
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50歳代の部

所属クラブ地区名
1029 前田　邦彰 2:41:111 ﾏｴﾀﾞ ｸﾆｱｷ 京都府
1030 北村　晃章 2:51:002 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ とくしま生協吉野川市
1026 鈴木　誠 2:55:093 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県
1063 今井　邦博 3:00:024 ｲﾏｲ ｸﾆﾋﾛ ガナス大阪府
1042 岡田　賢三 3:02:285 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 徳島蝶の会板野郡松茂町
1107 七田　栄作 3:05:146 ｼﾁﾀ ｴｲｻｸ 徳島市
1035 板東　仁志 3:07:107 ﾊﾞﾝﾄｳ ﾋﾄｼ 眉山パゴダＲＣ徳島市
1112 堀川　光裕 3:07:178 ﾎﾘｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 教育出版R&W徳島市
1132 住友　秀正 3:10:369 ｽﾐﾄﾓ ﾋﾃﾞﾏｻ 徳島城山RC徳島市
1078 瀧上　安二 3:11:3110 ﾀｷｶﾞﾐ ﾔｽｼﾞ 名西郡神山町
1120 増本　光則 3:13:1611 ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ チーム岡部阿南市
75 小松　誠 3:13:2512 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ むろとRC高知県
22 時谷　俊寛 3:14:2113 ﾄｷﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ 徳島城山ＲＣ徳島市
2268 平尾　寛 3:15:0514 ﾋﾗｵ ﾋﾛｼ アクト阿波市
1111 松下　光雄 3:15:3315 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ 香川県
1151 池上　憲治 3:18:1616 ｲｹｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 鳴門市
33 河本　啓二 3:18:2217 ｺｳﾓﾄ ｹｲｼﾞ 吹田ヘルス大阪府
1134 高曽根　敏弘 3:18:3418 ﾀｶｿﾈ ﾄｼﾋﾛ 徳島市
1353 寺尾　行雄 3:19:2819 ﾃﾗｵ ﾕｷｵ ﾊｯﾋﾟｰRD徳島市
54 柳生　高広 3:20:4120 ﾔｷﾞｭｳ ﾀｶﾋﾛ 吹田ヘルス大阪府
27 栗田　正彦 3:22:4521 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋｺ 湘南ＲＳ神奈川県
1511 桑原　孝司 3:23:0322 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ 名西郡石井町
1047 加藤　吉公 3:24:0823 ｶﾄｳ ﾖｼﾏｻ 三好郡東みよ
1121 東山　公昭 3:24:3224 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｷﾐｱｷ 徳島市
1211 田中　耕二 3:25:5025 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ ＦＵＪＩＣＯＮ徳島市
1222 桑村　尚弘 3:27:2626 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ クリソスＲＣ名西郡石井町
1087 西浦　文英 3:27:4927 ﾆｼｳﾗ ﾌﾐﾋﾃﾞ 徳島市
1365 伊藤　豊 3:27:5228 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県
1225 古戸　雄司 3:28:4329 ｺﾄﾞ ﾕｳｼﾞ 香川県
1252 佐賀　俊太 3:29:1830 ｻｶﾞ ﾄｼｵ 板野郡松茂町
1177 小松　弘 3:29:5731 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 徳島市
1378 池本　洋一 3:31:1832 ｲｹﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 近畿ＲＣ兵庫県
1426 椎野　洋三 3:31:3533 ｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ クリソスＲＣ名西郡石井町
1244 中川　博 3:32:3034 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 徳島市
1235 阿木　孝行 3:32:4435 ｱｷ ﾀｶﾕｷ 小川製作所徳島市
1565 榎本　和弘 3:33:3636 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 阿波山川ＲＣ吉野川市
1167 水野　秀明 3:33:4237 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 川崎重工業兵庫県
1250 繁光　泰法 3:33:4838 ｼｹﾞﾐﾂ ﾔｽﾉﾘ レガンＡＣ香川県
1413 阿部　克仁 3:34:2339 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋﾄ ＴＥＡＭ★大虎板野郡藍住町
1176 田中　政博 3:34:3140 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 板野郡松茂町
1812 篠原　啓二 3:34:5841 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｼﾞ カメさん徳島市
1445 松尾　友文 3:35:0642 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾌﾐ 香川県
1362 前野　哲也 3:35:5743 ﾏｴﾉ ﾃﾂﾔ 吉野川市
1285 朝倉　博文 3:36:1144 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾌﾐ 香川県
1181 本田　守 3:36:2845 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ 名古屋市消防局愛知県
1185 江川　彰則 3:36:4046 ｴｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ ｼｰｻｲﾄﾞ阿南阿南市
1277 大野　健次 3:36:4347 ｵｵﾉ ｹﾝｼﾞ 香川県
62 中村　重彦 3:36:5148 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ 川西持久走研究兵庫県
2160 財賀　一幸 3:37:0649 ｻｲｶ ｶｽﾞﾕｷ 阿南市
