
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

男子40歳代の部

所属クラブ地区名
3 湯口　武夫 2:38:221 ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ 阿波製紙阿南市

1006 宮城　要 2:42:092 ﾐﾔｷﾞ ｶﾅﾒ 輝走倶楽部兵庫県
6 端本　進 2:45:313 ﾊﾀﾓﾄ ｽｽﾑ JR貨物広島広島県
11 山本　孝治 2:48:384 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 名西ＲＣ板野郡藍住町
1079 鳴滝　剛 2:49:585 ﾅﾙﾀｷ ﾀｹｼ 小松島市
13 大上　義仁 2:50:296 ｵｵｳｴ ﾖｼﾋﾄ 徳島市
1007 高橋　健文 2:51:477 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾌﾐ 徳島赤十字病院小松島市
1032 成川　琢治 2:52:398 ﾅﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ 小松島市
1099 田村　直樹 2:53:509 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 阿南市
1019 中島　拓也 2:53:5710 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾔ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
1203 福田　健治 2:55:3011 ﾌｸﾀ ｹﾝｼﾞ 海部郡牟岐町
1039 新田　哲弘 2:55:4612 ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ 新田米穀店徳島市
2037 森岡　宣昭 2:55:5113 ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ 四国計測工業阿南市
1024 後藤　雅史 2:55:5714 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 阿波市
1016 湯浅　貴之 2:56:0815 ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ はるか・ともか徳島市
1013 西坂　宅雄 2:56:1916 ﾆｼｻｶ ﾀｸｵ 京都府
1219 大門　康介 2:59:1217 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾔｽｽｹ 徳島市
30 坂東　昭佳 2:59:2818 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ 吉野川市陸協吉野川市
1376 二宮　信一 3:01:3519 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ 愛媛県
49 森　浩二 3:01:4420 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 板野郡陸協板野郡松茂町
1062 木村　正文 3:02:0021 ｷﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 徳島市
1139 土壁　茂喜 3:02:1722 ﾂﾁｶﾍﾞ ｼｹﾞｷ 海部郡海陽町
1064 渡辺　正明 3:02:2123 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ ＨＯＵＯＵ阿南市
40 畑瀬　英史 3:03:0324 ﾊﾀｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＴＥＡＭ★大虎山口県
1080 長　政憲 3:03:1025 ﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 富山県庁富山県
1018 外山　昇 3:03:5526 ﾄﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ かめさんＲＣ徳島市
1071 佐古　吉男 3:05:4827 ｻｺ ﾖｼｵ ＴＲＣ阿波市
1104 藤本　聖 3:06:0528 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 四国機電徳島市
1049 石動　良尚 3:08:1929 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 徳島かめＲＣ徳島市
1041 田中　威吏 3:08:2330 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 綾川ＡＣ香川県
1046 原　宏章 3:08:4831 ﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 徳島かめＲＣ名西郡神山町
47 沖塩　豊武 3:09:4832 ｵｷｼｵ ﾄﾖﾑ ラン部大阪府
1021 逢坂　和幸 3:12:1233 ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾕｷ マラトナ徳島市
1010 伊藤　弘一 3:12:1334 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 醍醐山愛好会京都府
1068 三谷　龍史 3:12:3935 ﾐﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 徳島市
1054 中道　竜也 3:12:5036 ﾅｶﾐﾁ ﾀﾂﾔ 小松島市
1023 近藤　道広 3:12:5037 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ ランチタイムＲ徳島市
1128 瀬尾　圭司 3:13:2338 ｾｵ ｹｲｼﾞ ハッピーＲＤ徳島市
1145 井上　英紀 3:13:3939 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｷ ＴＥＡＭ★大虎板野郡藍住町
1073 澤本　修 3:13:4940 ｻﾜﾓﾄ ｵｻﾑ ＴＥＡＭ★大虎板野郡藍住町
1136 佐藤　勝之 3:13:5341 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ 徳島市
41 下地　崇弘 3:14:0442 ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 香川マスターズ香川県
1095 熊谷　和也 3:16:3743 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 愛媛県
64 大野　慎太郎 3:16:4844 ｵｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 京都陸協京都府
1131 小谷　隆博 3:17:3345 ｺﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ ＴＪＰ徳島市
1188 助岡　篤 3:18:1146 ｽｹｵｶ ｱﾂｼ まかせとけ阿南市
23 本村　健一郎 3:18:4047 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪陸協大阪府
1189 新居　義規 3:18:4548 ﾆｲ ﾖｼﾉﾘ 那賀郡那賀町
1124 佐久間　悟 3:18:5649 ｻｸﾏ ｻﾄﾙ 波紋疾走！愛知県
1241 田辺　利之 3:18:5950 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ たんべＲＣ徳島市
