
第8回吉野川市リバーサイドハーフマラソン

吉野川市リバーサイドハーフマラソン実行委員会
吉野川市鴨島運動場

レース別 成績一覧

1 ハーフマラソン 男子16～39歳
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 337 1:13:08 藤原 康至 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ ＪＡコープ食品
2 300 1:13:09 石川 佳彦 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ 日亜化学
3 172 1:14:27 香川 和也 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ -
4 238 1:16:06 木原 佑介 ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ -
5 84 1:16:23 野々村 哲也 ﾉﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ 徳島県陸上競技協会
6 75 1:18:23 宮田 光 ﾐﾔﾀ ﾋｶﾙ 博愛記念病院
7 230 1:19:20 福住 広憲 ﾌｸｽﾞﾐ ﾋﾛﾉﾘ 徳島ＡＣ
8 36 1:21:05 古田 祐樹 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 日亜化学
9 192 1:21:40 武市 篤 ﾀｹｲﾁ ｱﾂｼ 日亜化学工業
10 76 1:22:26 鈴木 正則 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ ﾘﾝﾃｯｸ
11 119 1:22:43 久米 陽介 ｸﾒ ﾖｳｽｹ 石井ﾄﾞｰﾑAC
12 12 1:23:32 柿原 昌典 ｶｷﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 日亜化学工業株式会社
13 52 1:23:44 西浦 弘 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｼ ﾁｰﾑ走るんじよ
14 33 1:23:48 野津 英秋 ﾉﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 海自24空AT
15 215 1:23:53 鵜川 陽一郎 ｳｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ -
16 9 1:24:33 石川 哲也 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ 美馬市陸協
17 79 1:24:59 平野 正臣 ﾋﾗﾉ ﾏｻｵﾐ -
18 128 1:25:35 下田 真基 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ -
19 209 1:26:19 佐野 正明 ｻﾉ ﾏｻｱｷ ＴＥＡＭ★大虎
20 349 1:26:22 山花 悟朗 ﾔﾏﾊﾅ ｺﾞﾛｳ チーム地行
21 63 1:26:32 新居 聡一郎 ﾆｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 徳島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
22 363 1:27:43 河崎 裕 ｶﾜｻｷ ﾕｳ -
23 223 1:27:43 米田 和英 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 徳島県立中央病院
24 153 1:28:00 井上 博義 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾖｼ -
25 142 1:28:19 近藤 正樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 徳島・三好RC
26 91 1:30:00 撫養 雅史 ﾑﾔ ﾏｻﾌﾐ 徳島大学LTR
27 245 1:30:21 武村 政彦 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 麻植協同こまめＲＣ
28 320 1:30:25 森田 健太郎 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ -
29 179 1:30:50 千代 味智也 ﾁﾖ ﾐﾁﾔ -
30 35 1:30:53 垂水 宏幸 ﾀﾙﾐ ﾋﾛﾕｷ -
31 276 1:30:55 畠田 康弘 ﾊﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ はやしくらぶ
32 256 1:31:08 真鍋 卓也 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ -
33 34 1:32:12 大石 泰宏 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ -
34 69 1:32:30 猪谷 友之 ｲﾉﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ -
35 140 1:33:19 東山 圭佑 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｹｲｽｹ 日本青果包装㈱
36 114 1:33:33 門田 明 ｶﾄﾞﾀ ｱｷﾗ 徳大TJP
37 27 1:33:35 田村 和章 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ -
38 342 1:33:47 上田 聡 ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 松前トータルＫ
39 18 1:33:52 向井 慎二 ﾑｶｲ ｼﾝｼﾞ ﾀﾞｲﾅﾌﾛｰ
40 301 1:33:58 和氣 貴之 ﾜｷ ﾀｶﾕｷ 徳島・三好ＲＣ
41 234 1:34:01 鍵 泰弘 ｶｷﾞ ﾔｽﾋﾛ ３馬ＣＡＲ
42 333 1:34:38 松田 光弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 三晃海運（有）
43 39 1:34:54 大坂 誠 ｵｵｻｶ ﾏｺﾄ -
44 347 1:35:08 原田 知明 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｱｷ -
45 290 1:35:12 渡辺 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ ＫＺＳ
46 329 1:35:25 清井 孝浩 ｷﾖｲ ﾀｶﾋﾛ -
47 219 1:35:32 田辺 利之 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 大鵬薬品工業
48 291 1:35:41 西田 篤史 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ -
49 131 1:36:04 坂東 功崇 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ -
50 321 1:36:08 古川 容平 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳﾍｲ -
51 41 1:36:11 小郷 博史 ｵｺﾞｳ ﾋﾛｼ TEAM SEGAWA
52 28 1:36:24 曽我部 慎也 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ -
53 356 1:36:34 笠井 雅弘 ｶｻｲ ﾏｻﾋﾛ -
54 126 1:36:36 椎平 孝夫 ｼｲﾋﾗ ﾀｶｵ 日亜化学
55 273 1:36:42 田尾 道義 ﾀｵ ﾐﾁﾖｼ -
56 43 1:36:53 渡邉 耕三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ TEAM SEGAWA
57 317 1:36:53 廣瀬 直樹 ﾋﾛｾ ﾅｵｷ -
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58 278 1:37:06 森澤 安倫 ﾓﾘｻﾜ ﾔｽﾉﾘ -
59 23 1:37:09 多田 貴義 ﾀﾀﾞ ﾀｶﾖｼ -
60 157 1:37:27 木南 茂征 ｷﾐﾅﾐ ｼｹﾞﾕｷ チーム福田
61 15 1:37:37 兒島 健一 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ -
62 132 1:37:39 田村 公一 ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ -
63 231 1:37:45 山口 浩史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 三好市役所
64 259 1:37:55 小原 直人 ｵﾊﾗ ﾅｵﾄ -
65 274 1:38:00 河井 愛知 ｶﾜｲ ﾖｼﾉﾘ -
66 154 1:38:08 岡田 祐介 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ -
67 162 1:38:19 平尾 登 ﾋﾗｵ ﾉﾎﾞﾙ -
68 82 1:38:27 佐藤 章彦 ｻﾄｳ ｱｷﾖｼ 美郷ぷらむﾗﾝﾅｰｽﾞ
69 6 1:38:32 山岸 哲宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾋﾛ -
70 152 1:39:12 港 和志 ﾐﾅﾄ ｶｽﾞｼ 徳島甘党倶楽部
71 203 1:39:53 源代 宏一 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｺｳｲﾁ ＥＣＴ走友会
72 115 1:40:01 北島 圭輔 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 名西郡農協
73 97 1:40:04 武知 聡 ﾀｹﾁ ｻﾄｼ OMH
74 161 1:40:11 上藤 大輝 ｶﾐﾌｼﾞ ﾀｲｷ -
75 269 1:40:32 阪東 哲也 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ -
76 116 1:40:36 芳野 一也 ﾖｼﾉ ｶｽﾞﾔ -
77 104 1:40:46 越智 崇之 ｵﾁ ﾀｶﾕｷ 迷走会
78 200 1:40:47 貞本 洋志 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ -
79 201 1:40:51 記本 浩徳 ｷﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ -
80 24 1:40:55 原田 和生 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｵ -
81 155 1:40:58 土居 敬司 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ -
82 354 1:41:06 大向 隆史 ｵｵﾑｶｲ ﾀｶｼ -
83 335 1:41:17 前田 誠彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ まんごろう
84 188 1:41:33 住村 眞介 ｽﾐﾑﾗ ｼﾝｽｹ -
85 38 1:41:47 枝澤 裕司 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ S・K・R・C
86 316 1:41:47 石川 学 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ -
87 282 1:42:14 敷田 隆司 ｼｷﾀ ﾀｶｼ -
88 218 1:42:21 松英 雅俊 ﾏﾂｴ ﾏｻﾄｼ -
89 257 1:42:29 桑子 武之 ｸﾜｺ ﾀｹﾕｷ -
90 129 1:43:02 村瀬 寛記 ﾑﾗｾ ﾋﾛﾉﾘ -
91 47 1:43:03 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ -
92 334 1:43:17 表原 武史 ｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ -
93 159 1:43:30 西岡 勝 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾙ 中谷智司と走ろう会
94 352 1:43:31 岡村 剛一郎 ｵｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ -
95 85 1:43:33 井浦 哲也 ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ 大王製紙
96 253 1:43:49 高尾 俊太 ﾀｶｵ ｼｭﾝﾀ -
97 110 1:43:59 増井 良和 ﾏｽｲ ﾖｼｶｽﾞ 美馬市役所
98 287 1:44:10 喜多谷 栄治 ｷﾀﾔ ｴｲｼﾞ -
99 37 1:44:21 井上 秀一 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｲﾁ -
100 96 1:44:44 小川 剛 ｵｶﾞﾜ ﾂﾖｼ -
101 46 1:44:57 原田 雅史 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ -
102 74 1:44:57 山下 智也 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ -
103 322 1:45:01 平野 勝裕 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋﾛ 関学（今泉ゼミ）
104 13 1:45:04 安達 敬一郎 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾊｯﾋﾟｰRD
105 306 1:45:21 前田 尚志 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻｼ 大川バス走友会
106 73 1:45:22 磨野 聡志 ﾏﾉ ｻﾄｼ -
107 113 1:45:27 岡 健次郎 ｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 阿波製紙㈱
108 146 1:45:34 岡田 武夫 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｵ 天狗会
109 144 1:45:45 三木 正久 ﾐｷ ﾏｻﾋｻ -
110 195 1:45:46 林 秀明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ -
111 102 1:45:47 大島 隆宏 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ まちけん飛脚
112 4 1:45:53 岡田 崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ -
113 175 1:45:54 林 康之 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ 上板スポーツクラブ
114 186 1:46:30 遠藤 純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ -
115 252 1:46:39 大野 太一郎 ｵｵﾉ ﾀｲﾁﾛｳ -
116 107 1:46:41 武田 忍 ﾀｹﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ -
117 178 1:46:59 田野 学 ﾀﾉ ﾏﾅﾌﾞ -
118 244 1:47:03 長尾 貴博 ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ -
119 294 1:47:24 猪谷 敏 ｲﾉﾀﾆ ｻﾄｼ -
120 236 1:47:48 秋月 隼人 ｱｷﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ -
121 339 1:47:53 安武 善作 ﾔｽﾀｹ ｾﾞﾝｻｸ -
122 262 1:48:02 碇 貴士 ｲｶﾘ ﾀｶｼ 徳島大学ＴＪＰ
123 366 1:48:02 村上 秀治 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 松前町トータルＫ
124 182 1:48:03 黒川 弘史 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｼ -



125 196 1:48:16 金森 直人 ｶﾅﾓﾘ ﾅｵﾄ -
126 220 1:48:36 高橋 和孝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ -
127 187 1:48:38 藤木 崇 ﾌｼﾞｷ ﾀｶｼ -
128 137 1:48:38 黒川 裕文 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ -
129 138 1:48:39 黒川 美宏 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 鴨島病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部
130 173 1:48:47 細川 健一 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｲﾁ -
131 83 1:48:48 河原 将人 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾄ -
132 160 1:48:58 世戸 真至 ｾﾄ ｼﾝｼﾞ -
133 293 1:49:04 山下 勝久 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋｻ -
134 319 1:49:14 石井 周二 ｲｼｲ ｼｭｳｼﾞ -
135 2 1:49:15 梯 栄志 ｶｹﾊｼ ﾋｻｼ まちけん末広店
136 277 1:49:22 中野 貴博 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ -
137 285 1:49:26 大元 康仁 ｵｵﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ -
138 286 1:49:50 中西 隆行 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾕｷ ＪＣＡ
139 312 1:50:00 小西 久志 ｺﾆｼ ﾋｻｼ -
140 309 1:50:20 影山 智浩 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ -
141 275 1:50:20 村田 雄亮 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 興和創薬㈱
142 180 1:50:39 田中 一生 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ -
143 54 1:50:46 高橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ ALSOK
144 281 1:50:59 林 邦生 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ -
145 225 1:51:14 細川 寛 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ -
146 255 1:51:15 高木 啓吾 ﾀｶｷﾞ ｹｲｺﾞ 香大附属特別支援学校
147 331 1:51:22 大前 友和 ｵｵﾏｴ ﾄﾓｶｽﾞ -
148 78 1:51:33 西村 保則 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ -
149 311 1:52:03 岸田 聡史 ｷｼﾀﾞ ｻﾄｼ -
150 318 1:52:15 平野 司 ﾋﾗﾉ ﾂｶｻ -
151 21 1:52:17 福本 芳明 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ OMH
152 99 1:52:26 藤井 隆嗣 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ ﾁｰﾑひとり
153 299 1:52:35 高間 和樹 ﾀｶﾏ ｶｽﾞｷ -
154 121 1:52:45 大平 智嗣 ｵｵﾋﾗ ｻﾄｼ -
155 92 1:52:58 鎌田 昌紀 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 大塚製薬ﾜｼﾞｷ工場RC
156 302 1:53:02 大持 安博 ｵｵﾓﾁ ﾔｽﾋﾛ まんごろう
157 202 1:53:59 橋本 光広 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ -
158 348 1:54:05 石川 健一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ ＡＲＣ
159 124 1:54:05 三好 悠 ﾐﾖｼ ﾕｳ -
160 42 1:54:20 延原 範彦 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ -
161 171 1:54:42 米崎 信弥 ﾖﾈｻﾞｷ ｼﾝﾔ -
162 25 1:55:08 真本 誠喜 ｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ OMH
163 163 1:55:19 松原 寿雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｵ -
164 44 1:55:22 加藤 寛 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ -
165 315 1:55:28 楠本 健司 ｸｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ バイブス
166 101 1:55:39 野田 利紀 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 善通寺病院
167 249 1:55:47 加藤 慶太郎 ｶﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 徳島大学
168 246 1:55:56 高倉 一幸 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞﾕｷ -
169 60 1:56:03 前田 貴彦 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋｺ -
170 241 1:56:08 堀本 卓志 ﾎﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ ファイザー（株）
171 183 1:56:14 安部 勝己 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐ -
172 145 1:56:27 近藤 敦 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ -
173 123 1:56:27 西岡 健二郎 ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ -
174 297 1:56:31 川根 信三 ｶﾜﾈ ｼﾝｿｳ -
175 214 1:56:38 山下 高生 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｵ -
176 216 1:56:44 正本 英紀 ﾏｻﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
177 304 1:56:53 森 直樹 ﾓﾘ ﾅｵｷ （株）アスティス
178 272 1:56:58 堺 正和 ｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ ＪＣＡ
179 258 1:57:11 髙木 幸弘 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾛ -
180 109 1:57:17 古田 真也 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾅﾘ -
181 87 1:57:20 田中 直洋 ﾀﾅｶ ﾅｵﾋﾛ T－MAC
182 271 1:57:21 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 那賀町商工会青年部だ
183 324 1:57:24 郡 義典 ｺｵﾘ ﾖｼﾉﾘ 中谷智司と走る会
184 254 1:57:32 割石 大介 ﾜﾘｲｼ ﾀﾞｲｽｹ ハッピーランナーズ
185 139 1:57:52 小西 慶治 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ -
186 10 1:57:55 池本 成仁 ｲｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ -
187 165 1:58:02 児玉 忠浩 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ -
188 120 1:58:11 河野 剛士 ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ -
189 310 1:58:17 庄野 浩司 ｼｮｳﾉ ｺｳｼﾞ -
190 58 1:58:18 森本 尚貴 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 井上病院
191 30 1:58:30 金森 弘一郎 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ -



192 184 1:58:45 森北 直樹 ﾓﾘｷﾀ ﾅｵｷ -
193 243 1:58:47 小島 義幸 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ -
194 327 1:58:47 久米井 隆宏 ｸﾒｲ ﾀｶﾋﾛ -
195 189 1:58:54 宮本 隆二 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ ＪＪＯＧ
196 264 1:58:55 川内 元徳 ｶﾜｳﾁ ﾓﾄﾉﾘ -
197 68 1:58:57 泊 信夫 ﾄﾏﾘ ﾉﾌﾞｵ -
198 134 1:58:57 尾﨑 哲也 ｵｻﾞｷ ﾃﾂﾔ -
199 260 1:59:09 森本 謙志 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼ -
200 56 1:59:29 鈴木 智生 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ -
201 20 1:59:30 岩本 敬次 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞ ㈱ﾖｺﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
202 208 1:59:37 八坂 聡 ﾔｻｶ ｻﾄｼ -
203 32 1:59:43 西内 聖人 ﾆｼｳﾁ ｷﾖﾋﾄ -
204 227 1:59:54 別部 隆司 ﾜｹﾍﾞ ﾀｶｼ -
205 148 2:01:00 山本 敦紀 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ 天狗会
206 59 2:01:14 平澤 雅司 ﾋﾗｻﾜ ﾏｻｼ -
207 250 2:01:25 長山 明広 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ -
208 95 2:01:32 谷 泰宏 ﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ TEAM★大虎
209 90 2:01:40 山川 和也 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 姫野組はしり隊
210 169 2:01:56 上田 亨 ｳｴﾀ ﾄｵﾙ チョイデブランナーズ
211 368 2:02:17 岸 陽介 ｷｼ ﾖｳｽｹ -
212 224 2:02:20 松尾 俊也 ﾏﾂｵ ﾄｼﾔ -
213 344 2:02:27 中野 智 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ -
214 232 2:02:31 実平 利光 ｻﾈﾋﾗ ﾄｼﾐﾂ -
215 181 2:02:33 早川 直樹 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ -
216 194 2:02:34 永井 雅樹 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ -
217 64 2:02:44 乾 裕基 ｲｳｲ ﾋﾛｷ -
218 263 2:02:44 仁木 幹太 ﾆｷ ｶﾝﾀ -
219 197 2:02:58 綱野 勝之 ﾂﾅﾉ ｶﾂﾕｷ -
220 11 2:03:02 大濱 和賀 ｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾖﾘ -
221 108 2:03:03 佐藤 文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ -
222 369 2:03:14 竹中 英喬 ﾀｹﾅｶ ﾋﾃﾞﾀｶ -
223 166 2:03:15 古賀 諒平 ｺｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ -
224 307 2:03:33 豊田 英司 ﾄﾖﾀ ｴｲｼﾞ -
225 270 2:03:55 菅井 大輔 ｽｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ -
226 279 2:04:26 しだ原 克彦 ｼﾀﾞﾊﾗ ｶﾂﾋｺ ｍａｌｍｏｔｏ
227 167 2:04:48 金川 勝彦 ｶﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 徳島大学ＴＪＰ
228 268 2:04:59 住忠 大作 ｽﾐﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ -
229 345 2:05:16 寺本 隆志 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶｼ -
230 211 2:05:28 相良 剛史 ｻｶﾞﾗ ﾀｹﾌﾐ 四国大学カッパーズ
231 67 2:05:32 丸山 幸弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 農研ｸﾗﾌﾞ
232 261 2:05:33 齋藤 譲 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ -
233 210 2:05:55 山崎 裕行 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ -
234 303 2:06:00 黒光 浩一 ｸﾛﾐﾂ ｺｳｲﾁ 村上記念病院
235 105 2:06:16 井田 知晃 ｲﾀﾞ ﾄﾓｱｷ -
236 45 2:06:52 四宮 功章 ｼﾉﾐﾔ ﾖｼｱｷ -
237 17 2:06:55 草野 真也 ｸｻﾉ ｼﾝﾔ -
238 49 2:07:03 本淨 健太 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ -
239 5 2:07:05 斉藤 龍太 ｻｲﾄｳﾘｭｳﾀ -
240 198 2:07:34 塩津 和也 ｼｵﾂ ｶｽﾞﾔ 徳島ヴォルティスＲＣ
241 330 2:07:41 板東 純平 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ -
242 22 2:07:42 福岡 弘記 ﾌｸｵｶ ﾋﾛｷ 徳島健走会
243 226 2:07:59 峯野 俊也 ﾐﾈﾉ ﾄｼﾔ -
244 168 2:08:14 吉松 賢 ﾖｼﾏﾂ ｹﾝ おえ和茶
245 88 2:08:27 和渕 祥章 ﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛｱｷ -
246 177 2:08:29 南谷 洋光 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ 牛岐ＲＣ
247 135 2:08:35 井原 貴之 ｲﾊﾗ ﾀｶﾕｷ -
248 235 2:08:56 池渕 慎二 ｲｹﾌﾞﾁ ｼﾝｼﾞ -
249 164 2:09:00 後藤 学 ｺﾞﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ アステラス製薬
250 40 2:09:26 近藤 雅俊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ TEAM SEGAWA
251 242 2:09:35 上田 隆幸 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ -
252 19 2:09:39 原 敬貴 ﾊﾗ ﾋﾛｷ -
253 229 2:09:45 松田 鉄平 ﾏﾂﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ -
254 305 2:09:50 玉木 克佳 ﾀﾏｷ ｶﾂﾖｼ -
255 353 2:09:56 真島 琢也 ﾏｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 関西学院大学
256 111 2:10:08 大久保 彰洋 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 阿波製紙㈱
257 51 2:10:33 矢野 裕和 ﾔﾉ ﾋﾛｶｽﾞ -
258 151 2:10:47 高岡 克宜 ﾀｶｵｶ ｶﾂｷ 橋本リハクリニック



259 191 2:10:53 新居 卓磨 ﾆｲ ﾀｸﾏ -
260 360 2:10:55 岡谷 隆司 ｵｶﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ まんごろう
261 338 2:11:18 赤池 直哉 ｱｶｲｹ ﾅｵﾔ 伊勢エビたべ隊
262 248 2:11:54 森谷 友博 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 徳島大学
263 206 2:12:08 鎌田 雄介 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ Ｔｅａｍ１６
264 341 2:12:20 畑迫 尚樹 ﾊﾀｻｺ ﾅｵｷ -
265 190 2:12:34 宇喜多 宏通 ｳｷﾀ ﾋﾛﾐﾁ -
266 81 2:12:43 冨永 貴嗣 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｼ -
267 284 2:12:50 森田 佳隆 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾀｶ -
268 149 2:13:10 原田 康弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 天狗会
269 265 2:13:47 藤元 圭一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ -
270 251 2:13:48 萩原 雄一 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 川島病院遊走会
271 136 2:13:49 鉄谷 裕生 ﾃﾂﾔ ﾋﾛｵ -
272 267 2:13:54 飯島 尚秀 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾋﾃﾞ -
273 26 2:14:00 小賀野 靖史 ｵｶﾞﾉ ﾔｽﾌﾐ -
274 228 2:14:21 蓮池 弘樹 ﾊｽｲｹ ﾋﾛｷ -
275 296 2:14:25 岡本 崇志 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ -
276 72 2:14:28 松浦 勇也 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾔ 田岡東病院
277 185 2:14:38 榎本 靖之 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽﾕｷ -
278 298 2:15:17 三谷 達史 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ -
279 221 2:15:24 西野 弘章 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ 牛岐ＲＣ
280 323 2:15:32 井垣 敦 ｲｶﾞｷ ｱﾂｼ -
281 343 2:16:03 木村 明人 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ -
282 336 2:16:22 平賀 伸宏 ﾋﾗｶﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
283 66 2:16:23 惣田 真人 ｿｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ -
284 50 2:16:31 新造 渉 ｼﾝｿﾞｳ ﾜﾀﾙ -
285 222 2:17:01 寺岡 篤幸 ﾃﾗｵｶ ｱﾂﾕｷ -
286 340 2:17:02 近藤 栄治 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 伊勢エビたべ隊
287 213 2:18:04 森 弘光 ﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ -
288 106 2:18:56 山田 賀生 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ -
289 247 2:19:15 山根 孝文 ﾔﾏﾈ ﾀｶﾌﾐ -
290 143 2:19:32 菊野 裕介 ｷｸﾉ ﾕｳｽｹ -
291 100 2:19:33 小林 雅也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 善通寺病院
292 16 2:19:47 風本 茂雄 ｶｻﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ -
293 364 2:19:48 福山 正史 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻｼ -
294 174 2:20:48 鎌田 研吾 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ -
295 205 2:21:07 亀井 裕人 ｶﾒｲ ﾋﾛﾋﾄ -
296 365 2:21:15 村上 祐二 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 松前町トータルＫ
297 289 2:21:43 福原 智 ﾌｸﾊﾗ ｻﾄｼ -
298 207 2:22:01 藤井 達三 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｿﾞｳ -
299 332 2:23:05 松尾 康平 ﾏﾂｵ ｺｳﾍｲ 関西学院大学
300 48 2:24:28 横田 康弘 ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ -
301 288 2:24:59 五十川 和也 ｲｿｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ -
302 98 2:25:05 坂東 宏一 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ -
303 94 2:25:05 亀井 誠 ｶﾒｲ ﾏｺﾄ -
304 350 2:25:08 谷 直樹 ﾀﾆ ﾅｵｷ -
305 62 2:25:21 七條 弘成 ｼﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛﾅﾘ -
306 65 2:25:23 山田 善大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ -
307 70 2:26:19 大森 一伸 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾌﾞ -
308 362 2:26:32 市原 弘章 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ -
309 127 2:26:45 津田 幸輔 ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ 阿波製紙
310 103 2:26:52 佐竹 正明 ｻﾀｹ ﾏｻｱｷ -
311 77 2:26:53 川上 大介 ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｽｹ -
312 55 2:26:54 田中 永志 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ -
313 80 2:26:58 濱 朋之 ﾊﾏ ﾄﾓﾕｷ -
314 86 2:27:08 松本 崇 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ -
315 89 2:28:04 糸谷 徳文 ｲﾄﾀﾆ ﾉﾘﾌﾐ -
316 133 2:29:03 徳岡 克也 ﾄｸｵｶ ｶﾂﾔ ｱｽﾃﾗｽ製薬
317 367 2:29:28 竹森 洋介 ﾀｹﾓﾘ ﾖｳｽｹ -
318 351 2:29:53 大城 豊 ｵｵｼﾛ ﾕﾀｶ -
319 118 2:29:59 近藤 祐介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ -
320 117 2:29:59 三宅 正弘 ﾐﾔｹ ﾏｻﾋﾛ -
321 240 2:31:31 鈴木 勝行 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾕｷ -
322 141 2:31:47 前田 研一 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ -
323 71 2:32:16 定作 康児 ｼﾞｮｳｽﾞｸﾘ ﾔｽｼﾞ -
324 233 2:33:05 川野 真一 ｶﾜﾉ ｼﾝｲﾁ -
325 130 2:34:14 都築 健太 ﾂﾂﾞｷ ｹﾝﾀ -



326 313 2:35:45 岡田 一平 ｵｶﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 第一三共
327 7 2:36:12 西出 俊二郎 ﾆｼﾃﾞ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ -
328 212 2:36:47 石山 敬造 ｲｼﾔﾏ ｹｲｿﾞｳ -
329 204 2:38:52 姫田 直輝 ﾋﾒﾀﾞ ﾅｵｷ -
330 217 2:39:14 濱田 圭司 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ -
331 29 2:39:23 土肥 克也 ﾄﾞﾋ ｶﾂﾔ -
332 176 2:40:36 平坂 篤 ﾋﾗｻｶ ｱﾂｼ -
333 57 2:42:24 西原 佑也 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾔ ALSOK
334 358 2:44:47 山本 智章 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｱｷ -
335 328 2:45:46 山本 博 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 徳大ホノマラ
336 93 2:48:11 後藤田 真 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾏｺﾄ -
337 308 2:53:28 山本 篤 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ -
338 112 2:54:06 橘 昌利 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ 阿波製紙㈱
339 266 2:55:14 赤松 志郎 ｱｶﾏﾂ ｼﾛｳ -
340 361 2:57:27 吉田 雅人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ -
341 295 3:04:11 竹田 立志 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂｼ -
342 61 3:05:14 長尾 勝也 ﾅｶﾞｵ ｶﾂﾔ -
343 357 3:06:03 田中 宏明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ -



2 ハーフマラソン 男子40歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 711 1:14:23 湯口 武夫 ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ 阿波製紙ＲＣ
2 585 1:17:14 鮎川 進 ｱﾕｶﾜ ｽｽﾑ -
3 505 1:17:31 大上 義仁 ｵｵｳｴ ﾖｼﾋﾄ -
4 615 1:19:12 東 卓志 ｱｽﾞﾏ ﾀｸｼ あずま組一家
5 461 1:20:29 北村 晃章 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ とくしま生協
6 805 1:22:27 山本 孝治 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 徳島アスリートクラブ
7 525 1:22:45 時谷 俊寛 ﾄｷﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ 徳島城山RC
8 648 1:24:24 橋田 数永 ﾊｼﾀﾞ ｶｽﾞﾅｶﾞ 松山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
9 420 1:25:07 芳野 大造 ﾖｼﾉ ﾀｲｿﾞｳ 愛媛陸協
10 579 1:25:59 津島 祥 ﾂｼﾏ ﾔｽｼ -
11 710 1:26:04 近藤 道広 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ 徳島大ＬＴＲ
12 771 1:26:12 川口 徹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ つるぎ
13 790 1:26:35 河野 正秀 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ ＴＪＰ
14 444 1:26:57 松下 光雄 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ -
15 551 1:28:18 竹内 一郎 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ TJP
16 450 1:28:27 西山 進 ﾆｼﾔﾏ ｽｽﾑ 里浦RC
17 641 1:28:37 大本 浩 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｼ -
18 538 1:28:37 藤井 俊之 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ -
19 788 1:29:00 大坪 敏男 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼｵ プラズマＲＣ
20 723 1:29:33 泉田 佳伸 ｲｽﾞﾐﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ Ｔ．Ｐａｔｉｏ
21 566 1:30:07 加集 宏明 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ -
22 564 1:30:11 江川 彰則 ｴｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ ｼｰｻｲﾄﾞ阿南
23 448 1:30:45 横手 美男 ﾖｺﾃ ﾖｼｵ ｼｰｻｲﾄﾞ阿南
24 425 1:31:07 岡田 賢三 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 徳島蝶の会
25 709 1:31:23 前田 伸二 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 鳴門病院
26 522 1:31:57 竹路 正行 ﾀｹｼﾞ ﾏｻﾕｷ 加茂谷RC
27 767 1:32:29 佐藤 幸司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 徳島ヴォルティスＲＣ
28 717 1:32:57 平岡 芳和 ﾋﾗｵｶ ﾖｼｶｽﾞ -
29 809 1:33:23 山崎 洋一 ﾔﾏｻｷ ﾖｳｲﾁ -
30 443 1:33:30 榎本 和弘 ｴﾉﾓﾄｶｽﾞﾋﾛ -
31 833 1:33:36 近藤 武嗣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 扶桑建設工業
32 684 1:33:39 安井 勝 ﾔｽｲ ﾏｻﾙ -
33 560 1:33:50 峰瀬 正之 ﾐﾈｾ ﾏｻﾕｷ -
34 866 1:33:57 森 恭万 ﾓﾘ ﾔｽｶｽﾞ -
35 545 1:34:03 山口 文男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｵ まちけん飛脚
36 678 1:34:18 佐古 吉男 ｻｺ ﾖｼｵ -
37 401 1:34:27 佐藤 美佐雄 ｻﾄｳ ﾐｻｵ -
38 849 1:34:47 藤澤 幸司 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ ㈱アスティス
39 694 1:35:00 藤本 聖 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ -
40 638 1:35:01 前田 博幸 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 徳島城山RC
41 403 1:35:38 楠本 孝夫 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｵ まちけん飛脚
42 766 1:36:19 坂井 久仁年 ｻｶｲ ｸﾆﾄｼ 徳島ＶＯＲＴＩＳＲＣ
43 695 1:36:39 坂東 良晃 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ タウトクＲＣ
44 479 1:36:39 小川 謙吾 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ -
45 791 1:36:47 松原 稔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾉﾙ かめさんランナーズ
46 431 1:36:55 吉田 幸二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ -
47 741 1:37:02 石川 琢己 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ -
48 750 1:37:05 松井 和文 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾌﾐ -
49 492 1:37:13 道官 昭司 ﾄﾞｳｶﾝ ｼｮｳｼﾞ ｽｲｯﾁ
50 862 1:37:23 吉村 安幸 ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾕｷ -
51 764 1:37:42 大岩 秀次 ｵｵｲﾜ ｼｭｳｼﾞ 池田小学校
52 442 1:38:00 広長 一夫 ﾋﾛﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 徳島健走会
53 870 1:38:17 梶原 樹 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾂｼ -
54 815 1:38:23 大松 稔弘 ｵｵﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ まちけん飛脚
55 549 1:38:25 阿部 吉幸 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ -
56 854 1:38:38 米田 実 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ -
57 735 1:38:39 桑島 敏男 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ -
58 820 1:38:45 辻 泰弘 ﾂｼﾞ ﾔｽﾋﾛ -
59 712 1:38:48 青木 幸文 ｱｵｷ ﾕｷﾌﾐ -
60 817 1:38:49 内園 昭一 ｳﾁｿﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ ＵＭＭＬ
61 474 1:38:54 板東 俊治 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ -
62 786 1:38:59 中川 紳二郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞﾛｳ 中川歯科医院
63 470 1:39:00 川真田 康彦 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽﾋｺ ﾁｰﾑVIVO
64 776 1:39:01 木曽 靖彦 ｷｿ ﾔｽﾋｺ まろんＲＣ
65 797 1:39:05 宝窪 博文 ﾎｳｸﾎﾞ ﾋﾛﾌﾐ ＡＯＫ ランニングク



66 782 1:39:13 住友 久之 ｽﾐﾄﾓ ﾋｻﾕｷ 吉野川市陸協
67 624 1:39:18 阿部 敬典 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ PPA
68 510 1:39:21 吉永 勝重 ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾂｼｹﾞ 徳島城山RC
69 506 1:39:26 富田 英之 ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ -
70 588 1:39:36 廣林 研史 ﾋﾛﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 香川県立高松東高等学校
71 634 1:40:02 新田 哲弘 ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ -
72 410 1:40:02 湯浅 隆二 ﾕｱｻ ﾀｶｼﾞ ｻｸｾｽﾃﾆｽ
73 881 1:40:11 松岡 秀行 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ -
74 544 1:40:15 大西 孝志 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ -
75 860 1:40:16 藤本 秀和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
76 657 1:40:23 酢谷 寿美治 ｽﾀﾞﾆ ｽﾐﾊﾙ ｲｺﾞ･ﾏｱ･ﾀﾝｺ
77 568 1:41:04 遊塚 実 ﾕｳﾂﾞｶ ﾐﾉﾙ ALSOK－RC
78 465 1:41:11 西木 良 ﾆｼｷ ﾘｮｳ ﾃﾆｽでおじゃる
79 686 1:41:20 知野 秀樹 ﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ 宮田懸走会
80 662 1:41:24 近藤 厚志 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ ｻﾝ未来
81 699 1:41:40 平田 直行 ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ ＴＥＡＭ県歯
82 507 1:41:47 浅野 喜美雄 ｱｻﾉ ｷﾐｵ さかぐちﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ
83 713 1:41:49 佐藤 寛 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ さとう歯科
84 639 1:41:59 戸田 敏治 ﾄﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 川内さくらﾗﾝﾅｰｽﾞ
85 500 1:42:11 阿部 貴行 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ -
86 514 1:42:16 木田 一樹 ｷﾀﾞ ｶｽﾞｷ -
87 778 1:42:34 中尾 勝重 ﾅｶｵ ｶﾂｼｹﾞ -
88 623 1:42:44 武市 佳人 ﾀｹｲﾁ ﾖｼﾋﾄ 徳島大学LTR
89 437 1:42:47 森 克己 ﾓﾘ ｶﾂﾐ -
90 807 1:42:47 谷口 徳広 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾛ -
91 878 1:42:55 須藤 利幸 ｽﾄｳ ﾄｼﾕｷ -
92 650 1:42:57 森奥 和人 ﾓﾘｵｸ ｶｽﾞﾋﾄ 四国計測
93 449 1:43:05 上杉 明人 ｳｴｽｷﾞ ｱｷﾋﾄ -
94 743 1:43:15 吉末 訓弘 ﾖｼｽｴ ｸﾆﾋﾛ 大鵬薬品工業
95 515 1:43:18 渡瀬 繁 ﾜﾀｾ ｼｹﾞﾙ ㈱菱建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
96 414 1:43:26 細田 茂之 ﾎｿﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 大阪赤十字血液C・C
97 429 1:43:35 田中 信義 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖｼ -
98 561 1:43:36 三吉 通晴 ﾐﾖｼ ﾐﾁﾊﾙ 石井少年柔道教室
99 483 1:43:47 平山 聖人 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ ﾌﾘｰﾗﾝﾅｰ
100 760 1:43:55 今城 朗 ｲﾏｼﾞｮｳ ｱｷﾗ 全農こうち
101 546 1:44:04 瀬尾 圭司 ｾｵ ｹｲｼﾞ -
102 523 1:44:13 増井 康彦 ﾏｽｲ ﾔｽﾋｺ 南淡路RC
103 812 1:44:14 木下 学 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ -
104 520 1:44:22 高橋 正弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ -
105 426 1:44:27 武知 保文 ﾀｹﾁ ﾔｽﾌﾐ -
106 885 1:44:37 柏木 茂 ｶｼﾜｷﾞ ｼｹﾞﾙ 中山道場
107 873 1:44:47 網田 克明 ｱﾐﾀ ｶﾂｱｷ -
108 497 1:44:49 西尾 厚志 ﾆｼｵ ｱﾂｼ 愛南体協
109 719 1:44:54 川口 美好 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾖｼ -
110 499 1:44:55 栞原 孝司 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ -
111 628 1:45:00 熊本 徹 ｸﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ -
112 535 1:45:06 藤永 工 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 応神RC
113 596 1:45:10 石原 茂樹 ｲｼﾊﾗ ｼｹﾞｷ -
114 583 1:45:10 深見 善広 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ -
115 552 1:45:30 上田 輝明 ｳｴﾀﾞ ﾃﾙｱｷ -
116 808 1:45:31 高安 富男 ﾀｶﾔｽ ﾄﾐｵ 医療生協たかまつ
117 752 1:45:36 和泉 敏朗 ｲｽﾞﾐ ﾄｼﾛｳ -
118 416 1:45:38 渡辺 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ -
119 554 1:46:07 兼子 篤三郎 ｶﾈｺ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ AOKﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
120 618 1:46:34 井樋 雅之 ｲﾋ ﾏｻﾕｷ -
121 655 1:46:36 山本 賢治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 四国段ﾎﾞｰﾙAC
122 438 1:46:36 松島 善三郎 ﾏﾂｼﾏ ｾﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ-
123 480 1:46:43 小島 節夫 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ 五洋建設㈱
124 621 1:46:48 古津 敏彦 ﾌﾙﾂ ﾄｼﾋｺ AOKRC
125 839 1:46:53 藤田 正 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ Ｔ－ｖｏｒ ＲＣ
126 715 1:46:57 黒河 伸光 ｸﾛｶﾜ ﾉﾌﾞﾐﾂ 西条市役所小松
127 452 1:47:01 溝口 俊三 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝｿﾞｳ -
128 423 1:47:06 和田 康昭 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ -
129 707 1:47:33 吉岡 一道 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾐﾁ ドンキーズ
130 600 1:47:41 鬼城 浩茂 ｷｼﾞｮｳ ﾋﾛｼｹﾞ -
131 813 1:47:44 藤本 正己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ こまめ ＲＣ
132 477 1:47:48 岩佐 隆範 ｲﾜｻ ﾀｶﾉﾘ -



