
第9回吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会実行委員会
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

1 408 1:13:24 野々村 哲也 ﾉﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ 徳島市陸協
2 120 1:13:49 原 線李 ﾊﾗ ｾﾝﾘ 田岡東病院
3 423 1:13:51 石川 佳彦 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ 日亜化学
4 342 1:16:39 香川 和也 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 徳島ＡＣ
5 397 1:16:53 森 泰英 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾃﾞ -
6 441 1:17:04 福原 博充 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ 名西郡陸協
7 343 1:18:12 真鍋 純平 ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ -
8 83 1:18:17 田中 康博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 石井ﾄﾞｰﾑAC
9 250 1:19:07 早川 祐貴 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ -

10 121 1:19:47 北島 圭輔 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ JA名西郡
11 34 1:19:47 坂口 博信 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 那賀町☆坂口金物店
12 63 1:20:48 東山 圭佑 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｹｲｽｹ 日本青果包装㈱
13 437 1:21:25 東條 正史 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 徳島航空分遣隊
14 492 1:21:28 松本 泰卓 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 徳島・三好ＲＣ
15 306 1:21:40 赤澤 篤志 ｱｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ -
16 510 1:21:42 松本 文男 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ 豊田合成
17 289 1:22:02 西川 誉 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ -
18 170 1:22:18 米田 忠義 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ -
19 392 1:22:34 木原 佑介 ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ 株）徳島銀行
20 216 1:23:24 粟飯原 祥行 ｱｲﾊﾗ ﾖｼﾕｷ ＪＡ名西郡
21 84 1:24:26 古田 祐樹 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 日亜化学
22 20 1:25:10 石川 哲也 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ -
23 137 1:25:19 木村 進 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ -
24 314 1:25:36 大野 隆 ｵｵﾉ ﾀｶｼ -
25 116 1:25:50 大石 泰宏 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ 徳島文理大学
26 455 1:26:15 棚橋 淳 ﾀﾅﾊｼ ｱﾂｼ サギなくし隊
27 246 1:27:12 武市 篤 ﾀｹｲﾁ ｱﾂｼ 日亜化学
28 307 1:27:44 白石 真 ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ スクラッチ
29 505 1:28:17 若林 克彦 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ -
30 7 1:28:25 峰本 真司 ﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ うさぎとかめ
31 113 1:29:00 久米 陽介 ｸﾒ 石井ﾄﾞｰﾑAC
32 268 1:29:27 和田 有平 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ キタコレ共和国
33 378 1:30:09 松永 晃 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ Ａ．Ｒ．Ｃ
34 495 1:30:16 原 宏章 ﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ かめさんランナ
35 227 1:30:40 住村 眞介 ｽﾐﾑﾗ ｼﾝｽｹ かめさんＲＣ
36 234 1:30:44 伊藤 太三郎 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｻﾌﾞﾛｳ アフラック
37 462 1:31:44 川田 導 ｶﾜﾀ ｵｻﾑ 999
38 284 1:31:59 直 潤 ﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ チームぢょぐ
39 109 1:32:06 近藤 栄六 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲﾛｸ -
40 321 1:32:09 石原 拓郎 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 愛仁会
41 445 1:32:31 桑子 武之 ｸﾜｺ ﾀｹﾕｷ のむぎの木
42 493 1:32:38 犬塚 弘経 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛﾂﾈ -
43 364 1:33:18 植田 基 ｳｴﾀ ﾊｼﾞﾒ -
44 46 1:33:26 新居 伸二 ﾆｲ ｼﾝｼﾞ -
45 67 1:34:02 小郷 博史 ｵｺﾞｳ ﾋﾛｼ 絋矢・絆のﾊﾟﾊﾟ
46 75 1:34:43 福永 勝彦 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ -
47 26 1:34:45 岡田 崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ NJC
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48 313 1:35:03 田村 和章 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ -
49 252 1:35:13 桝見 謙 ﾏｽﾐ ｹﾝ -
50 312 1:36:22 高木 啓吾 ﾀｶｷﾞ ｹｲｺﾞ 綾川ＡＣ
51 82 1:36:42 片山 武紀 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ -
52 14 1:36:42 兒島 健一 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ -
53 8 1:36:43 曽我部 慎也 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ -
54 512 1:36:45 菖蒲 智之 ｼｮｳﾌﾞ ﾄﾓﾕｷ ＨＭＣ
55 126 1:36:51 山川 新勢 ﾔﾏｶﾜ ｱﾗｾ 日新酒類㈱
56 9 1:36:56 柿原 昌典 ｶｷﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 日亜化学工業㈱
57 149 1:36:56 吉松 賢 ﾖｼﾏﾂ ｹﾝ おえ和茶×2Club
58 228 1:37:04 喜多谷 栄治 ｷﾀﾔ ｴｲｼﾞ ＴＥＡＭ★大虎
59 358 1:37:09 坂東 功崇 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ -
60 478 1:37:10 吉田 雅人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ -
61 114 1:37:12 猪谷 友之 ｲﾉﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ -
62 413 1:37:13 上地 茂 ｶﾐｼﾞ ｼｹﾞﾙ -
63 511 1:37:32 宮沢 賢一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ -
64 468 1:37:34 森 雅史 ﾓﾘ ﾏｻｼ -
65 152 1:37:34 内川 諒一 ｳﾁｶﾞﾜ ﾘｮｳｲﾁ Runners High
66 419 1:37:46 額田 浩輔 ﾇｶﾀﾞ ｺｳｽｹ -
67 4 1:37:59 千代 味智也 ﾁﾖ ﾐﾁﾔ KYK
68 465 1:38:12 若松 大 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾞｲ ＮＩＣＨＩＡ
69 40 1:38:15 小西 久志 ｺﾆｼ ﾋｻｼ -
70 384 1:38:23 藤崎 洋一 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｳｲﾁ -
71 386 1:38:29 山下 晴司 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｼﾞ -
72 282 1:38:30 久慈 祐介 ｸｼﾞ ﾕｳｽｹ -
73 362 1:38:47 竹田 大輔 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
74 410 1:39:03 佐竹 大 ｻﾀｹ ﾏｻﾙ 鳴門市消防本部
75 76 1:39:08 梶本 秀昭 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 板東接骨院
76 158 1:39:13 薦田 亮志 ｾﾝﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ -
77 214 1:39:20 佐藤 利晴 ｻﾄｳ ﾄｼﾊﾙ -
78 192 1:39:24 井上 英俊 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾄｼ -
79 273 1:39:27 森本 章 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ -
80 278 1:39:51 堀田 考平 ﾎｯﾀ ｺｳﾍｲ -
81 194 1:39:55 坂東 信也 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ -
82 27 1:39:55 福本 芳明 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ TJP
83 185 1:39:57 平山 裕之 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 土屋建築研究所
84 96 1:40:02 甘利 哲也 ｱﾏﾘ ﾃﾂﾔ -
85 347 1:40:13 石川 学 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ Ａ．Ｒ．Ｃ
86 166 1:40:23 大浜 和賀 ｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾖﾘ Ｂｏｎｉｔｏ
87 291 1:40:25 奥山 恭宏 ｵｸﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ グレープシティ
88 45 1:40:49 竹内 義明 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ -
89 66 1:40:56 近藤 雅俊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ -
90 191 1:41:05 山下 高生 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｵ -
91 151 1:41:12 髙橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ -
92 260 1:41:12 坂本 浩平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ -
93 71 1:41:18 渡邉 耕三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ TEAM SEGAWA
94 64 1:41:43 垂水 宏幸 ﾀﾙﾐ ﾋﾛﾕｷ -
95 172 1:42:04 前田 尚志 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻｼ -
96 356 1:42:11 高田 正芳 ﾀｶﾀ ﾏｻﾖｼ -
97 339 1:42:21 枝澤 裕司 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 四国化工機
98 390 1:42:32 井関 崇仁 ｲｾｷ ﾀｶﾋﾄ -
99 319 1:42:33 西久保 剛 ﾆｼｸﾎﾞ ﾂﾖｼ ＮＪＣ

100 324 1:42:33 武村 政彦 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 麻植協同
101 99 1:43:03 眞田 稜太 ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 三崎高校
102 305 1:43:07 伊賀上 真一 ｲｶﾞｳｴ ｼﾝｲﾁ -
103 380 1:43:17 高岡 正男 ﾀｶｵｶ ﾏｻｵ -
104 388 1:43:18 越智 崇之 ｵﾁ ﾀｶﾕｷ -



105 244 1:43:33 遠藤 純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ サークル×１０
106 442 1:43:40 堀川 知章 ﾎﾘｶﾜ ﾄﾓｱｷ -
107 146 1:43:46 石田 幸広 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ -
108 302 1:43:46 長江 将史 ﾅｶﾞｴ ﾏｻﾌﾐ Ｐｏｔｔｏｄｅ
109 223 1:44:02 渡辺 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ ＫＺＳ
110 174 1:44:07 有澤 康 ｱﾘｻﾜ ﾔｽｼ -
111 432 1:44:20 浜田 英明 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ -
112 30 1:44:27 武知 聡 ﾀｹﾁ ｻﾄｼ OMH
113 300 1:44:33 表原 武史 ｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ -
114 175 1:44:47 黒川 弘史 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｼ -
115 208 1:45:07 宮 雅志 ﾐﾔ ﾏｻｼ -
116 304 1:45:12 細川 健一 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｲﾁ -
117 472 1:45:16 樫本 圭太 ｶｼﾓﾄ ｹｲﾀ -
118 104 1:45:34 近藤 宏昭 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ -
119 92 1:45:37 大野 貴光 ｵｵﾉ ﾀｶﾐﾂ -
120 322 1:45:48 記本 浩徳 ｷﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ -
121 274 1:45:48 宮本 健二 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ -
122 168 1:45:48 林 康之 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ -
123 127 1:46:01 近久 遼平 ﾁｶﾋｻ ﾘｮｳﾍｲ -
124 163 1:46:14 中平 剛司 ﾅｶﾋﾗ ﾀｹｼ 積水化成品工業
125 287 1:46:20 武知 勝 ﾀｹﾁ ﾏｻﾙ 企業局
126 132 1:46:27 髙木 進也 ﾀｶｷﾞ ｼﾝﾔ -
127 100 1:46:31 森 計太 ﾓﾘ ｹｲﾀ -
128 195 1:46:38 田野 学 ﾀﾉ ﾏﾅﾌﾞ -
129 178 1:47:21 板東 和寿 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ -
130 368 1:47:29 藤本 義弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ -
131 3 1:47:30 磨野 聡志 ﾏﾉ ｻﾄｼ -
132 491 1:47:32 後藤 和久 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ -
133 340 1:47:33 川岸 直樹 ｶﾜｷﾞｼ ﾅｵｷ -
134 379 1:47:34 木村 圭児 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ -
135 142 1:47:40 岡 健次郎 ｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 阿波製紙
136 402 1:47:47 酒巻 秀幸 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ -
137 123 1:47:47 竹内 亨 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾙ -
138 416 1:47:58 友成 正樹 ﾄﾓﾅﾘ ﾏｻｷ チームＢＯＢ
139 272 1:48:15 坂東 広明 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ ピットブル
140 162 1:48:16 入交 巧 ｲﾘﾏｼﾞﾘ ﾀｸﾐ -
141 181 1:48:18 上藤 大輝 ｶﾐﾌｼﾞ ﾀｲｷ -
142 2 1:48:21 安岐 誠二 ｱｷ ｾｲｼﾞ -
143 173 1:48:24 平尾 剛 ﾋﾗｵ ﾂﾖｼ -
144 494 1:48:25 森 忠之 ﾓﾘ ﾀﾀﾞﾕｷ ＴＹＲＥＲＳ
145 487 1:48:30 横瀬 正志 ﾖｺｾ ﾏｻｼ -
146 406 1:48:31 成瀬 年彦 ﾅﾙｾ ﾄｼﾋｺ -
147 233 1:48:55 上村 真徳 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ -
148 226 1:48:57 尾藤 泰彦 ﾋﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ -
149 86 1:48:59 大島 隆宏 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ -
150 55 1:49:01 髙間 和樹 ﾀｶﾏ ｶｽﾞｷ -
151 318 1:49:03 森 健人 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ ハッピーＲＤ
152 352 1:49:08 多田 雄一郎 ﾀﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
153 440 1:49:12 林 伸史 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾌﾐ -
154 327 1:49:13 栗林 渉 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ -
155 220 1:49:14 藤岡 興平 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾍｲ -
156 74 1:49:24 木村 勲 ｷﾑﾗ ｲｻｵ -
157 303 1:49:24 岸 裕一 ｷｼ ﾕｳｲﾁ -
158 238 1:49:38 樫原 保人 ｶｼﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ -
159 507 1:49:47 谷口 祐樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ -
160 44 1:50:15 仁木 貴志 ﾆｷ ﾀｶｼ -
161 70 1:50:19 影山 智浩 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ -



162 134 1:50:27 松本 明良 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ -
163 391 1:50:32 森田 泰広 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ -
164 205 1:50:34 大持 安博 ｵｵﾓﾁ ﾔｽﾋﾛ まんごろう
165 54 1:50:41 平畠 宏行 ﾋﾗﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ -
166 97 1:50:43 鈴田 晃史 ｽｽﾞﾀ ｺｳｼﾞ -
167 503 1:50:58 濱 竜哉 ﾊﾏ ﾀﾂﾔ -
168 400 1:51:02 濱渦 高志 ﾊﾏｳｽﾞ ﾀｶｼ -
169 161 1:51:03 敷田 隆司 ｼｷﾀ ﾀｶｼ -
170 385 1:51:07 薦田 幸一 ｺﾓﾀﾞ ｺｳｲﾁ 四国中央病院
171 171 1:51:07 岡田 祐介 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ -
172 405 1:51:10 石田 友一 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ -
173 429 1:51:17 笠原 宗輝 ｶｻﾊﾗ ﾑﾈｷ -
174 255 1:51:21 三木 雅文 ﾐｷ ﾏｻﾌﾐ -
175 21 1:51:28 延原 範彦 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ Team16
176 248 1:51:48 髙木 幸弘 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾛ -
177 215 1:51:56 長山 明広 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ -
178 198 1:51:57 池渕 慎二 ｲｹﾌﾞﾁ ｼﾝｼﾞ -
179 418 1:52:03 粟飯原 善之 ｱｲﾊﾗ ﾖｼﾕｷ -
180 309 1:52:09 明崎 雄一 ｱｷｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ -
181 98 1:52:19 須賀 弘明 ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ -
182 258 1:52:27 本田 征裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ -
183 290 1:52:37 本橋 大輔 ﾓﾄﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ Ｊ－ＪＯＧ
184 341 1:52:41 米崎 信弥 ﾖﾈｻﾞｷ ｼﾝﾔ -
185 24 1:52:42 小川 剛 ｵｶﾞﾜ ﾂﾖｼ -
186 111 1:52:42 増井 良和 ﾏｽｲ ﾖｼｶｽﾞ 美馬市陸協
187 359 1:53:03 白井 雅之 ｼﾗｲ ﾏｻﾕｷ -
188 506 1:53:05 山口 泰寛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ ランドルフィン
189 144 1:53:13 佐藤 利幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ -
190 219 1:53:29 山本 武史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾌﾐ -
191 124 1:53:32 高井 将至 ﾀｶｲ ﾏｻﾕｷ -
192 15 1:53:39 平澤 雅司 ﾋﾗｻﾜ ﾏｻｼ -
193 218 1:53:40 坂本 一樹 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ -
194 365 1:53:54 高橋 伸也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ -
195 345 1:54:01 富谷 聖司 ﾄﾐﾀﾆ ｾｲｼﾞ -
196 271 1:54:05 津川 武弘 ﾂｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ -
197 425 1:54:11 中本 拓也 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾔ -
198 288 1:54:12 西岡 健二郎 ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ -
199 254 1:54:13 阿部 耕三 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ -
200 19 1:54:14 上田 亨 ｳｴﾀ ﾄｵﾙ -
201 438 1:54:16 安達 健太 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝﾀ チームＢＯＢ
202 370 1:54:23 堀川 健太 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝﾀ -
203 48 1:54:24 金森 弘一郎 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ -
204 135 1:54:26 下田 真基 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ -
205 417 1:54:30 窪谷 浩一 ｸﾎﾞﾔ ｺｳｲﾁ -
206 350 1:54:31 佐藤 公一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ -
207 285 1:54:32 岩井 誠 ｲﾜｲ ﾏｺﾄ チーム ぢょぐ
208 68 1:54:34 鈴木 智生 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ -
209 22 1:54:37 真本 誠喜 ｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ OMH
210 264 1:54:39 三好 亮 ﾐﾖｼ ﾘｮｳ -
211 317 1:54:54 井本 泰之 ｲﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ -
212 203 1:55:04 横関 憲志 ﾖｺｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ -
213 294 1:55:04 鷲野 正典 ﾜｼﾉ ﾏｻﾉﾘ -
214 366 1:55:14 近藤 加津人 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ -
215 393 1:55:20 市原 弘章 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ -
216 105 1:55:21 中西 隆行 ﾅｶﾆｼ JCA
217 180 1:55:29 小崎 徳也 ｺｻﾞｷ ﾄｸﾔ -
218 292 1:55:34 木村 昇平 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ -



219 53 1:55:50 三好 寿和 ﾐﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ -
220 382 1:55:52 兼松 潤矢 ｶﾈﾏﾂ ｼﾞｭﾝﾔ -
221 199 1:55:53 田川 洋之 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ -
222 239 1:55:59 大野 太一郎 ｵｵﾉ ﾀｲﾁﾛｳ -
223 117 1:56:08 古田 真也 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾅﾘ -
224 154 1:56:20 秋山 和彦 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ -
225 431 1:56:24 椙原 康仁 ｽｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ -
226 427 1:56:50 中田 雅史 ﾅｶﾀ ﾏｻｼ -
227 421 1:57:06 大前 友和 ｵｵﾏｴ ﾄﾓｶｽﾞ -
228 426 1:57:12 延原 弘 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ -
229 259 1:57:30 南谷 洋光 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ 牛岐ＲＣ
230 499 1:57:44 前林 宏典 ﾏｴﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ -
231 251 1:57:52 三木 健輔 ﾐｷ ｹﾝｽｹ -
232 446 1:57:56 林 知之 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ -
233 160 1:58:00 田中 俊貴 ﾀﾅｶ ﾄｼﾀｶ -
234 320 1:58:07 大木 雄太 ｵｵｷﾞ ﾕｳﾀ -
235 103 1:58:13 前田 貴彦 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋｺ -
236 207 1:58:19 谷 泰宏 ﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ ＴＥＡＭ★大虎
237 332 1:58:37 河野 裕之 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ -
238 266 1:58:41 前田 誠彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ まんごろう
239 381 1:58:43 三谷 達史 ﾐﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ -
240 240 1:58:50 山崎 裕行 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ -
241 444 1:58:57 森北 直樹 ﾓﾘｷﾀ ﾅｵｷ -
242 328 1:58:58 川内 元徳 ｶﾜｳﾁ ﾓﾄﾉﾘ -
243 200 1:59:04 藤井 達三 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｿﾞｳ -
244 329 1:59:05 碇 貴士 ｲｶﾘ ﾀｶｼ ハッピーＲＤ
245 147 1:59:26 加藤 寛 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ -
246 481 1:59:31 高山 晃一 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ -
247 454 1:59:36 近藤 和則 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ -
248 193 1:59:37 森本 尚貴 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 井上病院
249 447 1:59:37 石川 輝明 ｲｼｶﾜ ﾃﾙｱｷ １９２Ｒ
250 436 1:59:49 堺 正和 ｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ ＪＣＡ
251 269 1:59:50 石原 充博 ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 石原金属
252 372 1:59:52 三谷 龍史 ﾐﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ -
253 451 2:00:02 西村 亮 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ -
254 85 2:00:12 森北 健作 ﾓﾘｷﾀ ｹﾝｻｸ -
255 201 2:00:22 八坂 聡 ﾔｻｶ ｻﾄｼ 八坂運走
256 42 2:00:26 薦田 達郎 ｺﾓﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ ぴぴたーず
257 373 2:00:27 原内 貴司 ﾊﾗｳﾁ ﾀｶｼ -
258 38 2:01:23 鎌田 哲 ｶﾏﾀﾞ ﾃﾂ -
259 267 2:01:30 早川 直樹 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ -
260 57 2:01:42 黒川 裕文 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 加茂名消防分団
261 119 2:02:22 小賀野 靖史 ｵｶﾞﾉ ﾔｽﾌﾐ -
262 169 2:02:36 後藤 勇治 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ -
263 412 2:02:47 木原 努 ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ 株）阿波銀行
264 11 2:02:48 髙岡 克宜 ﾀｶｵｶ ｶﾂｷ 橋本ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
265 81 2:02:58 原田 佳治 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ -
266 61 2:03:06 田中 直志 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ いしいRC
267 331 2:03:30 三木 勇作 ﾐｷ ﾕｳｻｸ -
268 326 2:03:32 萱原 光 ｶﾔﾊﾗ ﾋｶﾙ -
269 498 2:03:40 吉田 晃弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ -
270 128 2:03:47 金磯 閑夫 ｶﾅｲｿ ｼｽﾞｵ -
271 213 2:03:58 福留 慎也 ﾌｸﾄﾞﾒ ｼﾝﾔ -
272 243 2:04:19 村上 勝也 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾔ -
273 13 2:04:21 草野 真也 ｸｻﾉ ｼﾝﾔ KRC
274 344 2:04:24 南 典孝 ﾐﾅﾐ ﾉﾘﾀｶ -
275 335 2:04:34 谷 有一郎 ﾀﾆ ﾕｳｲﾁﾛｳ -



276 88 2:04:36 井原 宏彰 ｲﾊﾗ ﾋﾛｱｷ -
277 236 2:04:42 綱野 勝之 ﾂﾅﾉ ｶﾂﾕｷ -
278 245 2:04:51 高倉 一幸 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞﾕｷ -
279 32 2:04:52 丸山 幸弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 農研SRｸﾗﾌﾞ
280 182 2:05:10 伊東 治 ｲﾄｳ ｵｻﾑ -
281 101 2:05:18 林 忠雄 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ 日亜化学工業
282 222 2:05:20 新井 勉 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ -
283 311 2:05:36 岸 陽介 ｷｼ ﾖｳｽｹ -
284 394 2:05:51 金崎 孝則 ｶﾅｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ -
285 395 2:05:51 小泉 省二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ -
286 189 2:05:53 高木 雅英 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ -
287 354 2:05:55 長船 渉 ｵｻﾌﾈ ﾜﾀﾙ -
288 95 2:05:57 柳瀬 晃久 ﾔﾅｾ ｱｷﾋｻ -
289 467 2:06:36 野口 剛 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾖｼ -
290 403 2:06:36 森浦 彰 ﾓﾘｳﾗ ｱｷﾗ -
291 501 2:06:50 豊田 英司 ﾄﾖﾀ ｴｲｼﾞ -
292 422 2:06:51 早川 英貴 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ -
293 375 2:06:56 岸田 聡史 ｷｼﾀﾞ ｻﾄｼ -
294 486 2:07:01 萬谷 淳 ﾏﾝﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 牟禮印刷
295 351 2:07:11 後藤 学 ｺﾞﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ アステラス製薬
296 211 2:07:13 宮城 宏和 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｶｽﾞ -
297 133 2:07:21 脇谷 英樹 ﾜｷﾔ ﾋﾃﾞｷ -
298 411 2:07:30 門屋 英雄 ｶﾄﾞﾔ ﾋﾃﾞｵ -
299 102 2:08:08 細川 寛 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ -
300 1 2:08:32 西内 聖人 ﾆｼｳﾁ ｷﾖﾋﾄ -
301 334 2:08:48 萩原 雄一 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 川島病院遊走会
302 483 2:08:52 山本 博 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 徳大ホノマラ
303 5 2:09:25 前田 慎司 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ -
304 376 2:09:40 奥田 良知 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ -
305 479 2:09:46 上谷 洋貴 ｳｴﾀﾆ ﾋﾛｷ -
306 60 2:09:50 永井 勝美 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾐ -
307 209 2:10:05 黒川 学士 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ -
308 206 2:10:33 佐川 博典 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ -
309 473 2:10:57 福栄 広典 ﾌｸｴ ﾋﾛﾉﾘ -
310 353 2:11:13 梅野 優 ｳﾒﾉ ﾕｳ -
311 94 2:11:21 吉岡 明生 ﾖｼｵｶ ｱｷｵ 阿波証券RC
312 409 2:11:55 柏原 隆秀 ｶｼﾜﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ -
313 73 2:11:57 関貫 佳孝 ｶﾝﾇｷ ﾖｼﾀｶ -
314 389 2:12:03 藤元 圭一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ -
315 415 2:12:08 長井 信吾 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｺﾞ -
316 141 2:12:25 明石 充弘 ｱｶｼ ﾐﾂﾋﾛ -
317 283 2:12:32 高橋 健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ -
318 165 2:12:32 榎本 靖之 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽﾕｷ -
319 490 2:12:33 岩丸 まさき ｲﾜﾏﾙ ﾏｻｷ -
320 52 2:12:40 乾 裕基 ｲﾇｲ ﾋﾛｷ -
321 77 2:12:51 川地 雅則 ｶﾜｼﾞ ﾏｻﾉﾘ -
322 69 2:13:00 川上 大介 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ -
323 112 2:13:00 大地 仁志 ｵｵﾁ ﾋﾄｼ -
324 298 2:13:11 西野 弘章 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ 牛岐ＲＣ
325 470 2:13:16 勝浦 徹 ｶﾂｳﾗ ﾄｵﾙ -
326 107 2:13:18 井元 浩二 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
327 477 2:13:26 吉積 祐介 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ -
328 355 2:13:30 秋月 隼人 ｱｷﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ -
329 297 2:13:35 濱 朋之 ﾊﾏ ﾄﾓﾕｷ -
330 196 2:13:46 畑迫 尚樹 ﾊﾀｻｺ ﾅｵｷ -
331 72 2:14:17 近藤 敦 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ -
332 190 2:14:20 鈴木 勝行 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾕｷ -



333 337 2:14:36 出口 浩治 ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 岩盤浴 爽快汗
334 474 2:14:55 森 直樹 ﾓﾘ ﾅｵｷ アスティス
335 464 2:14:59 前川 仁志 ﾏｴｶﾞﾜ ﾋﾄｼ -
336 323 2:15:04 千崎 真司 ｾﾝｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ -
337 212 2:15:16 上地 智博 ｶﾐｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ -
338 325 2:15:19 坂東 宏一 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ -
339 89 2:15:24 亀井 誠 ｶﾒｲ ﾏｺﾄ -
340 177 2:15:31 小倉 浩二 ｵｸﾞﾗ ｺｳｼﾞ -
341 338 2:15:40 東 淳哉 ｱｽﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 東家
342 265 2:15:44 祖川 禎之 ｿｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾕｷ 日本青果包装
343 256 2:15:46 佐藤 博文 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ -
344 18 2:15:48 古賀 諒平 ｺｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ HRC
345 296 2:15:52 久木 敏彦 ｸｷ ﾄｼﾋｺ -
346 188 2:16:00 山田 仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ -
347 43 2:16:14 益田 清孝 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖﾀｶ -
348 6 2:16:14 山川 和也 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 姫野組☆走り隊。
349 237 2:16:27 天岡 勇 ｱﾏｵｶ ｲｻﾑ -
350 37 2:16:40 岩田 美一 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ -
351 399 2:16:57 中川 俊 ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾙ -
352 47 2:17:15 上野 貴弘 ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ -
353 466 2:17:17 小栗 誠 ｵｸﾞﾘ ﾏｺﾄ -
354 398 2:17:31 菅井 大輔 ｽｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ リブドゥ
355 458 2:18:27 野瀬 圭司 ﾉｾ ｹｲｼﾞ トトロ走る隊
356 346 2:18:35 二宮 徹 ﾆﾉﾐﾔ ﾄｵﾙ -
357 348 2:18:36 森田 佳隆 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾀｶ -
358 475 2:18:55 岡本 崇志 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ -
359 407 2:19:00 三好 一希 ﾐﾖｼ ｶｽﾞｷ -
360 129 2:19:13 花本 忠久 ﾊﾅﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋｻ -
361 10 2:19:24 斉藤 龍太 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ いばらの道RC
362 439 2:19:26 上木 和秋 ｶﾐｷ ｶｽﾞｱｷ -
363 404 2:19:42 都築 健太 ﾂﾂﾞｷ ｹﾝﾀ -
364 299 2:19:43 犬伏 昭 ｲﾇﾌﾞｼ ｱｷﾗ 男塾
365 12 2:20:43 五十川 和也 ｲｿｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ -
366 369 2:21:03 森松 秀夫 ﾓﾘﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ トゥモロー
367 59 2:21:09 石原 慎治 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｼﾞ -
368 39 2:21:19 佐竹 正明 ｻﾀｹ ﾏｻｱｷ -
369 159 2:21:31 松尾 剛志 ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ -
370 502 2:21:35 田和 賢士郎 ﾀﾜ ｹﾝｼﾛｳ -
371 336 2:21:47 得重 仁 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾄｼ -
372 371 2:22:20 谷 直樹 ﾀﾆ ﾅｵｷ 海部川風流
373 330 2:22:38 住友 保仁 ｽﾐﾄﾓ ﾔｽﾋﾄ -
374 179 2:23:18 井向 勇二 ｲﾑｶｲ ﾕｳｼﾞ -
375 275 2:24:16 矢部 久雄 ﾔﾍﾞ ﾋｻｵ -
376 401 2:24:41 大石 琢磨 ｵｵｲｼ ﾀｸﾏ チーム地行
377 363 2:24:46 秋山 啓太郎 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ -
378 36 2:25:21 和田 雄介 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ -
379 204 2:25:27 明楽 敦 ｱｷﾗ ｱﾂｼ -
380 247 2:25:40 柴崎 康明 ｼﾊﾞｻｷ ﾔｽｱｷ -
381 377 2:26:07 佐藤 隆之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ -
382 457 2:26:12 西 浩一 ﾆｼ ｺｳｲﾁ -
383 29 2:26:16 風本 茂雄 ｶｻﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ -
384 497 2:26:42 松尾 俊也 ﾏﾂｵ ﾄｼﾔ -
385 187 2:26:49 津村 諭 ﾂﾑﾗ ｻﾄｼ -
386 65 2:26:56 西出 俊二郎 ﾆｼﾃﾞ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ -
387 315 2:27:00 野口 詠司 ﾉｸﾞﾁ ﾖｵｼﾞ -
388 17 2:27:11 田中 永志 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ -
389 387 2:27:14 後藤 雅史 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ -



390 270 2:27:24 前田 武 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ -
391 51 2:28:44 橋本 敬二 ﾊｼﾓﾄ -
392 225 2:28:52 井上 稔 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ -
393 461 2:29:12 津田 幸輔 ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ 阿波製紙
394 108 2:29:13 倉敷 浩之 ｸﾗｼｷ ﾋﾛﾕｷ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
395 249 2:29:26 塩谷 裕太 ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾀ -
396 231 2:29:29 稲葉 匠哉 ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ -
397 453 2:29:30 岡 大樹 ｵｶ ﾀﾞｲｷ -
398 156 2:30:15 古庫 泰英 ﾌﾙｺ ﾔｽﾋﾃﾞ -
399 516 2:30:30 大西 雅彦 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋｺ -
400 35 2:30:44 原 敬貴 ﾊﾗ ﾋﾛｷ -
401 277 2:31:03 敷島 慎也 ｼｷｼﾏ ｼﾝﾔ -
402 155 2:31:35 笹本 英志 ｻｻﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ -
403 443 2:32:35 筧 雅隆 ｶｹﾋ ﾏｻﾀｶ -
404 488 2:32:40 清崎 達史 ｷﾖｻｷ ﾀﾂｼ -
405 148 2:32:45 紀川 将之 ｷｶﾜ ﾏｻﾕｷ -
406 482 2:32:50 畠山 和之 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ -
407 449 2:33:05 金正 貴夫 ｷﾝｼｮｳ ﾀｶｵ トトロ走る隊
408 136 2:33:32 鎌田 充 ｶﾏﾀ ﾐﾂﾙ -
409 80 2:34:06 野田 公彦 ﾉﾀﾞ ｷﾐﾋｺ -
410 293 2:34:13 阿部 直樹 ｱﾍﾞ ﾅｵｷ -
411 217 2:34:15 柳原 一雄 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ -
412 143 2:34:17 小林 孝行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ -
413 145 2:34:17 橘 昌利 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ 阿波製紙
414 91 2:34:22 大西 達彦 ｵｵﾆｼ ﾀﾂﾋｺ -
415 515 2:34:54 多田 浩章 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 川島病院遊走会
416 150 2:35:06 惣田 真人 ｿｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ -
417 367 2:35:27 集堂 和樹 ｼｭｳﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ -
418 489 2:36:05 大西 和明 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｱｷ -
419 210 2:36:21 安野 弘高 ｱﾝﾉ ﾋﾛﾀｶ -
420 33 2:36:26 田中 宏明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ -
421 58 2:36:29 片山 毅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ -
422 230 2:36:30 藤永 亮 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳ -
423 87 2:36:44 髙原 宏樹 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛｷ -
424 62 2:36:46 坂本 清晃 ｻｶﾓﾄ ｷﾖｱｷ いしいRC
425 242 2:36:47 河野 信行 ｶﾜﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ -
426 164 2:37:25 左東 久史 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 加茂消防分団
427 301 2:39:07 竹内 祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ -
428 448 2:39:14 山田 憲蔵 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ -
429 357 2:39:39 上杉 忠輝 ｳｴｽｷﾞ ﾀﾀﾞﾃﾙ -
430 471 2:40:08 中崎 広夢 ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾛﾑ -
431 463 2:40:09 石山 敬造 ｲｼﾔﾏ ｹｲｿﾞｳ -
432 167 2:40:42 山下 安秀 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ ＲＵＮＴＭＣ
433 452 2:40:45 田中 佑輔 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ -
434 276 2:40:50 松島 利雄 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼｵ -
435 434 2:41:27 千檀 輝晃 ｾﾝﾀﾞﾝ ﾃﾙｱｷ -
436 396 2:41:45 東 武志 ｱｽﾞﾏ ﾀｹｼ -
437 110 2:42:20 花野 宝祥 ﾊﾅﾉ ﾀｶﾖｼ 行政書士ランナーズ
438 56 2:42:31 桃原 希典 ﾓﾓﾊﾗ ﾏﾚｽｹ -
439 484 2:42:39 長尾 健太 ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀ 牟禮印刷㈱
440 424 2:42:49 高林 伸治 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ ファイザーＳＪ
441 460 2:43:47 酒井 敬介 ｻｶｲ ｹｲｽｹ -
442 261 2:45:46 樋口 浩二 ﾋｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ -
443 517 2:47:04 笠井 久嗣 ｶｻｲ ﾋｻｼ -
444 316 2:47:14 盛 裕二 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ -
445 197 2:49:28 亀井 裕人 ｶﾒｲ ﾋﾛﾋﾄ -
446 504 2:51:51 奥村 知史 ｵｸﾑﾗ ｻﾄｼ -



447 138 2:52:13 江淵 政男 ｴﾌﾞﾁ ﾏｻｵ -
448 428 2:52:57 森 弘光 ﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ -
449 79 2:53:34 吉本 亨 ﾖｼﾓﾄ ﾄｵﾙ -
450 253 2:53:52 浜 利彰 ﾊﾏ ﾄｼｱｷ -
451 41 2:54:00 笠井 拓哉 ｶｻｲ ﾀｸﾔ -
452 361 2:54:08 濱崎 新 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾝ -
453 202 2:54:52 岡田 剛 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ -
454 78 2:55:49 遠藤 恭弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ -
455 186 3:00:11 松長 直樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ -

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 1052 1:15:27 湯口 武夫 ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ 阿波製紙ＲＣ
2 919 1:19:07 福田 健治 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
3 989 1:20:00 山本 孝治 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 徳島ＡＣ
4 803 1:20:28 大上 義仁 ｵｵｳｴ ﾖｼﾋﾄ MRC
5 831 1:21:32 鮎川 進 ｱﾕｶﾜ ｽｽﾑ 徳島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
6 674 1:22:27 北村 晃章 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ とくしま生協
7 1118 1:24:29 川口 徹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ つるぎ
8 691 1:26:08 新居 聡一郎 ﾆｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 徳教空群
9 720 1:26:44 鳴滝 剛 ﾅﾙﾀｷ ﾀｹｼ -

10 1012 1:27:22 藤本 聖 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 四国機電
11 700 1:27:51 西浦 弘 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｼ T.走るんじょ
12 935 1:28:26 縄手 啓二 ﾅﾜﾃ ｹｲｼﾞ かめさんﾗﾝﾅｰｽﾞRC
13 907 1:28:35 山﨑 浩 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ -
14 1136 1:29:03 近藤 道広 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ 徳大ランチＴＲ
15 601 1:29:20 大本 浩 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｼ -
16 797 1:29:46 加集 宏明 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ -
17 1175 1:30:00 大向 隆史 ｵｵﾑｶｲ ﾀｶｼ -
18 618 1:30:10 西山 進 ﾆｼﾔﾏ ｽｽﾑ 里浦R.C
19 793 1:30:12 結城 明男 ﾕｳｷ ｱｷｵ 徳島教育航空群
20 1063 1:30:28 滝野 博文 ﾀｷﾉ ﾋﾛﾌﾐ 加悦走友会
21 906 1:31:43 横手 博巳 ﾖｺﾃ ﾋﾛﾐ -
22 905 1:31:43 後藤 雅史 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ -
23 610 1:32:19 新田 哲弘 ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ -
24 960 1:32:30 佐古 吉男 ｻｺ ﾖｼｵ -
25 948 1:32:44 平 圭介 ﾀｲﾗ ｹｲｽｹ 自分越えＲＣ
26 684 1:32:51 松下 光雄 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ -
27 1024 1:33:05 佐藤 幸司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ヴォルティス
28 841 1:33:08 竹内 一郎 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ TJP
29 893 1:33:10 沖津 貴司 ｵｷﾂ ﾀｶｼ -
30 843 1:33:21 小川 謙吾 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ -
31 634 1:33:21 後藤田 史典 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ -
32 1072 1:33:27 大岩 秀次 ｵｵｲﾜ ｼｭｳｼﾞ ＫＣＪ
33 1195 1:34:11 大坪 敏男 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼｵ プラズマＲＣ
34 1041 1:35:41 松英 雅俊 ﾏﾂｴ ﾏｻﾄｼ ＯＫスポーツ
35 1017 1:36:04 石川 琢己 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ -
36 745 1:36:09 富田 英之 ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ -
37 1178 1:36:12 中野 正敏 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ -
38 685 1:36:12 梶原 樹 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾂｼ とくしま生協
39 868 1:36:19 関 義明 ｾｷ ﾖｼｱｷ -
40 738 1:36:19 板東 俊治 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ 日本一
41 913 1:36:24 前野 哲也 ﾏｴﾉ ﾃﾂﾔ -
42 1106 1:36:27 佐藤 勝之 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ -
43 1084 1:36:38 住友 勝次 ｽﾐﾄﾓ ｶﾂｼﾞ Ａ．Ｒ．Ｃ
44 639 1:36:39 一木 良茂 ｲﾁｷ ﾖｼｼｹﾞ -
45 676 1:36:40 榎本 和弘 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾁｰﾑでんしろう



46 748 1:36:41 峰瀬 正之 ﾐﾈｾ ﾏｻﾕｷ -
47 914 1:36:49 竹路 正行 ﾀｹｼﾞ ﾏｻﾕｷ 加茂谷RC
48 1153 1:36:58 桑島 敏男 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ 三ツ石ＡＣ
49 930 1:37:00 門田 明 ｶﾄﾞﾀ ｱｷﾗ チーム虎美
50 636 1:37:10 川真田 康彦 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽﾋｺ ﾁｰﾑVIVO
51 1190 1:37:42 伊藤 尚夫 ｲﾄｳ ﾋｻｵ -
52 997 1:38:01 澤本 修 ｻﾜﾓﾄ ｵｻﾑ -
53 791 1:38:07 宝窪 博文 ﾎｳｸﾎﾞ ﾋﾛﾌﾐ AOK RC.
54 897 1:38:13 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
55 1016 1:38:22 角元 真二 ｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ -
56 755 1:38:30 楠本 孝夫 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｵ まちけん飛脚
57 916 1:39:29 朝村 隆史 ｱｻﾑﾗ ﾀｶｼ ﾐｽﾞﾉ ﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ
58 1233 1:39:31 森 晴久 ﾓﾘ ﾊﾙﾋｻ -
59 1167 1:39:33 近藤 和人 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾄ ＨＭＣ
60 1173 1:39:38 辻 泰弘 ﾂｼﾞ ﾔｽﾋﾛ -
61 669 1:40:12 瀬尾 圭司 ｾｵ ｹｲｼﾞ -
62 806 1:40:16 柏木 茂 ｶｼﾜｷﾞ ｼｹﾞﾙ TJP
63 641 1:40:16 大西 孝志 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ -
64 1221 1:40:22 松原 稔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾉﾙ かめさんランナ
65 967 1:40:26 三木 忠義 ﾐｷ ﾀﾀﾞﾖｼ -
66 1135 1:40:38 多田 典史 ﾀﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ -
67 974 1:40:50 藤枝 主市 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶｽﾞｲﾁ -
68 659 1:40:59 三木 康正 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ -
69 655 1:41:05 平山 聖人 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ TEAM★大虎
70 710 1:41:07 道官 昭司 ﾄﾞｳｶﾝ ｼｮｳｼﾞ ｽｲｯﾁ
71 605 1:41:15 中尾 勝重 ﾅｶｵ ｶﾂｼｹﾞ -
72 677 1:41:18 井浦 哲也 ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ 大王製紙
73 1029 1:41:38 瓦林 良和 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 猫手迷走会
74 621 1:41:39 広長 一夫 ﾋﾛﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 徳島健走会
75 925 1:42:00 三好 康彦 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋｺ -
76 1241 1:42:20 賀川 泰広 ｶｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 翼鉄人倶楽部
77 787 1:42:29 湯浅 隆二 ﾕｱｻ ﾀｶｼﾞ ｻｸｾｽﾃﾆｽ
78 763 1:42:35 芳野 大造 ﾖｼﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ 安勝会
79 616 1:42:45 高橋 直裕 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ 徳大TJP
80 944 1:42:49 渡辺 研二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ -
81 1141 1:43:06 三木 伸浩 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
82 976 1:43:19 奥野 史郎 ｵｸﾉ ｼﾛｳ -
83 874 1:43:22 佐藤 美佐雄 ｻﾄｳ ﾐｻｵ -
84 654 1:43:30 平岡 淳 ﾋﾗｵｶ ｱﾂｼ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽR.C.
85 630 1:43:34 吉田 幸二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ -
86 709 1:43:41 北野 敏之 ｷﾀﾉ ﾄｼﾕｷ -
87 678 1:43:42 河野 泰宏 ｶﾜﾉ ﾔｽﾋﾛ -
88 839 1:43:42 渡瀬 繁 ﾜﾀｾ ｼｹﾞﾙ ㈱菱建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
89 848 1:43:46 深見 善広 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 鴨島鳳翔太鼓
90 614 1:43:55 藤永 工 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 応神RC
91 713 1:44:01 金松 英雄 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ ほなけんど走友
92 955 1:44:11 吉田 哲典 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾉﾘ -
93 1048 1:44:19 木下 学 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ -
94 1134 1:44:31 大淵 淳 ｵｵﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝ -
95 1161 1:44:38 竹中 利光 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ -
96 975 1:44:40 多田 正和 ﾀﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ -
97 862 1:44:42 阿部 吉幸 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ -
98 1124 1:44:42 浜崎 靖輝 ﾊﾏｻﾞｷ ﾔｽｷ -
99 1197 1:44:55 長井 和秀 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ -

100 638 1:45:05 天野 国義 ｱﾏﾉ ｸﾆﾖｼ -
101 830 1:45:20 三角 善則 ﾐｽﾐ ﾖｼﾉﾘ -
102 609 1:45:30 森 克己 ﾓﾘ ｶﾂﾐ -



103 966 1:45:31 知野 秀樹 ﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ 宮田懸走会
104 869 1:45:37 古津 敏彦 ﾌﾙﾂ ﾄｼﾋｺ AOKRC
105 892 1:45:38 熊本 徹 ｸﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ -
106 1129 1:45:39 徳永 雅彦 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ -
107 617 1:45:41 小島 節夫 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ 五洋建設㈱
108 1010 1:45:51 鎌田 雄介 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ★大虎
109 707 1:45:53 中川 善夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｵ -
110 675 1:45:54 増井 康彦 ﾏｽｲ ﾔｽﾋｺ 南淡路RC
111 1001 1:45:56 尾形 雅弘 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ＴＭＡＣ
112 744 1:45:56 西岡 寿典 ﾆｼｵｶ ﾄｼﾉﾘ -
113 1226 1:46:03 市原 浩晃 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ ＪＡコープ食品
114 995 1:46:07 伊坂 卓司 ｲｻｶ ﾀｸｼﾞ -
115 653 1:46:24 岩佐 隆範 ｲﾜｻ ﾀｶﾉﾘ -
116 1229 1:46:28 藤原 秀雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ -
117 894 1:46:29 桑原 孝司 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ -
118 1092 1:46:33 吉田 敏美 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾐ -
119 1081 1:46:36 角田 忠 ｽﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ -
120 1171 1:46:43 今城 朗 ｲﾏｼﾞｮｳ ｱｷﾗ ＪＡ全農こうち
121 1204 1:46:55 甲斐 宏司 ｶｲ ｺｳｼﾞ -
122 1047 1:46:58 笠井 省宜 ｶｻｲ ﾖｼﾉﾘ プラズマＲＣ
123 1117 1:47:05 出石 尚仁 ｲｽﾞｲｼ ﾅｵﾋﾄ -
124 1181 1:47:11 糸瀬 文史 ｲﾄｾ ﾌﾐﾋｻ トゥモロー
125 867 1:47:17 高橋 正弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ -
126 1099 1:47:24 三好 良一 ﾐﾖｼ ﾘｮｳｲﾁ 港南歯科陸上部
127 1046 1:47:49 岡山 健志 ｵｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ -
128 971 1:47:53 井内 康夫 ｲｳﾁ ﾔｽｵ 鴨島サッカー
129 646 1:47:55 旭 哲哉 ｱｻﾋ ﾃﾂﾔ TSKﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
130 992 1:48:01 中田 勉 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ -
131 1235 1:48:03 福住 好広 ﾌｸｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ -
132 1100 1:48:04 fukuyama satosh ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ -
133 717 1:48:05 窪田 清司 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼﾞ -
134 909 1:48:19 和田 直士 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ -
135 835 1:48:24 河野 政文 ｶﾜﾉ ﾏｻﾌﾐ -
136 651 1:48:32 富田 忍 ﾄﾐﾀﾞ ﾂﾄﾑ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
137 602 1:48:38 中林 利美 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ -
138 1236 1:48:49 八木 和司 ﾔｷﾞ ｶｽﾞｼ -
139 705 1:48:58 桑原 佳宏 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ らちﾈｯﾄ徳島
140 722 1:48:59 藤本 正己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ 麻植協同こまめRC
141 664 1:48:59 工藤 美智明 ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｱｷ ﾁｰﾑ鳳翔太皷
142 694 1:49:00 古川 武信 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ TJP
143 1199 1:49:05 網田 克明 ｱﾐﾀ ｶﾂｱｷ -
144 631 1:49:13 阿部 克仁 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋﾄ 笑軍FC
145 604 1:49:15 髙見 正毅 ﾀｶﾐ ﾏｻｷ ｼｰｻｲﾄﾞ阿南
146 1209 1:49:17 井利元 裕哉 ｲﾘﾓﾄ ﾋﾛﾔ -
147 693 1:49:18 板東 篤司 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｸｼﾞ -
148 870 1:49:18 猪股 明 ｲﾉﾏﾀ ｱｷﾗ -
149 810 1:49:22 坂東 泰行 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ -
150 946 1:49:23 采元 健二 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ -
151 1090 1:49:23 松永 浩嗣 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 博多ワイパーズ
152 741 1:49:27 古本 秋彦 ﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾋｺ -
153 991 1:49:36 東條 敬人 ﾄｳｼﾞﾖｳ ﾕｷﾋﾄ -
154 780 1:49:37 香山 一之 ｺｳﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ -
155 704 1:49:39 小川 正憲 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ -
156 663 1:49:52 阿部 貴行 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ -
157 1079 1:49:53 大久保 厚志 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ 浅海電気
158 1170 1:49:54 井口 晴夫 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｵ -
159 668 1:49:56 森 聡幸 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ -



160 633 1:49:57 田中 信義 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖｼ 城山RC
161 1227 1:49:57 流 一世 ﾅｶﾞﾚ ｶｽﾞﾖ -
162 1191 1:50:04 藤原 一朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁﾛｳ -
163 624 1:50:10 浅野 喜美雄 ｱｻﾉ TEAM★大虎
164 753 1:50:30 大津 行春 ｵｵﾂ ﾕｷﾊﾙ ACｱﾅﾝ
165 730 1:50:43 森本 忠義 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 井上病院
166 665 1:50:45 唐木 郁夫 ｶﾗｷ ｲｸｵ みつ花ｸﾗﾌﾞ
167 1220 1:50:55 狩野 敏宏 ｶﾉｳ ﾄｼﾋﾛ 日本興亜損保
168 1116 1:50:56 瀬川 仁志 ｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ -
169 728 1:51:01 西木 良 ﾆｼｷ ﾘｮｳ ﾃﾆｽでおじゃる
170 970 1:51:06 杉山 昭彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＴＪＰ
171 731 1:51:11 猪子 宏芳 ｲﾉｺ ﾋﾛﾖｼ 徳島大学TJP
172 988 1:51:15 後藤 義裕 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ -
173 1007 1:51:22 藪内 和男 ﾔﾌﾞｳﾁ ｶｽﾞｵ -
174 965 1:51:23 竹内 孝志 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ -
175 1071 1:51:26 市川 和彦 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ -
176 716 1:51:56 滝花 秀樹 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ -
177 1130 1:51:56 岡林 裕彦 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾋｺ -
178 1036 1:52:00 高安 富男 ﾀｶﾔｽ ﾄﾐｵ ありんこ魂
179 758 1:52:01 村部 忠克 ﾑﾗﾍﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 福岡大学有信会
180 805 1:52:03 佐藤 幸男 ｻﾄｳ ﾕｷｵ -
181 908 1:52:12 角石 大造 ｶｸｲｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ -
182 1002 1:52:24 立石 秀樹 ﾀﾃｲｼ ﾋﾃﾞｷ ヴォルティスＲ
183 1074 1:52:27 松下 寛興 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵｷ -
184 666 1:52:28 大恵 英治 ｵｵｴ ｴｲｼﾞ AOKRC
185 1102 1:52:34 福田 憲市 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ -
186 1120 1:52:37 小川 孔輔 ｵｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 法政大学
187 957 1:52:41 寺内 寛 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ -
188 1169 1:52:47 殿谷 武司 ﾄﾉｶﾞｲ ﾀｹｼ -
189 1146 1:52:53 細川 尚光 ﾎｿｶﾜ ﾋｻﾐﾂ -
190 795 1:52:54 森 一郎 ﾓﾘ ｲﾁﾛｳ -
191 1087 1:52:55 沖津 洋一 ｵｷﾂ ﾖｳｲﾁ -
192 622 1:52:58 大木 昭文 ｵｵｷﾞ ｱｷﾌﾐ 阿波銀行
193 729 1:53:03 野口 英昭 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ -
194 754 1:53:07 田中 豊作 ﾀﾅｶ ﾄﾖｻｸ -
195 1076 1:53:12 林 径孝 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾀｶ -
196 1168 1:53:14 藤澤 明 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾗ -
197 719 1:53:22 武市 佳人 ﾀｹｲﾁ ﾖｼﾋﾄ 徳島大学LTR
198 1127 1:53:26 小川 佳久 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ＴＪＰ
199 687 1:53:30 瀧花 巧一 ﾀｷﾊﾅ ｺｳｲﾁ 徳島大学TJP
200 1089 1:53:36 宇山 浩行 ｳﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ -
201 752 1:53:38 新居 国夫 ﾆｲ ｸﾆｵ -
202 699 1:53:39 松山 健児 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｼﾞ ｳﾞｫﾙｻﾎﾟRC
203 987 1:53:40 長瀬 英貴 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ 大鵬薬品
204 1064 1:53:50 森 直人 ﾓﾘ ﾅｵﾄ -
205 980 1:53:58 佐伯 明茂 ｻｲｷ ｱｷｼｹﾞ ヴォルティス
206 819 1:53:58 平田 貢 ﾋﾗﾀ ﾐﾂｷﾞ -
207 686 1:54:00 藤澤 勝治 ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾂｼﾞ ﾋﾞﾊﾞｶｯﾁJC
208 875 1:54:01 大西 篤信 ｵｵﾆｼ ｱﾂﾉﾌﾞ チームやまびこ
209 773 1:54:05 佐野 泰弘 ｻﾉ ﾔｽﾋﾛ 徳消健走会
210 910 1:54:07 手塚 俊明 ﾃﾂﾞｶ ﾄｼｱｷ TEAM・T
211 1082 1:54:07 前山 祐二 ﾏｴﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 石原金属
212 1154 1:54:27 竹谷 公男 ﾀｹﾔ ｷﾐｵ 徳島県農協労連
213 818 1:54:40 乾 健司 ｲﾇｲ ｹﾝｼﾞ -
214 647 1:54:54 森 邦夫 ﾓﾘ ｸﾆｵ -
215 823 1:54:59 小西 慶治 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ -
216 679 1:55:00 岡田 淳司 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三井R・C



217 701 1:55:01 荒川 法和 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｶｽﾞ -
218 1051 1:55:03 兼松 利男 ｶﾈﾏﾂ ﾄｼｵ ＳＫ：ＵＰ－Ｇ
219 851 1:55:05 池田 一仁 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ -
220 1250 1:55:07 櫻井 基也 ｻｸﾗｲ ﾓﾄﾔ -
221 863 1:55:08 服部 雅彦 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾋｺ -
222 850 1:55:17 川田 忠行 ｶﾜﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ -
223 822 1:55:19 福原 朝保 ﾌｸﾊﾗ ﾁｮｳﾎ 福原内科
224 1218 1:55:21 河野 秀樹 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞｷ -
225 1108 1:55:26 藤本 哲也 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ -
226 1248 1:55:27 志磨 正師 ｼﾏ ﾏｻﾉﾘ -
227 982 1:55:28 坂尾 哲也 ｻｶｵ ﾃﾂﾔ -
228 801 1:55:40 尾山 弘章 ｵﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 徳大TJP
229 924 1:55:41 河内 康正 ｶﾜｳﾁ ﾔｽﾏｻ SKOT
230 845 1:55:41 國安 寿昭 ｸﾆﾔｽ ﾄｼｱｷ -
231 642 1:56:02 竹田 利吉 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ -
232 961 1:56:05 平岡 芳和 ﾋﾗｵｶ ﾖｼｶｽﾞ -
233 1044 1:56:11 西岡 章二 ﾆｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ -
234 889 1:56:18 六車 宜哲 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾖｼｱｷ -
235 844 1:56:50 北原 利郎 ｷﾀﾊﾗ ﾄｼﾛｳ -
236 847 1:56:52 上田井 喜代仁 ｳｴﾀｲ ｷﾖﾋﾄ -
237 945 1:56:57 小川 哲央 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ ヴォルティス
238 623 1:57:03 高田 登 ﾀｶﾀ ﾉﾎﾞﾙ -
239 1150 1:57:04 黒光 浩一 ｸﾛﾐﾂ ｺｳｲﾁ -
240 1149 1:57:06 南 雅仁 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾄ -
241 1078 1:57:16 林 義雄 ﾊﾔｼ ﾖｼｵ 阿波銀行
242 1237 1:57:24 堀尾 幸太郎 ﾎﾘｵ ｺｳﾀﾛｳ -
243 809 1:57:27 多田羅 稔 ﾀﾀﾗ ﾐﾉﾙ かめさんRC
244 1086 1:57:34 和田 大助 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
245 1242 1:57:36 高野 正路 ﾀｶﾉ ｼｮｳｼﾞ -
246 1201 1:57:43 音田 晴己 ｵﾝﾀﾞ ﾊﾙﾐ -
247 1216 1:57:49 山崎 洋一 ﾔﾏｻｷ ﾖｳｲﾁ -
248 813 1:57:53 住友 信之 ｽﾐﾄﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ AOKRC
249 769 1:57:54 柏木 正人 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ -
250 833 1:57:58 内藤 利明 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 河内S・C
251 1077 1:58:03 井崎 博文 ｲｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ チームｄｏ！Ｍ
252 949 1:58:04 中野 勝邦 ﾅｶﾉ ｶﾂｸﾆ Ｂｏｎｉｔｏ
253 608 1:58:05 中川 博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ -
254 928 1:58:06 山本 勇 ﾔﾏﾓﾄ ｲｻﾑ -
255 890 1:58:12 岡田 則昭 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
256 808 1:58:27 竹井 裕 ﾀｹｲ ﾋﾛｼ -
257 842 1:58:33 村瀬 新二郎 ﾑﾗｾ ｼﾝｼﾞﾛｳ -
258 888 1:58:42 新居 哲也 ﾆｲ ﾃﾂﾔ ヨコタ走る阿呆
259 985 1:58:42 石本 孝明 ｲｼﾓﾄ ﾀｶｱｷ ヴォルティス
260 1208 1:58:57 吉野 育也 ﾖｼﾉ ｲｸﾔ -
261 964 1:58:59 奥田 真司 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 鳴門テクノ
262 899 1:59:00 江本 義数 ｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ -
263 733 1:59:04 堀部 耕一 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｲﾁ -
264 784 1:59:04 鈴江 昌之 ｽｽﾞｴ ﾏｻﾕｷ -
265 1219 1:59:15 井上 好之 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ 石井ドーム
266 973 1:59:17 松岡 隆 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ -
267 712 1:59:24 鬼城 浩茂 ｷｼﾞｮｳ ﾋﾛｼｹﾞ -
268 800 1:59:28 峯田 栄一 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ -
269 1026 1:59:34 小林 政春 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾊﾙ -
270 1020 1:59:40 岩本 敬次 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞ ヨコタ
271 1021 1:59:47 藤川 彰厳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｮｳｹﾞﾝ -
272 832 1:59:48 古谷 光弘 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ M’sﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ
273 1062 1:59:49 近藤 浩一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ -



274 628 1:59:50 豊川 敏雄 ﾄﾖｶﾜ ﾄｼｵ -
275 782 1:59:51 大溝 治正 ｵｵﾐｿﾞ ﾊﾙﾏｻ -
276 661 1:59:56 佐々木 達也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ -
277 706 2:00:03 清水 克樹 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ -
278 861 2:00:14 美馬 一彦 ﾐﾏ ｶｽﾞﾋｺ -
279 737 2:00:22 角村 格 ｶｸﾑﾗ ｲﾀﾙ TJP
280 637 2:00:24 住友 雄治 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ G.A.S.倶楽部
281 872 2:00:27 元木 達也 ﾓﾄｷ ﾀﾂﾔ -
282 1249 2:00:35 石橋 正彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｱｷ レインボー
283 981 2:00:38 河野 誠也 ｺｳﾉ ｾｲﾔ -
284 727 2:00:39 工藤 利夫 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ -
285 983 2:00:46 樫本 誠司 ｶｼﾓﾄ ｾｲｼﾞ -
286 1222 2:01:18 笠井 裕史 ｶｻｲ ﾋﾛﾌﾐ -
287 1119 2:01:41 宮前 尚典 ﾐﾔﾏｴ ﾋｻﾉﾘ -
288 1050 2:01:50 細谷 裕重 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾛｼｹﾞ -
289 881 2:01:53 正本 英紀 ﾏｻﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ MFC
290 1198 2:02:05 石井 典生 ｲｼｲ ﾉﾘｵ -
291 760 2:02:22 吉本 義等 ﾖｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ -
292 1060 2:02:43 片岡 佳英 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾋﾃﾞ -
293 1186 2:03:16 川根 信三 ｶﾜﾈ ｼﾝｿｳ 四ﾋﾞﾗﾝﾅｰ
294 794 2:03:18 楠瀬 敬一 ｸｽﾉｾ ｹｲｲﾁ -
295 1115 2:03:21 池田 浩二 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ -
296 859 2:03:24 河原 佳明 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ TJP
297 1133 2:03:25 津田 英一 ﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｲﾁ -
298 1126 2:03:34 松村 博三 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｿﾞｳ 徳島大学ＴＪＰ
299 937 2:03:36 町口 時康 ﾏﾁｸﾞﾁ ﾄｷﾔｽ -
300 765 2:03:41 山下 敏光 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾐﾂ -
301 703 2:03:46 前橋 功 ﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
302 762 2:04:00 小原 哲也 ｺﾊﾗ ﾃﾂﾔ 28・29会
303 1144 2:04:02 三栖 勉 ﾐｽ ﾂﾄﾑ 高島ＲＣ
304 749 2:04:20 南 清 ﾐﾅﾐ ｷﾖｼ まちけん飛脚
305 1234 2:04:24 渡辺 健治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ -
306 940 2:04:27 土井 卓 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ -
307 640 2:04:28 岡本 和彦 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 西条市役所RC
308 962 2:04:29 吉成 崇 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 三葉虫ＲＣ
309 718 2:04:31 河西 修一 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｲﾁ -
310 994 2:04:32 川村 秀幸 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ -
311 660 2:04:34 平田 弘 ﾋﾗﾀ ﾋﾛｼ -
312 1027 2:04:37 三木 益一郎 ﾐｷ ﾏｽｲﾁﾛｳ -
313 829 2:04:43 中尾 隆秀 ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾃﾞ -
314 977 2:04:53 福富 浩明 ﾌｸﾄﾐ ﾋﾛｱｷ くらもとＲＵＮ
315 856 2:04:58 木内 稔彦 ｷﾉｳﾁ ﾄｼﾋｺ KFRC
316 778 2:05:04 中村 逸男 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ -
317 1246 2:05:08 以西 泰宏 ｲｻｲ ﾔｽﾋﾛ -
318 1214 2:05:12 中野 和弘 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ -
319 877 2:05:15 鎌田 憲二 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ハッピーRD
320 1068 2:05:22 村上 孝徳 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾉﾘ とりしょう
321 1070 2:05:30 小原 繁 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 徳島大学ＴＪＰ
322 1152 2:05:44 栗尾 清治 ｸﾘｵ ｾｲｼﾞ -
323 1005 2:05:49 吉本 克彦 ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾋｺ -
324 1196 2:05:58 田中 明 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ -
325 1040 2:06:01 比名 昭彦 ﾋﾅ ｱｷﾋｺ ＮＡＳ三田
326 792 2:06:13 齋藤 勉 ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 徳島大学ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ
327 1158 2:06:17 佐藤 正一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ いしいドーム
328 1183 2:06:28 越智 哲也 ｵﾁ ﾃﾂﾔ -
329 1164 2:06:29 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 那賀商工会青年
330 996 2:06:38 濱口 一幸 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 日立化成ポリマ