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1037 八幡　謙一郎 3:19:0251 ﾔﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ たんべＲＣ徳島市
1313 松下　寛興 3:19:1052 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵｷ 三好市
1065 住友　勝次 3:19:2153 ｽﾐﾄﾓ ｶﾂｼﾞ 阿波市役所阿波市
1130 米田　実 3:21:3154 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ たんべＲＣ徳島市
48 今村　悟朗 3:21:4955 ｲﾏﾑﾗ ｺﾞﾛｳ 三菱化学香川県
1144 甘利　哲也 3:22:1556 ｱﾏﾘ ﾃﾂﾔ 徳島市
25 谷本　聖二 3:22:2057 ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 綾川ＡＣ香川県
1352 光永　美智也 3:22:3458 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾔ 阿波市
1223 中川　紳二郎 3:23:2859 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞﾛｳ ＢＯＮＩＴＯ徳島市
1332 井上　盛之 3:23:3360 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾕｷ 香川県
52 岩崎　勉 3:23:3661 ｲﾜｻｷ ﾂﾄﾑ 大阪陸協大阪府
46 小川　徹 3:23:4462 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 楽ラン大阪府
1204 延原　弘 3:24:2463 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 徳島市
1168 池添　敬介 3:24:3364 ｲｹｿﾞｴ ｹｲｽｹ 阿南市
1247 市山　浩史 3:24:4265 ｲﾁﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 小松島市
1119 佐藤　幸司 3:25:4266 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ヴォルサポＲＣ三好郡東みよ
1293 前川　伸二 3:26:0067 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 鳴門市
1066 山北　雅則 3:26:5568 ﾔﾏｷﾀ ﾏｻﾉﾘ メックＲＣ徳島市
1056 川村　俊明 3:27:0169 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 京都府
1269 吉田　茂人 3:27:2070 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄ シスラボＡＣ三重県
1443 矢野　芳茂 3:27:2871 ﾔﾉ ﾖｼｼｹﾞ 月見ヶ丘ＲＣ鳴門市
1345 須藤　利幸 3:27:4372 ｽﾄｳ ﾄｼﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎板野郡北島町
1400 幸山　敦 3:28:0673 ｺｳﾔﾏ ｱﾂｼ チーム会下鳥取県
1292 知野　秀樹 3:28:1074 ﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ 宮田懸走会美馬市
1072 桑子　武之 3:28:1475 ｸﾜｺ ﾀｹﾕｷ のむぎの木小松島市
1143 阿利　宗志 3:28:1576 ｱﾘ ﾋﾛﾕｷ 鷲敷中ＰＴＡ那賀郡那賀町
1263 米田　幸弘 3:28:2277 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 徳島市
1397 濱田　康宏 3:28:2378 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
1333 伊藤　英司 3:28:3079 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ Ａ－ＲＵＮ千葉県
1749 橘　則宏 3:28:3780 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾘﾋﾛ 徳島市
1214 小松　孝広 3:28:4081 ｺﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 高知県
1116 川上　雄二 3:28:4182 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ シルベスト徳島市
1169 古賀　欽也 3:28:4583 ｺｶﾞ ｷﾝﾔ 桜組愛媛県
1343 保田　雅治 3:28:4884 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 海上自衛隊阿南市
1226 伴　威史 3:29:1585 ﾊﾞﾝ ﾀｹｼ 大阪府
1108 大坪　敏男 3:29:2586 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼｵ プラズマＲＣ徳島市
1148 田村　和章 3:29:2887 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 徳島県庁ＪＣ徳島市
1419 西川　智明 3:29:3388 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 阿南市
1416 平田　直行 3:30:0089 ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ 石井さくら色名西郡石井町
1424 大西　敬人 3:30:0490 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾄ 徳島市
1002 四宮　淳一 3:30:1991 ｼﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾁｰﾑ三愛阿南市
1256 中田　勉 3:30:3992 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ パルテック阿南市
1476 島田　隆 3:31:0993 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 大日本住友製薬香川県
1428 山野　隆弘 3:31:5494 ﾔﾏﾉ ﾀｶﾋﾛ 香川県
1009 木村　進 3:31:5595 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ 吉野川市
1467 川下　伸二 3:31:5996 ｶﾜｼﾀ ｼﾝｼﾞ なし小松島市
1338 古山　建司 3:32:5397 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ GO WILD阿南市
1623 林　勇 3:33:4498 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ 吉野川市
1233 十日市　哲弥 3:33:4799 ﾄｵｶｲﾁ ﾃﾂﾔ アグレッシブ板野郡北島町
1301 山口　文徳 3:34:02100 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾉﾘ ＴＯＳＣ徳島市
