
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60歳以上の部

所属クラブ地区名
1152 平岡　芳和 3:17:451 ﾋﾗｵｶ ﾖｼｶｽﾞ アゲレッシブ板野郡板野町
1118 永田　實 3:20:582 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 徳島市
1164 両角　芳郎 3:24:493 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾖｼﾛｳ 徳大ＴＪＰ徳島市
60 今西　源市 3:24:504 ｲﾏﾆｼ ｹﾞﾝｲﾁ 宇和島陸協愛媛県
1149 高橋　直裕 3:33:095 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ Beer会徳島市
56 前田　博幸 3:35:526 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 徳島城山RC徳島市
1520 小野　泰嗣 3:36:457 ｵﾉ ﾔｽﾂｸﾞ ほくでんＲＣ北海道
1414 髙崎　照夫 3:38:448 ﾀｶｻﾞｷ ﾃﾙｵ 三好市
1255 猪子　宏芳 3:39:319 ｲﾉｺ ﾋﾛﾖｼ 徳島市
70 富山　速雄 3:39:3910 ﾄﾐﾔﾏ ﾊﾔｵ 吹田ヘルス大阪府
1198 楠本　孝夫 3:39:5311 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｵ 徳島市
1507 小川　正憲 3:42:4712 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 徳島市
1530 横手　美男 3:43:1213 ﾖｺﾃ ﾖｼｵ シーサイド阿南阿南市
65 山口　達夫 3:43:1714 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｵ 吹田ヘルス大阪府
1272 藤川　敏光 3:43:2615 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄｼﾐﾂ かめさん山岳部徳島市
1639 吉田　敏美 3:43:2916 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾐ 那賀郡那賀町
74 風間　務 3:43:5817 ｶｻﾞﾏ ﾂﾄﾑ 吹田ヘルス大阪府
1508 竹田　利吉 3:44:5118 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ 小松島市
1585 小島　節夫 3:45:2919 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ 五洋建設㈱愛媛県
1326 森西　敏晴 3:45:3420 ﾓﾘﾆｼ ﾄｼﾊﾙ 吉野川市
1593 笠城　滋 3:50:2521 ｶｻｷﾞ ｼｹﾞﾙ チームｖｉｖｏ徳島市
1142 若松　啓二 3:52:1022 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｼﾞ 大阪府
1421 湯浅　隆二 3:52:3923 ﾕｱｻ ﾀｶｼﾞ サクセステニス小松島市
2068 金松　英雄 3:53:1224 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ 徳島市
1444 柴田　浩 3:53:3525 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 柴田ﾏﾗｿﾝ塾愛知県
1304 川上　泰弘 3:54:3626 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾋﾛ かめさん徳島市
1931 山口　光春 3:56:5827 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾊﾙ 香川県
1510 吉原　健二 3:57:0228 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 徳大ＴＪＰ阿南市
1705 遠藤　文彦 3:58:2129 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋｺ 福岡県
1196 川真田　康彦 3:58:2330 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽﾋｺ チームＶＩＶＯ吉野川市
1872 石丸　明 3:58:3531 ｲｼﾏﾙ ｱｷﾗ 小松島市
1813 堀尾　幸太郎 3:58:4532 ﾎﾘｵ ｺｳﾀﾛｳ ホーリー鳴門市
84 毛利　直樹 3:59:1333 ﾓｳﾘ ﾅｵｷ 吹田ヘルス大阪府
1651 西谷　耕一 3:59:2634 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 徳大ＴＪＰ阿南市
1431 野田　昇 3:59:3635 ﾉﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 徳島市
61 宮田　修 3:59:4336 ﾐﾔﾀ ｵｻﾑ 川北百笑RC高知県
1584 田尾　守三都 4:01:2337 ﾀｵ ﾓﾘﾐﾂ 香川県
1429 北野　恒男 4:01:5938 ｷﾀﾉ ﾂﾈｵ 小松島市
1785 中村　保雄 4:02:1039 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｵ 神奈川県
1934 土橋　宗則 4:06:0040 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾑﾈﾉﾘ クリソス三好市
1762 森　克己 4:07:3141 ﾓﾘ ｶﾂﾐ 徳島大学TJP徳島市
42 佐藤　友久 4:09:2042 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 吹田ヘルス大阪府
1526 門田　勝 4:10:3743 ｶﾄﾞﾀ ﾏｻﾙ 板野郡板野町
2093 柏木　正人 4:11:0644 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ 徳島市
