3:58:35514 ｲｼﾏﾙ ｱｷﾗ 小松島市
1430 吉田　幸二 3:58:38515 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 板野郡藍住町
2171 片山　彰仁 3:58:40516 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 徳島市
1514 中野　正敏 3:58:41517 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ 徳島市
1813 堀尾　幸太郎 3:58:45518 ﾎﾘｵ ｺｳﾀﾛｳ ホーリー鳴門市
1715 萩野　鉄男 3:58:54519 ﾊｷﾞﾉ ﾃﾂｵ ｈｋ阿南市
1928 鎌田　泰 3:59:02520 ｶﾏﾀﾞ ﾔｽｼ セコム高知県
1502 笠井　省宜 3:59:03521 ｶｻｲ ﾖｼﾉﾘ プラズマＲＣ小松島市
1644 尾田　正則 3:59:06522 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 板野郡藍住町
1707 吉積　正彦 3:59:07523 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾏｻﾋｺ 阿南市
1708 藤田　悟 3:59:09524 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ 阿南市
1656 森井　隆弘 3:59:09525 ﾓﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 朝ランくらぶ兵庫県
1525 山下　祐樹 3:59:09526 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 久光製薬広島県
1878 都築　貴裕 3:59:11527 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 徳島市
1786 近藤　民好 3:59:11528 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐﾖｼ ボラチートス愛媛県
1318 高原　茂之 3:59:12529 ﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ チームドエム徳島市
1646 住友　雄治 3:59:12530 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ メカトロ丼徳島市
84 毛利　直樹 3:59:13531 ﾓｳﾘ ﾅｵｷ 吹田ヘルス大阪府
1473 吉谷　裕希 3:59:16532 ﾖｼﾀﾆ ﾕｳｷ 阿南市
2434 大喜多　素明 3:59:17533 ｵｵｷﾞﾀ ﾓﾄｱｷ 小松島市
78 綾　康行 3:59:20534 ｱﾔ ﾔｽﾕｷ 綾川ＡＣ香川県
1315 西原　信行 3:59:25535 ﾆｼﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 壮年宮地会兵庫県
1827 神﨑　匡司 3:59:25536 ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻｼ 高知県
1651 西谷　耕一 3:59:26537 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 徳大ＴＪＰ阿南市
1831 川﨑　正展 3:59:28538 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 京都府
1659 高松　博文 3:59:30539 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ 徳島市
1464 宇田　圭祐 3:59:33540 ｳﾀﾞ ｹｲｽｹ 板野郡北島町
1431 野田　昇 3:59:36541 ﾉﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 徳島市
1141 マクドナルド　アン 3:59:39542 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｱﾝｶﾞｽ ＫＡＭＥＳＡＮ小松島市
61 宮田　修 3:59:43543 ﾐﾔﾀ ｵｻﾑ 川北百笑RC高知県
1924 松平　亜希夫 3:59:45544 ﾏﾂﾋﾗ ｱｷｵ 徳島市
1712 駒走　正俊 3:59:52545 ｺﾏﾊﾞｼﾘ ﾏｻﾄｼ 板野郡藍住町
1319 しだ原　克彦 4:00:04546 ｼﾀﾞﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 丸本海部郡海陽町
1398 堀川　秀司 4:00:07547 ﾎﾘｶﾜ ｼｭｳｼﾞ ランラン広島県
2103 本田　友伯 4:00:19548 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ くりぶ～阿南市
1366 松岡　貴久 4:00:23549 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾋｻ 徳島市
2188 木具　篤史 4:00:23550 ｷｸﾞ ｱﾂｼ 徳島市
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1772 久米　秀治 4:00:29551 ｸﾒ ｼｭｳｼﾞ ＮＪＣ板野郡松茂町
1636 本浄　喜義 4:00:48552 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｼ 板野郡上板町
1853 筧　昭美 4:01:01553 ｶｹﾋ ｱｷﾐ 香川県
1696 関口　公司 4:01:18554 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 那賀郡那賀町
1624 竹原　大輔 4:01:20555 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 徳島市
1584 田尾　守三都 4:01:23556 ﾀｵ ﾓﾘﾐﾂ 香川県
1653 遠藤　博文 4:01:28557 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 石井さくら色５徳島市
1360 川原　正英 4:01:29558 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 徳島市
1323 西岡　寿典 4:01:31559 ﾆｼｵｶ ﾄｼﾉﾘ 徳島市
1429 北野　恒男 4:01:59560 ｷﾀﾉ ﾂﾈｵ 小松島市
1785 中村　保雄 4:02:10561 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｵ 神奈川県
1728 角田　卓也 4:02:26562 ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾔ ＴＲＣ阿波市
1053 島田　真悟 4:02:31563 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ５６ＲＣ小松島市
1655 浅利　悦史 4:02:51564 ｱｻﾘ ﾖｼﾌﾐ 小松島市
1529 細川　芳宏 4:03:08565 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 徳島市
1578 高山　和浩 4:03:14566 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県
1697 小林　達矢 4:03:26567 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 兵庫県
1454 東　広紀 4:03:31568 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 徳島市
2245 大杉　敏弘 4:03:38569 ｵｵｽｷﾞ ﾄｼﾋﾛ 三重県
1346 橋村　嘉人 4:03:58570 ﾊｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ TEAM9徳島市
1576 福島　大輔 4:04:06571 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 徳島市
1999 堀本　泰男 4:04:52572 ﾎﾘﾓﾄ ﾔｽｵ 小松島市
1821 原　茂起 4:04:59573 ﾊﾗ ｼｹﾞｷ 那賀郡那賀町
1512 松島　永正 4:05:12574 ﾏﾂｼﾏ ﾅｶﾞﾏｻ 西精工㈱吉野川市
1554 佐野　嘉彦 4:05:23575 ｻﾉ ﾖｼﾋｺ 徳島市
2007 芝田　勝 4:05:23576 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾙ 兵庫県
1934 土橋　宗則 4:06:00577 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾑﾈﾉﾘ クリソス三好市
1860 清水　克樹 4:06:13578 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ 板野郡上板町
1789 東　紀史 4:06:17579 ｱｽﾞﾏ ﾉﾘﾌﾐ 愛媛県
1829 田村　和也 4:06:22580 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ エヌアールシー阿南市
1756 松島　潔 4:06:32581 ﾏﾂｼﾏ ｷﾖｼ 徳島市
1618 竹内　祐介 4:06:58582 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 徳島市
1605 黒石　克彦 4:07:10583 ｸﾛｲｼ ｶﾂﾋｺ 阿南市
1632 柏木　俊史 4:07:16584 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼﾌﾐ 三井・ＲＣ徳島市
1762 森　克己 4:07:31585 ﾓﾘ ｶﾂﾐ 徳島大学TJP徳島市
1601 小森　幸治 4:07:41586 ｺﾓﾘ ｺｳｼﾞ 香川県
1268 新居　真二 4:07:50587 ｱﾗｲ ｼﾝｼﾞ サンドイッチ滋賀県
1890 山川　和也 4:08:01588 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 姫野組☆走り隊阿南市
1848 吉間　慎二 4:08:05589 ﾖｼﾏ ｼﾝｼﾞ 徳島市
1403 加賀　昭宏 4:08:10590 ｶｶﾞ ｱｷﾋﾛ 第一化成ＤＡＣ兵庫県
1615 富田　繁生 4:08:23591 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 高知県
2008 石崎　貴弘 4:08:32592 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大鵬薬品工業鳴門市
1993 竹本　道裕 4:08:39593 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ 海部郡牟岐町
1595 浜口　生男 4:08:44594 ﾊﾏｸﾞﾁ ｲｸｵ 阿南市
1027 森　恭万 4:08:48595 ﾓﾘ ﾔｽｶｽﾞ 阿南市
1765 西濱　康朗 4:08:48596 ﾆｼﾊﾏ ﾔｽｱｷ 徳島市
1835 國安　寿昭 4:08:49597 ｸﾆﾔｽ ﾄｼｱｷ 徳島市
1589 東　光寿 4:08:57598 ｱｽﾞﾏ ﾐﾂﾄｼ 藤崎電機㈱阿南市
1297 島田　恵司 4:09:05599 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ チーム仕上阿南市
42 佐藤　友久 4:09:20600 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 吹田ヘルス大阪府
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1568 谷　健二 4:09:29601 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 兵庫県
1819 篠永　浩志 4:09:30602 ｼﾉﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ ぱんだ徳島市
1564 兒島　健一 4:09:34603 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 板野郡藍住町
1484 藤田　繁和 4:09:48604 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｶｽﾞ ＯＰＲＣ鳴門市
1479 吉田　誠治 4:09:48605 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ 大阪府