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1240 川原　孝文 3:34:41101 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ ﾏﾗﾄﾅ徳島市
58 加賀　洋一 3:35:53102 ｶｶﾞ ﾖｳｲﾁ 吹田ヘルス大阪府
1209 久保　敏彦 3:36:06103 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋｺ ライト工業愛媛県
1321 笠井　新二 3:36:57104 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ TEAM★大虎板野郡藍住町
1410 藪下　真吾 3:37:50105 ﾔﾌﾞｼﾀ ｼﾝｺﾞ 極真空手兵庫兵庫県
1336 榎　公博 3:37:57106 ｴﾉｷ ｷﾐﾋﾛ チームこまち徳島市
1463 深見　善広 3:38:45107 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 吉野川市
1210 三好　要 3:39:25108 ﾐﾖｼ ｶﾅﾒ 愛媛伊方体協愛媛県
1311 岩本　宗厳 3:39:38109 ｲﾜﾓﾄ ﾑﾈﾖｼ 阿波製紙小松島市
1606 酒井　太郎 3:39:46110 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 大阪府
1335 佐藤　宣明 3:39:56111 ｻﾄｳ ｾﾝﾒｲ 徳島市
1638 杉本　高章 3:40:54112 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ 徳島市
1171 小川　英寿 3:41:14113 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 3:41:18114 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ サンポートＦＲ香川県
2474 山田　和人 3:41:19115 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ＨＯＲＡＩ海部郡海陽町
1254 喜羽　宏明 3:41:28116 ｷﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 県庁バドクラブ吉野川市
2462 川田　龍一 3:41:33117 ｶﾜﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高知県
1325 桑原　良仁 3:41:43118 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 徳島市
1200 山本　丈晴 3:42:04119 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 那賀郡那賀町
1482 三木　孝浩 3:42:20120 ﾐｷ ﾀｶﾋﾛ 日亜ＮＲＣ阿南市
1513 大沼　秀一郎 3:43:00121 ｵｵﾇﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ＮＴＴ西日本徳島市
1368 宇賀　孝司 3:43:31122 ｳｶ ﾀｶｼ チームタボ高知県
1205 小川　謙吾 3:43:39123 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ 名西郡石井町
1212 石田　早人 3:44:11124 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾋﾄ かつうらクラブ勝浦郡勝浦町
1271 福永　勝彦 3:44:26125 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ 徳島市
1784 土井　卓 3:44:31126 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ 徳島市
1327 市原　浩晃 3:44:37127 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ とくしま風駆組小松島市
1015 平　圭介 3:45:01128 ﾀｲﾗ ｹｲｽｹ ＧＯ　ＷＩＬＤ阿南市
55 前　喜裕 3:45:03129 ﾏｴ ﾖｼﾋﾛ ミズノ大阪府
1358 三宅　宣雅 3:45:38130 ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞﾏｻ 愛媛県
1461 STEPHEN　KARUNGARU 3:46:22131 ｽﾃﾌｧﾝ ｶﾙﾝｹﾞﾙ 徳島市
1836 馬見　隆 3:46:22132 ｳﾏﾐ ﾀｶｼ 海部郡美波町
1612 中山　雅雄 3:47:07133 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｵ ＦＲＣ東京東京都
1542 近藤　秀樹 3:47:21134 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 吉野川市陸協吉野川市
1320 森　秋穂 3:47:38135 ﾓﾘ ｼｭｳﾎ 板野郡松茂町
1289 杉山　昭彦 3:47:59136 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＴＪＰ徳島市
35 清水　英治 3:47:59137 ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 徳島市陸協徳島市
1408 奥谷　繁伸 3:48:18138 ｵｸﾀﾆ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 板野郡板野町
1228 犬伏　宣栄 3:48:21139 ｲﾇﾌﾞｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 徳島市
2470 山口　正吾 3:48:29140 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 高知県
1216 福井　竜吉 3:48:47141 ﾌｸｲ ﾀﾂﾖｼ 兵庫県
1864 稲村　茂雄 3:48:47142 ｲﾅﾑﾗ ｼｹﾞｵ 板野郡藍住町
1539 石田　登 3:49:02143 ｲｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府
1284 浅野　武弘 3:49:19144 ｱｻﾉ ﾀｹﾋﾛ 阿波市
1221 廣川　伸一 3:49:28145 ﾋﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ ＲＣ勝山大阪府
1545 深谷　秀貴 3:49:32146 ﾌｶﾔ ﾋﾃﾞｷ ふかふか板野郡北島町
1278 前田　俊一 3:49:38147 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲﾁ 月見ヶ丘板野郡北島町
1296 尾崎　栄治 3:49:53148 ｵｻﾞｷ ｴｲｼﾞ チーム仕上阿南市
1889 横田　敏弘 3:50:04149 ﾖｺﾀ ﾄｼﾋﾛ 鷲敷ランニング阿南市
1384 藤森　祐二 3:50:20150 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｲ 徳島市
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1314 石川　琢己 3:50:23151 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 徳島市