331 849 2:06:41 永易 孝規 ﾅｶﾞﾔｽ ﾀｶﾉﾘ 新居浜南高
332 986 2:06:43 湯浅 泰志 ﾕｱｻ ﾔｽｼ -
333 807 2:06:49 寺岡 篤幸 ﾃﾗｵｶ ｱﾂﾕｷ ATC
334 757 2:06:52 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
335 750 2:06:52 岩原 計憲 ｲﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ -
336 828 2:07:03 村山 浩市 ﾑﾗﾔﾏ 阿波証券R・C
337 824 2:07:04 平田 正二 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼﾞ -
338 840 2:07:07 五味 憲夫 ｺﾞﾐ ﾉﾘｵ -
339 1022 2:07:11 大西 正純 ｵｵﾆｼ ﾏｻｽﾐ ぴぴたぁず
340 933 2:07:13 正地 良一 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ -
341 746 2:07:14 竹内 富夫 ﾀｹｳﾁ ﾄﾐｵ -
342 772 2:07:27 賀川 弘海 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 日本青果包装㈱
343 695 2:07:28 入江 靖彦 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ -
344 625 2:07:28 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ -
345 938 2:07:45 高田 義治 ﾀｶﾀ ﾖｼﾊﾙ -
346 817 2:07:49 谷本 悦久 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾂﾋｻ -
347 926 2:07:53 久保 昭 ｸﾎﾞ ｱｷﾗ -
348 1142 2:07:55 竹内 秀幸 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ -
349 1193 2:08:01 塩田 章人 ｼｵﾀ ｱｷﾋﾄ -
350 1184 2:08:04 三浦 良 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ -
351 735 2:08:12 後藤 久 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ -
352 1155 2:08:13 芝山 靖二 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾔｽｼﾞ -
353 1056 2:08:20 多田 昭弘 ﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾛ -
354 1238 2:08:44 小野 敬三 ｵﾉ ｹｲｿﾞｳ 牟禮印刷㈱
355 1003 2:08:52 山中 克彦 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ -
356 689 2:08:55 鈴江 宏 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｼ -
357 1038 2:09:08 久米 貴夫 ｸﾒ ﾖｼｵ 石井ドーム
358 896 2:09:15 山本 宗作 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｻｸ チームTAMO
359 698 2:09:20 松下 宏幸 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾕｷ TMAC
360 1023 2:09:22 北野 昇 ｷﾀﾉ ﾉﾎﾞﾙ -
361 1112 2:09:30 西崎 文昭 ﾆｼｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ Ｐｏｔｔｏｄｅ
362 603 2:09:35 西岡 彰夫 ﾆｼｵｶ ｱｷｵ 野市町愛陸会＆JA全農こうちﾊﾟｰﾙ
363 1083 2:09:46 石原 譲 ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 石原金属
364 956 2:09:51 井上 泰秀 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ -
365 802 2:09:54 秋田 耕三 ｱｷﾀ ｺｳｿﾞｳ -
366 1034 2:10:08 弓達 美州 ﾕﾀﾞﾃ ﾐｸﾆ -
367 947 2:10:12 高橋 朋昭 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ -
368 1172 2:10:31 住田 稔 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾉﾙ 高田整形外科
369 984 2:10:35 伏見 誠司 ﾌｼﾐ ｾｲｼﾞ -
370 656 2:10:36 遠藤 誠蔵 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｿﾞｳ 徳島大学TJP
371 1031 2:10:59 平本 裕 ﾋﾗﾓﾄ ﾕﾀｶ ＷＯＫ
372 998 2:11:01 立石 善彦 ﾀﾃｲｼ ﾖｼﾋｺ -
373 1200 2:11:04 松本 昌一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ -
374 855 2:11:05 南本 幹生 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ -
375 1231 2:11:06 後藤 勝之 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾕｷ -
376 854 2:11:07 東條 圭 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲ チームはしるんじょ
377 1045 2:11:09 戸田 啓介 ﾄﾀﾞ ｹｲｽｹ ＳＳＴＯＤＡ
378 1230 2:11:14 畠内 孝明 ﾊﾀｳﾁ ﾀｶｱｷ -
379 740 2:11:23 木村 秀行 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ -
380 860 2:11:29 中川 徹男 ﾅｶｶﾞﾜ -
381 1192 2:11:35 清水 健二 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ ファイザーＳＪ
382 979 2:11:44 鎌田 研吾 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ -
383 1207 2:11:51 和田 裕道 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 徳大ＴＪＰ
384 1004 2:11:52 河野 進 ｶﾜﾉ ｽｽﾑ -
385 796 2:11:52 柳 治 ﾔﾅｷﾞ ｵｻﾑ -
386 1245 2:11:54 小田桐 七郎 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾁﾛｳ -
387 1217 2:12:03 安岡 道博 ﾔｽｵｶ ﾐﾁﾋﾛ -



388 942 2:12:31 数枝木 誠 ｽｴｷ ﾏｺﾄ -
389 1097 2:12:32 鵜沢 一郎 ｳｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ -
390 1098 2:12:38 藤原 成人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ -
391 767 2:12:45 井上 数正 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏｻ 新居浜楽走会
392 825 2:12:56 菅沼 敏行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ 土人ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
393 771 2:12:58 森 敬治 ﾓﾘ ｹｲｼﾞ ROC
394 714 2:13:05 豊田 達也 ﾄﾖﾀ ﾀﾂﾔ ｱﾑｽﾞ
395 1185 2:13:05 平岩 護 ﾋﾗｲﾜ ﾏﾓﾙ -
396 1179 2:13:17 原田 一隆 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 徳島銀行
397 912 2:13:17 真本 静生 ｼﾝﾓﾄ ｼｽﾞｵ -
398 876 2:13:27 近藤 厚志 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ サン未来
399 886 2:13:33 近藤 祐司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ -
400 724 2:13:37 元木 常泰 ﾓﾄｷ ﾂﾈﾔｽ -
401 1103 2:13:44 長尾 辰彦 ﾅｶﾞｵ ﾀﾂﾋｺ -
402 834 2:13:48 溝延 文雄 ﾐｿﾞﾉﾍﾞ ﾌﾐｵ -
403 798 2:13:50 高松 博文 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ -
404 781 2:13:53 臼杵 一浩 ｳｽｷ ｶｽﾞﾋﾛ -
405 918 2:13:53 岩屋 譲司 ｲﾜﾔ ｼﾞｮｳｼﾞ -
406 1043 2:13:56 森 卓史 ﾓﾘ ﾀｶｼﾞ ハッピーＲＤ
407 1080 2:14:02 丸岡 淳也 ﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ 走るんじょ
408 836 2:14:11 坂尾 浩 ｻｶｵ ﾋﾛｼ -
409 692 2:14:23 日関 実 ﾋｾﾞｷ ﾐﾉﾙ -
410 1203 2:14:29 高橋 勇次 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ -
411 681 2:14:30 杉山 日出男 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ -
412 1065 2:14:33 植木 康之 ｳｴｷ ﾔｽﾕｷ -
413 923 2:14:47 松木 道敏 ﾏﾂｷ ﾐﾁﾄｼ -
414 1232 2:14:54 松田 肇 ﾏﾂﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ -
415 1225 2:14:58 郡 元治 ｺｵﾘ ﾓﾄﾊﾙ -
416 1025 2:14:58 板東 完治 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾝｼﾞ -
417 1000 2:15:07 桑田 誠二 ｸﾜﾀ ｾｲｼﾞ 桑田建設
418 1125 2:15:21 薦田 政信 ｺﾓﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 川之江
419 775 2:15:25 倉本 雄年 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾄｼ -
420 1067 2:15:27 佐藤 辰哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ -
421 1069 2:15:35 三瓶 長太 ｻﾝﾍﾟｲ ﾁｮｳﾀ ふろっぐす
422 1113 2:15:36 宇城 章文 ｳｼﾞﾛ ｱｷﾌﾐ -
423 768 2:15:39 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ -
424 927 2:15:46 鏡 健之 ｶｶﾞﾐ ﾀｹｼ -
425 1128 2:15:47 犬伏 重雄 ｲﾇﾌﾞｼ ｼｹﾞｵ 徳大ＴＪＰ
426 915 2:15:53 松本 崇 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ -
427 1189 2:15:54 明神 忠男 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀﾀﾞｵ -
428 776 2:16:07 鈴江 安男 ｽｽﾞｴ ﾔｽｵ TJP
429 1032 2:16:10 勢井 正則 ｾｲ ﾏｻﾉﾘ -
430 885 2:16:14 平賀 智 ﾋﾗｶﾞ ｻﾄｼ -
431 635 2:16:19 武市 博 ﾀｹｲﾁ ﾋﾛｼ SKOT
432 743 2:16:26 三笠 茂 ﾐｶｻ ｼｹﾞﾙ -
433 1159 2:16:26 佐賀 俊太 ｻｶﾞ ﾄｼｵ 徳島大学ＴＪＰ
434 1156 2:16:33 近藤 宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ -
435 1180 2:16:48 松本 隆 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ ヴォルティス
436 898 2:17:01 井原 博生 ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ -
437 1160 2:17:03 松浦 昭雄 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｵ -
438 627 2:17:09 近藤 哲也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ とくしまﾏﾗｿﾝ挑戦講座
439 732 2:17:10 市岡 孝文 ｲﾁｵｶ ﾀｶﾌﾐ -
440 969 2:17:14 丞原 善博 ｼﾞｮｳﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ -
441 1015 2:17:18 吉成 公志 ﾖｼﾅﾘ ﾋﾛﾕｷ -
442 1058 2:17:41 工藤 和志 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ -
443 770 2:17:52 天羽 敬典 ｱﾓｳ ﾋﾛﾉﾘ -
444 683 2:17:56 岸本 実 ｷｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽRC



445 917 2:18:30 飯田 泰之 ｲｲﾀﾞ ﾔｽﾕｷ -
446 1143 2:18:38 山口 慎次 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ Ｐｏｔｔｏｄｅ
447 1121 2:18:42 天羽 康文 ｱﾓｳ ﾔｽﾌﾐ -
448 725 2:19:03 竹内 一郎 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ -
449 968 2:19:04 横山 茂 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ -
450 612 2:19:12 桑原 繁 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ -
451 920 2:19:12 中澤 隆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ -
452 1194 2:19:24 板東 徹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 一郎を囲む会
453 1110 2:19:29 玉井 伸明 ﾀﾏｲ ﾉﾌﾞｱｷ ＲＵＮＴＭＣ
454 1035 2:19:29 文野 直樹 ﾌﾐﾉ ﾅｵｷ -
455 1013 2:19:35 一宮 昭夫 ｲﾁﾐﾔ ｱｷｵ -
456 1008 2:19:36 小西 啓介 ｺﾆｼ ｹｲｽｹ -
457 1188 2:19:42 吉間 誠二 ﾖｼﾏ ｾｲｼﾞ -
458 958 2:19:54 小村 朋三 ｺﾑﾗ ﾄﾓｿﾞｳ -
459 764 2:19:56 三好 利孝 ﾐﾖｼ ﾄｼﾀｶ -
460 1210 2:19:58 島 健二 ｼﾏ ｹﾝｼﾞ -
461 1123 2:20:18 安丸 正美 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾐ -
462 826 2:20:27 阪田 真也 ｻｶﾀ ｼﾝﾔ -
463 789 2:20:34 田村 敬二 ﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ 田村内科医院ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
464 736 2:20:34 福島 幸生 ﾌｸｼﾏ -
465 777 2:20:35 石津 健 ｲｼﾂﾞ ｹﾝ -
466 1148 2:20:42 三木 伸一 ﾐｷ ｼﾝｲﾁ -
467 643 2:20:48 梅津 賢司 ｳﾒﾂ ｹﾝｼﾞ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
468 606 2:21:10 新居 民英 ﾆｲ ﾀﾐﾋﾃﾞ 徳島大学T.J.P.
469 865 2:21:14 西 明雄 ﾆｼ ｱｷｵ -
470 932 2:21:20 山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ -
471 1240 2:21:29 上原 敏宏 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 旭Ｚ
472 786 2:21:32 三好 弘之 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ T.走るんじょ
473 615 2:21:33 新居 康門 ﾆｲ ﾔｽｶﾄﾞ -
474 1140 2:21:47 生越 久敏 ｵｺﾞｾ ﾋｻﾄｼ おごせ電機
475 882 2:22:24 紙 健二 ｶﾐ ｹﾝｼﾞ チームやまびこ
476 1145 2:22:35 檜 裕治 ﾋﾉｷ ﾕｳｼﾞ -
477 766 2:22:57 多田 耕一郎 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ -
478 756 2:23:03 高橋 武雄 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 徳島健走会
479 1095 2:23:06 百々 務 ﾓﾓ ﾂﾄﾑ -
480 1111 2:23:07 門條 正 ﾓﾝｼﾞﾖｳ ﾀﾀﾞｼ -
481 953 2:23:33 森本 忠義 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ -
482 911 2:23:41 中谷 晴人 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙﾋﾄ -
483 680 2:23:58 沢口 正己 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾐ -
484 650 2:24:30 鈴木 光雄 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ 徳島大学TJP
485 652 2:24:48 市原 哲司 ｲﾁﾊﾗ ﾃﾂｼﾞ -
486 702 2:24:50 菅澤 美廣 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ -
487 788 2:24:55 笹賀 和男 ｻｻｶ ｶｽﾞｵ 徳学ｸﾗﾌﾞ
488 821 2:25:20 藤田 晋 ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾑ -
489 1018 2:25:20 大浦 秀喜 ｵｵｳﾗ ﾋﾃﾞｷ -
490 1163 2:25:43 大西 典明 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｱｷ -
491 858 2:25:55 髙畠 豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ -
492 846 2:26:35 鈴木 光臣 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾄﾐ -
493 1251 2:26:40 横手 博巳 ﾖｺﾃ ﾋﾛﾐ -
494 1213 2:26:41 庄野 浩史 ｼｮｳﾉ ﾋﾛﾌﾐ -
495 950 2:26:42 白濱 徹 ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ 西分テニス
496 873 2:26:52 山溝 裕 ﾔﾏﾐｿﾞ ﾕﾀｶ -
497 611 2:26:59 乾 勝能 ｲﾇｲ ｶﾂﾖｼ -
498 883 2:27:20 秋山 忠己 ｱｷﾔﾏ ﾀﾀﾞﾐ チームやまびこ
499 814 2:27:28 金島 彰治 ｶﾈｼﾏ ｼｮｳｼﾞ -
500 852 2:27:35 大熊 正典 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾉﾘ -
501 1042 2:27:50 原田 浩治 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ -



502 1049 2:28:00 原 歳則 ﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ サークル×１０
503 620 2:28:12 野口 俊治 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ ﾊｯﾋﾟｰRD
504 1224 2:28:17 重松 浩 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾛｼ 伊台マリン
505 1091 2:29:08 大上 勝行 ｵｵｳｴ ｶﾂﾕｷ -
506 1061 2:29:26 塩谷 美千彦 ｼｵﾀﾆ ﾐﾁﾋｺ -
507 799 2:29:46 織田 文生 ｵﾘﾀ ﾌﾐｵ 瀬戸内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
508 629 2:30:38 武市 到 ﾀｹｲﾁ ｲﾀﾙ -
509 1157 2:30:44 東 利行 ﾋｶﾞｼ ﾄｼﾕｷ -
510 820 2:30:46 安部 吉拾 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ TJP
511 901 2:31:08 勝浦 順一 ｶﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
512 1206 2:31:21 吉藤 尚 ﾖｼﾌｼﾞ ﾋｻｼ フル百回楽走会
513 1212 2:32:02 上田 桂一 ｳｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ -
514 895 2:32:05 森山 清二 ﾓﾘﾔﾏ ｾｲｼﾞ -
515 697 2:33:24 長楽 弘之 ﾁｮｳﾗｸ ﾋﾛﾕｷ 国府ラン
516 1151 2:33:30 舟澤 克己 ﾌﾅｻﾜ ｶﾂﾐ るいまま落語塾
517 1243 2:33:34 村上 和也 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾔ -
518 959 2:33:34 増原 浩幸 ﾏｽﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ -
519 951 2:33:49 大久保 敬嗣 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｼﾞ チームＡＷＡＸ
520 644 2:34:15 多可 義郎 ﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ TJP
521 751 2:34:22 大久保 浩一 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ -
522 922 2:34:23 工藤 利明 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ -
523 1088 2:34:38 板坂 龍児 ｲﾀｻｶ ﾘｭｳｼﾞ -
524 936 2:34:41 山内 義弘 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾋﾛ 眉山園
525 649 2:34:52 堀 洋二 ﾎﾘ ﾖｳｼﾞ -
526 667 2:35:42 明野 寿 ｱｹﾉ ﾋｻｼ -
527 1131 2:35:45 田村 良二 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ -
528 1205 2:36:28 古谷 信一郎 ﾌﾙﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＴＪＰ
529 900 2:37:02 工藤 資久夫 ｸﾄﾞｳ ｷｸｵ KK-RC
530 626 2:37:55 米澤 裕文 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ -
531 774 2:38:21 清澄 和也 ｷﾖｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 石井ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
532 658 2:38:47 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
533 682 2:39:45 吉田 敬 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ -
534 1014 2:39:56 早見 元志 ﾊﾔﾐ ﾓﾄｼ ｈａｉｒＢＢ
535 1033 2:40:33 藤村 英次 ﾌｼﾞﾑﾗ ｴｲｼﾞ オカダ住建
536 726 2:40:41 岡田 清志 ｵｶﾀﾞ ｷﾖｼ ﾖｺﾀ走る阿呆
537 904 2:41:23 石田 虎雄 ｲｼﾀﾞ ﾄﾗｵ -
538 993 2:41:26 酒井 博信 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ -
539 671 2:42:09 吉田 茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
540 739 2:42:16 上田 昌義 ｳｴﾀ ﾏｻﾖｼ -
541 1028 2:43:52 桜田 耕一郎 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ りばあさいど
542 734 2:45:26 西下 光男 ﾆｼｼﾀ ﾐﾂｵ 南淡路R.C
543 783 2:46:32 魚住 政明 ｳｵｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ -
544 1059 2:46:40 白石 浩記 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾉﾘ はつき
545 619 2:47:22 森口 和彦 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ -
546 708 2:47:55 江崎 唯夫 ｴｻﾞｷ ﾀﾀﾞｵ -
547 943 2:48:56 岸上 良宏 ｷｼｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ -
548 866 2:50:25 木野 聡司 ｷﾉ ｻﾄｼ -
549 1030 2:51:58 石川 宗典 ｲｼｶﾜ ﾑﾈﾉﾘ -
550 921 2:52:03 岩崎 晶夫 ｲﾜｻｷ ｱｷｵ いのつRC
551 1053 2:53:40 山田 泰弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
552 670 2:53:45 野上 繁 ﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
553 934 2:55:22 泉 雅也 ｲｽﾞﾐ -
554 1104 2:55:22 住友 彰浩 ｽﾐﾄﾓ ｱｷﾋﾛ -
555 723 2:56:11 村永 近延 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾁｶﾉﾌﾞ -
556 1174 3:00:02 石井 秀武 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾀｹ -
557 690 3:04:11 楠 孝夫 ｸｽﾉｷ ﾀｶｵ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
558 759 3:04:11 綿谷 忠雄 ﾜﾀﾀﾞﾆ ﾀﾀﾞｵ ﾊｯﾋﾟｰ徳島