17 近藤　和史 4:11:2645 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾌﾐ 浪速AC大阪府
2145 住友　敏明 4:11:3346 ｽﾐﾄﾓ ﾄｼｱｷ セレ徳島市
1645 久保　秀治 4:12:3947 ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ チームＶＩＶＯ徳島市
2024 福田　富治 4:14:5948 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｼﾞ 岸化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ板野郡藍住町
1861 木村　重遠 4:15:1249 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ ＴＪＰ徳島市
76 中道　進武 4:18:1750 ﾅｶﾐﾁ ｽｽﾑ 吹田ヘルス大阪府
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1990 正木　通夫 4:18:2851 ﾏｻｷ ﾐﾁｵ 徳島市
1988 小田桐　七郎 4:18:3252 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾁﾛｳ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
1923 田中　三郎 4:19:0353 ﾀﾅｶ ｻﾌﾞﾛｳ 三豊走友会香川県
1687 森　和文 4:20:4354 ﾓﾘ ｶｽﾞﾌﾐ TJP名西郡石井町
1571 浦川　源三郎 4:24:2355 ｳﾗｶﾜ ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛ ＴＪＰ徳島市
1522 藤田　末勇 4:24:3556 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾂｵ クラブＦ２１徳島市
82 鎌田　紀美男 4:24:4757 ｶﾏﾀﾞ ｷﾐｵ 函館五稜郭病院北海道
1452 鈴木　昇 4:25:2858 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 恵ちゃんの風名東郡佐那河
1746 池田　学 4:26:2459 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ち～む怪速亭兵庫県
2015 野津　義隆 4:28:1460 ﾉﾂﾞ ﾖｼﾀｶ かめさんﾗﾝﾅｰ徳島市
1811 大津　行春 4:29:4761 ｵｵﾂ ﾕｷﾊﾙ 阿南市
2094 天神　幹夫 4:30:2162 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾐｷｵ 西精工徳島市
1575 河本　三紀夫 4:30:2863 ｶﾜﾓﾄ ﾐｷｵ チームマドンナ愛知県
2102 片岡　偉行 4:31:1564 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 名西郡石井町
1716 十河　進 4:33:2865 ｿｺﾞｳ ｽｽﾑ 香川県
1881 林　光男 4:35:2766 ﾊﾔｼ ﾐﾂｵ ＨＩＲＯテニス徳島市
1671 野口　英昭 4:36:0567 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 小松島市
2419 柴本　繁昭 4:36:3968 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 磐田マイペース静岡県
1596 新開　裕 4:38:0069 ｼﾝｶﾞｲ ﾕﾀｶ 徳島かめＲＣ勝浦郡勝浦町
1911 殿谷　武司 4:38:5770 ﾄﾉｶﾞｲ ﾀｹｼ 那賀郡那賀町
1989 村田　常吉 4:39:4771 ﾑﾗﾀ ﾂﾈｷ 高知ＷＸＯＢ高知県
1803 澤野　敏和 4:43:3572 ｻﾜﾉ ﾄｼｶｽﾞ 徳島市
1748 赤澤　正治 4:44:0873 ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
90 石川　晴朗 4:44:2974 ｲｼｶﾜ ｾｲﾛｳ もうええねん。兵庫県
2404 木下　真二 4:45:2875 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｼﾞ 大阪府
1527 小川　憲一 4:47:3676 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 徳島かめＲＣ勝浦郡勝浦町
1859 川野　鉄夫 4:48:3277 ｶﾜﾉ ﾃﾂｵ 松茂６３板野郡松茂町
1938 多田羅　稔 4:48:4178 ﾀﾀﾗ ﾐﾉﾙ かめさんRC徳島市
2069 富吉　則文 4:48:4779 ﾄﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ かもなす京都府
1940 神原　栄 4:48:5680 ｶﾝﾊﾞﾗ ｻｶｴ 阿南市
2081 多田　勝美 4:49:5881 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾐ ＴＪＰ徳島市
2061 岡本　計 4:51:5982 ｵｶﾓﾄ ﾊｶﾙ 先天性迷走会阿南市
2090 河野　武明 4:52:3483 ｺｳﾉ ﾀｹｱｷ 香川県
2298 入江　靖彦 4:53:2584 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ 板野郡藍住町
2097 登家　由光 4:54:2685 ﾉﾎﾞﾘﾔ ﾖｼﾐﾂ ＴＪＰ勝浦郡勝浦町
1994 前橋　功 4:55:3086 ﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ 徳大ﾎﾉﾏﾗ阿南市
1693 小川　繁吉 4:55:4987 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 4:55:5888 ﾉｸﾞﾁ ｼｽﾞｵ 阿波市