1640 奥山　智司 3:50:32152 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪府
1685 港　和志 3:50:41153 ﾐﾅﾄ ｶｽﾞｼ 徳島甘党倶楽部徳島市
1528 町田　元成 3:50:45154 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ 兵庫県
1985 松本　剛 3:50:49155 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 大阪府
1329 角元　真二 3:50:50156 ｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 北畠ﾗｲｵﾝｽﾞ板野郡北島町
1695 大久保　茂格 3:50:59157 ｵｵｸﾎﾞ ｼｹﾞﾉﾘ ハック徳島市
1630 前田　伸二 3:51:01158 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 鳴門病院徳島市
1061 山下　高生 3:51:15159 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｵ マラトナ徳島市
1553 清田　秀郎 3:51:16160 ｷﾖﾀ ﾋﾃﾞｵ ふりー徳島市
1432 駿地　幸一郎 3:51:23161 ｽﾙｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 徳島市
2303 岡林　裕司 3:51:26162 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅ高知県
1264 徳永　雅彦 3:51:58163 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ 徳島市
1474 井上　清志 3:52:00164 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ 阿南市
1085 吉川　正治 3:52:16165 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 3:52:19166 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ 吉野川市
1899 豊田　一宏 3:52:29167 ﾄﾖﾀ ｶｽﾞﾋﾛ チャレンジマラ広島県
1607 土居　雄作 3:52:47168 ﾄﾞｲ ﾕｳｻｸ 高知県
1491 吉岡　優 3:52:55169 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾙ 日亜ＮＲＣ名西郡石井町
1489 加藤　靖博 3:53:05170 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 日亜ＲＣ阿南市
1310 旭　哲哉 3:53:25171 ｱｻﾋ ﾃﾂﾔ ＴＳＫ徳島市
1276 島　光由 3:53:33172 ｼﾏ ﾐﾂﾖｼ ＡＰ阿南市
1407 浦　康憲 3:53:44173 ｳﾗ ﾔｽﾉﾘ マラトナ阿南市
1460 黒崎　隆夫 3:53:47174 ｸﾛｻｷ ﾀｶｵ 徳島市
1616 津川　武弘 3:54:03175 ﾂｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 徳島市
2460 冨永　貴嗣 3:54:03176 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｼ 徳島市
1110 江﨑　和之 3:54:11177 ｴｻﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 海部郡海陽町
1434 橋本　謙介 3:54:49178 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ みずほ調剤薬局香川県
1914 記本　浩徳 3:54:50179 ｷﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 山本光学板野郡藍住町
1572 佐藤　俊徳 3:54:51180 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 徳島市
1117 丸山　幸弘 3:54:54181 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 農研クラブ名西郡石井町
1711 横山　純一 3:55:07182 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＴＳＵＲＵＧＩ板野郡松茂町
1067 笹岡　憲司 3:55:12183 ｻｻｵｶ ｹﾝｼﾞ 吉本運送板野郡板野町
1001 斉藤　龍太 3:55:34184 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 3:55:36185 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 日亜ＲＣ鳴門市
1603 野村　卓也 3:55:39186 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 阿南市
1664 栗本　正英 3:55:45187 ｸﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 阿南市
57 坂東　良晃 3:55:46188 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ バカロード徳島市
1504 坂野　良文 3:55:49189 ｻｶﾉ ﾖｼﾌﾐ 徳島市
1288 井崎　博文 3:56:11190 ｲｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ チームドエム徳島市
1287 樫原　茂 3:56:17191 ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 徳島市
1472 川田　健二 3:56:25192 ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 板野郡藍住町
1487 喜多　佳英 3:56:42193 ｷﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 板野郡藍住町
1341 橋本　芳幸 3:56:55194 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 西精工（株）吉野川市
1496 三木　康正 3:57:08195 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ かめさんＲＣ吉野川市
1683 高井　真 3:57:12196 ﾀｶｲ ﾏｺﾄ バンバン四国香川県
1173 弘瀬　賢一 3:57:39197 ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ 伏見Ｒ交流会京都府
1305 松英　雅俊 3:57:43198 ﾏﾂｴ ﾏｻﾄｼ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
1470 鎌田　雄介 3:57:51199 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ★大虎鳴門市
1348 森本　忠義 3:58:03200 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 3:58:05201 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県