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 1338 1:35:58 岩佐 尚代 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ -
2 1433 1:36:38 石川 友江 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｴ -
3 1459 1:37:22 前田 さとみ ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ ＴＥＡＭ★大虎
4 1363 1:39:32 門田 弥生 ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ チームｔorami
5 1346 1:43:19 渡部 あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ -
6 1302 1:43:21 三好 真佐美 ﾐﾖｼ ﾏｻﾐ AOKRC
7 1303 1:48:06 天羽 陽子 ｱﾓｳ ﾖｳｺ -
8 1397 1:48:34 松英 由起子 ﾏﾂｴ ﾕｷｺ -
9 1324 1:50:27 中本 由紀 ﾅｶﾓﾄ ﾕｷ ﾁｰﾑ走るんじょ

10 1329 1:53:10 団 一瑛 ﾀﾞﾝ ｶｽﾞｴ ﾊｯﾋﾟｰRD
11 1304 1:53:32 小浜 潤子 ｺﾊﾏ ｼﾞｭﾝｺ -
12 1419 1:53:35 大柴 真紀 ｵｵｼﾊﾞ ﾏｷ キリンビール
13 1321 1:53:59 谷本 里佳 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｶ -
14 1393 1:54:42 岡田 貴美子 ｵｶﾀﾞ ｷﾐｺ 猫手迷走会
15 1430 1:55:49 小原 さおり ｵﾊﾗ ｻｵﾘ -
16 1305 1:55:51 北田 幸子 ｷﾀﾀﾞ ﾕｷｺ -
17 1365 1:57:29 丸宮 知子 ﾏﾙﾐﾔ ﾄﾓｺ 徳島大学TJP
18 1316 1:57:35 大森 理佐 ｵｵﾓﾘ ﾘｻ -
19 1331 1:57:58 朝倉 都 ｱｻｸﾗ ﾐﾔｺ 徳島教育航空群
20 1426 1:58:10 森田 宏美 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐ -
21 1351 1:58:58 峯野 由美子 ﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ -
22 153 1:59:29 寺井 望 ﾃﾗｲ ﾉｿﾞﾐ -
23 1458 1:59:31 森川 美樹 ﾓﾘｶﾜ ﾐｷ ＴＥＡＭ★大虎
24 1307 2:00:06 木村 博美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ OMH
25 1340 2:03:03 加賀 範子 ｶｶﾞ ﾉﾘｺ ﾊｯﾋﾟｰRD
26 1395 2:04:47 鎌田 美恵 ｶﾏﾀﾞ ﾐｴ -
27 1380 2:05:26 山下 五月 ﾔﾏｼﾀ ｻﾂｷ -
28 1328 2:05:39 松永 恵美子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ 札幌金寿司RC
29 1410 2:05:39 新田 智子 ﾆｯﾀ ﾄﾓｺ ぴぴたぁず
30 1314 2:05:49 関口 啓子 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ -
31 1442 2:06:37 高橋 結香 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ チーム地行
32 1362 2:07:02 森下 優子 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｺ -
33 1460 2:07:14 喜多 真希子 ｷﾀ ﾏｷｺ ＴＥＡＭ★大虎
34 1301 2:07:55 中林 真紀 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ TBU
35 1431 2:08:01 上田 美穂 ｳｴﾀﾞ ﾐﾎ -
36 1456 2:08:52 和泉 玲 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ -
37 1441 2:08:57 原 麻子 ﾊﾗ ｱｻｺ -
38 1366 2:09:44 島田 幸子 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｺ -
39 1464 2:09:48 山崎 陽子 ﾔﾏｻｷ ﾖｳｺ -
40 1398 2:09:49 原田 真紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ -
41 1437 2:11:04 近藤 惠美 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾐ -
42 1443 2:11:14 甲斐 宏子 ｶｲ ﾋﾛｺ -
43 1356 2:11:33 播 夏絵 ﾊﾘ ﾅﾂｴ -
44 1429 2:11:34 林 美菜子 ﾊﾔｼ ﾐﾅｺ -
45 1369 2:12:31 本田 佐登美 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾐ -
46 1361 2:13:46 猪熊 順子 ｲﾉｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ -
47 1439 2:14:32 岡山 道子 ｵｶﾔﾏ ﾐﾁｺ -
48 1424 2:14:45 内藤 洋子 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｺ -
49 1311 2:14:59 幸泉 裕美子 ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾐｺ -
50 1315 2:15:31 七條 美和 ｼﾁｼﾞｮｳ ﾐﾜ -
51 1432 2:15:35 計盛 亜希 ｶｽﾞﾓﾘ ｱｷ -
52 1313 2:15:36 川村 恵 ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ -
53 1428 2:15:40 東 和美 ｱｽﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 東家
54 1332 2:15:48 武市 真理子 ﾀｹｲﾁ ﾏﾘｺ -



55 1423 2:15:49 立木 弥生 ﾀﾂｷ ﾔﾖｲ -
56 1327 2:16:03 山元 みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ -
57 1444 2:16:16 内藤 佳子 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｺ -
58 1451 2:17:07 黒濱 綾子 ｸﾛﾊﾏ ｱﾔｺ 徳島大学ＴＪＰ
59 1438 2:17:12 槇尾 多恵 ﾏｷｵ ﾀｴ Ｔ．走るんじょ
60 1371 2:17:12 西口 裕香 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｶ -
61 1360 2:17:15 一宮 茜 ｲﾁﾐﾔ ｱｶﾈ -
62 1319 2:17:15 尾崎 則子 ｵｻﾞｷ ﾉﾘｺ -
63 1310 2:17:16 藤本 清美 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ -
64 1373 2:18:11 西田 真理子 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾘｺ -
65 1420 2:18:32 須賀 倫代 ｽｶ ﾘﾝﾀﾞｲ -
66 1348 2:18:42 倉敷 泰子 ｸﾗｼｷ ﾀｴｺ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
67 1446 2:18:43 逢坂 朝美 ｵｵｻｶ ｱｻﾐ -
68 1445 2:19:27 河野 静枝 ｶﾜﾉ ｼｽﾞｴ -
69 1414 2:19:28 北村 美恵 ｷﾀﾑﾗ ﾐｴ -
70 1355 2:19:43 板東 可奈子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ -
71 1387 2:20:22 野久保 志穂 ﾉｸﾎﾞ ｼﾎ -
72 1408 2:20:44 宇賀 千咲 ｳｶﾞ ﾁｻｷ -
73 1317 2:21:19 三好 杏奈 ﾐﾖｼ ｱﾝﾅ -
74 1390 2:21:31 河野 さつき ｶﾜﾉ ｻﾂｷ -
75 1345 2:21:33 藤岡 みのり ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾉﾘ 1973
76 1457 2:21:33 坂東 忍 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ -
77 1339 2:21:41 中野 加奈子 ﾅｶﾉ ｶﾅｺ -
78 1384 2:21:53 佐川 亜希 ｻｶﾞﾜ ｱｷ -
79 1359 2:22:03 棚瀬 恵美子 ﾀﾅｾ ｴﾐｺ -
80 1330 2:22:40 山本 尚美 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ -
81 1335 2:22:47 大寺 章子 ｵｵﾃﾗ ｼｮｳｺ -
82 1383 2:23:08 松原 真由美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ -
83 1320 2:23:42 長瀨 留美 ﾅｶﾞｾ ﾙﾐ To You
84 1449 2:24:00 坪内 晃子 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱｷｺ -
85 1401 2:25:02 山田 洋子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ -
86 1388 2:25:12 金澤 智枝 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴ -
87 1466 2:25:35 林 寛子 ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ -
88 1461 2:26:10 芝 希恵子 ｼﾊﾞ ｷｴｺ 徳大公開講座
89 1448 2:26:20 高橋 栄子 ﾀｶﾊｼ ｴｲｺ -
90 1350 2:26:33 竹内 恵子 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ
91 1337 2:26:33 奥藤 照代 ｵｸﾌｼﾞ ﾃﾙﾖ 松永病院
92 1416 2:27:01 藤本 しのぶ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ -
93 1336 2:27:05 遠藤 明子 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ -
94 1412 2:27:08 三原 美緒 ﾐﾊﾗ ﾐｵ -
95 1322 2:27:31 橘 志津代 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾂﾞﾖ -
96 1417 2:28:23 山六 里美 ﾔﾏﾛｸ ｻﾄﾐ -
97 1406 2:28:40 上田 智美 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ -
98 1391 2:28:53 久次米 淑恵 ｸｼﾞﾒ ﾖｼｴ -
99 1394 2:29:25 割石 亜希子 ﾜﾘｲｼ ｱｷｺ -

100 1409 2:29:31 河野 多絵 ｶﾜﾉ ﾀｴ -
101 1334 2:29:31 関貫 佳香 ｶﾝﾇｷ ﾖｼｶ -
102 1452 2:29:37 高橋 陽子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ -
103 1353 2:29:52 正本 理恵 ﾏｻﾓﾄ ﾘｴ MFC
104 1404 2:29:53 濱中 美佳 ﾊﾏﾅｶ ﾐｶ -
105 1399 2:30:14 原 朋子 ﾊﾗ ﾄﾓｺ サークル×１０
106 1465 2:31:03 梅津 珠美 ｳﾒﾂ ﾀﾏﾐ 徳島大学ＴＪＰ
107 1347 2:31:21 石井 志帆 ｲｼｲ ｼﾎ -
108 1402 2:31:23 宮本 妙子 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｴｺ Ｊ－ＪＯＧ
109 1463 2:32:40 鈴江 紗代 ｽｽﾞｴ ｻﾖ -
110 1385 2:34:07 多田 智美 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ -
111 1455 2:34:16 糀 由香理 ｺｳｼﾞ ﾕｶﾘ -



112 1407 2:34:17 吉田 夏子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 大鵬薬品
113 1354 2:34:36 赤澤 希実子 ｱｶｻﾞﾜ ｷﾐｺ -
114 1333 2:35:49 一ノ宮 智宏 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾁﾋﾛ -
115 1413 2:36:48 松島 和子 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｺ -
116 1374 2:36:53 佐藤 光恵 ｻﾄｳ ﾐﾂｴ ＴＪＰ
117 1364 2:36:56 楠 千絵 ｸｽﾉｷ ﾁｴ -
118 1343 2:37:01 中西 真由美 ﾅｶﾆｼ ﾏﾕﾐ -
119 1400 2:38:10 濱 智子 ﾊﾏ ﾄﾓｺ -
120 1422 2:39:08 竹内 真由美 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ -
121 1372 2:39:30 岩佐 久美子 ｲﾜｻ ｸﾐｺ -
122 1381 2:40:14 石井 やよい ｲｼｲ ﾔﾖｲ -
123 1392 2:40:42 石橋 優香 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｶ -
124 1368 2:40:43 大谷 裕美 ｵｵﾀﾆ ﾕﾐ ＲＵＮＴＭＣ
125 1382 2:41:23 瀧本 知加 ﾀｷﾓﾄ ﾁｶ アグレッシブ
126 1323 2:42:28 桃原 友紀 ﾓﾓﾊﾗ ﾕｷ -
127 1325 2:42:50 脇田 沙千世 ﾜｷﾀ ｻﾁﾖ まちけん飛脚
128 1396 2:43:41 谷川 美樹 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾐｷ -
129 1467 2:45:37 西岡 由紀 ﾆｼｵｶ ﾕｷ -
130 1440 2:46:05 田中 絵美子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ -
131 1389 2:46:09 大倉 由美子 ｵｵｸﾗ ﾕﾐｺ -
132 1370 2:47:11 宮本 昌希 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷ -
133 1434 2:47:33 光藤 久美子 ﾐﾂﾌｼﾞ ｸﾐｺ -
134 1415 2:47:45 貴田 蓉子 ｷﾀﾞ ﾖｳｺ -
135 1425 2:48:33 手束 公美 ﾃﾂﾞｶ ｸﾐ -
136 1453 2:49:14 武市 直子 ﾀｹｲﾁ ﾅｵｺ -
137 1427 2:49:54 出口 加代 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾖ 岩盤浴 爽快汗
138 1308 2:50:48 鉄野 慶子 ﾃﾂﾉ ｹｲｺ -
139 1450 2:52:57 森 優子 ﾓﾘ ﾕｳｺ -
140 1344 2:54:24 妹尾 貴三子 ｾﾉｵ ｷﾐｺ ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ2008
141 1378 2:55:04 円藤 愛子 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ -
142 1377 2:55:05 前田 あゆ美 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ -
143 1342 2:55:21 中村 優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ -
144 1352 2:58:26 川添 直子 ｶﾜｿﾞｴ ﾅｵｺ -
145 1312 2:59:28 正木 未菜 ﾏｻｷ ﾐﾅ -
146 1436 3:00:31 佐々木 千寿 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ トゥモロー

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 1515 1:30:23 鵜飼 淳子 ｳｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ -
2 1604 1:38:17 井上 真理子 ｲﾉｳｴ ﾏﾘｺ -
3 1569 1:39:40 山口 由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ かめさんﾗﾝﾅｰｽﾞ
4 1549 1:39:50 栗林 美津枝 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ -
5 1584 1:45:30 泊 亜弓 ﾄﾏﾘ ｱﾕﾐ AOKﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
6 1535 1:47:02 中野 佳子 ﾅｶﾉ ﾖｼｺ OK藍住RC
7 1503 1:47:02 奥谷 和美 ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾐ TJP
8 1648 1:47:04 泉 節子 ｲｽﾞﾐ -
9 1544 1:48:33 永井 明子 ﾅｶﾞｲ ｱｷｺ TJP

10 1698 1:49:15 石川 清美 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾐ -
11 1542 1:50:21 藤中 典代 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾁﾖ -
12 1523 1:54:07 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 徳大TJP
13 1608 1:54:27 金本 真由美 ｶﾈﾓﾄ ﾏﾕﾐ -
14 1559 1:55:24 和田 千明 ﾜﾀﾞ ﾁｱｷ 風流海部RC.
15 1722 1:55:26 志磨 純子 ｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ -
16 1619 1:56:26 駒形 佳子 ｺﾏｶﾞﾀ ﾖｼｺ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
17 1678 1:56:28 三瓶 雅美 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏｻﾐ ふろっぐす
18 1663 1:56:59 梅本 真弓 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ -
19 1714 1:58:59 前田 純子 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ -



20 1657 2:00:30 川上 英美 ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞﾐ 円蔵
21 1524 2:00:37 米田 友香 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｶ 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽRC
22 1607 2:01:07 古金 たけ子 ｺｶﾞﾈ ﾀｹｺ TJP
23 1682 2:01:39 三浦 恵子 ﾐｳﾗ ｹｲｺ -
24 1555 2:01:48 原 美由紀 ﾊﾗ ﾐﾕｷ -
25 1685 2:02:49 東 奈緒子 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ -
26 1645 2:03:08 藤倉 美和 ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾜ 倫敦クラブ
27 1697 2:03:15 榊 一美 ｻｶｷ ｶｽﾞﾐ -
28 1723 2:03:30 幸村 清美 ﾕｷﾑﾗ -
29 1655 2:03:53 黒嶋 なおみ ｸﾛｼﾏ ﾅｵﾐ -
30 1675 2:04:17 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ -
31 1637 2:05:30 中島 照子 ﾅｶｼﾏ ﾃﾙｺ 徳島大学TJP
32 1554 2:05:47 土井 英子 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞｺ -
33 1671 2:05:57 妹尾 房子 ｾﾉｵ ﾌｻｺ ＪＡ徳島
34 1504 2:06:43 小西 哲子 ｺﾆｼ ﾃﾂｺ -
35 1513 2:06:59 谷藤 正子 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾏｻｺ -
36 1519 2:07:02 河野 雅代 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ -
37 1709 2:07:05 和田 悦代 ﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ 徳大ＴＪＰ
38 1639 2:07:18 桝田 京子 ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳｺ 徳島大学TJP
39 1621 2:07:31 柏木 由美子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕﾐｺ TJP
40 1527 2:07:56 小泉 記代美 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾐ OMH
41 1631 2:09:41 長井 佳子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 徳島健走会
42 1695 2:09:53 佐藤 愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ いしいドーム
43 1564 2:09:53 三久 美弥子 ﾐｷｭｳ ﾐﾔｺ -
44 1525 2:10:37 遠藤 智津子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾂﾞｺ 徳島大学TJP
45 1665 2:10:48 井原 路子 ｲﾊﾗ ﾐﾁｺ 走るんじょ
46 1603 2:11:15 大塚 由香 ｵｵﾂｶ ﾕｶ -
47 1611 2:11:32 中島 緑 ﾅｶｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ ㈱OMスポーツ
48 1514 2:11:54 榎本 千佳 ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ -
49 1641 2:12:11 朝村 郁子 ｱｻﾑﾗ ｲｸｺ -
50 1534 2:12:15 佐藤 一美 ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ -
51 1532 2:12:28 高田 弘子 ﾀｶﾀ ﾋﾛｺ 市橋道場
52 1565 2:12:48 佐々木 英子 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｺ TJP
53 1510 2:12:55 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ TJP
54 1517 2:13:08 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ -
55 1636 2:14:00 松島 幸恵 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷｴ -
56 1596 2:14:08 滝川 恵津子 ﾀｷｶﾞﾜ ｴﾂｺ -
57 1622 2:14:18 河原 啓子 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｺ TJP
58 1654 2:14:22 夏凪 正枝 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ -
59 1578 2:14:23 尾方 信子 ｵｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｺ まちけん飛脚
60 1651 2:14:25 井上 千佳恵 ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ -
61 1595 2:15:04 佐藤 和子 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ まちけん飛脚
62 1502 2:15:05 中林 正枝 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｴ -
63 1626 2:15:10 和泉 菊美 ｲｽﾞﾐ ｷｸﾐ -
64 1612 2:15:19 五味 泰代 ｺﾞﾐ ﾔｽﾖ -
65 1520 2:15:42 井田 五夜子 ｲﾀﾞ ｻﾖｺ -
66 1708 2:15:55 浦山 祥代 ｳﾗﾔﾏ ｻﾁﾖ -
67 1540 2:16:17 古川 裕美 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾐ TJP
68 1547 2:16:54 前田 俊子 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ -
69 1676 2:16:55 近藤 あけみ ｺﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ -
70 1653 2:17:13 西口 千恵子 ﾆｼｸﾞﾁ ﾁｴｺ -
71 1561 2:17:16 天野 弘美 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ -
72 1511 2:18:05 森 千代美 ﾓﾘ ﾁﾖﾐ とくしまﾏﾗｿﾝ走るんじょ！
73 1635 2:18:43 國平 真理子 ｸﾆﾋﾗ ﾏﾘｺ -
74 1576 2:19:15 蛇目 清江 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ -
75 1721 2:19:23 細井 秀代 ﾎｿｲ ﾋﾃﾞﾖ -
76 1652 2:19:54 小村 晃代 ｺﾑﾗ ﾃﾙﾖ -



77 1568 2:20:00 宮崎 美千代 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁﾖ -
78 1624 2:20:17 佐々木 道子 ｻｻｷ ﾐﾁｺ -
79 1615 2:20:31 深見 晴美 ﾌｶﾐ ﾊﾙﾐ 鴨島鳳翔太鼓
80 1590 2:20:38 津田 寿子 ﾂﾀﾞ ﾋｻｺ -
81 1558 2:20:49 幸田 敦子 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ -
82 1505 2:21:11 新居 節子 ﾆｲ ｾﾂｺ 徳島大学TJP
83 1581 2:21:13 吉藤 倫代子 ﾖｼﾌｼﾞ ﾘﾖｺ -
84 1566 2:21:15 乾 伸枝 ｲﾇｲ ﾉﾌﾞｴ 徳島ﾏﾗｿﾝはしるんじょｸﾗﾌﾞ
85 1687 2:22:27 佐々木 和美 ｻｻｷ ｶｽﾞﾐ -
86 1705 2:22:37 大坪 利恵 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｴ プラズマＰＣ
87 1699 2:22:48 藤田 和代 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾖ ＴＪＰ
88 1680 2:23:06 百々 みゆき ﾓﾓ ﾐﾕｷ -
89 1605 2:23:20 杉本 貴子 ｽｷﾞﾓﾄ -
90 1658 2:23:29 齋藤 則子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ -
91 1613 2:23:44 東條 圭子 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲｺ 徳島大学TJP
92 1715 2:23:47 高橋 啓子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 徳島大学ＴＪＰ
93 1718 2:24:03 吉永 順 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝ -
94 1512 2:24:22 大木 幸子 ｵｵｷﾞ ｻﾁｺ -
95 1506 2:24:25 原 英美 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐ 徳大ﾎﾉﾏﾗ
96 1593 2:25:13 黒岩 富江 ｸﾛｲﾜ ﾄﾐｴ 徳島大学TJP
97 1563 2:25:13 西條 満江 ｻｲｼﾞｮｳ ﾐﾂｴ とくしまﾏﾗｿﾝ走るんじょ講座
98 1551 2:25:23 豊田 里永子 ﾄﾖﾀ ﾘｴｺ -
99 1572 2:25:27 早雲 眞弓 ﾊﾔｸﾓ ﾏﾕﾐ ﾁｰﾑ・一撃

100 1679 2:25:41 和田 朱実 ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ -
101 1669 2:25:58 辻岡 美恵子 ﾂｼﾞｵｶ ﾐｴｺ 徳島ＴＪＰ
102 1720 2:26:27 大森 順子 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ -
103 1509 2:26:41 平畠 真弓 ﾋﾗﾊﾞﾀ ﾏﾕﾐ -
104 1610 2:26:48 本田 滋子 ﾎﾝﾀﾞ 徳島大学TJP
105 1585 2:26:54 鎌田 佳代 ｶﾏﾀﾞ ｶﾖ -
106 1694 2:26:59 徳永 智恵子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾁｴｺ -
107 1556 2:27:00 近藤 美加 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｶ -
108 1543 2:27:03 櫨山 静子 ﾊｾﾞﾔﾏ ｼｽﾞｺ 徳島大学TJP
109 1567 2:27:04 多田 栄子 ﾀﾀﾞ ｴｲｺ -
110 1649 2:27:08 矢上 美保 ﾔｶﾐ ﾐﾎ -
111 1538 2:27:31 楠 博子 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀﾞｯｸｽ
112 1597 2:28:23 市原 美貴 ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ -
113 1634 2:28:35 石炉 久美子 ｲｼﾛ ｸﾐｺ -
114 1686 2:29:37 大石 房子 ｵｵｲｼ ﾌｻｺ -
115 1574 2:30:02 新居 君子 ﾆｲ ｷﾐｺ -
116 1537 2:30:45 鈴江 幸代 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ -
117 1701 2:30:45 松原 寿江 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋｻｴ -
118 1606 2:30:46 安部 淑子 ｱﾍﾞ ﾄｼｺ TJP
119 1702 2:31:04 大森 基代美 ｵｵﾓﾘ ｷﾖﾐ -
120 1632 2:31:09 勝浦 祐子 ｶﾂｳﾗ ﾕｳｺ -
121 1674 2:31:11 井浦 美穂 ｲｳﾗ ﾐﾎ -
122 1713 2:31:19 三原 弘美 ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾐ -
123 1602 2:31:20 衣笠 明子 ｷﾇｶﾞｻ ｱｷｺ -
124 1719 2:31:58 秋山 由里 ｱｷﾔﾏ ﾕﾘ ＴＪＰ
125 1530 2:32:33 山本 五十恵 ﾔﾏﾓﾄ ｲｿｴ -
126 1683 2:32:34 前田 みちよ ﾏｴﾀﾞ ﾐﾁﾖ -
127 1521 2:33:06 北田 米子 ｷﾀﾀﾞ ﾖﾈｺ -
128 1638 2:33:27 萩田 千恵子 ﾊｷﾞﾀ ﾁｴｺ -
129 1528 2:33:31 浅尾 貴代美 ｱｻｵ ｷﾖﾐ -
130 1579 2:33:39 谷川 幸代 ﾀﾆｶﾞﾜ ｻﾁﾖ -
131 1688 2:33:48 松島 貴久枝 ﾏﾂｼﾏ ｷｸｴ ＴＪＰ
132 1664 2:33:59 伊坂 みどり ｲｻｶ ﾐﾄﾞﾘ -
133 1614 2:34:00 原田 典子 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘｺ 徳島大学TJP



134 1526 2:34:03 西村 佐代里 ﾆｼﾑﾗ ｻﾖﾘ TJP
135 1666 2:34:03 林 美枝子 ﾊﾔｼ ﾐｴｺ 徳大ホノラマ
136 1684 2:34:10 中川 貴美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾐｺ -
137 1620 2:34:14 上田 正美 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐ -
138 1672 2:34:14 西岡 敦代 ﾆｼｵｶ ｱﾂﾖ -
139 1550 2:34:14 斎藤 曜子 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ -
140 1533 2:34:15 市橋 和子 ｲﾁﾊｼ ｶｽﾞｺ -
141 1573 2:34:15 戸川 浩美 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ -
142 1548 2:34:16 柏谷 佳子 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ -
143 1650 2:34:16 中西 美枝 ﾅｶﾆｼ ﾐｴ -
144 1571 2:34:17 大野 佐智子 ｵｵﾉ ｻﾁｺ とくしまﾏﾗｿﾝ走るんじょ！初心者
145 1598 2:34:44 合田 和子 ｺﾞｳﾀﾞ ｶｽﾞｺ -
146 1661 2:35:12 竹内 雅子 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ くらもとＲＵＮ
147 1711 2:35:24 安岡 由希子 ﾔｽｵｶ ﾕｷｺ -
148 1704 2:35:33 村上 令子 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲｺ -
149 1599 2:35:42 原塚 徳子 ﾊﾗﾂﾞｶ ﾉﾘｺ -
150 1681 2:35:44 加藤 昭子 ｶﾄｳ ｱｷｺ -
151 1545 2:36:23 鵜飼 純代 ｳｶｲ ｽﾐﾖ -
152 1643 2:36:28 北野 貴子 ｷﾀﾉ ﾀｶｺ 徳島大学TJP
153 1644 2:36:28 折野 マリ子 ｵﾘﾉ ﾏﾘｺ 徳島大学TJP
154 1570 2:36:54 真鍋 美和 ﾏﾅﾍﾞ -
155 1536 2:37:09 佐藤 真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ -
156 1553 2:37:43 樫本 訓子 ｶｼﾓﾄ ｸﾝｺ -
157 1689 2:39:17 加藤 通代 ｶﾄｳ ﾐﾁﾖ -
158 1667 2:39:32 牛越 幸子 ｳｼｺﾞｴ ﾕｷｺ ヴォルティス
159 1501 2:40:00 羽地 信子 ﾊﾈｼﾞ ﾉﾌﾞｺ 徳大TJP
160 1703 2:40:18 中井 由美子 ﾅｶｲ ﾕﾐｺ ＴＪＰ
161 1668 2:40:21 郡 みとし ｺｵﾘ ﾐﾄｼ 徳島ＴＪＰ
162 1670 2:40:46 田中 絵里 ﾀﾅｶ ｴﾘ 西条市役所ＲＣ
163 1587 2:41:45 大黒 多佳子 ﾀﾞｲｺｸ ﾀｶｺ -
164 1594 2:41:56 原 晴美 ﾊﾗ ﾊﾙﾐ -
165 1518 2:44:05 西嵜 美知子 ﾆｼｻﾞｷ ﾐﾁｺ TJP
166 1716 2:44:23 重松 京子 ｼｹﾞﾏﾂ ｷｮｳｺ 伊台マリン
167 1706 2:44:53 近藤 和子 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｺ ＴＪＰ
168 1710 2:44:59 田尾 貴美子 ﾀｵ ｷﾐｺ 徳大ＴＪＰ
169 1601 2:45:40 櫻間 雅子 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ -
170 1623 2:45:42 高瀬 美紀子 ﾀｶｾ ﾐｷｺ TJP
171 1591 2:46:31 原田 美香 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｶ -
172 1617 2:47:23 桝井 幸子 ﾏｽｲ ｻﾁｺ TJP
173 1541 2:48:28 西岡 順子 ﾆｼｵｶ ｼﾞｭﾝｺ 徳島大学ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ
174 1539 2:48:33 佐藤 恭子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ -
175 1583 2:49:46 大原 純子 ｵｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 徳島大学TJP
176 1633 2:50:17 石田 久子 ｲｼﾀﾞ ﾋｻｺ -
177 1529 2:50:42 圓藤 治子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ -
178 1562 2:52:02 秋月 ちよき ｱｷﾂﾞｷ ﾁﾖｷ -
179 1531 2:52:46 米津 裕美 ﾖﾈﾂﾞ ﾋﾛﾐ -
180 1629 2:53:41 音澤 百合子 ｵﾄｻﾞﾜ ﾕﾘｺ -
181 1507 2:54:02 堀江 孝子 ﾎﾘｴ ﾀｶｺ -
182 1659 2:54:13 岡下 京子 ｵｶｼﾀ ｷｮｳｺ 徳大ホノマラ
183 1616 2:54:34 七田 克美 ｼﾁﾀ ｶﾂﾐ -
184 1693 2:54:59 小浜 由美子 ｺﾊﾏ ﾕﾐｺ -
185 1546 2:55:26 江崎 公子 ｴｻﾞｷ ｷﾐｺ -
186 1625 2:58:26 川添 裕子 ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳｺ -
187 1627 2:58:43 坂東 尚子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋｻｺ -
188 1522 2:58:51 宮本 奉子 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｺ -
189 1580 2:58:55 二條 順子 ﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｺ -
190 1582 3:04:38 武市 富代 ﾀｹｲﾁ ﾄﾐﾖ とくしまﾏﾗｿﾝ走るんじょ講座



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 2006 0:37:08 上原 孝太 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 徳島文理高校
2 2071 0:39:23 仁木 宏則 ﾆｷ ﾋﾛﾉﾘ ＪＡ名西郡
3 2005 0:39:49 芝山 泰三 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｲｿﾞｳ -
4 2056 0:40:10 山花 悟朗 ﾔﾏﾊﾅ ｺﾞﾛｳ チーム地行
5 2033 0:40:38 廣瀬 雄二 ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ -
6 2040 0:43:24 岡本 英伯 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
7 2047 0:43:41 平田 雅也 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾅﾘ -
8 2004 0:44:12 助田 真心 ｽｹﾀ ｼﾝ -
9 2027 0:44:37 鴨井 幸一郎 ｶﾓｲ ｺｳｲﾁﾛｳ -