2082 外山　英敏 4:56:4189 ﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ みしまﾌﾚﾝｽﾞ愛媛県
1936 久米　貴夫 4:57:3990 ｸﾒ ﾖｼｵ 日進電子ＲＣ名西郡石井町
2129 平田　一雄 4:59:0291 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｵ 徳島市
2127 姫野　昭夫 5:00:1092 ﾋﾒﾉ ｱｷｵ 板野郡藍住町
2142 和田　裕道 5:01:0793 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 徳大ＴＪＰ徳島市
2242 谷口　準一 5:02:4294 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 5:03:1895 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 鳴門市
1580 瀬戸口　正雄 5:06:2896 ｾﾄｸﾞﾁ ﾏｻｵ 葛飾走友会東京都
1906 玉置　潔 5:08:2997 ﾀﾏｷ ｷﾖｼ 徳島健走会徳島市
2330 東　利行 5:09:5898 ﾋｶﾞｼ ﾄｼﾕｷ 名西郡石井町
2254 吉尾　卓典 5:09:5999 ﾖｼｵ ﾀｶﾉﾘ 阿南市
2208 湯浅　利男 5:12:41100 ﾕｱｻ ﾄｼｵ 徳島市
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1977 木村　敬 5:13:27101 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ フル百回楽走会愛知県
2257 松浦　清典 5:13:44102 ﾏﾂｳﾗ ｷﾖﾉﾘ TjP徳島市
1666 水口　昇 5:14:26103 ﾐﾅｸﾁ ﾉﾎﾞﾙ 阿南市
1877 玉置　進 5:15:43104 ﾀﾏｷ ｽｽﾑ 阿南市
1863 下原　威夫 5:16:32105 ｼﾓﾊﾗ ﾀｹｵ 徳島市
2124 和田　郁夫 5:19:01106 ﾜﾀﾞ ｲｸｵ 兵庫県
2341 木戸　勝 5:20:41107 ｷﾄﾞ ﾏｻﾙ なし徳島市
2258 八木　眞巳 5:20:51108 ﾔｷﾞ ﾏｻﾐ 板野郡藍住町
2112 清澄　和也 5:22:39109 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
2240 東　憲司 5:22:56110 ｱｽﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 阿南市
2067 佐野　時廣 5:23:40111 ｻﾉ ﾄｷﾋﾛ ﾌﾙ百回楽走会兵庫県
2224 渡川　誠二 5:23:54112 ﾄｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 阿南市
2039 白石　泰幸 5:24:43113 ｼﾗｲｼ ﾔｽﾕｷ 愛媛県
2146 後藤田　健二 5:25:05114 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 板野郡北島町
2394 松岡　壮輔 5:26:17115 ﾏﾂｵｶ ｿｳｽｹ 徳島市
2213 國府　靖 5:27:24116 ｺｸﾌﾞ ﾔｽｼ ＡＺＥＲＯ三重県
2324 松浦　昭雄 5:27:51117 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｵ 板野郡藍住町
2133 高橋　武雄 5:28:03118 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 徳島健走会徳島市
2286 田中　昇 5:28:20119 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府
2374 橋本　守正 5:29:56120 徳島市
2083 浜　親範 5:30:01121 ﾊﾏ ﾐﾂﾉﾘ 海部郡美波町
2472 北川　功 5:30:52122 ｷﾀｶﾞﾜ ｲｻｵ 海部郡海陽町
2095 佐藤　恒之 5:32:17123 ｻﾄｳ ﾂﾈﾕｷ TJP徳島市
2205 井上　暁 5:32:34124 ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ 海部郡牟岐町
2002 新居　国夫 5:33:25125 ﾆｲ ｸﾆｵ 徳島市
2126 馬留　寛 5:34:16126 ｳﾏﾄﾞﾒ ﾋﾛｼ りばーさいど徳島市
2353 宮越　恵一 5:37:08127 ﾐﾔｺｼ ｹｲｲﾁ 走酔会新潟県
2175 土川　資雄 5:39:57128 ﾂﾁｶﾜ ﾖｼｵ 徳島市
2373 中道　和生 5:41:08129 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｵ 阿南市
1930 角村　格 5:41:39130 ｶｸﾑﾗ ｲﾀﾙ ＴＪＰ板野郡藍住町
2306 吉藤　尚 5:41:40131 ﾖｼﾌｼﾞ ﾋｻｼ 徳大TJP徳島市
2209 勘如　博治 5:45:58132 ｶﾝﾆｮ ﾋﾛﾊﾙ 海部郡美波町
2120 山岡　功 5:46:58133 ﾔﾏｵｶ ｲｻｵ 徳島市
2360 新居　民英 5:48:55134 ﾆｲ ﾀﾐﾋﾃﾞ ＴＪＰ徳島市
2226 大和　義幸 5:50:09135 ﾔﾏﾄ ﾖｼﾕｷ ﾊｯﾋﾟｰRD徳島市
2348 菅澤　美廣 5:50:23136 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 徳島市
2392 阪田　真也 5:51:59137 ｻｶﾀ ｼﾝﾔ 板野郡藍住町
2138 大野　泰夫 5:53:11138 ｵｵﾉ ﾔｽｵ 徳島市
2305 遠藤　頼重 5:55:30139 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖﾘｼｹﾞ 鳴門走ろう会鳴門市
2352 石田　隆雄 5:56:08140 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｵ 板野郡藍住町

Print : 2013/02/18 17:57:18 3 / 3 ページ Official Timer & Result By Finesystem