1661 久保田　博 4:09:50606 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 徳島市
2260 乾　保夫 4:10:00607 ｲﾇｲ ﾔｽｵ うきよ阿南市
1093 永田　瑞樹 4:10:08608 ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 三協商事（株）徳島市
1662 田中　明 4:10:10609 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 三愛走飾倶楽部徳島市
2 坂口　博信 4:10:11610 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 那賀郡陸協那賀郡那賀町

2029 津村　泰空 4:10:13611 ﾂﾑﾗ ﾀｲｺｳ ラフテル愛媛県
77 上岡　誠 4:10:15612 ｳｴｵｶ ﾏｺﾄ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
1442 竹内　正 4:10:17613 ﾀｹｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 竹内水産阿南市
1635 富永　久芳 4:10:26614 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋｻﾖｼ 石井ドーム徳島市
1546 真本　誠喜 4:10:30615 ｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ ＯＭＨ小松島市
1583 滝花　秀樹 4:10:31616 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ 勝浦郡勝浦町
1526 門田　勝 4:10:37617 ｶﾄﾞﾀ ﾏｻﾙ 板野郡板野町
1986 澤口　光宏 4:10:38618 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ あたらしや徳島市
1386 井利元　裕哉 4:10:38619 ｲﾘﾓﾄ ﾋﾛﾔ 阿南市
1699 喜田　良和 4:10:42620 ｷﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ワタシ徳島市
1654 上村　真徳 4:10:54621 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 阿南市
1682 得重　仁 4:10:54622 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾄｼ 徳島市
2059 河野　弘貴 4:10:55623 ｶﾜﾉ ﾋﾛｷ 徳島市徳島市
2060 泉地　賢志 4:10:55624 ｲｽﾞﾐﾁ ｻﾄｼ 徳島市徳島市
2093 柏木　正人 4:11:06625 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ 徳島市
1725 三木　伸浩 4:11:24626 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＴＲＣ阿波市
17 近藤　和史 4:11:26627 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾌﾐ 浪速AC大阪府
2145 住友　敏明 4:11:33628 ｽﾐﾄﾓ ﾄｼｱｷ セレ徳島市
1689 増田　隆 4:11:38629 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 四電ﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ香川県
1592 水間　壮彦 4:11:56630 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹﾋｺ 愛媛県
2465 大西　始 4:12:00631 ｵｵﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 三好市
1742 吉田　浩 4:12:04632 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 鳴門市
1518 長谷川　茂松 4:12:15633 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾏﾂ ハムちゃんズ徳島市
1322 吉田　洋平 4:12:22634 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 兵庫県
1817 木下　学 4:12:34635 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ 美馬市
1645 久保　秀治 4:12:39636 ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ チームＶＩＶＯ徳島市
1637 大林　博司 4:12:45637 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 海部郡美波町
1983 綾羽　洋一 4:12:47638 ｱﾔﾊ ﾖｳｲﾁ Ｐｏｔｔｏｄｅ鳴門市
1680 貞野　誠二 4:12:48639 ｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ ㈲さだの釣具店吉野川市
1954 宮田　輝仁 4:12:50640 ﾐﾔﾀ ﾃﾙﾋﾄ 徳島市
1735 天野　誠 4:12:57641 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 兵庫県
1868 岸　陽介 4:12:57642 ｷｼ ﾖｳｽｹ 徳島市
1704 吉本　雅彦 4:13:02643 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 小松島市
1549 西岡　英二 4:13:09644 ﾆｼｵｶ ｴｲｼﾞ 板野郡北島町
1617 西本　竜史 4:13:12645 ﾆｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 大阪府
1490 近藤　正人 4:13:17646 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ クリソス徳島市
1229 河野　博之 4:13:17647 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ さくら色５４会名西郡石井町
1754 井内　康夫 4:13:20648 ｲｳﾁ ﾔｽｵ 鴨島イレブン吉野川市
1857 桝本　勝彦 4:13:24649 ﾏｽﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 吉田商事京都府
1976 森　康弘 4:13:34650 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
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1962 佐藤　久夫 4:13:39651 ｻﾄｳ ﾋｻｵ 茨城県
2294 岡崎　将志 4:13:54652 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｼ クローバー海部郡牟岐町
2421 粟田　浩史 4:13:59653 ｱﾜﾀ ﾋﾛﾌﾐ 小松島市
1974 田口　浩資郎 4:14:06654 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 徳島市
1652 北尾　哲也 4:14:17655 ｷﾀｵ ﾃﾂﾔ 松山東高校愛媛県
1556 石川　慎士 4:14:20656 ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 木更津業務隊千葉県
1668 樫詰　茂 4:14:36657 ｶｼﾂﾞﾒ ｼｹﾞﾙ 西精工徳島市
1259 久次米　陽一 4:14:45658 ｸｼﾞﾒ ﾖｳｲﾁ 徳島市
66 古瀬　康彦 4:14:48659 ﾌﾙｾ ﾔｽﾋｺ 東京都
1625 西岡　章二 4:14:49660 ﾆｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ ＴＪＰ阿波市
1069 阿部　恭大 4:14:50661 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
2024 福田　富治 4:14:59662 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｼﾞ 岸化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ板野郡藍住町
1570 小川　佳久 4:15:12663 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ＴＪＰ名西郡石井町
1861 木村　重遠 4:15:12664 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ ＴＪＰ徳島市
1679 仲村　修二 4:15:12665 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 静岡県
1869 栗原　隆 4:15:22666 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ Ｂａｎｃｈａｎ香川県
1774 峯田　栄一 4:15:25667 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ 美馬市
1879 遠藤　純 4:15:29668 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ ＮＲＣ徳島市
1910 鶴野　敏行 4:15:35669 ﾂﾙﾉ ﾄｼﾕｷ コンスト２２徳島市
1306 山下　佳久 4:15:36670 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋｻ 香川県
1409 貞本　洋志 4:15:40671 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 徳島市
1771 橘　敬三 4:15:51672 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｿﾞｳ 徳島市
1102 森本　裕文 4:15:55673 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 小松島市
1837 山近　洋一 4:16:03674 ﾔﾏﾁｶ ﾖｳｲﾁ 兵庫県
1494 徳永　博志 4:16:05675 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ いぶたんす徳島市
1902 東野　克彦 4:16:29676 ﾋｶﾞｼﾉ ｶﾂﾋｺ 大阪府
1947 高尾　大作 4:16:39677 ﾀｶｵ ﾀﾞｲｻｸ 徳島市
79 小島　一夫 4:16:52678 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 樂走組栃木県
2427 美記　博 4:17:00679 ﾐｷ ﾋﾛｼ 徳島市
2299 藤本　直哉 4:17:15680 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 徳島市
1165 谷脇　克利 4:17:31681 ﾀﾆﾜｷ ｶﾂﾄｼ KSKﾏﾗｿﾝ倶楽部海部郡海陽町
1291 武知　勝 4:17:37682 ﾀｹﾁ ﾏｻﾙ 徳島県企業局板野郡藍住町
1818 城野　韶瑞 4:18:02683 ｼﾛﾉ ｼｮｳｽﾞｲ 美馬郡つるぎ
76 中道　進武 4:18:17684 ﾅｶﾐﾁ ｽｽﾑ 吹田ヘルス大阪府
1550 金中　秀幸 4:18:19685 ｶﾈﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 中央教習所徳島市
1990 正木　通夫 4:18:28686 ﾏｻｷ ﾐﾁｵ 徳島市
1988 小田桐　七郎 4:18:32687 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾁﾛｳ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
1379 塩崎　誠 4:18:37688 ｼｵｻﾞｷ ﾏｺﾄ 愛媛県
1979 平尾　芳彰 4:18:42689 ﾋﾗｵ ﾖｼｱｷ 鳴門市
1098 阿部　勲 4:18:45690 ｱﾍﾞ ｲｻｵ 阿南市
1981 長江　将史 4:18:49691 ﾅｶﾞｴ ﾏｻﾌﾐ Ｐｏｔｔｏｄｅ徳島市