133 434 1:48:06 高見 正毅 ﾀｶﾐ ﾏｻｷ ｼｰｻｲﾄﾞ阿南
134 622 1:48:10 田中 千秋 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 高松家庭裁判所
135 419 1:48:18 鎌田 徳一 ｶﾏﾀﾞ ﾄｸｲﾁ -
136 687 1:48:20 藤枝 主市 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶｽﾞｲﾁ -
137 411 1:48:28 登尾 猪三郎 ﾉﾎﾞﾘｵ ｲｻﾌﾞﾛｳ ｲｻﾌﾞﾛｳ
138 478 1:48:30 森 邦夫 ﾓﾘ ｸﾆｵ まちけん飛脚
139 487 1:48:39 中尾 行博 ﾅｶｵ ﾕｷﾋﾛ -
140 725 1:48:41 中空 健二 ﾅｶｿﾞﾗ ｹﾝｼﾞ -
141 777 1:48:41 竹内 隆文 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ -
142 789 1:48:49 唐木 郁夫 ｶﾗｷ ｲｸｵ みつ花連
143 826 1:48:54 後藤 義裕 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 阿波クリーン
144 781 1:48:55 寺内 寛 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ 日本フネン
145 762 1:48:59 楠瀬 敬一 ｸｽﾉｾ ｹｲｲﾁ 全農こうち
146 571 1:49:18 平田 貢 ﾋﾗﾀ ﾐﾂｷﾞ -
147 577 1:49:40 西岡 寿典 ﾆｼｵｶ ﾄｼﾉﾘ TJP
148 794 1:49:56 三木 忠義 ﾐｷ ﾀﾀﾞﾖｼ -
149 693 1:50:02 天野 国義 ｱﾏﾉ ｸﾆﾖｼ -
150 509 1:50:13 田中 由春 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ -
151 692 1:50:17 鈴木 均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ アロエＲＣ
152 880 1:50:25 中野 修次 ﾅｶﾉ ｼｭｳｼﾞ -
153 877 1:50:28 徳永 雅彦 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ -
154 879 1:50:39 酒井 秀樹 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｷ -
155 679 1:50:46 竹内 孝志 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ ＭｉｔｓｕｉＲＣ
156 533 1:50:47 國安 寿昭 ｸﾆﾔｽ ﾄｼｱｷ -
157 459 1:50:55 森 聡幸 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ -
158 669 1:51:04 松山 健児 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽRC
159 765 1:51:18 小野 公輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ 数理ＭＣ
160 608 1:51:21 滝花 秀樹 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ -
161 645 1:51:44 尾形 雅弘 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ TMAC
162 876 1:52:11 鎌田 紀 ｶﾏﾀ ﾊｼﾞﾒ -
163 845 1:52:25 雁木 淳一 ｶﾞﾝｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 市立周桑病院
164 737 1:52:25 中林 利美 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ -
165 729 1:52:29 杉山 昭彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＴＪＰ
166 530 1:52:31 佐藤 幸男 ｻﾄｳ ﾕｷｵ -
167 675 1:52:36 福岡 建二 ﾌｸｵｶ ｹﾝｼﾞ 徳島健走会
168 732 1:52:50 吉本 義等 ﾖｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ -
169 558 1:52:55 河内 康正 ｶﾜｳﾁ ﾔｽﾏｻ -
170 803 1:53:12 土井 卓 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ -
171 586 1:53:12 浦川 源三郎 ｳﾗｶﾜ ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ徳大TJP
172 734 1:53:12 小川 佳久 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ＴＪＰ
173 758 1:53:14 和田 大助 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
174 473 1:53:15 泉 正文 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ -
175 716 1:53:18 渡辺 研二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ -
176 757 1:53:26 高野 正路 ﾀｶﾉ ｼｮｳｼﾞ -
177 744 1:53:28 伊坂 卓司 ｲｻｶ ﾀｸｼﾞ -
178 524 1:53:31 久保 秀治 ｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ ﾁｰﾑVIVO
179 422 1:53:34 坂野 栄一 ｻｶﾉ ｴｲｲﾁ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
180 829 1:53:39 佐伯 明茂 ｻｲｷ ｱｷｼｹﾞ -
181 749 1:53:41 岸本 実 ｷｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ 徳島ヴォルティスＲＣ
182 682 1:53:44 竹中 利光 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ -
183 475 1:53:50 澤本 修 ｻﾜﾓﾄ ｵｻﾑ -
184 604 1:53:53 佐伯 武俊 ｻｲｷ ﾀｹﾄｼ -
185 463 1:53:54 笠井 新二 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ -
186 573 1:54:00 岩本 哲史 ｲﾜﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ -
187 447 1:54:05 中村 武司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 鳴門病院
188 542 1:54:06 野口 英昭 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ -
189 652 1:54:11 竹井 裕 ﾀｹｲ ﾋﾛｼ -
190 848 1:54:14 兼松 利男 ｶﾈﾏﾂ ﾄｼｵ -
191 691 1:54:22 樫本 誠司 ｶｼﾓﾄ ｾｲｼﾞ -
192 625 1:54:38 長町 浩志 ﾅｶﾞﾏﾁｺｳｼﾞ -
193 446 1:54:46 河西 修一 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｲﾁ -
194 576 1:54:51 湯藤 正道 ﾕﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ -
195 690 1:54:53 竹谷 公男 ﾀｹﾔ ｷﾐｵ 徳島県農協労連
196 547 1:55:00 土田 裕三 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ -
197 441 1:55:04 乾 健司 ｲﾇｲ ｹﾝｼﾞ -
198 488 1:55:41 桑原 佳宏 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 拉致ねっと徳島
199 603 1:55:44 井上 好之 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ 石井ﾄﾞｰﾑ



200 436 1:55:45 阿部 克仁 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋﾄ 笑軍FC
201 674 1:55:48 藤本 博史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ -
202 570 1:55:53 宮田 正博 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾋﾛ -
203 602 1:55:55 河原 佳明 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ 徳大ＴＪＰ
204 795 1:56:01 中野 勝 ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ -
205 753 1:56:12 古谷 信一郎 ﾌﾙﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＴＪＰ・かめさん
206 490 1:56:18 三木 康正 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ -
207 706 1:56:24 采元 健二 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ -
208 659 1:56:27 住友 雄治 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ G.A.Sｸﾗﾌﾞ
209 792 1:56:49 砂川 和博 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ -
210 847 1:56:50 小野 敬三 ｵﾉ ｹｲｿﾞｳ 牟禮印刷
211 865 1:56:51 片岡 佳英 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾋﾃﾞ -
212 559 1:56:56 池田 一仁 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ -
213 708 1:57:36 樫原 茂 ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ -
214 864 1:57:38 田中 秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ -
215 763 1:57:50 坊野 竜也 ﾎﾞｳﾉ ﾀﾂﾔ 徳島ヴォルティスＲＣ
216 521 1:57:55 鎌田 憲二 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
217 818 1:57:57 大木 昭文 ｵｵｷﾞ ｱｷﾌﾐ 阿波銀行
218 504 1:57:57 西森 寛幸 ﾆｼﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ -
219 626 1:58:01 二宮 善徳 ﾆﾉﾐﾔ ﾖｼﾉﾘ -
220 730 1:58:10 久保 雅俊 ｸﾎﾞ ﾏｻﾄｼ -
221 598 1:58:14 美馬 一彦 ﾐﾏ ｶｽﾞﾋｺ -
222 756 1:58:24 川崎 清夫 ｶﾜｻｷ ｷﾖｵ -
223 834 1:58:32 安藤 隆史 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ ありんこ
224 593 1:58:36 五味 憲夫 ｺﾞﾐ ﾉﾘｵ -
225 672 1:58:38 佐々木 頼孝 ｻｻｷ ﾖﾘﾀｶ -
226 502 1:58:42 多田 耕一郎 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ -
227 850 1:58:43 手塚 俊明 ﾃﾂﾞｶ ﾄｼｱｷ ＴＥＡＭ．Ｔ
228 649 1:58:44 森本 忠義 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ -
229 844 1:58:45 吉野 育也 ﾖｼﾉ ｲｸﾔ -
230 402 1:58:46 角村 格 ｶｸﾑﾗ ｲﾀﾙ TJP
231 435 1:58:51 古川 武信 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ -
232 640 1:58:54 齋藤 勉 ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 徳島大学ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ
233 823 1:58:56 小川 博巳 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ -
234 768 1:58:57 今城 英夫 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ ＦＩＮＥｓｓｅ
235 677 1:58:59 吉成 崇 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 三葉虫ＲＣ
236 517 1:59:03 中村 逸男 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ -
237 493 1:59:14 豊川 敏雄 ﾄﾖｶﾜ ﾄｼｵ -
238 508 1:59:17 多田 克敏 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾄｼ -
239 830 1:59:25 高原 茂之 ﾀｶﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ ハッピーランナーズ
240 458 2:00:02 片岡 偉行 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ -
241 745 2:00:07 河野 誠也 ｺｳﾉ ｾｲﾔ -
242 534 2:00:11 清水 克樹 ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ -
243 498 2:00:13 三栖 勉 ﾐｽ ﾂﾄﾑ 高島RC
244 869 2:00:29 津山 公司 ﾂﾔﾏ ｺｳｼﾞ -
245 464 2:00:35 平田 弘 ﾋﾗﾀ ﾋﾛｼ -
246 720 2:00:37 石橋 正彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｱｷ ぷちぷち
247 772 2:00:40 桑田 誠二 ｸﾜﾀ ｾｲｼﾞ -
248 835 2:00:43 山下 常夫 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾈｵ 徳大ホノマラ
249 673 2:00:47 大津 行春 ｵｵﾂ ﾕｷﾊﾙ -
250 748 2:00:48 岡田 淳司 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ -
251 529 2:00:55 江本 義数 ｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 福村ﾗﾝﾅｰｽﾞ
252 746 2:01:21 井口 晴夫 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｵ -
253 840 2:01:22 伏見 誠司 ﾌｼﾐ ｾｲｼﾞ -
254 526 2:01:34 米田 彰 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ -
255 871 2:01:50 片岡 朗 ｶﾀｵｶ ﾛｳ 新居浜協立病院
256 440 2:02:02 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ -
257 405 2:02:03 岡久 真二 ｵｶﾋｻ ｼﾝｼﾞ -
258 407 2:02:12 森本 茂通 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞﾐﾁ -
259 413 2:02:14 齋藤 美博 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ -
260 653 2:02:33 西下 光男 ﾆｼｼﾀ ﾐﾂｵ 南淡路R
261 512 2:02:50 南本 長穂 ﾐﾅﾐﾓﾄ ｵｻﾎ -
262 540 2:02:54 多田 治征 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 大河会さぬき支部
263 454 2:02:58 高橋 武雄 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 徳島健走会
264 721 2:02:59 秋田 耕三 ｱｷﾀ ｺｳｿﾞｳ -
265 557 2:03:07 住友 信之 ｽﾐﾄﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ AOKRC
266 855 2:03:11 近藤 浩一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ヒヨリーダーズ



267 814 2:03:13 服部 雅彦 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾋｺ -
268 851 2:03:34 内藤 修身 ﾅｲﾄｳ ｵｻﾐ 四国電力
269 408 2:03:36 松村 博三 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｿﾞｳ 徳大TJP
270 665 2:03:37 前橋 功 ﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
271 796 2:03:57 香川 隆司 ｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ -
272 468 2:04:02 板東 完治 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾝｼﾞ -
273 541 2:04:05 竹田 利吉 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ -
274 455 2:04:18 檜 裕治 ﾋﾉｷ ﾕｳｼﾞ TｳﾞｫﾙﾃｨｽRC
275 627 2:04:20 川越 正 ｶﾜｺﾞｴ ﾀﾀﾞｼ -
276 701 2:04:24 細谷 裕重 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾛｼｹﾞ -
277 663 2:04:24 内藤 利明 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 河内S・C
278 843 2:04:31 篠原 敏夫 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼｵ -
279 643 2:04:46 稲山 英雄 ｲﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ -
280 793 2:04:53 前田 佳宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ -
281 689 2:04:57 鈴木 敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ ｔｍａｃ
282 582 2:04:57 松下 宏幸 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾕｷ T MAC
283 671 2:05:03 鈴江 昌之 ｽｽﾞｴ ﾏｻﾕｷ -
284 838 2:05:06 真鍋 平登 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾗﾄ -
285 827 2:05:23 山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 鳴門ロータリークラブ
286 495 2:05:29 藤原 上 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾎﾞﾘ -
287 537 2:05:43 土橋 宗則 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾑﾈﾉﾘ -
288 589 2:05:43 新居 康門 ﾆｲ ﾔｽｶﾄﾞ -
289 637 2:05:56 工藤 利夫 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ -
290 599 2:06:08 高橋 静雄 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｵ 徳島大学TJP
291 592 2:06:55 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ ﾁｰﾑ･ﾊﾔｸﾓ
292 630 2:07:12 鈴木 光臣 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾄﾐ -
293 486 2:07:17 河野 充幸 ｶﾜﾉ ﾐﾂﾕｷ -
294 555 2:07:48 井上 数正 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏｻ 新居浜楽走会
295 456 2:07:58 大下 義和 ｵｵｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ -
296 481 2:08:12 国見 英明 ｸﾆﾐ ﾃﾙｱｷ -
297 863 2:08:24 蛯原 淑文 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ -
298 656 2:08:32 髙田 登 ﾀｶﾀ ﾉﾎﾞﾙ -
299 578 2:08:34 遠藤 誠蔵 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｿﾞｳ 徳島大学TJP
300 773 2:08:39 奥田 真司 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 鳴門テクノ
301 572 2:08:52 郡 忠明 ｺｵﾘ ﾀﾀﾞｱｷ -
302 740 2:09:07 武市 博 ﾀｹｲﾁ ﾋﾛｼ -
303 472 2:09:24 杉山 日出男 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ -
304 532 2:09:44 村上 和之 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ -
305 457 2:09:51 尾﨑 亨一 ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ -
306 424 2:10:29 野村 幸司 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ -
307 605 2:10:32 中澤 隆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ -
308 856 2:10:34 南本 幹生 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ -
309 594 2:10:37 中尾 隆秀 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾃﾞ -
310 635 2:10:38 上野 雅夫 ｳｴﾉ ﾏｻｵ TJP
311 775 2:10:44 大塚 利治 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾊﾙ チームふれあい
312 489 2:10:48 今津 義昭 ｲﾏﾂﾞ ﾖｼｱｷ 徳島健走会
313 726 2:11:12 西田 覚 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ 小松島Ｒ
314 875 2:11:28 山口 一夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ メタボちゃんクラブ
315 828 2:11:47 竹内 一郎 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ -
316 617 2:11:53 長井 正男 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｵ 徳島健走会
317 697 2:12:20 森 直人 ﾓﾘ ﾅｵﾄ -
318 801 2:12:22 上田 聡一郎 ｳｴﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ＴＭＡＣ
319 601 2:12:28 鈴江 宏 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｼ -
320 831 2:12:40 山中 克彦 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ -
321 620 2:12:53 平山 斉昭 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾘｱｷ -
322 550 2:13:27 柏谷 隆弘 ｶｼﾜﾔ ﾀｶﾋﾛ -
323 742 2:13:42 生越 久敏 ｵｺﾞｾ ﾋｻﾄｼ -
324 467 2:14:09 多田 昭弘 ﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾛ -
325 859 2:14:10 大上 勝行 ｵｵｳｴ ｶﾂﾕｷ おおうえ薬局
326 739 2:14:21 平岩 護 ﾋﾗｲﾜ ﾏﾓﾙ -
327 556 2:14:21 市原 哲司 ｲﾁﾊﾗ ﾃﾂｼﾞ -
328 685 2:14:42 丸岡 淳也 ﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ チーム走るんじょ
329 501 2:14:46 真田 英昭 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ -
330 702 2:14:49 松原 昭二 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳｼﾞ チーム田村
331 769 2:14:52 藤村 英次 ﾌｼﾞﾑﾗ ｴｲｼﾞ オカダ住建
332 718 2:14:55 田中 清隆 ﾀﾅｶ ｷﾖﾀｶ -
333 799 2:14:56 本多 学 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 徳島大学ｔｊｐ