1213 小山　英信 3:37:5150 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ヴォルティス徳島市
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1156 峠　信行 3:38:0651 ﾄｳｹﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 小松島市
2469 木本　彰 3:38:5452 ｷﾓﾄ ｱｷﾗ 阿南市
1347 祖父江　正憲 3:42:1353 ｿﾌｴ ﾏｻﾉﾘ 吉野川市
1396 吉村　安幸 3:42:2254 ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 板野郡藍住町
1208 佐藤　隆文 3:42:4355 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ＪＦＭ１００広島県
1380 三好　康彦 3:43:0956 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋｺ 三好市
1503 福田　憲市 3:43:5157 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ラボワーク徳島市
1449 藤田　幸生 3:44:1358 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｾｲ 愛媛県
1917 橋本　朗 3:44:1859 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 酔走クラブ徳島市
1342 小倉　賢嗣 3:44:2960 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ かめさん徳島市
1457 安井　正徳 3:44:4061 ﾔｽｲ ﾏｻﾉﾘ 岡山県
43 中谷　穣 3:45:1862 ﾅｶﾀﾆ ﾕﾀｶ 大阪ミントＪＣ大阪府
1273 田中　由春 3:45:4163 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 那賀郡那賀町
81 山本　洋史 3:45:5064 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ むろとRC高知県
1626 西田　一成 3:46:0065 ﾆｼﾀ ｶｽﾞｼｹﾞ 阿南市
1262 木具　恵 3:46:1566 ｷｸﾞ ﾒｸﾞﾐ 阿南市
1660 阿部　吉幸 3:48:0867 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 名西郡石井町
1231 田中　豊作 3:48:3668 ﾀﾅｶ ﾄﾖｻｸ ＴＪＰ名西郡神山町
1363 福島　啓倫 3:49:2969 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ （株）丸本海部郡海陽町
1867 柏木　正利 3:49:4770 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄｼ 香川県
2026 田岡　寛人 3:50:1171 ﾀｵｶ ﾋﾛﾄ うみうさぎ徳島市
1253 古川　武信 3:50:3372 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ ＴＪＰ阿南市
1441 松原　信治 3:51:2073 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ まつぼっくり愛知県
1257 西谷　俊則 3:51:2474 ﾆｼﾀﾆ ﾄｼﾉﾘ 徳島市
1569 志田　敏郎 3:51:4075 ｼﾀﾞ ﾄｼｵ 徳島市
1610 和田　安史 3:51:4676 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 徳島市
1242 岩切　一雄 3:51:5477 ｲﾜｷﾘ ｶｽﾞｵ ＴＪＰ徳島市
1412 藤枝　主市 3:52:4578 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶｽﾞｲﾁ 三好郡東みよ
1577 兼子　篤三郎 3:52:5779 ｶﾈｺ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
1446 高畠　豊 3:53:1080 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 徳島市
1425 倍味　繁 3:53:1481 ﾏｽﾐ ｼｹﾞﾙ チーム☆ドク鳴門市
1422 孝橋　義道 3:53:5582 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐﾁ 高知県
1613 岡田　万佐夫 3:53:5783 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｵ メック兵庫県
1453 金　章介 3:53:5984 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県
1187 山田　直樹 3:54:0085 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 宇南バＯＢ三重県
1563 立石　秀樹 3:54:3386 ﾀﾃｲｼ ﾋﾃﾞｷ ＴＪＰ徳島市
1535 三谷　隆彦 3:54:3987 ﾐﾀﾆ ﾀｶﾋｺ 板野郡藍住町
37 主原　昭 3:54:4288 ｼｭﾊﾗ ｱｷﾗ 大阪府
1436 竹内　孝志 3:54:4589 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ Ｍ倶楽部名西郡石井町
1456 新谷　進 3:54:5290 ｼﾝﾀﾆ ｽｽﾑ 徳島銀行小松島市
1562 藤本　哲也 3:56:2391 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 板野郡松茂町
1536 居敷　久仁英 3:56:4792 ｲｼｷ ｸﾆﾋﾃﾞ 赤羽48埼玉県
1663 五島　一浩 3:56:4893 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ お笑い蔵本劇場広島県
1364 工藤　信人 3:56:5894 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ ＡＯＫＲＣ吉野川市
1674 中村　喜英 3:57:1095 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 奈良県
1459 辻　泰弘 3:57:1396 ﾂｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 徳島市
1411 浦﨑　俊行 3:57:3597 ｳﾗｻｷ ﾄｼﾕｷ 海部郡海陽町
71 上杉　明人 3:57:3798 ｳｴｽｷﾞ ｱｷﾋﾄ かめさんＲ鳴門市