1586 古津　敏彦 4:18:59692 ﾌﾙﾂ ﾄｼﾋｺ AOKRC板野郡藍住町
1726 竹内　智一 4:19:02693 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 小川製作所阿波市
1923 田中　三郎 4:19:03694 ﾀﾅｶ ｻﾌﾞﾛｳ 三豊走友会香川県
1777 山口　喜代治 4:19:16695 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼﾞ 土地家屋調査士愛知県
1820 野口　徹 4:19:20696 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 那賀郡那賀町
1718 福富　浩明 4:19:55697 ﾌｸﾄﾐ ﾋﾛｱｷ 徳島市
1816 城山　章人 4:19:56698 ｼﾛﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 阿南市
1202 大岩　秀次 4:19:58699 ｵｵｲﾜ ｼｭｳｼﾞ 川崎しわしわＪ三好市
1158 田村　知己 4:20:05700 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾐ ｅマシーンズ徳島市
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2150 藤門　真二 4:20:08701 ﾌｼﾞｶﾄﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県
72 倉本　武春 4:20:11702 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 桃太郎夢クラブ岡山県
2300 園尾　将人 4:20:29703 ｿﾉｵ ﾏｻﾄ 阿南市
1851 池田　一仁 4:20:31704 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 板野郡板野町
1478 岡部　隆幸 4:20:32705 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 徳島市
2437 川野　純 4:20:33706 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝ 兵庫県
1611 川本　和彦 4:20:40707 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 東京都
1687 森　和文 4:20:43708 ﾓﾘ ｶｽﾞﾌﾐ TJP名西郡石井町
1573 吉田　雅彦 4:20:50709 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 健生ＪＣヒッポ徳島市
1893 春田　靖浩 4:20:58710 ﾊﾙﾀ ﾔｽﾋﾛ 日亜ＲＣ徳島市
1498 小林　憲一 4:20:59711 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 阿南市
2169 前田　順二 4:21:00712 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 鳴門市
2217 大和　康二 4:21:04713 ﾔﾏﾄ ｺｳｼﾞ 小松島市
1897 坂本　卓也 4:21:10714 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 広島県
1450 三輪　貴志 4:21:12715 ﾐﾜ ﾀｶｼ 楽ラン徳島市
2166 大西　仁史 4:21:19716 ｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ 黒犬チーム板野郡北島町
1447 土肥　浩敬 4:22:04717 ﾄﾞﾋ ﾋﾛﾉﾘ 田中木材工業㈱阿南市
1604 戸田　理人 4:22:12718 ﾄﾀﾞ ﾐﾁﾋﾄ 鳴門市
1926 西　一平 4:22:19719 ﾆｼ ｲｯﾍﾟｲ モリソック徳島市
1780 久保田　裕喜 4:22:24720 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｷ 愛媛県
1801 住登　卓 4:22:37721 ｽﾐﾄ ﾀｶｼ 海部郡牟岐町
2196 岸本　実 4:22:44722 ｷｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ ｳﾞｫﾙｻﾎﾟRC鳴門市
1127 天野　国義 4:22:51723 ｱﾏﾉ ｸﾆﾖｼ 徳島市
1955 寒川　広一 4:23:19724 ｶﾝｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 板野郡松茂町
67 十河　直樹 4:23:23725 ｿｺﾞｳ ﾅｵｷ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ岡山県
1883 細谷　裕重 4:23:30726 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾛｼｹﾞ 徳島市
1964 藤本　貴士 4:23:36727 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 日本電工阿南市
1719 織戸　章平 4:23:40728 ｵﾘﾄ ｼｮｳﾍｲ 吹田ヘルス大阪府
1913 春木　尚登 4:23:59729 ﾊﾙｷ ﾋｻﾄ 徳島市
1805 成瀬　暁仁 4:24:14730 ﾅﾙｾ ｱｷﾋﾄ 愛知県
1958 粟飯原　崇 4:24:17731 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ メディコム阿南市
1737 大西　健司 4:24:19732 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ 徳島市
1571 浦川　源三郎 4:24:23733 ｳﾗｶﾜ ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛ ＴＪＰ徳島市
1522 藤田　末勇 4:24:35734 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾂｵ クラブＦ２１徳島市
2107 深坂　正弘 4:24:38735 ﾌｶｻｶ ﾏｻﾋﾛ 大阪府
82 鎌田　紀美男 4:24:47736 ｶﾏﾀﾞ ｷﾐｵ 函館五稜郭病院北海道
1587 土廣　典之 4:25:02737 ﾂﾁﾋﾛ ﾉﾘﾕｷ 板野郡北島町
1302 寺内　透 4:25:02738 ﾃﾗｳﾁ ﾄｵﾙ かめＲＣ徳島市
2050 東　大伸 4:25:12739 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｼﾝ 山口県
1951 林　成彦 4:25:21740 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋｺ 岡山県
2238 大西　潤 4:25:27741 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝ 徳島市
1452 鈴木　昇 4:25:28742 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 恵ちゃんの風名東郡佐那河
1722 重田　正人 4:25:30743 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄ ニッセイ徳島徳島市
1787 木下　公男 4:25:35744 ｷﾉｼﾀ ｷﾐｵ 愛媛県
1945 海出　暁夫 4:25:42745 ｶｲﾃﾞ ｱｷｵ ＮＲＣ阿南市
2079 赤池　直哉 4:25:47746 ｱｶｲｹ ﾅｵﾔ 伊勢エビ食べ隊徳島市
1845 横山　徹 4:26:02747 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 海部郡美波町
1876 綱野　勝之 4:26:04748 ﾂﾅﾉ ｶﾂﾕｷ ＮＲＣ徳島市
1721 橋本　啓樹 4:26:08749 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 吉野川市
1404 山本　和弘 4:26:09750 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 大塚化学陸上部板野郡松茂町

Print : 2013/02/18 17:46:47 15 / 25 ページ Official Timer & Result By Finesystem



順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第５回 徳島･海陽 究極の清流 海部川風流マラソン 平成２５年２月１７日

マラソン男子総合の部

所属クラブ地区名
1493 藤澤　誠祥 4:26:12751 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾖｼ 徳島市
1686 田村　博志 4:26:19752 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 海部郡海陽町
2438 延口　陽一 4:26:22753 ﾉﾌﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 阿南市
1796 伊藤　孝幸 4:26:24754 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ ＳＫＥ４８愛媛県
1746 池田　学 4:26:24755 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ち～む怪速亭兵庫県
1952 矢野　正康 4:26:31756 ﾔﾉ ﾏｻﾔｽ 広陵小学校兵庫県
2473 兼田　通孝 4:26:39757 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ 徳島市
1492 高田　登 4:26:39758 ﾀｶﾀ ﾉﾎﾞﾙ 徳島市
1745 森　邦夫 4:26:43759 ﾓﾘ ｸﾆｵ 板野郡藍住町
2387 濱　良和 4:26:52760 ﾊﾏ ﾖｼｶｽﾞ 徳島市
2444 久米　利章 4:26:52761 ｸﾒ ﾄｼﾌﾐ 愛媛県
1734 盛田　英治 4:26:57762 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ 長野走ろう会長野県
1393 和田　健一 4:27:00763 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県
1882 池本　隆好 4:27:03764 ｲｹﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 神山すだち園徳島市
1475 玉置　真也 4:27:03765 ﾀﾏｷ ｼﾝﾔ 徳島市
1873 沖本　康太 4:27:09766 ｵｷﾓﾄ ｺｳﾀ 兵庫県
1908 松家　一仁 4:27:10767 ﾏﾂｶ ｶｽﾞﾋﾄ 板野郡北島町
1932 日下　貴雄 4:27:13768 ｸｻｶ ﾀｶｵ ジェイテクト板野郡藍住町
2043 佐藤　美佐雄 4:27:17769 ｻﾄｳ ﾐｻｵ 美馬市
2441 小阪　元晴 4:27:21770 ｺｻｶ ﾓﾄﾊﾙ 徳島市
1959 出葉　淳 4:27:22771 ﾃﾞﾜ ｱﾂｼ 徳島市
1886 八木　悟 4:27:34772 ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 鳴門市
1995 葛西　雅嗣 4:27:39773 ｶｯｻｲ ﾏｻﾂｸﾞ 徳島市
1909 岡留　和孝 4:27:45774 ｵｶﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾀｶ ﾌﾙ百回楽走会大阪府
1678 安岡　道博 4:27:46775 ﾔｽｵｶ ﾐﾁﾋﾛ クリソス板野郡上板町
2428 木村　真也 4:27:48776 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ ちりめんΒΟΥ小松島市
1761 吉田　豊太郎 4:27:51777 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾖﾀﾛｳ 大阪ﾐﾝﾄJC大阪府
1901 佐伯　伸也 4:27:57778 ｻｴｷ ｼﾝﾔ 松永病院★鰯徳島市
2108 前田　健一 4:27:59779 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ＮＲＣ阿南市
2015 野津　義隆 4:28:14780 ﾉﾂﾞ ﾖｼﾀｶ かめさんﾗﾝﾅｰ徳島市
2116 佐々木　博昭 4:28:18781 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 徳島市