334 761 2:14:57 西岡 彰夫 ﾆｼｵｶ ｱｷｵ 全農こうち
335 832 2:15:04 塩貝 哲郎 ｼｵｶﾞｲ ﾃﾂﾛｳ -
336 780 2:15:18 近藤 明生 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ -
337 867 2:15:39 井上 勲 ｲﾉｳｴ ｲｻｵ -
338 646 2:15:52 須見 力 ｽﾐ ﾁｶﾗ -
339 703 2:15:57 藤田 次郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾛｳ -
340 587 2:16:04 小川 武男 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｵ TJP
341 661 2:16:11 河野 芳弘 ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ ﾊｯﾋﾟRD
342 837 2:16:19 高田 俊春 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ エリエール
343 484 2:16:51 笹賀 和男 ｻｻｶ ｶｽﾞｵ 徳学ｸﾗﾌﾞ
344 774 2:16:55 井上 泰秀 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ 株式会社大塚製薬工場
345 607 2:16:57 阪田 真也 ｻｶﾀ ｼﾝﾔ -
346 688 2:17:08 長瀬 英貴 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ -
347 724 2:17:13 内藤 克明 ﾅｲﾄｳ ｶﾂｱｷ 徳島・森に親しむ会
348 825 2:17:15 林 茂 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾙ はやしくらぶ
349 857 2:17:19 河野 信昭 ｶﾜﾉ ﾉﾌﾞｱｷ -
350 846 2:17:49 市川 和彦 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ -
351 595 2:18:04 町口 時康 ﾏﾁｸﾞﾁ ﾄｷﾔｽ -
352 728 2:18:11 松田 鉄男 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂｵ -
353 404 2:18:25 朝桐 忠 ｱｻｷﾞﾘ ﾀﾀﾞｼ GASｸﾗﾌﾞ
354 584 2:18:30 渡辺 勝仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ -
355 451 2:18:36 柳 治 ﾔﾅｶﾞ ｵｻﾑ -
356 516 2:18:41 乾 勝能 ｲﾇｲ ｶﾂﾖｼ -
357 433 2:19:02 鈴木 光雄 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ 徳島大学公開講座
358 427 2:19:06 東 広紀 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｷ -
359 668 2:19:08 明野 寿 ｱｹﾉ ﾋｻｼ -
360 800 2:19:11 朝栄 良典 ｱｻｴ ﾘｮｳｽｹ -
361 417 2:19:22 森本 教一 ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳｲﾁ -
362 755 2:19:26 山北 雅則 ﾔﾏｷﾀ ﾏｻﾉﾘ メックアクタス
363 821 2:19:30 武市 到 ﾀｹｲﾁ ｲﾀﾙ -
364 445 2:19:34 堀部 耕一 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｲﾁ -
365 852 2:19:51 板坂 龍児 ｲﾀｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 大川バス走友会
366 842 2:19:58 山本 修 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ アルデンテ
367 581 2:20:30 梅津 賢司 ｳﾒﾂ ｹﾝｼﾞ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
368 462 2:20:59 安岡 道博 ﾔｽｵｶ ﾐﾁﾋﾛ -
369 619 2:21:06 清重 恒 ｷﾖｼｹﾞ ﾋｻｼ -
370 700 2:21:11 岸 輝彦 ｷｼ ﾃﾙﾋｺ -
371 754 2:21:21 松浦 昭雄 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｵ -
372 680 2:21:25 石井 博 ｲｼｲ ﾋﾛｼ -
373 886 2:21:45 板東 徹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ -
374 432 2:21:51 村本 健夫 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹｵ 吉野川RC
375 406 2:21:54 大恵 英治 ｵｵｴ ｴｲｼﾞ 徳大TJP
376 614 2:21:58 織田 文生 ｵﾘﾀ ﾌﾐｵ 瀬戸内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
377 613 2:22:48 山中 祥照 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾃﾙ -
378 883 2:23:16 近藤 勝彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｺ -
379 471 2:23:47 長楽 弘之 ﾁｮｳﾗｸ ﾋﾛﾕｷ 国府ﾗﾝ
380 616 2:23:51 五島 修 ｺﾞﾄｳ ｵｻﾑ GAS
381 476 2:24:45 桑原 繁 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ -
382 513 2:24:53 高見 和孝 ﾀｶﾐ ｶｽﾞﾀｶ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
383 612 2:26:29 元木 晴輝 ﾓﾄｷ 徳大ＴＪＰ
384 816 2:26:31 炭谷 文彦 ｽﾐﾀﾆ ﾌﾐﾋｺ 徳島大学ホノマラ
385 819 2:26:31 犬伏 重雄 ｲﾇﾌﾞｼ ｼｹﾞｵ 徳大ＴＪＰ
386 569 2:26:32 正地 良一 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ -
387 563 2:26:43 三好 弘之 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑ走るんじよ
388 681 2:26:57 原田 一隆 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ -
389 536 2:27:17 竹内 秀幸 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ -
390 415 2:27:21 藤村 正明 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ -
391 553 2:27:44 安丸 正美 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾐ -
392 421 2:28:05 髙畠 豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ -
393 811 2:28:08 川村 秀幸 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ -
394 511 2:28:13 市川 光延 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ -
395 590 2:28:59 上原 敏宏 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ -
396 633 2:29:06 住友 健祐 ｽﾐﾄﾓ ｹﾝｽｹ -
397 884 2:29:28 三好 真治 ﾐﾖｼ ｼﾝｼﾞ -
398 841 2:29:44 畠内 孝明 ﾊﾀｳﾁ ﾀｶｱｷ ＡＯＫ
399 430 2:30:21 森本 忠義 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ -
400 482 2:30:29 坂本 理 ｻｶﾓﾄ H・R・ﾀﾞｯｸｽ



401 704 2:30:44 東山 公昭 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｷﾐｱｷ -
402 722 2:30:51 東條 圭 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲ チーム走るんじょ
403 528 2:31:23 宮本 敏夫 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｵ 徳島ﾏﾗｿﾝはしるんじょ
404 539 2:31:39 柳本 晴規 ﾔﾅﾓﾄ ﾊﾙｷ TJP
405 565 2:32:14 梯 浩一 ｶｹﾊｼ ｺｳｲﾁ -
406 519 2:33:00 森田 稔 ﾓﾘﾀ ﾐﾉﾙ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
407 714 2:33:40 岡田 清志 ｵｶﾀﾞ ｷﾖｼ ＹＯＫＯＴＡ走る阿呆
408 822 2:33:48 三瓶 長太 ｻﾝﾍﾟｲ ﾁｮｳﾀ ふろっぐす
409 738 2:35:01 森 敬治 ﾓﾘ ｹｲｼﾞ -
410 733 2:35:09 新居 民英 ﾆｲ ﾀﾐﾋﾃﾞ -
411 785 2:35:44 野口 俊治 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ ハッピー徳島
412 611 2:36:20 江﨑 唯夫 ｴｻﾞｷ ﾀﾀﾞｵ -
413 562 2:37:24 勝田 勝美 ｶﾂﾀ ｶﾂﾐ -
414 647 2:38:01 臼杵 一浩 ｳｽｷ ｶｽﾞﾋﾛ -
415 660 2:38:16 稲田 勝 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾙ T.J.P
416 543 2:39:23 森口 和彦 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ -
417 460 2:39:39 大宗 秀剛 ｵｵﾑﾈ ﾋﾃﾞﾀｹ -
418 606 2:40:08 工藤 資久夫 ｸﾄﾞｳ ｷｸｵ -
419 469 2:42:17 堀 洋二 ﾎﾘ ﾖｳｼﾞ -
420 658 2:44:16 藤枝 忠志 ﾌｼﾞｴ ﾀﾀﾞｼ のりﾊｳｽ
421 727 2:44:32 原 歳則 ﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ -
422 705 2:45:48 石津 健 ｲｼｽﾞ ｹﾝ -
423 836 2:45:51 小原 繁 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 徳島大学ＴＪＰ
424 783 2:46:43 岡田 浩延 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ -
425 784 2:46:43 魚住 政明 ｳｵｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ -
426 759 2:47:50 樋浦 明夫 ﾋｳﾗ ｱｷｵ 徳島大学
427 575 2:47:56 多可 義郎 ﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ TJP
428 770 2:48:36 山崎 挙登 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾄ -
429 747 2:49:23 志宇知 康弘 ｼｳﾁ ﾔｽﾋﾛ -
430 494 2:49:24 北野 敏之 ｷﾀﾉ ﾄｼﾕｷ ﾁｰﾑ走るんじよ
431 548 2:50:25 溝延 文雄 ﾐｿﾞﾉﾍﾞ ﾌﾐｵ -
432 861 2:50:47 河西 晴夫 ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ -
433 667 2:59:20 岩崎 晶夫 ｲﾜｻｷ ｱｷｵ いのつRC
434 453 3:05:13 近藤 弘和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ -
435 644 3:10:27 吉間 誠二 ﾖｼﾏ ｾｲｼﾞ -



3 ハーフマラソン 女子16～39歳
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1018 1:21:15 武本 尚美 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾐ 阿南市陸協
2 968 1:32:08 寺田 依里 ﾃﾗﾀﾞ ｴﾘ -
3 906 1:36:16 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽＲＣ
4 944 1:37:19 門田 弥生 ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ 徳大TJP
5 901 1:41:50 天羽 陽子 ｱﾓｳ ﾖｳｺ -
6 956 1:42:45 岡田 貴美子 ｵｶﾀﾞ ｷﾐｺ -
7 987 1:47:08 Williams Geneviｳｲﾘｱﾑｽﾞ ｼﾞｪﾝ -
8 916 1:49:16 三好 真佐美 ﾐﾖｼ ﾏｻﾐ 徳島大学
9 1009 1:49:20 松木 真奈美 ﾏﾂｷ ﾏﾅﾐ 中谷智司と走る会
10 921 1:52:00 菅井 弓子 ｽｶﾞｲ ﾕﾐｺ -
11 1000 1:52:16 乾 真由美 ｲﾇｲ ﾏﾕﾐ -
12 936 1:53:40 留岡 紀子 ﾄﾒｵｶ ﾉﾘｺ 田岡東病院
13 905 1:54:01 加賀 範子 ｶｶﾞ ﾉﾘｺ ﾊｯﾋﾟｰRD
14 961 1:54:27 林 亜希子 ﾊﾔｼ ｱｷｺ アリンコ魂
15 939 1:54:34 中本 由紀 ﾅｶﾓﾄ ﾕｷ ﾁｰﾑ走るんじょ
16 955 1:55:00 丸宮 知子 ﾏﾙﾐﾔ ﾄﾓｺ -
17 909 1:55:04 岩佐 尚代 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ -
18 1014 1:55:36 宮本 真里 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘ -
19 989 1:56:05 京野 まゆみ ｷｮｳﾉ ﾏﾕﾐ -
20 910 1:56:26 川上 英美 ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞﾐ ENZO
21 990 1:56:54 団 一瑛 ﾀﾞﾝ ｶｽﾞｴ ハッピーＲＤ
22 907 1:57:22 西出 美樹 ﾆｼﾃﾞ ﾐｷ -
23 940 1:58:47 寺井 望 ﾃﾗｲ ﾉｿﾞﾐ -
24 979 2:00:55 峯野 由美子 ﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ -
25 976 2:04:12 松英 由起子 ﾏﾂｴ ﾕｷｺ -
26 922 2:04:18 北田 幸子 ｷﾀﾀﾞ ﾕｷｺ -
27 988 2:04:50 海堀 由賀里 ｶｲﾎﾘ ﾕｶﾘ -
28 1002 2:04:55 本田 佐登美 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾐ -
29 930 2:05:36 大森 理佐 ｵｵﾓﾘ ﾘｻ -
30 923 2:06:16 木村 博美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ -
31 1008 2:06:34 福田 弥生 ﾌｸﾀ ﾔﾖｲ -
32 971 2:07:29 槇尾 多恵 ﾏｷｵ ﾀｴ -
33 938 2:07:33 加藤 真理 ｶﾄｳ ﾏﾘ -
34 933 2:08:59 関口 啓子 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ -
35 977 2:09:18 稲積 直子 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾅｵｺ -
36 928 2:10:21 大塚 由香 ｵｵﾂｶ ﾕｶ -
37 982 2:10:51 石井 やよい ｲｼｲ ﾔﾖｲ -
38 972 2:12:08 鎌田 喜久代 ｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ -
39 951 2:12:10 東 幸恵 ﾋｶﾞｼ ｻﾁｴ -
40 915 2:12:36 原田 真紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ -
41 1004 2:12:39 岡田 由美子 ｵｶﾀﾞ ﾕﾐｺ -
42 1003 2:12:59 相賀 智巴 ｱｲｶﾞ ﾄﾓﾊ -
43 918 2:13:11 西森 宜子 ﾆｼﾓﾘ ﾉﾘｺ -
44 949 2:13:13 藤本 清美 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ -
45 904 2:13:31 久米 道代 ｸﾒ ﾐﾁﾖ -
46 953 2:13:33 尾田 佳子 ｵﾀﾞ ﾖｼｺ ﾛﾀﾞﾝくんRC
47 957 2:13:49 鉄谷 まり子 ﾃﾂﾔ ﾏﾘｺ -
48 986 2:14:17 長谷川 優 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ -
49 981 2:15:09 貴田 蓉子 ｷﾀﾞ ﾖｳｺ -
50 975 2:15:45 立木 弥生 ﾀﾂｷ ﾔﾖｲ -
51 1012 2:16:21 吉田 紀子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ -
52 959 2:16:24 長瀬 留美 ﾅｶﾞｾ ﾙﾐ -
53 962 2:16:25 池田 麻由美 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ タウトクＲＣ
54 993 2:16:54 阿瀬川 佳代 ｱｾｶﾞﾜ ｶﾖ 徳大ＴＪＰ
55 942 2:17:42 篠﨑 智子 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓｺ -
56 958 2:17:44 湯浅 ひとみ ﾕｱｻ ﾋﾄﾐ -
57 965 2:18:17 河野 多絵 ｶﾜﾉ ﾀｴ -
58 994 2:18:20 彦上 亜依 ﾋｺｳｴ ｱｲ -
59 980 2:19:27 丸岡 美智子 ﾏﾙｵｶ ﾐﾁｺ -
60 995 2:20:42 川村 恵 ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ -
61 960 2:21:27 兼広 昌子 ｶﾈﾋﾛ ﾏｻｺ 林内科
62 985 2:21:39 秋山 尚代 ｱｷﾔﾏ ﾋｻﾖ -
63 1013 2:21:54 泊 亜弓 ﾄﾏﾘ ｱﾕﾐ ａｏｋランニング
64 991 2:22:19 内藤 洋子 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｺ -
65 917 2:22:37 玉山 千帆 ﾀﾏﾔﾏ ﾁﾎ 徳島大学