1146 高野　一俊 3:58:06202 ﾀｶﾉ ﾀｽﾞﾄｼ 横浜MM NR小松島市
2022 岡田　正弘 3:58:14203 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 徳島市
1356 塩見　康 3:58:19204 ｼｵﾐ ﾔｽｼ 帝人の４０３愛媛県
1574 福山　佐登至 3:58:21205 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ 港産業株式会社板野郡松茂町
1390 鎌田　昌紀 3:58:30206 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 大塚ワジキ小松島市
1430 吉田　幸二 3:58:38207 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 板野郡藍住町
1514 中野　正敏 3:58:41208 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ 徳島市
1715 萩野　鉄男 3:58:54209 ﾊｷﾞﾉ ﾃﾂｵ ｈｋ阿南市
1502 笠井　省宜 3:59:03210 ｶｻｲ ﾖｼﾉﾘ プラズマＲＣ小松島市
1707 吉積　正彦 3:59:07211 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾏｻﾋｺ 阿南市
1878 都築　貴裕 3:59:11212 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 徳島市
1786 近藤　民好 3:59:11213 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐﾖｼ ボラチートス愛媛県
1318 高原　茂之 3:59:12214 ﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ チームドエム徳島市
1315 西原　信行 3:59:25215 ﾆｼﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 壮年宮地会兵庫県
1827 神﨑　匡司 3:59:25216 ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻｼ 高知県
1831 川﨑　正展 3:59:28217 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 京都府
1464 宇田　圭祐 3:59:33218 ｳﾀﾞ ｹｲｽｹ 板野郡北島町
1141 マクドナルド　アン 3:59:39219 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｱﾝｶﾞｽ ＫＡＭＥＳＡＮ小松島市
1398 堀川　秀司 4:00:07220 ﾎﾘｶﾜ ｼｭｳｼﾞ ランラン広島県
1772 久米　秀治 4:00:29221 ｸﾒ ｼｭｳｼﾞ ＮＪＣ板野郡松茂町
1653 遠藤　博文 4:01:28222 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 石井さくら色５徳島市
1360 川原　正英 4:01:29223 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 徳島市
1053 島田　真悟 4:02:31224 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ５６ＲＣ小松島市
1529 細川　芳宏 4:03:08225 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 徳島市
1578 高山　和浩 4:03:14226 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県
1999 堀本　泰男 4:04:52227 ﾎﾘﾓﾄ ﾔｽｵ 小松島市
1512 松島　永正 4:05:12228 ﾏﾂｼﾏ ﾅｶﾞﾏｻ 西精工㈱吉野川市
2007 芝田　勝 4:05:23229 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾙ 兵庫県
1860 清水　克樹 4:06:13230 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ 板野郡上板町
1756 松島　潔 4:06:32231 ﾏﾂｼﾏ ｷﾖｼ 徳島市
1601 小森　幸治 4:07:41232 ｺﾓﾘ ｺｳｼﾞ 香川県
1890 山川　和也 4:08:01233 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 姫野組☆走り隊阿南市
1403 加賀　昭宏 4:08:10234 ｶｶﾞ ｱｷﾋﾛ 第一化成ＤＡＣ兵庫県
2008 石崎　貴弘 4:08:32235 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大鵬薬品工業鳴門市
1993 竹本　道裕 4:08:39236 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ 海部郡牟岐町
1595 浜口　生男 4:08:44237 ﾊﾏｸﾞﾁ ｲｸｵ 阿南市
1568 谷　健二 4:09:29238 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 兵庫県
1484 藤田　繁和 4:09:48239 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｶｽﾞ ＯＰＲＣ鳴門市
1661 久保田　博 4:09:50240 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 徳島市
2260 乾　保夫 4:10:00241 ｲﾇｲ ﾔｽｵ うきよ阿南市
1546 真本　誠喜 4:10:30242 ｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ ＯＭＨ小松島市
1386 井利元　裕哉 4:10:38243 ｲﾘﾓﾄ ﾋﾛﾔ 阿南市
1682 得重　仁 4:10:54244 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾄｼ 徳島市
1725 三木　伸浩 4:11:24245 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＴＲＣ阿波市
1689 増田　隆 4:11:38246 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 四電ﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ香川県
1518 長谷川　茂松 4:12:15247 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾏﾂ ハムちゃんズ徳島市
1817 木下　学 4:12:34248 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ 美馬市
1983 綾羽　洋一 4:12:47249 ｱﾔﾊ ﾖｳｲﾁ Ｐｏｔｔｏｄｅ鳴門市
1680 貞野　誠二 4:12:48250 ｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ ㈲さだの釣具店吉野川市

Print : 2013/02/18 17:56:38 5 / 9 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

男子40歳代の部

所属クラブ地区名