1925 松岡　陽一 4:28:38782 ﾏﾂｵｶ ﾖｳｲﾁ 兵庫県
1885 木村　圭児 4:28:41783 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ 板野郡藍住町
1769 藤本　正己 4:28:51784 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ 麻植協同こまめ三好市
1295 川田　忠行 4:28:54785 ｶﾜﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 日通小松島市
1501 水久保　恵 4:29:05786 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ 香川県
1747 青木　俊文 4:29:25787 ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 木戸谷JC海部郡美波町
1766 寺本　和弘 4:29:27788 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県
1948 林　知之 4:29:30789 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 鳴門市
2084 鹿間　聖 4:29:32790 ｼｶﾏ ｱｷﾗ 兵庫県
2111 新宮　正裕 4:29:41791 ﾆｲﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ 栗林うどん徳島市
1961 山田　浩昭 4:29:43792 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ スティラーズ徳島市
1811 大津　行春 4:29:47793 ｵｵﾂ ﾕｷﾊﾙ 阿南市
1858 福岡　孝博 4:29:58794 ﾌｸｵｶ ﾀｶﾋﾛ 板野郡北島町
1533 川人　雄二 4:30:00795 ｶﾜﾋﾄ ﾕｳｼﾞ 北嶺岳走クラブ三好市
1357 三宅　東隆 4:30:02796 ﾐﾔｹ ﾊﾙﾀｶ 広島県
1308 吉田　将彦 4:30:05797 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ アグレッシブ徳島市
1594 武田　学 4:30:15798 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 川西持久研兵庫県
2094 天神　幹夫 4:30:21799 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾐｷｵ 西精工徳島市
1904 田中　義孝 4:30:27800 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 日本電工阿南市
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1575 河本　三紀夫 4:30:28801 ｶﾜﾓﾄ ﾐｷｵ チームマドンナ愛知県
1830 福村　泰志 4:31:08802 ﾌｸﾑﾗ ﾀｲｼ 徳島市
2102 片岡　偉行 4:31:15803 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 名西郡石井町
2045 山腋　達也 4:32:03804 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾔ 阿南市
1377 大西　孝志 4:32:11805 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ 徳島市
86 森口　哲夫 4:32:13806 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾃﾂｵ むろとRC高知県
2099 大西　敏秋 4:32:56807 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 三好郡東みよ
1628 居村　伸二 4:33:03808 ｲﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 海部郡牟岐町
1468 池川　雅清 4:33:10809 ｲｹｶﾞﾜ ﾏｻｷﾖ 愛大病院愛媛県
1716 十河　進 4:33:28810 ｿｺﾞｳ ｽｽﾑ 香川県
1987 津川　敬司 4:33:41811 ﾂｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 公務員板野郡北島町
1919 和田　淳一 4:33:56812 ﾜﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 愛媛県
1895 里原　弘敏 4:34:47813 ｻﾄﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ ダイワハウス大阪府
2134 濱崎　英雄 4:34:55814 ﾊﾏｻｷ ﾋﾃﾞｵ 高知県
1943 北野　昇 4:35:06815 ｷﾀﾉ ﾉﾎﾞﾙ 鳴門市
1730 上田　亨 4:35:09816 ｳｴﾀﾞ ﾄｵﾙ ナック商会阿波市
1933 岡崎　政徳 4:35:09817 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 徳島市
1551 瀬戸　充 4:35:11818 ｾﾄ ﾐﾂﾙ 空組ジョガーズ徳島市
1547 中元　泰幸 4:35:16819 ﾅｶﾓﾄ ﾔｽﾕｷ ランピース小松島市
1881 林　光男 4:35:27820 ﾊﾔｼ ﾐﾂｵ ＨＩＲＯテニス徳島市
2048 森本　茂通 4:35:35821 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞﾐﾁ 徳島市
1621 柳生　誠志 4:35:57822 ﾔｷﾞｭｳ ｾｲｼﾞ 大阪府
1790 仁木　康彦 4:35:59823 ﾆｷ ﾔｽﾋｺ 阿南市
1671 野口　英昭 4:36:05824 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 小松島市
1692 平山　聖人 4:36:06825 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
2003 片山　貞夫 4:36:10826 ｶﾀﾔﾏ ｻﾀﾞｵ 徳島市
2276 習田　朋大 4:36:11827 ｼｭｯﾀ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫県
1918 町田　純一 4:36:16828 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ こうち生協高知県
1307 谷　眞史 4:36:25829 ﾀﾆ ﾏｻﾌﾞﾐ アグレッシブ板野郡北島町
2419 柴本　繁昭 4:36:39830 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 磐田マイペース静岡県
1764 綿瀬　聡一 4:36:46831 ﾜﾀｾ ﾄｼｶｽﾞ 徳島市
1477 石川　学 4:36:57832 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 阿波市
1843 宇佐美　貴史 4:37:12833 ｳｻﾐ ﾀｶｼ 兵庫県
2215 鳥取　俊也 4:37:22834 ﾄｯﾄﾘ ﾄｼﾔ よんやく徳島市
2372 戸崎　泰輝 4:37:38835 ﾄｻﾞｷ ﾔｽﾃﾙ 徳島市
2034 濱　昇司 4:37:39836 ﾊﾏ ｼｮｳｼﾞ 港産業徳島市
1316 佐古山　拓也 4:37:50837 ｻｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 日亜化学海部郡牟岐町
1596 新開　裕 4:38:00838 ｼﾝｶﾞｲ ﾕﾀｶ 徳島かめＲＣ勝浦郡勝浦町
1929 井上　万英 4:38:15839 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 奈良県
1888 渡邊　創 4:38:22840 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 東京都
1937 森高　浩嗣 4:38:26841 ﾓﾘﾀｶ ﾋﾛﾂｸﾞ 森高組香川県
1354 川眞田　潤 4:38:44842 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 日亜化学工業阿南市
2006 祖父江　研二 4:38:51843 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ 徳島市
1911 殿谷　武司 4:38:57844 ﾄﾉｶﾞｲ ﾀｹｼ 那賀郡那賀町
2346 森住　知典 4:39:00845 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾄﾓﾉﾘ 阿南市
1755 西俣　健二 4:39:04846 ﾆｼﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 海部郡牟岐町
1495 森　渉 4:39:04847 ﾓﾘ ﾜﾀﾙ 徳島市
1916 泉　正文 4:39:05848 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ 徳島市
1701 乃一　拓也 4:39:09849 ﾉｲﾁ ﾀｸﾔ アイリーン海部郡海陽町
1541 明石　康太 4:39:15850 ｱｶｼ ｺｳﾀ 淀川ランナーズ大阪府
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2204 佐々木　達也 4:39:35851 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 徳島市
2366 竹田　雅信 4:39:42852 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 美馬市
2236 熊谷　勝司 4:39:44853 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂｼ 東京海上日動徳島市
1989 村田　常吉 4:39:47854 ﾑﾗﾀ ﾂﾈｷ 高知ＷＸＯＢ高知県
2172 久保添　喜八朗 4:39:48855 ｸﾎﾞｿﾞｴ ｷﾊﾁﾛｳ 久保添薬局三好郡東みよ
2115 逢坂　好男 4:39:50856 ｵｵｻｶ ﾖｼｵ 鳴門市
2078 杉本　一久 4:39:57857 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 京都府
2284 田中　秀男 4:40:00858 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ 名西郡石井町
2331 藤村　康史 4:40:23859 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾔｽｼ 徳島市
2351 島川　貴照 4:40:56860 ｼﾏｶﾜ ﾀｶｱｷ 大阪府
1849 福田　祐己 4:41:05861 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 徳島市
1125 上地　智博 4:41:11862 ｶﾐｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ 阿南市
2114 梅本　慎二 4:41:18863 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 徳島市
1842 野井　敬次 4:41:28864 ﾉｲ ｹｲｼﾞ 愛媛県
1862 河内　一彦 4:41:29865 ｺｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 海部郡海陽町
2256 牧野　光正 4:41:34866 ﾏｷﾉ ﾐﾂﾏｻ 兵庫県
2190 美和田　佳孝 4:41:36867 ﾋﾞﾜﾀ ﾖｼﾀｶ 徳島市
1949 石井　宏樹 4:41:45868 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 板野郡藍住町
1971 北岡　仁志 4:41:47869 ｷﾀｵｶ ﾋﾄｼ 那賀郡那賀町
2028 河野　誠也 4:41:51870 ｺｳﾉ ｾｲﾔ 半田病院ＡＣ吉野川市
2251 武田　敬治 4:42:04871 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｼﾞ 美馬郡つるぎ
1657 平尾　幸雄 4:42:14872 ﾋﾗｵ ﾕｷｵ クリソス徳島市
1791 美藤　寛典 4:42:17873 ﾋﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ トライ＆エラー愛媛県