66 964 2:23:39 遠藤 佐緒理 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｵﾘ -
67 997 2:23:54 大津 美紀 ｵｵﾂ ﾐｷ -
68 948 2:25:07 島田 幸子 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｺ -
69 926 2:25:58 四宮 資子 ｼﾉﾐﾔ ﾓﾄｺ -
70 1001 2:26:19 井上 直子 ｲﾉｳｴ ﾅｵｺ -
71 1006 2:26:28 大西 美也子 ｵｵﾆｼ ﾐﾔｺ -
72 911 2:26:31 竹中 智保 ﾀｹﾅｶ ﾁﾎ -
73 925 2:26:31 播 夏絵 ﾊﾘ ﾅﾂｴ -
74 966 2:27:00 中林 真紀 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ ＴＢＵ
75 983 2:27:05 宮崎 美千代 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁﾖ -
76 932 2:27:08 七條 美和 ｼﾁｼﾞｮｳ ﾐﾜ -
77 934 2:27:20 幸泉 裕美子 ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾐｺ -
78 903 2:29:08 谷道 陽子 ﾀﾆﾐﾁ ﾖｳｺ -
79 927 2:30:07 宮本 昌希 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷ -
80 31 2:30:19 石本 裕賀 ｲｼﾓﾄ ﾋﾛｶ 徳島大学
81 992 2:33:47 三瓶 雅美 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏｻﾐ ふろっぐす
82 952 2:35:32 横手 里佳 ﾖｺﾃ ﾘｶ -
83 974 2:35:52 吉田 理佳 ﾖｼﾀﾞ ﾘｶ -
84 935 2:36:20 手束 公美 ﾃﾂﾞｶ ｸﾐ -
85 973 2:36:43 正本 理恵 ﾏｻﾓﾄ ﾘｴ -
86 913 2:36:46 吉田 夏子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ -
87 963 2:37:00 会田 百合子 ｱｲﾀﾞ ﾕﾘｺ -
88 929 2:39:04 松原 寿江 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋｻｴ -
89 969 2:39:27 加藤 昭子 ｶﾄｳ ｱｷｺ -
90 967 2:39:28 佐藤 真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ -
91 970 2:42:41 志宇知 珠実 ｼｳﾁ ﾀﾏﾐ -
92 1007 2:43:21 湯城 瞳 ﾕｳｷ ﾋﾄﾐ -
93 914 2:43:21 野村 美貴 ﾉﾑﾗ ﾐｷ 徳島大学
94 996 2:43:30 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ -
95 943 2:44:33 佐藤 光恵 ｻﾄｳ ﾐﾂｴ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
96 1016 2:44:47 山本 美恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｴ -
97 1019 2:45:49 登家 梢 ﾉﾎﾞﾘﾔ ｺｽﾞｴ 徳島大学
98 954 2:45:55 松島 和子 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｺ -
99 984 2:46:42 秋山 由里 ｱｷﾔﾏ ﾕﾘ ＴＪＰ
100 947 2:47:56 川添 直子 ｶﾜｿﾞｴ ﾅｵｺ -
101 946 2:47:56 川添 裕子 ｶﾏｿﾞｴ ﾕｳｺ -
102 919 2:48:18 鉄野 慶子 ﾃﾂﾉ ｹｲｺ -
103 931 2:53:01 信田 亜希 ﾉﾌﾞﾀ ｱｷ -
104 924 3:01:08 國平 佳那 ｸﾆﾋﾗ ｶﾅ 小松島高校
105 1015 3:05:36 金城 友里恵 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕﾘｴ -
106 1005 3:08:49 郡 智英実 ｺｵﾘ ﾁｴﾐ 中谷智司と走る会
107 920 3:11:34 野口 佳津江 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾞｴ -
108 950 3:11:34 原田 友紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ -



4 ハーフマラソン 女子40歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1174 1:26:36 鵜飼 淳子 ｳｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ -
2 1146 1:28:34 村澤 久視子 ﾑﾗｻﾜ ｸﾐｺ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽRC
3 1145 1:34:20 井上 真理子 ｲﾉｳｴ ﾏﾘｺ -
4 1124 1:35:58 栗林 美津枝 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ -
5 1120 1:39:55 今津 毬子 ｲﾏｽﾞ ﾏﾘｺ 徳島健走会
6 1147 1:42:48 山口 由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ かめさんﾗﾝﾅｰｽﾞ
7 1160 1:43:07 米田 友香 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｶ TJP
8 1198 1:44:22 永井 明子 ﾅｶﾞｲ ｱｷｺ とくマラ完走講座Ｓ
9 1107 1:45:10 中野 佳子 ﾅｶﾉ ﾖｼｺ AOKRC
10 1159 1:45:57 津島 裕子 ﾂｼﾏ ﾕｳｺ -
11 1178 1:46:40 三野 孝子 ﾐﾉ ﾀｶｺ ｱﾘﾝｺ魂
12 1127 1:48:18 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ -
13 1168 1:49:10 市村 一葉 ｲﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾖ ｱﾘﾝｺ魂
14 1182 1:49:24 酢谷 由美 ｽﾀﾞﾆ ﾖｼﾐ ｲｺﾞ・ﾏｱ・ﾀﾝｺ
15 1125 1:50:14 和田 千明 ﾜﾀﾞ ﾁｱｷ 風流海部RC
16 1193 1:51:07 平野 真弓 ﾋﾗﾉ ﾏﾕﾐ -
17 1165 1:51:21 藤中 典代 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾁﾖ -
18 1184 1:53:20 山本 清美 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ -
19 1173 1:53:53 安芸 充代 ｱｷ ﾐﾂﾖ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽRC
20 1135 1:58:20 黒岩 冨江 ｸﾛｲﾜ ﾄﾐｴ 徳島大学TJP
21 1153 1:58:29 西平 恵美 ﾆｼﾋﾗ ｴﾐ 徳島大学TJP
22 1230 2:00:57 金本 真由美 ｶﾈﾓﾄ ﾏﾕﾐ -
23 1208 2:01:07 井上 澄 ｲﾉｳｴ ｽﾐ シーサイド阿南
24 1229 2:01:15 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ ヒヨリーダーズ
25 1137 2:02:08 栞村 清美 ｸﾜﾑﾗ ｷﾖﾐ 徳大講座生
26 1228 2:02:10 妹尾 房子 ｾﾉｵ ﾌｻｺ -
27 1177 2:02:55 長井 佳子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 徳島健走会
28 1187 2:03:31 新家 カネ子 ｼﾝﾔ ｶﾈｺ -
29 1163 2:03:33 河原 啓子 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｺ 徳大TJP
30 1152 2:03:34 福田 静 ﾌｸﾀﾞ ｼﾂﾞ -
31 1102 2:03:48 金川 清香 ｶﾅｶﾞﾜ ｷﾖｶ ｱﾘﾝｺ魂
32 1170 2:05:35 五味 泰代 ｺﾞﾐ ﾔｽﾖ -
33 1112 2:05:37 榎本 千佳 ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ -
34 1203 2:08:01 馬場 智恵美 ﾊﾞﾊﾞ ﾁｴﾐ -
35 1114 2:08:08 滝川 恵津子 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ -
36 1139 2:08:20 佐藤 一美 ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ -
37 1220 2:08:22 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ ＴＪＰ
38 1201 2:08:42 奥谷 和美 ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾐ -
39 1161 2:08:51 遠藤 智津子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾂﾞｺ 徳島TJP
40 1188 2:09:01 井上 美恵子 ｲﾉｳｴ ﾐｴｺ -
41 1144 2:09:21 井田 五夜子 ｲﾀﾞ ｻﾖｺ -
42 1171 2:10:43 原 美由紀 ﾊﾗ ﾐﾕｷ -
43 1186 2:11:01 谷藤 正子 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾏｻｺ -
44 1194 2:11:01 上野 和代 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾖ TJP
45 1232 2:11:28 山口 ひろみ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 城山ＲＣ
46 1235 2:11:31 高橋 啓子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 徳島大学ＴＪＰ
47 1158 2:13:31 松本 和子 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｺ ｱﾘﾝｺ魂
48 1205 2:13:45 中林 正枝 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｴ -
49 1212 2:14:20 蛇目 清江 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ -
50 1225 2:15:04 塩貝 由起子 ｼｵｶﾞｲ ﾕｷｺ -
51 1195 2:15:23 田中 かゆり ﾀﾅｶ ｶﾕﾘ -
52 1213 2:15:33 藤澤 浩子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｺ -
53 1164 2:16:58 桝田 京子 ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳｺ TJP徳島大学ﾎﾉﾏﾗ講座
54 1167 2:16:58 中島 照子 ﾅｶｼﾏ ﾃﾙｺ 徳島大学TJP
55 1219 2:17:25 和泉 菊美 ｲｽﾞﾐ ｷｸﾐ -
56 1172 2:18:47 太田 智子 ｵｵﾀ ﾄﾓｺ 南あわじRC
57 1206 2:18:48 郡 みとし ｺｵﾘ ﾐﾄｼ 徳島ＴＪＰ
58 1185 2:19:14 細束 奈美 ﾎｿﾂﾞｶ ﾅﾐ -
59 1126 2:19:19 櫻間 雅子 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ -
60 1216 2:19:34 沖本 昌子 ｵｷﾓﾄ ﾏｻｺ -
61 1215 2:19:41 山本 五十恵 ﾔﾏﾓﾄ ｲｿｴ -
62 1211 2:20:21 井上 千佳恵 ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ 愛生会兼松病院
63 1128 2:22:11 國平 真理子 ｸﾆﾋﾗ ﾏﾘｺ -
64 1221 2:22:26 藤田 和代 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾖ TJP
65 1129 2:22:59 佐藤 和子 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ -



66 1236 2:23:16 近藤 美加 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｶ -
67 1207 2:23:24 鈴木 元子 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｺ 徳島大学
68 1204 2:24:35 新居 節子 ﾆｲ ｾﾂｺ -
69 1234 2:24:40 西 かよこ ﾆｼ ｶﾖｺ -
70 1101 2:25:21 登尾 百合子 ﾉﾎﾞﾘｵ ﾕﾘｺ ｲｻﾌﾞﾛｳ
71 1117 2:26:31 森 千代美 ﾓﾘ ﾁﾖﾐ -
72 1118 2:26:31 川内 三知代 ｶﾜｳﾁ ﾐﾁﾖ -
73 1121 2:26:32 小西 哲子 ｺﾆｼ ﾃﾂｺ -
74 1136 2:26:32 古川 裕美 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾐ -
75 1104 2:26:33 多田 美奈子 ﾀﾀﾞ ﾐﾅｺ -
76 1200 2:26:33 佐々木 英子 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｺ -
77 1156 2:26:34 辻岡 美惠子 ﾂｼﾞｵｶ ﾐｴｺ 徳島大学TJP
78 1214 2:27:11 大坪 利恵 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｴ プラズマＲＣ
79 1103 2:27:24 原 英美 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
80 1151 2:27:26 衣笠 明子 ｷﾇｶﾞｻ ｱｷｺ -
81 1209 2:27:33 和田 朱実 ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ -
82 1131 2:29:10 北田 米子 ｷﾀﾀﾞ ﾖﾈｺ -
83 1202 2:29:37 井原 路子 ｲﾊﾗ ﾐﾁｺ -
84 1169 2:30:51 早雲 眞弓 ﾊﾔｸﾓ ﾏﾕﾐ ﾁｰﾑ・ﾊﾔｸﾓ
85 1223 2:32:46 大木 幸子 ｵｵｷﾞ ｻﾁｺ -
86 1199 2:33:13 佐藤 恭子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ さとう歯科
87 1226 2:34:03 山下 千津子 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾂﾞｺ 徳大ホノマラ
88 1105 2:36:39 赤澤 多惠子 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｴｺ -
89 1224 2:37:50 久次米 絵津子 ｸｼﾞﾒ ｴﾂｺ 徳島大学ＴＪＰ
90 1143 2:38:43 東條 啓子 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲｺ -
91 1142 2:38:43 住友 啓子 ｽﾐﾄﾓ ｹｲｺ -
92 1138 2:39:04 丸橋 千尋 ﾏﾙﾊｼ ﾁﾋﾛ -
93 1140 2:39:04 市原 美貴 ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ -
94 1133 2:39:04 原塚 徳子 ﾊﾗﾂﾞｶ ﾉﾘｺ -
95 1148 2:39:07 前田 俊子 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ -
96 1222 2:40:07 炭谷 幹子 ｽﾐﾀﾆ ﾐｷｺ 徳島大学ホノマラ
97 1196 2:40:07 林 美枝子 ﾊﾔｼ ﾐｴｺ ＴＪＰ
98 1176 2:40:07 西嵜 美知子 ﾆｼｻﾞｷ ﾐﾁｺ 徳大TJP
99 1111 2:40:08 平畠 真弓 ﾋﾗﾊﾞﾀ ﾏﾕﾐ -
100 1217 2:40:21 磯部 かおり ｲｿﾍﾞ ｶｵﾘ -
101 1233 2:42:32 松島 貴久枝 ﾏﾂｼﾏ ｷｸｴ ＴＪＰ
102 1175 2:42:39 江﨑 公子 ｴｻﾞｷ ｷﾐｺ -
103 1122 2:43:28 圓藤 治子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ -
104 1109 2:43:51 重田 育子 ｼｹﾞﾀ ｲｸｺ -
105 1180 2:44:00 西村 佐代里 ﾆｼﾑﾗ ｻﾖﾘ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
106 1119 2:45:15 久米 富代 ｸﾒ ﾄﾐﾖ とくしまﾏﾗｿﾝ走るんじょ講座
107 1210 2:45:46 三原 麻実 ﾐﾊﾗ ｱｻﾐ -
108 1197 2:45:48 石津 幸奈 ｲｼｽﾞ ﾕｷﾅ -
109 1189 2:45:49 横手 育子 ﾖｺﾃ ｲｸｺ -
110 1166 2:45:50 鈴江 幸代 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ -
111 1115 2:45:55 安岡 由希子 ﾔｽｵｶ ﾕｷｺ -
112 1110 2:48:46 河野 明子 ｶﾜﾉ ｱｷｺ -
113 1155 2:49:15 樫本 訓子 ｶｼﾓﾄ ｸﾝｺ -
114 1116 2:50:06 大原 純子 ｵｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ -
115 1108 2:51:02 堀江 孝子 ﾎﾘｴ ﾀｶｺ -
116 1191 2:51:22 山崎 洋子 ﾔﾏｻｷ ﾖｳｺ 徳島大学ﾎﾉﾏﾗ
117 1132 2:55:15 宮本 奉子 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｺ 徳島ﾏﾗｿﾝはしるんじょ
118 1134 2:55:46 尾関 ひろこ ｵｾﾞｷ ﾋﾛｺ -
119 1150 2:56:19 藤本 克子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｺ -
120 1183 2:57:28 吉田 征子 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｺ -
121 1190 2:59:18 秋月 ちよき ｱｷﾂﾞｷ ﾁﾖｷ -
122 1113 3:06:20 小松原 多恵子 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｴｺ -



5 10km 男子16～39歳
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 2023 0:34:23 原 線李 ﾊﾗ ｾﾝﾘ 田岡東病院
2 2086 0:34:55 岡本 英伯 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
3 2039 0:35:00 白井 秀昇 ｼﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
4 2057 0:35:07 坂口 博信 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 坂口金物店＠那賀町！
5 2084 0:35:10 藤川 靖 ﾌｼﾞｶﾜ ﾔｽｼ -
6 2015 0:36:17 藤田 大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ -
7 2011 0:36:35 片山 武紀 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ -
8 2040 0:36:47 廣瀬 雄二 ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ -
9 2017 0:36:55 芝山 泰三 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｲｿﾞｳ -
10 2061 0:37:11 大木 健史 ｵｵｷﾞ ﾀｹｼ -
11 2014 0:37:46 次山 英偉 ﾂｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾖﾘ 徳島大LTR
12 2062 0:37:51 林 将生 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ ㈱イージーエス
13 2019 0:38:25 内山 慎吾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ -
14 2041 0:38:45 仁木 宏則 ﾆｷ ﾋﾛﾉﾘ -
15 2022 0:38:59 横山 稔 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾉﾙ -
16 2007 0:39:09 上原 孝太 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 徳島文理高校1年生
17 2053 0:39:28 名合 英人 ﾅｺﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ -
18 2006 0:39:46 田中 慶太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 徳島工業高校
19 2010 0:41:49 笹川 雅之 ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ -
20 2005 0:42:11 佐藤 佑 ｻﾄｳ ﾕｳ 高松高専
21 2065 0:42:25 木村 順一 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ チームＲ＆Ｔ
22 2016 0:42:31 峰本 真司 ﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ うさぎとかめ
23 2085 0:43:53 宮岡 修二 ﾐﾔｵｶ ｼｭｳｼﾞ -
24 2043 0:44:10 倉掛 和男 ｸﾗｶｹ ｶｽﾞｵ -
25 2077 0:44:23 長尾 寛征 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾕｷ -
26 2024 0:44:28 切原 宏和 ｷﾘﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 徳島工業高校
27 2009 0:45:19 川内 俊弥 ｶﾜｳﾁ ﾄｼﾔ 阿南高専
28 2012 0:45:35 湯浅 憲正 ﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ -
29 2054 0:46:35 佐藤 利幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ -
30 2031 0:47:31 菅原 良幸 ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ ﾚｲﾔｰRC
31 2004 0:47:47 多田 将大 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ -
32 2056 0:49:03 多田 尚起 ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ -
33 2068 0:49:30 山本 祐輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 岡山県貨物運送㈱
34 2008 0:49:31 新居 伸二 ﾆｲ ｼﾝｼﾞ -
35 2034 0:50:26 竹本 一貴 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ -
36 2059 0:50:27 助田 真心 ｽｹﾀ ｼﾝ -
37 2029 0:50:52 藤本 和俊 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 田岡東病院
38 2021 0:51:08 鈴木 幹一郎 ｽｽﾞｷ ｶﾝｲﾁﾛｳ -
39 2020 0:51:13 増田 英太朗 ﾏｽﾀﾞ ｴｲﾀﾛｳ -
40 2027 0:51:19 藤本 篤史 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾂｼ -
41 2052 0:51:27 高橋 知之 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ -
42 2055 0:51:57 コニシ ヨシノリ ｺﾆｼ ﾖｼﾉﾘ スズキノハヤシ
43 2035 0:52:26 大森 貴文 ｵｵﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ -
44 2028 0:52:43 石田 幸広 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ -
45 2038 0:53:19 吉田 隆史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ -
46 2080 0:54:09 市村 寿紀 ｲﾁﾑﾗ ﾋｻｷ -
47 2076 0:54:17 長迫 淳 ﾅｶﾞｻｺ ｼﾞｭﾝ -
48 2049 0:55:24 三並 耕一郎 ﾐﾅﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 東予信用金庫
49 2064 0:55:31 森本 太志郎 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｼﾛｳ -
50 2082 0:57:00 大石 琢磨 ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ チーム地行
51 2087 0:57:15 宮本 将人 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾄ ノーリミット
52 2047 0:57:16 楢村 幸弘 ﾅﾗﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 天狗会
53 2026 0:57:44 原田 佳治 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ -
54 2074 0:57:55 堤添 誠司 ﾂﾂﾐｿﾞｴ ｾｲｼﾞ -
55 2071 0:57:55 椙原 康仁 ｽｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ -
56 2002 0:57:55 佐藤 佳孝 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ -
57 2066 0:58:04 大野 盛司 ｵｵﾉ ｾｲｼﾞ -
58 2048 0:58:44 田所 健一 ﾀﾄﾞｺﾛ ｹﾝｲﾁ -
59 2045 0:59:10 与田 哲也 ﾖﾀﾞ ﾃﾂﾔ 天狗会
60 2051 0:59:32 守田 興 ﾓﾘﾀ ｺｳ 天狗会
61 2067 0:59:34 高橋 恒 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ 村っちＦＣ
62 2036 0:59:35 ﾗﾌﾞｷﾞｰ ﾀｼｰ ﾗﾌﾞｷﾞｰ ﾀｼｰ -
63 2078 1:00:49 中村 研也 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾔ -
64 2018 1:00:57 市原 歩 ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾑ -
65 2083 1:01:32 荒岡 久男 ｱﾗｵｶ ﾋｻｵ ノーリミット



66 2030 1:02:24 久木 敏彦 ｸｷ ﾄｼﾋｺ -
67 2046 1:03:55 中島 拓也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 天狗会
68 2050 1:05:05 中川 博道 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ 天狗会
69 2072 1:05:24 椙原 透雄 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｷｵ -
70 2044 1:06:19 上谷 洋貴 ｳｴﾀﾆ ﾋﾛｷ 中野軍団
71 2001 1:07:17 國友 史郎 ｸﾆﾄﾓｼﾛｳ 田岡東病院
72 2033 1:07:56 野崎 雄一 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ -
73 2037 1:08:28 西 浩一 ﾆｼ ｺｳｲﾁ -
74 2069 1:09:14 中矢 政和 ﾅｶﾔ ﾏｻｶｽﾞ -
75 2070 1:10:54 西尾 彰人 ﾆｼｵ ｱｷﾋﾄ ＪＣＡ
76 2060 1:19:54 竹内 祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ -
77 2013 1:22:14 天羽 澄人 ｱﾓｳ ｽﾐﾋﾄ -



6 10km 男子40歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 2174 0:37:57 木下 功 ｷﾉｼﾀ ｲｻｵ アリンコ魂
2 2119 0:38:16 寺尾 行雄 ﾃﾗｵ ﾕｷｵ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
3 2156 0:39:21 下地 崇弘 ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾋﾛ -
4 2105 0:39:24 北地 勝之 ｷﾀｼﾞ ｶﾂﾕｷ 美郷ﾌﾟﾗﾑﾗﾝﾅｰｽﾞ
5 2165 0:39:56 佐竹 誠二郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ ティージェーピー
6 2114 0:40:14 田中 淳介 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｽｹ -
7 2111 0:40:26 清水 雅徳 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾉﾘ 走る白くまくん！
8 2117 0:40:34 吉村 博幸 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ -
9 2127 0:40:54 沖津 貴司 ｵｷﾂ ﾀｶｼ -
10 2171 0:41:03 河野 隆宏 ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ 徳島ＧＴクラブ
11 2167 0:42:05 尾上 金男 ｵﾉｳｴ ｶﾈｵ 坂出工業高校
12 2126 0:42:17 大久保 隆義 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾖｼ うどん一休
13 2166 0:42:45 尾崎 貴紀 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ チーム
14 2162 0:42:56 花田 克彦 ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂﾋｺ ネクスコ西日本
15 2155 0:46:42 斉藤 康裕 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ -
16 2109 0:47:58 石田 早人 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾋﾄ -
17 2168 0:48:22 上田 哲也 ｳｴﾀ ﾃﾂﾔ SBRC
18 2154 0:49:16 富田 忍 ﾄﾐﾀﾞ ﾂﾄﾑ ﾊｯﾋﾟｰRD
19 2138 0:49:16 平野 剛 ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ -
20 2132 0:49:42 村部 忠克 ﾑﾗﾍﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 福岡大学有信会
21 2103 0:49:46 松本 光央 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾄ ﾁｰﾑ吉野川
22 2172 0:50:07 石丸 良三 ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳｿﾞｳ ツムラ
23 2137 0:50:59 阿部 克行 ｱﾍﾞ ｶﾂﾕｷ -
24 2110 0:51:27 三木 伸浩 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
25 2121 0:51:35 中野 勝邦 ﾅｶﾉ ｶﾂｸﾆ -
26 2161 0:52:14 橋本 周二 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 徳島ヴォルティスＲＣ
27 2133 0:52:38 鵜飼 久雄 ｳｶﾞｲ ﾋｻｵ -
28 2118 0:52:50 吉田 康宏 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
29 2122 0:53:34 小原 哲也 ｺﾊﾗ ﾃﾂﾔ 28、29会
30 2160 0:53:38 谷口 俊宏 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ -
31 2101 0:54:23 和田 直士 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ RRC
32 2148 0:56:06 田中 和利 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄｼ 川島高校教諭
33 2108 0:57:49 岡本 和彦 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 西条市役所ＲＣ
34 2146 0:58:16 井上 信治 ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ SV北島
35 2163 0:58:18 上原 一晃 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾃﾙ 楽々ランナーズ
36 2170 0:58:22 小西 壽久 ｺﾆｼ ﾄｼﾋｻ -
37 2157 0:58:25 久米 貴夫 ｸﾒ ﾖｼｵ 石井ドーム
38 2124 0:58:30 難波 好夫 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼｵ -
39 2128 0:59:22 山本 健市 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ECT走友会
40 2141 0:59:43 柳原 隆 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ -
41 2150 1:02:01 入江 靖彦 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ -
42 2144 1:02:21 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ -
43 2139 1:02:43 赤穂 芳宏 ｱｺｳ ﾖｼﾋﾛ 9条淡路山岳会
44 2125 1:03:14 菅澤 美廣 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ -
45 2158 1:03:36 桜田 耕一郎 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ りばあさいど
46 2173 1:04:01 鎌田 頼明 ｶﾏﾀﾞ ﾖﾘｱｷ -
47 2104 1:05:38 虎尾 栄一 ﾄﾗｵ ｴｲｲﾁ 吉野川RC
48 2136 1:06:22 江原 芳男 ｴﾊﾞﾗ ﾖｼｵ 江原外科
49 2142 1:06:28 遠藤 佳之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ -
50 2112 1:06:41 工藤 利明 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 阿波製紙㈱
51 2169 1:06:53 秋月 健一 ｱｷﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 戸田建設㈱
52 2164 1:07:12 福島 幸生 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ -
53 2135 1:08:41 吉田 茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
54 2134 1:08:50 戎 清 ｴﾋﾞｽ ｷﾖｼ -
55 2120 1:09:47 曽我部 賢 ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｻﾙ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
56 2149 1:10:41 大久保 浩一 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ -
57 2130 1:12:02 松浦 充 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾙ -
58 2113 1:14:27 髙見 恒 ﾀｶﾐ ﾋｻｼ -
59 2116 1:14:48 瀬尾 忠 ｾｵ ﾀﾀﾞｼ -
60 2102 1:15:59 真鍋 広義 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛﾖｼ -
61 2152 1:16:33 木内 勝治 ｷﾉｳﾁ ｶﾂｼﾞ -
62 2140 1:17:35 松下 正芳 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾖｼ -
63 2131 1:20:18 小林 久敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾄｼ -
64 2106 1:22:21 加藤 順曠 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ TJP