1954 宮田　輝仁 4:12:50251 ﾐﾔﾀ ﾃﾙﾋﾄ 徳島市
1735 天野　誠 4:12:57252 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 兵庫県
1549 西岡　英二 4:13:09253 ﾆｼｵｶ ｴｲｼﾞ 板野郡北島町
1490 近藤　正人 4:13:17254 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ クリソス徳島市
1229 河野　博之 4:13:17255 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ さくら色５４会名西郡石井町
1754 井内　康夫 4:13:20256 ｲｳﾁ ﾔｽｵ 鴨島イレブン吉野川市
1976 森　康弘 4:13:34257 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
1962 佐藤　久夫 4:13:39258 ｻﾄｳ ﾋｻｵ 茨城県
2421 粟田　浩史 4:13:59259 ｱﾜﾀ ﾋﾛﾌﾐ 小松島市
1652 北尾　哲也 4:14:17260 ｷﾀｵ ﾃﾂﾔ 松山東高校愛媛県
1556 石川　慎士 4:14:20261 ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 木更津業務隊千葉県
1668 樫詰　茂 4:14:36262 ｶｼﾂﾞﾒ ｼｹﾞﾙ 西精工徳島市
1259 久次米　陽一 4:14:45263 ｸｼﾞﾒ ﾖｳｲﾁ 徳島市
1869 栗原　隆 4:15:22264 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ Ｂａｎｃｈａｎ香川県
1910 鶴野　敏行 4:15:35265 ﾂﾙﾉ ﾄｼﾕｷ コンスト２２徳島市
1102 森本　裕文 4:15:55266 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 小松島市
1494 徳永　博志 4:16:05267 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ いぶたんす徳島市
1947 高尾　大作 4:16:39268 ﾀｶｵ ﾀﾞｲｻｸ 徳島市
79 小島　一夫 4:16:52269 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 樂走組栃木県
2427 美記　博 4:17:00270 ﾐｷ ﾋﾛｼ 徳島市
1165 谷脇　克利 4:17:31271 ﾀﾆﾜｷ ｶﾂﾄｼ KSKﾏﾗｿﾝ倶楽部海部郡海陽町
1979 平尾　芳彰 4:18:42272 ﾋﾗｵ ﾖｼｱｷ 鳴門市
1098 阿部　勲 4:18:45273 ｱﾍﾞ ｲｻｵ 阿南市
1981 長江　将史 4:18:49274 ﾅｶﾞｴ ﾏｻﾌﾐ Ｐｏｔｔｏｄｅ徳島市
1820 野口　徹 4:19:20275 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 那賀郡那賀町
1202 大岩　秀次 4:19:58276 ｵｵｲﾜ ｼｭｳｼﾞ 川崎しわしわＪ三好市
2150 藤門　真二 4:20:08277 ﾌｼﾞｶﾄﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県
1611 川本　和彦 4:20:40278 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 東京都
1893 春田　靖浩 4:20:58279 ﾊﾙﾀ ﾔｽﾋﾛ 日亜ＲＣ徳島市
2217 大和　康二 4:21:04280 ﾔﾏﾄ ｺｳｼﾞ 小松島市
1450 三輪　貴志 4:21:12281 ﾐﾜ ﾀｶｼ 楽ラン徳島市
2166 大西　仁史 4:21:19282 ｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ 黒犬チーム板野郡北島町
1447 土肥　浩敬 4:22:04283 ﾄﾞﾋ ﾋﾛﾉﾘ 田中木材工業㈱阿南市
2196 岸本　実 4:22:44284 ｷｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ ｳﾞｫﾙｻﾎﾟRC鳴門市
1955 寒川　広一 4:23:19285 ｶﾝｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 板野郡松茂町
67 十河　直樹 4:23:23286 ｿｺﾞｳ ﾅｵｷ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ岡山県
1913 春木　尚登 4:23:59287 ﾊﾙｷ ﾋｻﾄ 徳島市
2107 深坂　正弘 4:24:38288 ﾌｶｻｶ ﾏｻﾋﾛ 大阪府
1951 林　成彦 4:25:21289 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋｺ 岡山県
1722 重田　正人 4:25:30290 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄ ニッセイ徳島徳島市
2438 延口　陽一 4:26:22291 ﾉﾌﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 阿南市
1952 矢野　正康 4:26:31292 ﾔﾉ ﾏｻﾔｽ 広陵小学校兵庫県
2473 兼田　通孝 4:26:39293 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ 徳島市
1492 高田　登 4:26:39294 ﾀｶﾀ ﾉﾎﾞﾙ 徳島市
2387 濱　良和 4:26:52295 ﾊﾏ ﾖｼｶｽﾞ 徳島市
2444 久米　利章 4:26:52296 ｸﾒ ﾄｼﾌﾐ 愛媛県
1734 盛田　英治 4:26:57297 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ 長野走ろう会長野県
1393 和田　健一 4:27:00298 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県
1873 沖本　康太 4:27:09299 ｵｷﾓﾄ ｺｳﾀ 兵庫県
1932 日下　貴雄 4:27:13300 ｸｻｶ ﾀｶｵ ジェイテクト板野郡藍住町
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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

男子40歳代の部

所属クラブ地区名
1886 八木　悟 4:27:34301 ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 鳴門市
1995 葛西　雅嗣 4:27:39302 ｶｯｻｲ ﾏｻﾂｸﾞ 徳島市
2108 前田　健一 4:27:59303 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ＮＲＣ阿南市
1948 林　知之 4:29:30304 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 鳴門市
2084 鹿間　聖 4:29:32305 ｼｶﾏ ｱｷﾗ 兵庫県
2111 新宮　正裕 4:29:41306 ﾆｲﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ 栗林うどん徳島市
1858 福岡　孝博 4:29:58307 ﾌｸｵｶ ﾀｶﾋﾛ 板野郡北島町
1357 三宅　東隆 4:30:02308 ﾐﾔｹ ﾊﾙﾀｶ 広島県
1628 居村　伸二 4:33:03309 ｲﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 海部郡牟岐町