1458 藤本　泰之 3:57:3899 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 麦酒走行会徳島市
1344 梶浦　秀一 3:57:54100 ｶｼﾞｳﾗ ﾋﾃﾞｲﾁ 美馬市
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1423 古谷　光弘 3:57:59101 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ クリソス徳島市
1094 山川　真一郎 3:58:22102 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾊｯﾋﾟｰRD徳島市
1373 伊井　栄一 3:58:23103 ｲｲ ｴｲｲﾁ 愛媛県
1455 酒井　延行 3:58:27104 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 近江よし笛ＲＣ岡山県
1620 笹山　敏樹 3:58:32105 ｻｻﾔﾏ ﾄｼｷ 阿南市
1928 鎌田　泰 3:59:02106 ｶﾏﾀﾞ ﾔｽｼ セコム高知県
1644 尾田　正則 3:59:06107 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 板野郡藍住町
1708 藤田　悟 3:59:09108 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ 阿南市
1656 森井　隆弘 3:59:09109 ﾓﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 朝ランくらぶ兵庫県
1646 住友　雄治 3:59:12110 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ メカトロ丼徳島市
78 綾　康行 3:59:20111 ｱﾔ ﾔｽﾕｷ 綾川ＡＣ香川県
1659 高松　博文 3:59:30112 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ 徳島市
1712 駒走　正俊 3:59:52113 ｺﾏﾊﾞｼﾘ ﾏｻﾄｼ 板野郡藍住町
1636 本浄　喜義 4:00:48114 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｼ 板野郡上板町
1853 筧　昭美 4:01:01115 ｶｹﾋ ｱｷﾐ 香川県
1696 関口　公司 4:01:18116 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 那賀郡那賀町
1624 竹原　大輔 4:01:20117 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 徳島市
1323 西岡　寿典 4:01:31118 ﾆｼｵｶ ﾄｼﾉﾘ 徳島市
1454 東　広紀 4:03:31119 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 徳島市
1821 原　茂起 4:04:59120 ﾊﾗ ｼｹﾞｷ 那賀郡那賀町
1554 佐野　嘉彦 4:05:23121 ｻﾉ ﾖｼﾋｺ 徳島市
1605 黒石　克彦 4:07:10122 ｸﾛｲｼ ｶﾂﾋｺ 阿南市
1632 柏木　俊史 4:07:16123 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼﾌﾐ 三井・ＲＣ徳島市
1268 新居　真二 4:07:50124 ｱﾗｲ ｼﾝｼﾞ サンドイッチ滋賀県
1027 森　恭万 4:08:48125 ﾓﾘ ﾔｽｶｽﾞ 阿南市
1835 國安　寿昭 4:08:49126 ｸﾆﾔｽ ﾄｼｱｷ 徳島市
1297 島田　恵司 4:09:05127 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ チーム仕上阿南市
1662 田中　明 4:10:10128 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 三愛走飾倶楽部徳島市
77 上岡　誠 4:10:15129 ｳｴｵｶ ﾏｺﾄ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
1442 竹内　正 4:10:17130 ﾀｹｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 竹内水産阿南市
1635 富永　久芳 4:10:26131 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋｻﾖｼ 石井ドーム徳島市
1583 滝花　秀樹 4:10:31132 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ 勝浦郡勝浦町
1986 澤口　光宏 4:10:38133 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ あたらしや徳島市
1699 喜田　良和 4:10:42134 ｷﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ワタシ徳島市
2465 大西　始 4:12:00135 ｵｵﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 三好市
1637 大林　博司 4:12:45136 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 海部郡美波町
1857 桝本　勝彦 4:13:24137 ﾏｽﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 吉田商事京都府
1974 田口　浩資郎 4:14:06138 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 徳島市
66 古瀬　康彦 4:14:48139 ﾌﾙｾ ﾔｽﾋｺ 東京都
1625 西岡　章二 4:14:49140 ﾆｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ ＴＪＰ阿波市
1570 小川　佳久 4:15:12141 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ＴＪＰ名西郡石井町
1774 峯田　栄一 4:15:25142 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ 美馬市
1306 山下　佳久 4:15:36143 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋｻ 香川県
1771 橘　敬三 4:15:51144 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｿﾞｳ 徳島市
1902 東野　克彦 4:16:29145 ﾋｶﾞｼﾉ ｶﾂﾋｺ 大阪府