1965 中山　俊雄 4:42:19874 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｵ 小松島市
2239 村田　治紀 4:42:28875 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｷ ＪＡあなん那賀郡那賀町
2147 南本　幹生 4:42:30876 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ 徳島市
2361 若杉　慶 4:42:33877 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲ 香川県
1157 甲斐　健児 4:42:44878 ｶｲ ｹﾝｼﾞ 矢田川走友会兵庫県
36 岡田　年雅 4:42:52879 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾏｻ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
1531 青木　清吾 4:42:58880 ｱｵｷ ｾｲｺﾞ 海部郡海陽町
2000 割石　大介 4:43:00881 ﾜﾘｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 美馬市
2201 川田　克尚 4:43:11882 ｶﾜﾀ ｶﾂﾋｻ 兵庫県
2036 山田　憲政 4:43:15883 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 香川県
1218 高橋　一志 4:43:17884 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 福山Ａ．Ｃ．広島県
1803 澤野　敏和 4:43:35885 ｻﾜﾉ ﾄｼｶｽﾞ 徳島市
2241 藤田　慎也 4:43:39886 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 阿南市
2235 田野　幹也 4:43:46887 ﾀﾉ ﾐｷﾔ 小松島市
2358 国見　秀則 4:43:53888 ｸﾆﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛媛県
1622 小川　久雄 4:44:04889 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｵ 阿南市
1748 赤澤　正治 4:44:08890 ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
1717 和田　大助 4:44:08891 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 徳島市
2064 吉田　廉 4:44:15892 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 京都府
90 石川　晴朗 4:44:29893 ｲｼｶﾜ ｾｲﾛｳ もうええねん。兵庫県
1838 佐藤　和彦 4:44:35894 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 小松島市
1855 井元　浩二 4:44:42895 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞ ワイルドピーチ徳島市
2287 池渕　慎二 4:44:45896 ｲｹﾌﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 銀河帝国愛媛県
2056 森永　晋介 4:44:45897 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾝｽｹ 神奈川県
2318 岩森　広高 4:44:49898 ｲﾜﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 静岡県
1880 鈴木　敏之 4:44:52899 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 徳島市
2174 佐々　一茂 4:44:53900 ｻｻ ｶｽﾞｼｹﾞ 阿南市
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マラソン男子総合の部

所属クラブ地区名
2378 奈良　利昭 4:45:06901 ﾅﾗ ﾄｼｱｷ なし大阪府
1300 鈴木　太 4:45:09902 ｽｽﾞｷ ﾌﾄｼ ＴＯＳＣ徳島市
2404 木下　真二 4:45:28903 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｼﾞ 大阪府
2016 佐川　晃一 4:46:26904 ｻｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ （株）一条工愛知県
1058 下田　真基 4:46:29905 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ 阿南市
2277 田野　浩司 4:46:33906 ﾀﾉ ｺｳｼﾞ ｃｏｍｒａｄｅ三好市
2136 山本　浩範 4:46:44907 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 徳島大臨床栄養徳島市
1732 岩川　卓央 4:47:01908 ｲﾜｶﾜ ﾀｶｵ 阿南市
2163 福良　元宏 4:47:09909 ﾌｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ 徳島市
1980 西森　学 4:47:17910 ﾆｼﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 高知県
1806 風尾　弘和 4:47:18911 ｶｻﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ 徳島市
2173 横川　卓史 4:47:22912 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀｶｼ 徳島市
1369 高里　潤 4:47:26913 ﾀｶｻﾄ ｼﾞｭﾝ 板野郡北島町
2365 西本　孝則 4:47:30914 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 阿南市
1527 小川　憲一 4:47:36915 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 徳島かめＲＣ勝浦郡勝浦町
2186 南谷　洋光 4:47:38916 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ 牛岐ＲＣ徳島市
1629 大西　篤信 4:47:52917 ｵｵﾆｼ ｱﾂﾉﾌﾞ 美馬市
2057 高瀬　浩一 4:48:01918 ﾀｶｾ ｺｳｲﾁ 徳島マツダ鳴門市
1870 嵐　亮介 4:48:05919 ｱﾗｼ ﾘｮｳｽｹ 海部郡海陽町
2362 多可　義郎 4:48:13920 ﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ ＴＪＰ徳島市
1859 川野　鉄夫 4:48:32921 ｶﾜﾉ ﾃﾂｵ 松茂６３板野郡松茂町
1938 多田羅　稔 4:48:41922 ﾀﾀﾗ ﾐﾉﾙ かめさんRC徳島市
2069 富吉　則文 4:48:47923 ﾄﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ かもなす京都府
1940 神原　栄 4:48:56924 ｶﾝﾊﾞﾗ ｻｶｴ 阿南市
1681 杉山　佳一 4:49:02925 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 百済工事区大阪府
2207 笠原　正臣 4:49:43926 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾄﾐ 徳島市
2081 多田　勝美 4:49:58927 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾐ ＴＪＰ徳島市
1982 西崎　文昭 4:50:02928 ﾆｼｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ Ｐｏｔｔｏｄｅ小松島市
2077 長尾　光浩 4:50:17929 ﾅｶﾞｵ ﾐﾂﾋﾛ 徳島市
2395 河野　幸広 4:50:21930 ｶﾜﾉ ﾕｷﾋﾛ 徳島市
2285 山戸　浩一 4:50:25931 ﾔﾏﾄ ｺｳｲﾁ 板野郡藍住町
1844 佐々木　寛和 4:50:44932 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 鳴門市
2032 武市　到 4:50:57933 ﾀｹｲﾁ ｲﾀﾙ 徳島市
2010 佐藤　彰 4:51:05934 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 徳島市
1544 千田　敏晴 4:51:13935 ｾﾝﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 徳島吉野川ＲＣ徳島市
2301 吉脇　幹雄 4:51:15936 ﾖｼﾜｷ ﾐｷｵ 海部郡海陽町
2110 森浦　彰 4:51:24937 ﾓﾘｳﾗ ｱｷﾗ 徳島市
1753 福井　康仁 4:51:29938 ﾌｸｲ ﾔｽﾋﾄ ＢＯＮＩＴＯ徳島市
2233 藤野　弘明 4:51:37939 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 板野郡藍住町
1942 吉積　道隆 4:51:42940 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾐﾁﾀｶ 阿南市
1978 福原　徹 4:51:43941 ﾌｸﾊﾗ ﾄｵﾙ 徳島市
1395 寺澤　義文 4:51:51942 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ うみうさぎDX徳島市
2061 岡本　計 4:51:59943 ｵｶﾓﾄ ﾊｶﾙ 先天性迷走会阿南市
2266 佐藤　光将 4:52:13944 ｻﾄｳ ﾐﾂﾏｻ 徳島市
2161 福井　弘昭 4:52:15945 ﾌｸｲ ﾋﾛｱｷ 高知県
1795 伊藤　優真 4:52:24946 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ＳＫＥ４８愛媛県
1775 森本　明宏 4:52:26947 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 徳島市
2090 河野　武明 4:52:34948 ｺｳﾉ ﾀｹｱｷ 香川県
1089 高　容康 4:53:22949 ｺｳ ﾋﾛﾔｽ 大阪府
2298 入江　靖彦 4:53:25950 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ 板野郡藍住町
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2223 佐々木　順 4:53:39951 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ Ｗ・Ａ名西郡石井町
1866 田中　昭典 4:53:56952 ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾘ GFL大阪府
2075 安藝　浩資 4:54:02953 ｱｷ ﾋﾛｼ 自分越えＲＣ阿波市
2314 丸田　忠 4:54:03954 ﾏﾙﾀ ﾀﾀﾞｼ 阿南市
1915 林　茂幸 4:54:09955 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ Ｔ．走るんじょ板野郡板野町
2014 出口　孝 4:54:16956 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ 名西郡石井町
1997 麻空　英之 4:54:16957 ｱｻｿﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 吉野川市
2097 登家　由光 4:54:26958 ﾉﾎﾞﾘﾔ ﾖｼﾐﾂ ＴＪＰ勝浦郡勝浦町
1998 中村　俊一 4:54:32959 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 南国市役所ＡＣ高知県
2098 小崎　徳也 4:54:41960 ｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ 阿南市
1804 斎　芳宏 4:54:45961 ﾄｷ ﾖｼﾋﾛ 阿南市
1944 長谷　貴雄 4:54:48962 ﾊｾ ﾀｶｵ あかまど大阪府