7 10km 女子16～39歳
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 2209 0:42:48 原田 佳那 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 徳島AC
2 2246 0:49:33 岡本 英子 ｵｶﾓﾄ ｴｲｺ -
3 2216 0:49:54 稲毛 聡美 ｲﾅｹﾞ ｻﾄﾐ -
4 2211 0:51:19 原 光千衣 ﾊﾗ ﾐﾁｴ 田岡東病院
5 2243 0:52:09 高橋 結香 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ チーム地行
6 2218 0:52:16 東山 美穂 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾎ -
7 2232 0:55:36 西野 理恵 ﾆｼﾉ ﾘｴ 牛岐ＲＣ
8 2201 0:56:42 福本 恵 ﾌｸﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ -
9 2220 0:57:12 早雲 さおり ﾊﾔｸﾓ ｻｵﾘ -
10 2223 0:57:24 三木 理恵 ﾐｷ ﾘｴ -
11 2225 0:57:33 土師 洋子 ﾊｼﾞ ﾖｳｺ 天狗会
12 2210 0:58:04 佐藤 嗣子 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｺ -
13 2202 0:59:19 青井 さおり ｱｵｲ ｻｵﾘ -
14 2205 1:01:14 柏原 志保 ｶｼﾊﾗ ｼﾎ -
15 2226 1:01:21 古川 満里子 ﾌﾙｶﾜ ﾏﾘｺ 天狗会
16 2203 1:01:31 富永 千夏 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ -
17 2242 1:01:32 Thornton Rebecｿｰﾝﾄﾝ ﾚﾍﾞｯｶ -
18 2239 1:04:21 小賀野 由香 ｵｶﾞﾉ ﾕｶ -
19 2240 1:04:34 岩崎 志保 ｲﾜｻｷ ｼﾎ -
20 2231 1:04:47 青山 幸代 ｱｵﾔﾏ ｻﾁﾖ -
21 2221 1:05:23 上野 一美 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾐ TJP
22 2245 1:05:32 小山 幸子 ｺﾔﾏ ﾕｷｺ -
23 2228 1:05:35 高岡 典子 ﾀｶｵｶ ﾉﾘｺ -
24 2229 1:05:56 藤本 貴子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｺ -
25 2204 1:06:42 遠藤 恵美 ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾐ -
26 2238 1:06:53 秋月 かおり ｱｷﾂﾞｷ ｶｵﾘ -
27 2234 1:07:12 福島 誠子 ﾌｸｼﾏ ｾｲｺ -
28 2219 1:07:39 福原 絵理 ﾌｸﾊﾗ ｴﾘ -
29 2233 1:08:31 野村 朋子 ﾉﾑﾗ ﾄﾓｺ -
30 2213 1:09:33 高橋 真由美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ -
31 2237 1:10:15 宇野 路子 ｳﾉ ﾐﾁｺ -
32 2244 1:10:46 森本 智子 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓｺ -
33 2241 1:10:47 長尾 美恵 ﾅｶﾞｵ ﾐｴ -
34 2222 1:11:41 岩佐 志美 ｲﾜｻ ﾕｷﾐ -
35 2206 1:11:49 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ -
36 2227 1:12:09 関貫 佳香 ｶﾝﾇｷ ﾖｼｶ -
37 2217 1:13:33 近藤 保子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｺ -
38 2208 1:13:49 松尾 梨加 ﾏﾂｵ ﾘｶ -
39 2224 1:14:16 中村 仁美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 天狗会
40 2214 1:14:52 溝杭 理恵 ﾐｿﾞｸﾞｲ ﾘｴ RCﾛﾀﾞﾝ
41 2207 1:18:02 真木野 優子 ﾏｷﾉ ﾕｳｺ -
42 2230 1:19:54 竹内 真由美 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ -



8 10km 女子40歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 2317 0:43:44 大久保 広美 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 香川RC遊
2 2312 0:51:11 村井 孝子 ﾑﾗｲ ﾀｶｺ -
3 2321 0:53:35 井上 本恵 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｴ SV北島
4 2303 0:54:09 沖津 陽子 ｵｷﾂ ﾖｳｺ -
5 2147 0:54:24 廣瀬 直美 ﾋﾛｾ ﾅｵﾐ -
6 2314 0:56:12 坂東 桂子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ かもめｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
7 2305 0:56:14 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ -
8 2325 0:57:09 三谷 美晴 ﾐﾀﾆ ﾐﾊﾙ -
9 2313 0:57:30 南原 千代子 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾁﾖｺ -
10 2324 0:59:59 河野 雅代 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ -
11 2327 1:01:35 伏見 あさみ ﾌｼﾐ ｱｻﾐ -
12 2318 1:01:48 荒尾 由美子 ｱﾗｵ ﾕﾐｺ -
13 2308 1:05:34 山本 浩美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 先天性迷走倶楽部
14 2301 1:06:30 浅尾 貴代美 ｱｻｵ ｷﾖﾐ -
15 2306 1:07:05 津田 寿子 ﾂﾀﾞ ﾋｻｺ -
16 2326 1:08:33 十河 洋子 ｿｺﾞｳ ﾖｳｺ アリンコ魂
17 2304 1:11:37 妹尾 明子 ｾﾉｵ ｱｷｺ -
18 2319 1:12:32 中田 貴子 ﾅｶﾀ ﾀｶｺ -
19 2323 1:14:20 樫本 三智代 ｶｼﾓﾄ ﾐﾁﾖ -
20 2328 1:14:46 田岡 昌代 ﾀｵｶ ﾏｻﾖ -
21 2329 1:14:46 長井 明美 ﾅｶﾞｲ ｱｹﾐ -
22 2307 1:15:19 野口 幸子 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｺ -
23 2310 1:16:47 原 晴美 ﾊﾗ ﾊﾙﾐ -
24 2309 1:19:32 妹尾 京子 ｾﾉｵ ｷｮｳｺ -
25 2320 1:20:32 伊月 まり子 ｲﾂｷ ﾏﾘｺ -
26 2311 1:22:03 三原 悦子 ﾐﾊﾗ ｴﾂｺ -
27 2302 1:22:21 加藤 征江 ｶﾄｳ ﾏｻｴ TJP



9 3km 男子中学生
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 3003 0:09:35 川原 直樹 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵｷ 池田中学校
2 3006 0:09:44 佐藤 慎 ｻﾄｳ ｼﾝ 光洋中学校
3 3008 0:09:56 臼田 祐基 ｳｽﾀﾞ ﾕｳｷ 川内中学校
4 3005 0:09:57 槙納 彩生 ﾏｷﾉ ｻｲｷ 鴨島東中学校
5 3018 0:10:00 磯村 恭平 ｲｿﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 川島中学校
6 3015 0:10:02 梶本 知宏 ｶｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 上板中学校
7 3009 0:10:10 川田 亮皓 ｶﾜﾀ ｱｷﾋﾛ 川内中学校
8 3001 0:10:18 川邉 喜輝 ｶﾜﾍﾞ ﾖｼｷ 川内中学校
9 3012 0:10:22 高岡 秋生 ﾀｶｵｶ ﾄｼｷ 上板中学校
10 3014 0:10:24 佐藤 夏海 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三好中学校
11 3002 0:10:42 田中 智之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 綾歌中学校
12 3013 0:11:02 乾 将志 ｲﾇｲ ｼｮｳｼﾞ 川島中学校
13 3022 0:11:16 釜 圭吾 ｶﾏ ｹｲｺﾞ 神山東中学校
14 3004 0:11:49 松田 英龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀﾂ 龍雲中学校
15 3020 0:11:49 岡本 雄也 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 上板中学校
16 3019 0:12:35 阿部 浩輝 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 川島中学校
17 3010 0:12:40 宮崎 郁也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 鴨島第一中学校
18 3011 0:13:04 蓮池 祥大 ﾊｽｲｹ ｼｮｳﾀ 鴨島第一中学校
19 3007 0:13:05 白木 伸幸 ｼﾗｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 鴨島第一中学校
20 3016 0:14:02 南郷 健太 ﾅﾝｺﾞｳ ｹﾝﾀ 川島中学校

10 3km 女子中学生
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 3109 0:11:11 中川 真結 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ 三好中学校
2 3123 0:11:19 多田 朱里 ﾀﾀﾞ ｱｶﾘ 鴨島第一中学校
3 3112 0:11:33 河野 由夏 ｶﾜﾉ ﾕｶ 鴨島第一中学校
4 3113 0:11:44 川真田 千尋 ｶﾜﾏﾀ ﾁﾋﾛ 鴨島第一中学校
5 3111 0:11:46 阿利 美咲 ｱﾘ ﾐｻｷ 鴨島第一中学校
6 3105 0:12:16 久保 こころ ｸﾎﾞ ｺｺﾛ 加茂名中学校
7 3106 0:12:16 上村 歩未 ｳｴﾑﾗ ｱﾕﾐ 川内中学校
8 3103 0:12:16 鈴木 花 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 城西中学校
9 3101 0:12:16 増田 麻由 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾕ 川内中学校
10 3114 0:12:29 岸上 詩歩 ｷｼｶﾞﾐ ｼﾎ 山川中学校
11 3107 0:12:46 廣林 美幸 ﾋﾛﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ 三木中学校
12 3117 0:13:00 岸田 美優 ｷｼﾀﾞ ﾐﾕ 鴨島第一中学校
13 3110 0:13:24 藤本 菜々美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅﾐ 長尾中学校
14 3127 0:13:25 河野 成美 ｺｳﾉ ﾅﾙﾐ 鴨島第一中学校
15 3102 0:13:40 吉田 歩生 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 加茂名中学校
16 3118 0:13:57 田村 誉子 ﾀﾑﾗ ﾀｶｺ 鴨島第一中学校
17 3119 0:14:30 日浅 真奈 ﾋｱｻ ﾏﾅ 鴨島第一中学校
18 3116 0:14:37 後藤 未来 ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 鴨島第一中学校
19 3124 0:14:51 吉岡 葵 ﾖｼｵｶ ｱｵｲ 鴨島第一中学校
20 3121 0:14:51 小村 真奈美 ｺﾑﾗ ﾏﾅﾐ 鴨島第一中学校
21 3120 0:16:41 池内 千智 ｲｹｳﾁ ﾁｻﾄ 鴨島第一中学校
22 3126 0:16:49 岸田 真祐子 ｷｼﾀﾞ ﾏﾕｺ 鴨島第一中学校
23 3122 0:16:59 藤本 奈美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾐ 鴨島第一中学校



11 3km 男子小学生4～6年
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 3207 0:11:35 虎谷 将太 ﾄﾗﾀﾆ ｼｮｳﾀ 一条小学校
2 3218 0:11:56 南 康平 ﾐﾅﾐ ｺｳﾍｲ 加茂名南小学校
3 3212 0:12:07 冨本 航 ﾄﾐﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鴨島小学校
4 3206 0:12:14 河野 大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 鴨島小学校
5 3219 0:12:20 平野 万葉 ﾋﾗﾉ ﾏﾖ 北井上小学校
6 3210 0:12:34 佐藤 聖 ｻﾄｳ ｼｮｳ 沖洲小学校
7 3208 0:12:49 丸山 大地 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 藍畑小学校
8 3204 0:13:17 湯浅 正樹 ﾕｱｻ ﾏｻｷ 南井上小学校
9 3203 0:13:18 湯浅 潤樹 ﾕｱｻ ｼﾞｭﾝｷ 南井上小学校
10 3217 0:13:23 桑内 大輔 ｸﾜｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高川原小学校
11 3209 0:13:25 松田 知鷹 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ 多肥小学校
12 3227 0:13:28 渡辺 伊織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 浦庄小学校
13 3225 0:14:06 井内 瑠偉 ｲｳﾁ 加茂名南小学校
14 3223 0:14:31 真鍋 仁 ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ 石井小学校
15 3211 0:14:32 深見 皓貴 ﾌｶﾐ ｺｳｷ 鴨島小学校
16 3213 0:14:36 原 時人 ﾊﾗ ﾄｷﾄ 新開小学校
17 3222 0:14:43 東 大智 ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 北島小学校
18 3224 0:14:47 天羽 翔太 ｱﾓｳ ｼｮｳﾀ 浦庄小学校
19 3226 0:14:58 梅津 瑞歩 ｳﾒﾂ ﾐｽﾞﾎ 浦庄小学校
20 3221 0:15:12 天羽 晟矢 ｱﾓｳ ｾｲﾔ 加茂名南小学校
21 3216 0:15:32 松岡 怜央 ﾏﾂｵｶ ﾚｵ 素鵞小学校
22 3205 0:16:39 林 蔵人 ﾊﾔｼ ｸﾛｳﾄﾞ 神宅小学校
23 3215 0:16:50 松浦 明洋 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾋﾛ 千松小学校
24 3201 0:16:55 平畠 巧資 ﾋﾗﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 土成小学校
25 3202 0:16:57 大塚 涼平 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾍｲ 土成小学校

12 3km 女子小学生4～6年
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 3305 0:12:22 中山 紗希 ﾅｶﾔﾏ ｻｷ 川添小学校
2 3301 0:12:52 大休 史織 ﾀﾞｲｷｭｳ ｼｵﾘ 太田南小学校
3 3311 0:13:13 米澤 実穂 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾎ 大津西小学校
4 3303 0:13:19 山北 舞花 ﾔﾏｷﾀ ﾏｲｶ 川内北小学校
5 3306 0:13:25 白木 克実 ｼﾗｷ ｶﾂﾐ 飯尾敷地小学校
6 3302 0:14:27 斎藤 あすか ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 藍住西小学校
7 3308 0:15:59 三原 裕夏 ﾐﾊﾗ ﾕｳｶ 石井小学校