1933 岡崎　政徳 4:35:09310 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 徳島市
1621 柳生　誠志 4:35:57311 ﾔｷﾞｭｳ ｾｲｼﾞ 大阪府
2003 片山　貞夫 4:36:10312 ｶﾀﾔﾏ ｻﾀﾞｵ 徳島市
1918 町田　純一 4:36:16313 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ こうち生協高知県
1888 渡邊　創 4:38:22314 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 東京都
1916 泉　正文 4:39:05315 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ 徳島市
2366 竹田　雅信 4:39:42316 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 美馬市
2115 逢坂　好男 4:39:50317 ｵｵｻｶ ﾖｼｵ 鳴門市
2351 島川　貴照 4:40:56318 ｼﾏｶﾜ ﾀｶｱｷ 大阪府
2028 河野　誠也 4:41:51319 ｺｳﾉ ｾｲﾔ 半田病院ＡＣ吉野川市
2251 武田　敬治 4:42:04320 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｼﾞ 美馬郡つるぎ
1965 中山　俊雄 4:42:19321 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｵ 小松島市
1157 甲斐　健児 4:42:44322 ｶｲ ｹﾝｼﾞ 矢田川走友会兵庫県
36 岡田　年雅 4:42:52323 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾏｻ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
1531 青木　清吾 4:42:58324 ｱｵｷ ｾｲｺﾞ 海部郡海陽町
2201 川田　克尚 4:43:11325 ｶﾜﾀ ｶﾂﾋｻ 兵庫県
2358 国見　秀則 4:43:53326 ｸﾆﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛媛県
1622 小川　久雄 4:44:04327 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｵ 阿南市
1838 佐藤　和彦 4:44:35328 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 小松島市
1855 井元　浩二 4:44:42329 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞ ワイルドピーチ徳島市
2318 岩森　広高 4:44:49330 ｲﾜﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 静岡県
2378 奈良　利昭 4:45:06331 ﾅﾗ ﾄｼｱｷ なし大阪府
1300 鈴木　太 4:45:09332 ｽｽﾞｷ ﾌﾄｼ ＴＯＳＣ徳島市
1058 下田　真基 4:46:29333 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ 阿南市
2136 山本　浩範 4:46:44334 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 徳島大臨床栄養徳島市
2163 福良　元宏 4:47:09335 ﾌｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ 徳島市
1980 西森　学 4:47:17336 ﾆｼﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 高知県
1806 風尾　弘和 4:47:18337 ｶｻﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ 徳島市
2186 南谷　洋光 4:47:38338 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ 牛岐ＲＣ徳島市
1681 杉山　佳一 4:49:02339 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 百済工事区大阪府
2207 笠原　正臣 4:49:43340 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾄﾐ 徳島市
1982 西崎　文昭 4:50:02341 ﾆｼｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ Ｐｏｔｔｏｄｅ小松島市
2077 長尾　光浩 4:50:17342 ﾅｶﾞｵ ﾐﾂﾋﾛ 徳島市
2395 河野　幸広 4:50:21343 ｶﾜﾉ ﾕｷﾋﾛ 徳島市
2285 山戸　浩一 4:50:25344 ﾔﾏﾄ ｺｳｲﾁ 板野郡藍住町
2010 佐藤　彰 4:51:05345 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 徳島市
1753 福井　康仁 4:51:29346 ﾌｸｲ ﾔｽﾋﾄ ＢＯＮＩＴＯ徳島市
2233 藤野　弘明 4:51:37347 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 板野郡藍住町
1395 寺澤　義文 4:51:51348 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ うみうさぎDX徳島市
2161 福井　弘昭 4:52:15349 ﾌｸｲ ﾋﾛｱｷ 高知県
1089 高　容康 4:53:22350 ｺｳ ﾋﾛﾔｽ 大阪府
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1866 田中　昭典 4:53:56351 ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾘ GFL大阪府
2075 安藝　浩資 4:54:02352 ｱｷ ﾋﾛｼ 自分越えＲＣ阿波市
1998 中村　俊一 4:54:32353 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 南国市役所ＡＣ高知県
2098 小崎　徳也 4:54:41354 ｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ 阿南市
1804 斎　芳宏 4:54:45355 ﾄｷ ﾖｼﾋﾛ 阿南市
1944 長谷　貴雄 4:54:48356 ﾊｾ ﾀｶｵ あかまど大阪府
2332 林　均 4:55:41357 ﾊﾔｼ ﾋﾄｼ 徳島市
2458 戸川　拓司 4:57:31358 ﾄｶﾞﾜ ﾀｸｼﾞ 阿南市
2101 坂田　博紀 4:58:55359 ｻｶﾀ ﾋﾛﾄｼ 宍喰中学校海部郡海陽町
2202 高橋　公二 4:59:11360 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 徳島市
2152 岩手　三千男 4:59:37361 ｲﾜﾃ ﾐﾁｵ 徳島市
2144 今井　明人 5:01:56362 ｲﾏｲ ｱｷﾄ 徳島市
1194 尾形　雅弘 5:06:59363 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ＴＭＡＣ徳島市
2272 山下　恵二 5:07:18364 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ 阿波市