2031 合田　啓二 4:54:51963 ｺﾞｳﾀﾞ ｹｲｼﾞ 愛媛県
2167 後藤　雅史 4:54:56964 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 徳島バス徳島市
2151 橋本　慎司 4:55:12965 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 徳島市
1834 近藤　大樹 4:55:21966 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 阿南市
2410 槇納　基成 4:55:21967 ﾏｷﾉ ﾓﾄﾅﾘ 板野郡藍住町
2041 林　譲也 4:55:26968 ｲﾑ ﾔﾝﾔ 聖路加国際病院東京都
1994 前橋　功 4:55:30969 ﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ 徳大ﾎﾉﾏﾗ阿南市
1850 森本　浩文 4:55:36970 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 大阪府
1927 朝日　利夫 4:55:39971 ｱｻﾋ ﾄｼｵ 徳島市
2332 林　均 4:55:41972 ﾊﾔｼ ﾋﾄｼ 徳島市
2199 佐々木　一樹 4:55:46973 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ なし勝浦郡上勝町
1418 山下　康二 4:55:49974 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼﾞ かめさんR.C徳島市
1693 小川　繁吉 4:55:49975 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾖｼ 徳島かめRC名西郡石井町
2288 野口　静男 4:55:58976 ﾉｸﾞﾁ ｼｽﾞｵ 阿波市
2070 宮本　邦一 4:56:10977 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆｲﾁ 城山ＲＣ徳島市
2411 横山　敏春 4:56:11978 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ 吉野川市
1854 倉敷　浩之 4:56:11979 ｸﾗｼｷ ﾋﾛﾕｷ ワイルドピーチ徳島市
2391 濱田　宏文 4:56:23980 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 徳島市
2307 田村　隆行 4:56:28981 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ＰＡＬ太田ＭＣ和歌山県
1972 中川　敏幸 4:56:29982 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 阿南市
2082 外山　英敏 4:56:41983 ﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ みしまﾌﾚﾝｽﾞ愛媛県
2420 吉成　崇 4:56:49984 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 三葉虫ＲＣ鳴門市
1921 藤井　達三 4:57:09985 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｿﾞｳ 吉野川市
1991 松浦　茂樹 4:57:14986 ﾏﾂｳﾗ ｼｹﾞｷ 徳大ＴＪＰ板野郡松茂町
2458 戸川　拓司 4:57:31987 ﾄｶﾞﾜ ﾀｸｼﾞ 阿南市
1936 久米　貴夫 4:57:39988 ｸﾒ ﾖｼｵ 日進電子ＲＣ名西郡石井町
2073 谷内田　好広 4:57:42989 ﾔﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ジャパン総研京都府
2454 高橋　規 4:57:49990 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 大阪府
1975 松浦　克昌 4:58:13991 ﾏﾂｳﾗ ｶﾂﾏｻ 徳島市
1694 角田　広志 4:58:16992 ｶｸﾀ ﾋﾛｼ 海部郡海陽町
2004 石原　譲 4:58:24993 ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 石原金属徳島市
2092 倉本　正治 4:58:43994 ｸﾗﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 広島県
2101 坂田　博紀 4:58:55995 ｻｶﾀ ﾋﾛﾄｼ 宍喰中学校海部郡海陽町
2129 平田　一雄 4:59:02996 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｵ 徳島市
2202 高橋　公二 4:59:11997 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 徳島市
2412 野村　貴大 4:59:17998 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 小松島市
2152 岩手　三千男 4:59:37999 ｲﾜﾃ ﾐﾁｵ 徳島市
2451 八田　博美 4:59:391000 ﾊｯﾀ ﾋﾛﾐ お笑仮装衆募集愛媛県
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2310 木下　裕文 4:59:531001 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 徳島市
1731 桂　孝典 5:00:051002 ｶﾂﾗ ﾀｶﾉﾘ 吉野川市
2127 姫野　昭夫 5:00:101003 ﾋﾒﾉ ｱｷｵ 板野郡藍住町
1773 萬年　浩二 5:00:311004 ﾏﾝﾈﾝ ｺｳｼﾞ 板野郡板野町
2018 江藤　晃嗣 5:00:491005 ｴﾄｳ ｺｳｼﾞ 徳島市
1896 薮木　雅人 5:00:571006 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾄ 広島県
2012 大林　成己 5:01:061007 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾐ トラブルミック板野郡上板町
2142 和田　裕道 5:01:071008 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 徳大ＴＪＰ徳島市
2327 小野　清一 5:01:191009 ｵﾉ ｾｲｲﾁ ナシ板野郡藍住町
2123 白山　豊 5:01:221010 ｼﾛﾔﾏ ﾕﾀｶ 徳島市
2144 今井　明人 5:01:561011 ｲﾏｲ ｱｷﾄ 徳島市
1312 梶浦　哲平 5:02:421012 ｶｼﾞｳﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 鳴門教育大学鳴門市
2242 谷口　準一 5:02:421013 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｻﾝﾗｲｽﾞﾌｧｰﾑ高知県
2347 近藤　美暁 5:03:181014 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 鳴門市
2349 宍戸　正典 5:03:191015 ｼｼﾄﾞ ﾏｻﾉﾘ 海部郡海陽町
2423 森　行弘 5:03:291016 ﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ クリソス鳴門市
2158 宮島　明人 5:05:041017 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 徳島市
2219 森住　直人 5:05:161018 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾅｵﾄ 吉野川市
2230 河本　潔 5:05:281019 ｶﾜﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪府
2117 久門　等 5:05:391020 ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ 港産業株式会社名西郡神山町
2280 藤井　隆雄 5:05:451021 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｵ 吹田ヘルス大阪府
1580 瀬戸口　正雄 5:06:281022 ｾﾄｸﾞﾁ ﾏｻｵ 葛飾走友会東京都
1194 尾形　雅弘 5:06:591023 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ＴＭＡＣ徳島市
2178 大島　佑矢 5:07:091024 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾔ 徳島市
2005 吉岡　健一 5:07:161025 ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 三井ＲＣ徳島市
2272 山下　恵二 5:07:181026 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ 阿波市
2271 林　径孝 5:07:271027 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾀｶ 阿波市
2453 冨田　裕希 5:07:301028 ﾄﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 海南小学校海部郡海陽町
2249 真鍋　圭吾 5:07:381029 ﾏﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 美馬市
2248 佐藤　隆之 5:07:391030 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 美馬市
1334 石川　剛 5:07:391031 ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ ＴＲＣ美馬市
1713 相坂　佳彦 5:07:461032 ｱｲｻｶ ﾖｼﾋｺ 板野郡藍住町
1727 谷　和仁 5:07:481033 ﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾄ 愛輪海部郡海陽町
1703 浜内　信彰 5:07:481034 ﾊﾏｳﾁ ﾉﾌﾞｱｷ アイリーン海部郡海陽町
2042 三谷　靖二 5:08:081035 ﾐﾀﾆ ｾｲｼﾞ 徳島市
1667 鳥井　毅 5:08:101036 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ 小松島市
1906 玉置　潔 5:08:291037 ﾀﾏｷ ｷﾖｼ 徳島健走会徳島市
2106 小川　傑稔 5:08:501038 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 徳島市
2325 村田　篤志 5:09:151039 ﾑﾗﾀ ｱﾂｼ 阿南市
1826 救仁郷　彬士 5:09:221040 ｸﾆｺﾞｳ ｱｷﾋﾄ 小松島市
1898 久保田　光 5:09:301041 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾙ 広島県
1809 岡本　英樹 5:09:311042 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ ていれぎ愛媛県
1582 吉原　裕二 5:09:341043 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 阿南市
2330 東　利行 5:09:581044 ﾋｶﾞｼ ﾄｼﾕｷ 名西郡石井町
2254 吉尾　卓典 5:09:591045 ﾖｼｵ ﾀｶﾉﾘ 阿南市
2033 宮野　修 5:10:231046 ﾐﾔﾉ ｵｻﾑ 愛知県
2232 梁木　康司 5:10:291047 ﾊﾘｷ ﾔｽｼ ２４航空隊小松島市
2162 辻岡　勝則 5:10:301048 ﾂｼﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ 小松島市
2382 濵　貴文 5:10:361049 ﾊﾏ ﾀｶﾌﾐ ジャパン総研京都府
2192 濱田　圭二 5:11:191050 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ チーム岩倉美馬市
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2244 小路　芳雄 5:11:531051 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｵ ＮＴＴ小松島市