2299 藤本　直哉 4:17:15146 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 徳島市
1379 塩崎　誠 4:18:37147 ｼｵｻﾞｷ ﾏｺﾄ 愛媛県
1586 古津　敏彦 4:18:59148 ﾌﾙﾂ ﾄｼﾋｺ AOKRC板野郡藍住町
1777 山口　喜代治 4:19:16149 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼﾞ 土地家屋調査士愛知県
1718 福富　浩明 4:19:55150 ﾌｸﾄﾐ ﾋﾛｱｷ 徳島市
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1816 城山　章人 4:19:56151 ｼﾛﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 阿南市
72 倉本　武春 4:20:11152 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 桃太郎夢クラブ岡山県
1851 池田　一仁 4:20:31153 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 板野郡板野町
1573 吉田　雅彦 4:20:50154 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 健生ＪＣヒッポ徳島市
1498 小林　憲一 4:20:59155 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 阿南市
2169 前田　順二 4:21:00156 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 鳴門市
1604 戸田　理人 4:22:12157 ﾄﾀﾞ ﾐﾁﾋﾄ 鳴門市
1127 天野　国義 4:22:51158 ｱﾏﾉ ｸﾆﾖｼ 徳島市
1883 細谷　裕重 4:23:30159 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾛｼｹﾞ 徳島市
1587 土廣　典之 4:25:02160 ﾂﾁﾋﾛ ﾉﾘﾕｷ 板野郡北島町
1302 寺内　透 4:25:02161 ﾃﾗｳﾁ ﾄｵﾙ かめＲＣ徳島市
1845 横山　徹 4:26:02162 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 海部郡美波町
1686 田村　博志 4:26:19163 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 海部郡海陽町
1745 森　邦夫 4:26:43164 ﾓﾘ ｸﾆｵ 板野郡藍住町
2043 佐藤　美佐雄 4:27:17165 ｻﾄｳ ﾐｻｵ 美馬市
1909 岡留　和孝 4:27:45166 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 4:27:46167 ﾔｽｵｶ ﾐﾁﾋﾛ クリソス板野郡上板町
1761 吉田　豊太郎 4:27:51168 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾖﾀﾛｳ 大阪ﾐﾝﾄJC大阪府
2116 佐々木　博昭 4:28:18169 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 徳島市
1925 松岡　陽一 4:28:38170 ﾏﾂｵｶ ﾖｳｲﾁ 兵庫県
1769 藤本　正己 4:28:51171 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ 麻植協同こまめ三好市
1295 川田　忠行 4:28:54172 ｶﾜﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 日通小松島市
1501 水久保　恵 4:29:05173 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ 香川県
1747 青木　俊文 4:29:25174 ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 木戸谷JC海部郡美波町
1766 寺本　和弘 4:29:27175 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県
1961 山田　浩昭 4:29:43176 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ スティラーズ徳島市
1533 川人　雄二 4:30:00177 ｶﾜﾋﾄ ﾕｳｼﾞ 北嶺岳走クラブ三好市
1308 吉田　将彦 4:30:05178 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ アグレッシブ徳島市
1594 武田　学 4:30:15179 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 川西持久研兵庫県
1904 田中　義孝 4:30:27180 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 日本電工阿南市
2045 山腋　達也 4:32:03181 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾔ 阿南市
1377 大西　孝志 4:32:11182 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ 徳島市
86 森口　哲夫 4:32:13183 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾃﾂｵ むろとRC高知県
2099 大西　敏秋 4:32:56184 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 三好郡東みよ
1468 池川　雅清 4:33:10185 ｲｹｶﾞﾜ ﾏｻｷﾖ 愛大病院愛媛県
1987 津川　敬司 4:33:41186 ﾂｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 公務員板野郡北島町
1919 和田　淳一 4:33:56187 ﾜﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 愛媛県
1895 里原　弘敏 4:34:47188 ｻﾄﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ ダイワハウス大阪府
1943 北野　昇 4:35:06189 ｷﾀﾉ ﾉﾎﾞﾙ 鳴門市
1551 瀬戸　充 4:35:11190 ｾﾄ ﾐﾂﾙ 空組ジョガーズ徳島市
2048 森本　茂通 4:35:35191 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞﾐﾁ 徳島市
1790 仁木　康彦 4:35:59192 ﾆｷ ﾔｽﾋｺ 阿南市