2271 林　径孝 5:07:27365 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾀｶ 阿波市
1334 石川　剛 5:07:39366 ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ ＴＲＣ美馬市
1667 鳥井　毅 5:08:10367 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ 小松島市
2106 小川　傑稔 5:08:50368 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 徳島市
2232 梁木　康司 5:10:29369 ﾊﾘｷ ﾔｽｼ ２４航空隊小松島市
2162 辻岡　勝則 5:10:30370 ﾂｼﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ 小松島市
2402 上野　尊嗣 5:12:29371 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 徳島市
2212 徳元　敬治 5:12:30372 ﾄｸﾓﾄ ｹｲｼﾞ かめさんＲＣ徳島市
2025 斉藤　寛 5:13:42373 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 旭水艇友会愛媛県
2339 蝶々　一幸 5:13:51374 ﾁｮｳﾁｮ ｶｽﾞﾕｷ 徳島市
1283 細川　一 5:13:54375 ﾎｿｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 鳴門市
2001 西　泰宏 5:14:58376 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 西精工徳島市
2386 前田　佳宏 5:15:40377 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 徳島市
1808 龍田　雅和 5:16:46378 ﾀﾂﾀ ﾏｻｶｽﾞ 那賀町　鷲敷那賀郡那賀町
2017 郡　元治 5:17:07379 ｺｵﾘ ﾓﾄﾊﾙ ＢＯＮＩＴＯ徳島市
2156 佐川　博典 5:17:17380 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 鳴門市
2283 田仲　正明 5:17:25381 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 大阪府
2381 玉置　寛人 5:18:07382 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾄ ＮＲＣ阿南市
2309 西野　弘章 5:20:58383 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ 牛岐ＲＣ香川県
2308 松下　宏幸 5:24:28384 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾕｷ Ｔ　ＭＡＣ板野郡藍住町
1763 岡川　勉 5:24:57385 ｵｶｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 徳島市
1833 北内　賢一 5:26:41386 ｷﾀｳﾁ ｹﾝｲﾁ 徳島市
2220 孝子　勝 5:28:38387 ｺｳｼ ﾏｻﾙ シザーハンズ兵庫県
2180 寺田　浩之 5:29:12388 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 香川県
2297 野田　章 5:31:40389 ﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 鳴門市
2074 濱本　薫 5:33:44390 ﾊﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 徳島市
1900 本田　智洋 5:34:10391 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 広島県
2442 砂川　盛剛 5:35:05392 ｽﾅｶﾞﾜ ｾｲｺﾞ 阿南市
2431 楠本　泰之 5:35:35393 ｸｽﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 徳島市
1969 城　翠 5:37:12394 ｼﾞｮｳ ﾓｴｷﾞ 徳島市
1797 星加　幸信 5:39:00395 ﾎｼｶ ﾕｷﾉﾌﾞ ＳＫＥ４８愛媛県
1665 東條　輝光 5:40:24396 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 5:40:34397 ｳｴｽｷﾞ ﾀﾀﾞﾃﾙ 三井造船香川県
1438 西村　正 5:40:48398 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 阿南市
1669 杉岡　寿紀 5:41:41399 ｽｷﾞｵｶ ﾄｼﾉﾘ 西精工徳島市
2302 久木　敏彦 5:42:05400 ｸｷ ﾄｼﾋｺ 鈴江病院徳島市
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2273 越智　篤志 5:44:07401 ｵﾁ ｱﾂｼ 愛媛県
2214 毛利　丈志 5:44:17402 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 徳島市
1953 土壁　誉志 5:45:46403 ﾂﾁｶﾍﾞ ﾀｶｼ 海部郡牟岐町
2104 土肥　克也 5:45:54404 ﾄﾞﾋ ｶﾂﾔ 美馬市
2312 寺尾　裕昭 5:46:11405 ﾃﾗｵ ﾋﾛｱｷ 喜楽の湯徳島市
2319 山本　真也 5:47:58406 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 徳島県徳島市
2371 秋月　健一 5:48:30407 ｱｷﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 戸田建設㈱徳島市
1847 西宮　治 5:51:05408 ﾆｼﾐﾔ ｵｻﾑ 鞆浦黒潮海部郡海陽町
2459 長尾　正大 5:54:15409 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾋﾛ 海部郡海陽町
2047 神野　好則 5:54:40410 ｼﾞﾝﾉ ﾖｼﾉﾘ 西条市愛媛県
2278 小倉　修二 5:54:55411 ｵｸﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ 海部郡海陽町
1759 石川　敏久 5:56:00412 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋｻ 徳島市
1634 篠原　一人 5:56:25413 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ ファインショト阿波市
2157 楠本　哲也 5:57:20414 ｸｽﾓﾄ ﾃﾂﾔ 徳島市
2375 花森　誠二 5:57:59415 ﾊﾅﾓﾘ ｾｲｼﾞ いざりラン徳島市
1807 吉田　元就 5:58:07416 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ 加古川長生館兵庫県
2139 三好　弘之 5:59:55417 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ T.走るんじょ板野郡上板町
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