2122 中野　和弘 5:11:551052 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 徳島市
2275 槌谷　弘和 5:12:121053 ﾂﾁﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ いざりラン海部郡美波町
2402 上野　尊嗣 5:12:291054 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 徳島市
2212 徳元　敬治 5:12:301055 ﾄｸﾓﾄ ｹｲｼﾞ かめさんＲＣ徳島市
2208 湯浅　利男 5:12:411056 ﾕｱｻ ﾄｼｵ 徳島市
2100 桂木　健 5:13:131057 ｶﾂﾗｷﾞ ｹﾝ ＮＲＣ阿南市
1977 木村　敬 5:13:271058 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ フル百回楽走会愛知県
2025 斉藤　寛 5:13:421059 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 旭水艇友会愛媛県
2257 松浦　清典 5:13:441060 ﾏﾂｳﾗ ｷﾖﾉﾘ TjP徳島市
2471 乃一　哲也 5:13:471061 ﾉｲﾁ ﾃﾂﾔ 海部郡海陽町
2339 蝶々　一幸 5:13:511062 ﾁｮｳﾁｮ ｶｽﾞﾕｷ 徳島市
1283 細川　一 5:13:541063 ﾎｿｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 鳴門市
2009 山本　武史 5:14:021064 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾌﾐ 阿南市
1666 水口　昇 5:14:261065 ﾐﾅｸﾁ ﾉﾎﾞﾙ 阿南市
2001 西　泰宏 5:14:581066 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 西精工徳島市
2386 前田　佳宏 5:15:401067 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 徳島市
1877 玉置　進 5:15:431068 ﾀﾏｷ ｽｽﾑ 阿南市
2128 中野　茂 5:15:491069 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾙ 徳島市
2466 菊池　茂 5:16:121070 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ ﾄﾚｲﾙﾗﾝ愛媛県
2121 松本　孝功 5:16:161071 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 小松島市
1863 下原　威夫 5:16:321072 ｼﾓﾊﾗ ﾀｹｵ 徳島市
1808 龍田　雅和 5:16:461073 ﾀﾂﾀ ﾏｻｶｽﾞ 那賀町　鷲敷那賀郡那賀町
2017 郡　元治 5:17:071074 ｺｵﾘ ﾓﾄﾊﾙ ＢＯＮＩＴＯ徳島市
2156 佐川　博典 5:17:171075 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 鳴門市
2089 倉垣　義弘 5:17:221076 ｸﾗｶﾞｷ ﾖｼﾋﾛ シェル徳発㈱徳島市
2283 田仲　正明 5:17:251077 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 大阪府
2381 玉置　寛人 5:18:071078 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾄ ＮＲＣ阿南市
2315 岩田　寛 5:18:161079 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ ＥＸＴ愛媛県
1783 山林　宏行 5:18:211080 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛媛県
1956 久米　守之 5:18:291081 ｸﾒ ﾓﾘﾕｷ 日亜ＡＣ阿南市
1946 田中　康三 5:18:321082 ﾀﾅｶ ｺｳｿﾞｳ 公渕走ろう会香川県
2168 前田　英二 5:18:511083 ﾏｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ 鳴門市
2124 和田　郁夫 5:19:011084 ﾜﾀﾞ ｲｸｵ 兵庫県
2467 安田　幸一 5:19:231085 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 兵庫県
2118 岡本　典明 5:19:561086 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ ラボワーク板野郡北島町
1560 佐川　清和 5:20:151087 ｻｶﾞﾜ ｷﾖｶｽﾞ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
2338 姫野　哲也 5:20:201088 ﾋﾒﾉ ﾃﾂﾔ 徳島市
2341 木戸　勝 5:20:411089 ｷﾄﾞ ﾏｻﾙ なし徳島市
2258 八木　眞巳 5:20:511090 ﾔｷﾞ ﾏｻﾐ 板野郡藍住町
2309 西野　弘章 5:20:581091 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ 牛岐ＲＣ香川県
2461 冨田　涼二 5:21:121092 ﾄﾐﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 海部郡海陽町
2259 山越　章生 5:21:151093 ﾔﾏｺｼ ｱｷｵ 徳島市
2292 蔵本　貴之 5:21:391094 ｸﾗﾓﾄ ﾀｶｼ 徳島市
1905 小山　義教 5:22:061095 ｺﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 日本電工阿南市
2398 井関　俊彦 5:22:111096 ｲｾｷ ﾄｼﾋｺ 板野郡上板町
2270 丸岡　稔幸 5:22:271097 ﾏﾙｵｶ ﾄｼﾕｷ 小松島市
2112 清澄　和也 5:22:391098 ｷﾖｽﾐ ｶｽﾞﾔ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ吉野川市
2340 松崎　浩明 5:22:411099 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 阿南市
2240 東　憲司 5:22:561100 ｱｽﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 阿南市
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85 福原　利人 5:23:061101 ﾌｸﾊﾗ ﾄｼﾄ ミントｊｃ大阪府
2135 北　一 5:23:201102 ｷﾀ ﾊｼﾞﾒ 京都府
2191 井上　有 5:23:261103 ｲﾉｳｴ ﾀﾓﾂ 兵庫県
1677 伊沢　祐一 5:23:391104 ｲｻﾜ ﾕｳｲﾁ 徳島県徳島市
2067 佐野　時廣 5:23:401105 ｻﾉ ﾄｷﾋﾛ ﾌﾙ百回楽走会兵庫県
2224 渡川　誠二 5:23:541106 ﾄｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 阿南市
2308 松下　宏幸 5:24:281107 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾕｷ Ｔ　ＭＡＣ板野郡藍住町
2039 白石　泰幸 5:24:431108 ｼﾗｲｼ ﾔｽﾕｷ 愛媛県
2261 白石　克弥 5:24:441109 ｼﾗｲｼ ｶﾂﾔ 徳島市
2376 川本　和也 5:24:491110 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 奈良県
1763 岡川　勉 5:24:571111 ｵｶｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 徳島市
2146 後藤田　健二 5:25:051112 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 板野郡北島町
2218 新田　昌広 5:25:211113 ﾆｯﾀ ﾏｻﾋﾛ 日亜化学工業阿南市
2468 浅田　恒和 5:25:341114 ｱｻﾀﾞ ﾂﾈｶｽﾞ 海部郡海陽町
2394 松岡　壮輔 5:26:171115 ﾏﾂｵｶ ｿｳｽｹ 徳島市
1824 竹治　良介 5:26:301116 ﾀｹｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 小松島市
1823 平本　勇樹 5:26:301117 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 小松島市
1833 北内　賢一 5:26:411118 ｷﾀｳﾁ ｹﾝｲﾁ 徳島市
2449 藤川　守生 5:26:551119 ﾌｼﾞｶﾜ ﾓﾘﾔ 阿南市
2446 山口　大輔 5:27:021120 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 徳島市
2317 島田　雅史 5:27:081121 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 海部郡海陽町
2213 國府　靖 5:27:241122 ｺｸﾌﾞ ﾔｽｼ ＡＺＥＲＯ三重県
1060 三浦　茂貴 5:27:401123 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ 海陽町議会海部郡海陽町
2324 松浦　昭雄 5:27:511124 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｵ 板野郡藍住町
2131 西谷　哲也 5:27:531125 ﾆｼﾀﾆ ﾃﾂﾔ 高知県
2265 川田　真也 5:28:011126 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 無所属大阪府
2133 高橋　武雄 5:28:031127 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 徳島健走会徳島市
1758 三角　和広 5:28:041128 ﾐｽﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ＫＰＵ京都府
2286 田中　昇 5:28:201129 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府
83 稲森　滋 5:28:201130 ｲﾅﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 楽ラン大阪府
2072 秋月　政文 5:28:231131 ｱｷﾂｷ ﾏｻﾌﾐ 徳島市
1792 池田　隼人 5:28:231132 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 大阪府
1092 河部　凌 5:28:241133 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳ 広島県
2229 安田　圭佑 5:28:241134 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 福岡県
2220 孝子　勝 5:28:381135 ｺｳｼ ﾏｻﾙ シザーハンズ兵庫県
2180 寺田　浩之 5:29:121136 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 香川県
2374 橋本　守正 5:29:561137 徳島市
2083 浜　親範 5:30:011138 ﾊﾏ ﾐﾂﾉﾘ 海部郡美波町
1702 前野　拓司 5:30:021139 ﾏｴﾉ ﾀｸｼﾞ アイリーン海部郡海陽町
2198 平口　増夫 5:30:241140 ﾋﾗｸﾁ ﾏｽｵ 小松島市
2409 鵜川　慎二 5:30:451141 ｳｶﾜ ｼﾝｼﾞ 徳島市
2472 北川　功 5:30:521142 ｷﾀｶﾞﾜ ｲｻｵ 海部郡海陽町
2297 野田　章 5:31:401143 ﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 鳴門市
2095 佐藤　恒之 5:32:171144 ｻﾄｳ ﾂﾈﾕｷ TJP徳島市
2205 井上　暁 5:32:341145 ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ 海部郡牟岐町