1692 平山　聖人 4:36:06193 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
1307 谷　眞史 4:36:25194 ﾀﾆ ﾏｻﾌﾞﾐ アグレッシブ板野郡北島町
2034 濱　昇司 4:37:39195 ﾊﾏ ｼｮｳｼﾞ 港産業徳島市
1929 井上　万英 4:38:15196 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 奈良県
1937 森高　浩嗣 4:38:26197 ﾓﾘﾀｶ ﾋﾛﾂｸﾞ 森高組香川県
2006 祖父江　研二 4:38:51198 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ 徳島市
1755 西俣　健二 4:39:04199 ﾆｼﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 海部郡牟岐町
2204 佐々木　達也 4:39:35200 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 徳島市
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2236 熊谷　勝司 4:39:44201 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂｼ 東京海上日動徳島市
2172 久保添　喜八朗 4:39:48202 ｸﾎﾞｿﾞｴ ｷﾊﾁﾛｳ 久保添薬局三好郡東みよ
2284 田中　秀男 4:40:00203 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ 名西郡石井町
2114 梅本　慎二 4:41:18204 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 徳島市
1842 野井　敬次 4:41:28205 ﾉｲ ｹｲｼﾞ 愛媛県
1971 北岡　仁志 4:41:47206 ｷﾀｵｶ ﾋﾄｼ 那賀郡那賀町
1657 平尾　幸雄 4:42:14207 ﾋﾗｵ ﾕｷｵ クリソス徳島市
1791 美藤　寛典 4:42:17208 ﾋﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ トライ＆エラー愛媛県
2147 南本　幹生 4:42:30209 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ 徳島市
1218 高橋　一志 4:43:17210 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 福山Ａ．Ｃ．広島県
1717 和田　大助 4:44:08211 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 徳島市
2064 吉田　廉 4:44:15212 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 京都府
2056 森永　晋介 4:44:45213 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾝｽｹ 神奈川県
1880 鈴木　敏之 4:44:52214 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 徳島市
2365 西本　孝則 4:47:30215 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 阿南市
1629 大西　篤信 4:47:52216 ｵｵﾆｼ ｱﾂﾉﾌﾞ 美馬市
2362 多可　義郎 4:48:13217 ﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ ＴＪＰ徳島市
2032 武市　到 4:50:57218 ﾀｹｲﾁ ｲﾀﾙ 徳島市
1544 千田　敏晴 4:51:13219 ｾﾝﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 徳島吉野川ＲＣ徳島市
1942 吉積　道隆 4:51:42220 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾐﾁﾀｶ 阿南市
1915 林　茂幸 4:54:09221 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ Ｔ．走るんじょ板野郡板野町
2014 出口　孝 4:54:16222 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ 名西郡石井町
1997 麻空　英之 4:54:16223 ｱｻｿﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 吉野川市
1850 森本　浩文 4:55:36224 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 大阪府
1927 朝日　利夫 4:55:39225 ｱｻﾋ ﾄｼｵ 徳島市
1418 山下　康二 4:55:49226 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼﾞ かめさんR.C徳島市
2070 宮本　邦一 4:56:10227 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆｲﾁ 城山ＲＣ徳島市
2411 横山　敏春 4:56:11228 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ 吉野川市
1972 中川　敏幸 4:56:29229 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 阿南市
2420 吉成　崇 4:56:49230 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 三葉虫ＲＣ鳴門市
1991 松浦　茂樹 4:57:14231 ﾏﾂｳﾗ ｼｹﾞｷ 徳大ＴＪＰ板野郡松茂町
1975 松浦　克昌 4:58:13232 ﾏﾂｳﾗ ｶﾂﾏｻ 徳島市
1694 角田　広志 4:58:16233 ｶｸﾀ ﾋﾛｼ 海部郡海陽町
2004 石原　譲 4:58:24234 ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 石原金属徳島市
2092 倉本　正治 4:58:43235 ｸﾗﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 広島県
2451 八田　博美 4:59:39236 ﾊｯﾀ ﾋﾛﾐ お笑仮装衆募集愛媛県
2012 大林　成己 5:01:06237 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾐ トラブルミック板野郡上板町
2327 小野　清一 5:01:19238 ｵﾉ ｾｲｲﾁ ナシ板野郡藍住町
2349 宍戸　正典 5:03:19239 ｼｼﾄﾞ ﾏｻﾉﾘ 海部郡海陽町
