
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

登録男子の部

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
6 端本　進 2:45:313 ﾊﾀﾓﾄ ｽｽﾑ JR貨物広島広島県
12 大西　和也 2:47:114 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ 名西郡陸協名西郡石井町
16 岩佐　保昭 2:48:175 ｲﾜｻ ﾔｽｱｷ 第２４航空隊阿南市
11 山本　孝治 2:48:386 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 名西ＲＣ板野郡藍住町
13 大上　義仁 2:50:297 ｵｵｳｴ ﾖｼﾋﾄ 徳島市
20 西野　雅文 2:53:148 ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 王子製紙阿南市
38 楠本　憲司 2:53:249 ｸｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 徳島ＡＣ徳島市
15 武市　篤 2:56:4810 ﾀｹｲﾁ ｱﾂｼ 日亜化学阿南市
28 上田　崇文 2:58:5011 ｳｴﾀ ﾀｶﾌﾐ 徳島ＡＣ徳島市
30 坂東　昭佳 2:59:2812 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ 吉野川市陸協吉野川市
7 河野　譲 2:59:3613 ｺｳﾉ ﾕｽﾞﾙ 大阪府
24 平野　正臣 3:01:2514 ﾋﾗﾉ ﾏｻｵﾐ アグレッシブ徳島市
49 森　浩二 3:01:4415 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 板野郡陸協板野郡松茂町
40 畑瀬　英史 3:03:0316 ﾊﾀｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＴＥＡＭ★大虎山口県
32 佐野　正明 3:04:2517 ｻﾉ ﾏｻｱｷ ＴＥＡＭ★大虎板野郡北島町
26 森本　章 3:04:3718 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ 板野郡藍住町
4 吉田　侑祐 3:04:4919 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 日亜化学阿南市
47 沖塩　豊武 3:09:4820 ｵｷｼｵ ﾄﾖﾑ ラン部大阪府
75 小松　誠 3:13:2521 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ むろとRC高知県
50 喜多谷　栄治 3:13:3922 ｷﾀﾔ ｴｲｼﾞ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
41 下地　崇弘 3:14:0423 ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 香川マスターズ香川県
22 時谷　俊寛 3:14:2124 ﾄｷﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ 徳島城山ＲＣ徳島市
45 阿部　二郎 3:14:2825 ｱﾍﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都
64 大野　慎太郎 3:16:4826 ｵｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 京都陸協京都府
14 大西　岳人 3:17:1627 ｵｵﾆｼ ｶﾞｸﾄ 伊予銀行愛媛県
33 河本　啓二 3:18:2228 ｺｳﾓﾄ ｹｲｼﾞ 吹田ヘルス大阪府
23 本村　健一郎 3:18:4029 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪陸協大阪府
54 柳生　高広 3:20:4130 ﾔｷﾞｭｳ ﾀｶﾋﾛ 吹田ヘルス大阪府
48 今村　悟朗 3:21:4931 ｲﾏﾑﾗ ｺﾞﾛｳ 三菱化学香川県
25 谷本　聖二 3:22:2032 ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 綾川ＡＣ香川県
27 栗田　正彦 3:22:4533 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋｺ 湘南ＲＳ神奈川県
52 岩崎　勉 3:23:3634 ｲﾜｻｷ ﾂﾄﾑ 大阪陸協大阪府
46 小川　徹 3:23:4435 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 楽ラン大阪府
19 粟飯原　祥行 3:23:5236 ｱｲﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 名西郡陸協名西郡石井町
60 今西　源市 3:24:5037 ｲﾏﾆｼ ｹﾞﾝｲﾁ 宇和島陸協愛媛県
31 伊藤　宏文 3:35:4538 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 上水内陸協長野県
56 前田　博幸 3:35:5239 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 徳島城山RC徳島市
58 加賀　洋一 3:35:5340 ｶｶﾞ ﾖｳｲﾁ 吹田ヘルス大阪府
62 中村　重彦 3:36:5141 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ 川西持久走研究兵庫県
68 島田　敏司 3:39:3442 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪ランジョグ大阪府
70 富山　速雄 3:39:3943 ﾄﾐﾔﾏ ﾊﾔｵ 吹田ヘルス大阪府
34 橋本　英明 3:39:5344 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 徳島ＡＣ板野郡藍住町
65 山口　達夫 3:43:1745 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｵ 吹田ヘルス大阪府
74 風間　務 3:43:5846 ｶｻﾞﾏ ﾂﾄﾑ 吹田ヘルス大阪府
55 前　喜裕 3:45:0347 ﾏｴ ﾖｼﾋﾛ ミズノ大阪府
43 中谷　穣 3:45:1848 ﾅｶﾀﾆ ﾕﾀｶ 大阪ミントＪＣ大阪府
81 山本　洋史 3:45:5049 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ むろとRC高知県
59 三好　寿和 3:46:5950 ﾐﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ チーム練板野郡藍住町
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35 清水　英治 3:47:5951 ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 徳島市陸協徳島市
8 山平　和也 3:50:2152 ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ 勝浦郡勝浦町
37 主原　昭 3:54:4253 ｼｭﾊﾗ ｱｷﾗ 大阪府
57 坂東　良晃 3:55:4654 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ バカロード徳島市
71 上杉　明人 3:57:3755 ｳｴｽｷﾞ ｱｷﾋﾄ かめさんＲ鳴門市
84 毛利　直樹 3:59:1356 ﾓｳﾘ ﾅｵｷ 吹田ヘルス大阪府
78 綾　康行 3:59:2057 ｱﾔ ﾔｽﾕｷ 綾川ＡＣ香川県
61 宮田　修 3:59:4358 ﾐﾔﾀ ｵｻﾑ 川北百笑RC高知県
42 佐藤　友久 4:09:2059 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 吹田ヘルス大阪府
2 坂口　博信 4:10:1160 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 那賀郡陸協那賀郡那賀町
77 上岡　誠 4:10:1561 ｳｴｵｶ ﾏｺﾄ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
17 近藤　和史 4:11:2662 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾌﾐ 浪速AC大阪府
66 古瀬　康彦 4:14:4863 ﾌﾙｾ ﾔｽﾋｺ 東京都
79 小島　一夫 4:16:5264 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 樂走組栃木県
76 中道　進武 4:18:1765 ﾅｶﾐﾁ ｽｽﾑ 吹田ヘルス大阪府
72 倉本　武春 4:20:1166 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 桃太郎夢クラブ岡山県
67 十河　直樹 4:23:2367 ｿｺﾞｳ ﾅｵｷ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ岡山県
82 鎌田　紀美男 4:24:4768 ｶﾏﾀﾞ ｷﾐｵ 函館五稜郭病院北海道
86 森口　哲夫 4:32:1369 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾃﾂｵ むろとRC高知県
36 岡田　年雅 4:42:5270 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾏｻ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
90 石川　晴朗 4:44:2971 ｲｼｶﾜ ｾｲﾛｳ もうええねん。兵庫県
85 福原　利人 5:23:0672 ﾌｸﾊﾗ ﾄｼﾄ ミントｊｃ大阪府
83 稲森　滋 5:28:2073 ｲﾅﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 楽ラン大阪府
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