1741 森　忠之 5:32:491146 ﾓﾘ ﾀﾀﾞﾕｷ 徳島市
1740 犬塚　弘経 5:32:501147 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛﾂﾈ 徳島市
2263 梶　哲也 5:33:031148 ｶｼﾞ ﾃﾂﾔ 板野郡北島町
2367 芥　大貴 5:33:151149 ｱｸﾀ ﾋﾛｷ 香川県
2002 新居　国夫 5:33:251150 ﾆｲ ｸﾆｵ 徳島市
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1086 鈴江　義彦 5:33:371151 ｽｽﾞｴ ﾖｼﾋｺ オンリーワン大阪府
2074 濱本　薫 5:33:441152 ﾊﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 徳島市
1900 本田　智洋 5:34:101153 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 広島県
2126 馬留　寛 5:34:161154 ｳﾏﾄﾞﾒ ﾋﾛｼ りばーさいど徳島市
2442 砂川　盛剛 5:35:051155 ｽﾅｶﾞﾜ ｾｲｺﾞ 阿南市
1768 川田　拓也 5:35:111156 ｶﾜﾀ ﾀｸﾔ 株式会社丸本海部郡海陽町
2255 鈴木　正延 5:35:171157 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 徳島市
1779 中島　明宣 5:35:241158 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾉﾌﾞ 兵庫県
2431 楠本　泰之 5:35:351159 ｸｽﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 徳島市
1714 吉田　秀樹 5:35:391160 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 徳島ラグビーＳ徳島市
2250 黄野　和宏 5:35:441161 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾋﾛ チームあ～る神奈川県
2353 宮越　恵一 5:37:081162 ﾐﾔｺｼ ｹｲｲﾁ 走酔会新潟県
1969 城　翠 5:37:121163 ｼﾞｮｳ ﾓｴｷﾞ 徳島市
2334 小松　真幸 5:38:111164 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 徳島市
2185 新井　勉 5:38:171165 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ クローバー名西郡石井町
2193 宍戸　徹也 5:38:321166 ｼｼﾄﾞ ﾃﾂﾔ 大阪府
1797 星加　幸信 5:39:001167 ﾎｼｶ ﾕｷﾉﾌﾞ ＳＫＥ４８愛媛県
2293 仲村　淳 5:39:261168 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 阿南市
2175 土川　資雄 5:39:571169 ﾂﾁｶﾜ ﾖｼｵ 徳島市
2225 伊丹　敏宏 5:40:121170 ｲﾀﾐ ﾄｼﾋﾛ 阿南市
1960 川上　大介 5:40:131171 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ ＴＪＰ徳島市
1665 東條　輝光 5:40:241172 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾃﾙﾐﾂ ポークチャッピ板野郡松茂町
2443 上杉　忠輝 5:40:341173 ｳｴｽｷﾞ ﾀﾀﾞﾃﾙ 三井造船香川県
1438 西村　正 5:40:481174 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 阿南市
2359 大西　哲史 5:40:531175 ｵｵﾆｼ ｻﾄｼ 阿波市
2373 中道　和生 5:41:081176 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｵ 阿南市
2328 鎌田　文彰 5:41:131177 ｶﾏﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 徳島市
1996 中島　芳文 5:41:281178 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾌﾐ 鳴門市
1930 角村　格 5:41:391179 ｶｸﾑﾗ ｲﾀﾙ ＴＪＰ板野郡藍住町
2306 吉藤　尚 5:41:401180 ﾖｼﾌｼﾞ ﾋｻｼ 徳大TJP徳島市
1669 杉岡　寿紀 5:41:411181 ｽｷﾞｵｶ ﾄｼﾉﾘ 西精工徳島市
2436 岡本　真一 5:41:421182 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 西精工鳴門市
2302 久木　敏彦 5:42:051183 ｸｷ ﾄｼﾋｺ 鈴江病院徳島市
2076 尺長　義憲 5:43:301184 ﾀｹﾅｶﾞ ﾖｼﾉﾘ 阿南市
2273 越智　篤志 5:44:071185 ｵﾁ ｱﾂｼ 愛媛県
2214 毛利　丈志 5:44:171186 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 徳島市
2243 桜田　耕一郎 5:44:341187 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ りばあさいど徳島市
1658 坂口　弘樹 5:44:511188 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 徳島市
2197 小林　吉邦 5:44:531189 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｸﾆ 豊田若園中学校愛知県
1767 吉野　貴史 5:44:591190 ﾖｼﾉ ﾀｶｼ 阿南市
2030 脇　正人 5:45:141191 ﾜｷ ﾏｻﾄ 愛媛県
2182 金川　勝彦 5:45:231192 ｶﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 小松島市
2321 森田　朗 5:45:301193 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ クリソスＲＣ徳島市
1968 内藤　章文 5:45:301194 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾌﾐ 小松島市
1266 今中　克彦 5:45:381195 ｲﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ 武庫川スポーツ兵庫県
1953 土壁　誉志 5:45:461196 ﾂﾁｶﾍﾞ ﾀｶｼ 海部郡牟岐町
2104 土肥　克也 5:45:541197 ﾄﾞﾋ ｶﾂﾔ 美馬市
2209 勘如　博治 5:45:581198 ｶﾝﾆｮ ﾋﾛﾊﾙ 海部郡美波町
2165 大森　淳司 5:46:101199 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝｼﾞ 板野郡北島町
2312 寺尾　裕昭 5:46:111200 ﾃﾗｵ ﾋﾛｱｷ 喜楽の湯徳島市
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順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第５回 徳島･海陽 究極の清流 海部川風流マラソン 平成２５年２月１７日

マラソン男子総合の部

所属クラブ地区名
2120 山岡　功 5:46:581201 ﾔﾏｵｶ ｲｻｵ 徳島市
2390 上田　隆幸 5:47:101202 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 徳島市
2319 山本　真也 5:47:581203 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 徳島県徳島市
2371 秋月　健一 5:48:301204 ｱｷﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 戸田建設㈱徳島市
1912 栗本　孝男 5:48:491205 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｵ 小松島市
2360 新居　民英 5:48:551206 ﾆｲ ﾀﾐﾋﾃﾞ ＴＪＰ徳島市
2226 大和　義幸 5:50:091207 ﾔﾏﾄ ﾖｼﾕｷ ﾊｯﾋﾟｰRD徳島市
2348 菅澤　美廣 5:50:231208 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 徳島市
1847 西宮　治 5:51:051209 ﾆｼﾐﾔ ｵｻﾑ 鞆浦黒潮海部郡海陽町
2392 阪田　真也 5:51:591210 ｻｶﾀ ｼﾝﾔ 板野郡藍住町
2388 橋本　恵二 5:52:371211 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 酔走クラブ徳島市
2138 大野　泰夫 5:53:111212 ｵｵﾉ ﾔｽｵ 徳島市
2401 田村　芳則 5:53:191213 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ビザン臨床検査徳島市
1394 福島　利幸 5:53:251214 ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾕｷ 海部郡海陽町
2085 丸岡　淳也 5:53:321215 ﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ Ｔ．走るんじょ板野郡板野町
2459 長尾　正大 5:54:151216 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾋﾛ 海部郡海陽町
2053 大久保　晴司 5:54:311217 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲｼﾞ 大阪府
2047 神野　好則 5:54:401218 ｼﾞﾝﾉ ﾖｼﾉﾘ 西条市愛媛県
2278 小倉　修二 5:54:551219 ｵｸﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ 海部郡海陽町
2305 遠藤　頼重 5:55:301220 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖﾘｼｹﾞ 鳴門走ろう会鳴門市
2356 畳家　庄一 5:55:331221 ﾀﾀﾐﾔ ｼｮｳｲﾁ 埼玉県
1340 田村　文生 5:55:401222 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｵ 海部郡海陽町
2105 鎌田　周作 5:55:591223 ｶﾏﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 徳島市
1759 石川　敏久 5:56:001224 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋｻ 徳島市
2352 石田　隆雄 5:56:081225 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｵ 板野郡藍住町
1832 東甫　英佑 5:56:221226 ﾄｳﾎﾞ ｴｲｽｹ 阿南市
1634 篠原　一人 5:56:251227 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ ファインショト阿波市
2157 楠本　哲也 5:57:201228 ｸｽﾓﾄ ﾃﾂﾔ 徳島市
1825 加藤　正明 5:57:271229 ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 小松島市
2375 花森　誠二 5:57:591230 ﾊﾅﾓﾘ ｾｲｼﾞ いざりラン徳島市
1807 吉田　元就 5:58:071231 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ 加古川長生館兵庫県
2320 杉本　大輔 5:58:541232 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 阿南市
2139 三好　弘之 5:59:551233 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ T.走るんじょ板野郡上板町
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