2423 森　行弘 5:03:29240 ﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ クリソス鳴門市
2158 宮島　明人 5:05:04241 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 徳島市
2230 河本　潔 5:05:28242 ｶﾜﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪府
2117 久門　等 5:05:39243 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 5:05:45244 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｵ 吹田ヘルス大阪府
2005 吉岡　健一 5:07:16245 ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 三井ＲＣ徳島市
2042 三谷　靖二 5:08:08246 ﾐﾀﾆ ｾｲｼﾞ 徳島市
2192 濱田　圭二 5:11:19247 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ チーム岩倉美馬市
2244 小路　芳雄 5:11:53248 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｵ ＮＴＴ小松島市
2122 中野　和弘 5:11:55249 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 徳島市
2275 槌谷　弘和 5:12:12250 ﾂﾁﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ いざりラン海部郡美波町
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2128 中野　茂 5:15:49251 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾙ 徳島市
2466 菊池　茂 5:16:12252 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ ﾄﾚｲﾙﾗﾝ愛媛県
2121 松本　孝功 5:16:16253 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 小松島市
2089 倉垣　義弘 5:17:22254 ｸﾗｶﾞｷ ﾖｼﾋﾛ シェル徳発㈱徳島市
2315 岩田　寛 5:18:16255 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ ＥＸＴ愛媛県
2467 安田　幸一 5:19:23256 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 兵庫県
2118 岡本　典明 5:19:56257 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ ラボワーク板野郡北島町
1560 佐川　清和 5:20:15258 ｻｶﾞﾜ ｷﾖｶｽﾞ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
2292 蔵本　貴之 5:21:39259 ｸﾗﾓﾄ ﾀｶｼ 徳島市
1905 小山　義教 5:22:06260 ｺﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 日本電工阿南市
2398 井関　俊彦 5:22:11261 ｲｾｷ ﾄｼﾋｺ 板野郡上板町
85 福原　利人 5:23:06262 ﾌｸﾊﾗ ﾄｼﾄ ミントｊｃ大阪府
2376 川本　和也 5:24:49263 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 奈良県
2468 浅田　恒和 5:25:34264 ｱｻﾀﾞ ﾂﾈｶｽﾞ 海部郡海陽町
2131 西谷　哲也 5:27:53265 ﾆｼﾀﾆ ﾃﾂﾔ 高知県
83 稲森　滋 5:28:20266 ｲﾅﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 楽ラン大阪府
2072 秋月　政文 5:28:23267 ｱｷﾂｷ ﾏｻﾌﾐ 徳島市
1086 鈴江　義彦 5:33:37268 ｽｽﾞｴ ﾖｼﾋｺ オンリーワン大阪府
1768 川田　拓也 5:35:11269 ｶﾜﾀ ﾀｸﾔ 株式会社丸本海部郡海陽町
2255 鈴木　正延 5:35:17270 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 徳島市
2328 鎌田　文彰 5:41:13271 ｶﾏﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 徳島市
1996 中島　芳文 5:41:28272 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾌﾐ 鳴門市
2243 桜田　耕一郎 5:44:34273 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ りばあさいど徳島市
2197 小林　吉邦 5:44:53274 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｸﾆ 豊田若園中学校愛知県
2321 森田　朗 5:45:30275 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ クリソスＲＣ徳島市
1266 今中　克彦 5:45:38276 ｲﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ 武庫川スポーツ兵庫県
1912 栗本　孝男 5:48:49277 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｵ 小松島市
2388 橋本　恵二 5:52:37278 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 酔走クラブ徳島市
2401 田村　芳則 5:53:19279 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ビザン臨床検査徳島市
2085 丸岡　淳也 5:53:32280 ﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ Ｔ．走るんじょ板野郡板野町
2105 鎌田　周作 5:55:59281 ｶﾏﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 徳島市
2320 杉本　大輔 5:58:54282 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 阿南市
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