10 2019 0:46:00 松浦 義典 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 城南病院
11 2063 0:47:55 香川 育郎 ｶｶﾞﾜ ｲｸｵ -
12 2065 0:48:41 倉掛 和男 ｸﾗｶｹ ｶｽﾞｵ -
13 2002 0:48:45 内山 慎吾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ -
14 2049 0:50:05 大野 盛司 ｵｵﾉ ｾｲｼﾞ -
15 2037 0:50:12 前田 拓朗 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾛｳ AWA AC
16 2028 0:50:17 原田 尉志 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｼ 振り込めサギなくし隊
17 2025 0:51:32 阿部 慎太郎 ｱﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ -
18 2055 0:51:59 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ -
19 2011 0:52:19 谷口 和久 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ -
20 2057 0:52:22 立花 茂紀 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｹﾞｷ 鳴門市消防本部
21 2058 0:53:20 村上 栄二郎 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｼﾞﾛｳ 鳴門市消防本部
22 2059 0:53:30 野村 貴大 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 鳴門市消防本部
23 2035 0:54:37 石川 翔也 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾔ -
24 2018 0:54:57 阿佐 幾実 ｱｻ ｲｸﾐ -
25 2003 0:56:44 渡部 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ -
26 2029 0:57:35 中澤 朋耶 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 振り込めサギなくし隊
27 2046 0:57:41 森浦 勇人 ﾓﾘｳﾗ ﾊﾔﾄ スクラッチ
28 2026 0:58:14 蔭山 仁 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ -
29 2039 0:58:22 小畑 康一 ｺﾊﾞﾀｹ ｺｳｲﾁ ＴＪＰ
30 2038 0:58:45 寒川 伸一 ｶﾝｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ AWA AC
31 2020 0:58:59 木村 俊介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ -
32 2054 0:59:06 中島 豊寿 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾖﾋｻ -
33 2053 0:59:09 森 博仁 ﾓﾘ ﾋﾛﾋﾄ -
34 2016 0:59:13 田村 隆行 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田
35 2045 1:01:11 高田 宗明 ﾀｶﾀﾞ ﾑﾈｱｷ スクラッチ
36 2072 1:01:14 大塚 健一 ｵｵﾂｶ ｹﾝｲﾁ -
37 2034 1:01:56 米崎 佳孝 ﾖﾈｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ -
38 2013 1:02:38 森 靖裕 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ -
39 2070 1:04:54 林 将隆 ﾊﾔｼ ﾏｻﾀｶ -
40 2068 1:06:27 山崎 博之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ トトロ走る隊
41 2061 1:06:31 尾田 雅夫 ｵﾀﾞ ﾏｻｵ -
42 2009 1:06:33 佐藤 智 ｻﾄｳ ｻﾄｼ -
43 2050 1:06:48 多田 悦尚 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾋｻ -
44 2030 1:07:07 西岡 涼平 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 振り込めサギなくし隊
45 2048 1:07:36 岩井 修二 ｲﾜｲ ｼｭｳｼﾞ -
46 2015 1:09:03 竹内 泰章 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｱｷ -
47 2012 1:11:51 遠藤 比呂誌 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ -
48 2064 1:11:52 西尾 彰人 ﾆｼｵ ｱｷﾋﾄ ＪＣＡ
49 2067 1:13:06 立石 睦訓 ﾀﾃｲｼ ﾑﾂﾉﾘ -
50 2023 1:13:13 渋谷 一伸 ｼﾌﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾌﾞ -
51 2017 1:14:28 住友 克己 ｽﾐﾄﾓ ｶﾂﾐ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
52 2010 1:14:29 津田 望 ﾂﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ -
53 2008 1:15:25 西前 清高 ﾆｼﾏｴ ｷﾖﾀｶ -
54 2060 1:15:36 桑村 直樹 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵｷ -



55 2044 1:22:59 藤垣 正三 ﾌｼﾞｶﾞｷ ﾏｻﾐ 日清デニム
56 2021 1:23:51 橋本 武文 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾌﾐ -
57 2031 1:24:22 北村 崇 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｼ -
58 2024 1:37:37 橋本 一樹 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ -

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 2134 0:37:34 中平 二嘉 ﾅｶﾋﾗ ﾂｸﾞﾖｼ 古味ベーカリーRC
2 2120 0:39:04 柳川 英樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 徳教群陸上部
3 2129 0:40:15 角野 敏文 ｽﾐﾉ ﾄｼﾌﾐ -
4 2122 0:41:04 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
5 2161 0:44:45 合田 泰明 ｺﾞｳﾀﾞ ﾔｽｱｷ ごうやすＲＣ
6 2148 0:44:52 佐藤 章彦 ｻﾄｳ ｱｷﾖｼ -
7 2118 0:45:17 田中 由春 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ -
8 2157 0:45:30 泉 慎一 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ -
9 2127 0:45:35 吉村 博幸 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑ・ｸﾙﾂ

10 2103 0:46:24 武知 保文 ﾀｹﾁ ﾔｽﾌﾐ -
11 2130 0:47:34 鈴木 幹一郎 ｽｽﾞｷ ｶﾝｲﾁﾛｳ ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
12 2116 0:47:46 大久保 隆義 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾖｼ うどん一休
13 2119 0:52:56 松本 光央 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾄ -
14 2158 0:53:39 中矢 晃生 ﾅｶﾔ ｺｳｾｲ -
15 2144 0:53:48 坂東 輝一 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ -
16 2102 0:53:53 鵜飼 久雄 ｳｶﾞｲ ﾋｻｵ -
17 2136 0:55:01 玉田 富作夫 ﾀﾏﾀﾞ ﾌｻｵ -
18 2168 0:55:03 北野 博和 ｷﾀﾉ ﾋﾛｶｽﾞ -
19 2141 0:55:34 大下 義和 ｵｵｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ -
20 2123 0:56:03 山中 祥照 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾃﾙ -
21 2149 0:57:25 村上 和之 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ -
22 2159 0:57:47 合田 幸一郎 ｺﾞｳﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ -
23 2163 0:58:30 中山 茂樹 ﾅｶﾔﾏ ｼｹﾞｷ -
24 2138 0:58:50 市原 浩二 ｲﾁﾊﾗ ｺｳｼﾞ -
25 2167 0:59:53 三木 正樹 ﾐｷ ﾏｻｷ -
26 2110 1:00:12 岡本 展坦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 南あわじRC
27 2105 1:00:36 泉 清二 ｲｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ -
28 2106 1:00:44 泉 正文 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ -
29 2152 1:01:40 長沢 修一 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 日本全国走る会
30 2137 1:01:50 山田 和教 ﾔﾏﾀﾞ 先天性迷走倶楽部
31 2109 1:02:21 柳原 隆 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ -
32 2107 1:02:22 須田 金満 ｽﾀﾞ ｶﾈﾐﾂ -
33 2125 1:02:46 上原 一晃 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾃﾙ -
34 2139 1:03:09 松田 鉄男 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂｵ -
35 2145 1:03:12 遠藤 浅喜 ｴﾝﾄﾞｳ やまびこ自動車
36 2142 1:04:18 野上 毅 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾖｼ -
37 2115 1:04:41 松浦 充 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾙ -
38 2114 1:04:58 虎尾 栄一 ﾄﾗｵ ｴｲｲﾁ 吉野川RC
39 2143 1:06:13 仁木 博文 ﾆｷ ﾋﾛﾌﾐ -
40 2160 1:06:24 佐竹 誠二郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ シーサイド阿南
41 2124 1:07:25 赤穂 芳宏 ｱｺｳ 9条淡路山岳会
42 2162 1:09:03 中西 祐司 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｼﾞ -
43 2156 1:09:15 上野 尊嗣 ｳｴﾉ ﾀｶｼ -
44 2131 1:09:52 中ノ内 惠二 ﾅｶﾉｳﾁ ｹｲｼﾞ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
45 2140 1:11:30 横岑 恭也 ﾖｺﾐﾈ ｷｮｳﾔ -
46 2111 1:14:11 佐藤 浩史 ｻﾄｳ -
47 2112 1:14:11 吉成 建夫 ﾖｼﾅﾘ -
48 2128 1:15:53 西岡 政行 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾕｷ -
49 2133 1:18:19 田鍋 春雄 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｵ -
50 2155 1:18:35 山根 正隆 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾀｶ -



51 2165 1:18:52 ABERG DAVID ｴｲﾊﾞｰｸﾞ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ -
52 2104 1:19:04 宮本 敏夫 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｵ -
53 2164 1:20:16 武市 光弘 ﾀｹｲﾁ ﾐﾂﾋﾛ -
54 2121 1:21:02 近藤 弘和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ -
55 2151 1:23:17 西川 招秀 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ -
56 2113 1:25:29 瀬尾 忠 ｾｵ ﾀﾀﾞｼ -
57 2166 1:28:13 梶原 典幸 ｶｼﾞﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ トトロ走る隊長
58 2108 1:30:24 島田 啓二 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ -
59 2154 1:45:31 櫻川 寛 ｻｸﾗｶﾞﾜ ﾋﾛｼ -

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 2249 0:50:43 山田 紀子 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ -
2 2255 0:53:36 森 有紀 ﾓﾘ ﾕｷ 香川労災病院
3 2248 0:53:43 友近 由紀子 ﾄﾓﾁｶ ﾕｷｺ -
4 2220 0:58:00 早雲 さおり ﾊﾔｸﾓ ｻｵﾘ -
5 2251 0:58:22 圓藤 志乃 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉ -
6 2234 0:58:25 堤 紀子 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｺ -
7 2222 0:59:17 福田 紀子 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ -
8 2225 1:00:06 加藤 博子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ -
9 2202 1:00:16 洲崎 由美子 ｽｻｷ ﾕﾐｺ -

10 2237 1:01:58 佐藤 嗣子 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｺ -
11 2206 1:02:07 小川 聖子 ｵｶﾞﾜ ｾｲｺ -
12 2213 1:02:58 森本 佳代子 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾖｺ -
13 2235 1:03:32 炭谷 真由美 ｽﾐﾀﾆ ﾏﾕﾐ -
14 2230 1:03:32 林 秀美 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾐ -
15 2227 1:03:54 西岡 康代 ﾆｼｵｶ ﾔｽﾖ 振り込めサギなくし隊
16 2246 1:04:09 若林 由記 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷ -
17 2233 1:04:42 長尾 美佳 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ -
18 2209 1:05:29 佐藤 さゆり ｻﾄｳ ｻﾕﾘ -
19 2215 1:05:45 山本 智美 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ -
20 2207 1:06:24 河野 佑香 ｶﾜﾉ ﾕｶ -
21 2240 1:06:30 上野 一美 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾐ -
22 2224 1:06:42 幾原 香織 ｲｸﾊﾗ ｶｵﾘ -
23 2256 1:07:00 眞鍋 怜子 ﾏﾅﾍﾞ ﾚｲｺ -
24 2201 1:07:23 富永 千夏 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ -
25 2223 1:07:42 日岡 明美 ﾋｵｶ ｱｹﾐ -
26 2247 1:07:45 柏木 知佳 ｶｼﾜｷﾞ ﾁｶ -
27 2231 1:07:51 佐藤 理紗 ｻﾄｳ ﾘｻ -
28 2236 1:08:11 吉岡 歩美 ﾖｼｵｶ ｱﾕﾐ -
29 2262 1:08:40 細貝 朋世 ﾎｿｶﾞｲ ﾄﾓﾖ -
30 2261 1:08:40 木村 紗也香 ｷﾑﾗ ｻﾔｶ -
31 2257 1:09:35 坂本 仁美 ｻｶﾓﾄ ﾋﾄﾐ -
32 2218 1:10:02 吉田 人美 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ -
33 2221 1:10:12 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
34 2217 1:10:14 鈴田 めぐみ ｽｽﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ -
35 2244 1:10:30 吉田 真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ -
36 2245 1:11:43 森 恵美 ﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ -
37 2253 1:12:12 岡内 優子 ｵｶｳﾁ ﾕｳｺ ごうやすＲＣ
38 2238 1:12:19 稲村 操 ｲﾅﾑﾗ ﾐｻｵ -
39 2211 1:12:51 黒川 亜希子 ｸﾛｶﾜ ｱｷｺ -
40 2259 1:13:14 稲田 さち ｲﾅﾀﾞ ｻﾁ -
41 2214 1:13:34 川内 千恵 ｶﾜｳﾁ ﾁｴ -
42 2210 1:13:49 篠原 美希恵 ｼﾉﾊﾗ ﾐｷｴ -
43 2226 1:14:36 四宮 英里 ｼﾉﾐﾔ ｴﾘ To You
44 2212 1:16:28 大津 美紀 ｵｵﾂ ﾐｷ -
45 2254 1:18:52 和田 さやか ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ -



46 2252 1:18:52 山路 由夏 ﾔﾏｼﾞ ﾕｶ -
47 2216 1:19:32 土内 安紀 ﾂﾁｳﾁ ｱｷ To You
48 2208 1:21:08 藤本 貴子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｺ -
49 2228 1:22:22 國平 佳那 ｸﾆﾋﾗ ｶﾅ -
50 2229 1:24:22 北村 恵子 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｺ -
51 2205 1:24:26 芝田 恵美 ｼﾊﾞﾀ ｴﾐ To You
52 2219 1:42:19 福原 絵理 ﾌｸﾊﾗ -

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 2330 0:48:45 尾田 和代 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾖ -
2 2303 0:56:59 沖津 陽子 ｵｷﾂ ﾖｳｺ -
3 2306 0:57:16 坂東 桂子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ -
4 2323 0:59:00 廣瀬 直美 ﾋﾛｾ ﾅｵﾐ -
5 2313 1:02:01 永峰 美恵子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｴｺ -
6 2336 1:02:02 吉田 香理 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ -
7 2329 1:02:33 小原 静香 ｵﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ 徳島大学ＴＪＰ
8 2328 1:02:48 三谷 美晴 ﾐﾀﾆ ﾐﾊﾙ -
9 2324 1:04:28 上野 和代 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾖ -

10 2305 1:05:01 亀井 幸子 ｶﾒｲ ｻﾁｺ -
11 2315 1:05:51 山本 浩美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 先天性迷走倶楽部
12 2322 1:05:58 横岑 幸恵 ﾖｺﾐﾈ ｻﾁｴ -
13 2334 1:06:15 北野 照美 ｷﾀﾉ ﾃﾙﾐ -
14 2337 1:06:15 仁尾 京子 ﾆｵ ｷｮｳｺ ルネＲＣ
15 2335 1:07:54 塩田 里加 ｼｵﾀ ﾘｶ -
16 2332 1:08:55 藤本 睦美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾑﾂﾐ -
17 2331 1:10:51 牧本 浩子 ﾏｷﾓﾄ ﾋﾛｺ -
18 2309 1:11:41 阿部 和代 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖ -
19 2314 1:12:34 山口 真由美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ -
20 2312 1:12:49 德永 なおみ ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ TJP徳大
21 2319 1:14:41 十河 洋子 ｿｺﾞｳ ﾖｵｺ アリンコ魂
22 2311 1:15:04 三原 悦子 ﾐﾊﾗ ｴﾂｺ -
23 2326 1:17:06 山田 英理 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ -
24 2308 1:17:09 山根 紀・子 ﾔﾏﾈ ｷﾐｺ -
25 2310 1:18:23 宮本 章代 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾖ TJP
26 2333 1:19:08 神﨑 リエ ｶﾝｻﾞｷ ﾘｴ -
27 2316 1:24:03 中ノ内 真紀 ﾅｶﾉｳﾁ ﾏｷ ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｰﾁ
28 2307 1:24:29 近藤 智佐恵 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｻｴ -
29 2318 1:25:25 森上 智恵 ﾓﾘｶﾐ ﾁｴ -
30 2302 1:25:45 永井 恵 ﾅｶﾞｲ ﾒｸﾞﾐ -
31 2317 1:25:45 美馬 祐子 ﾐﾏ ﾕｳｺ -
32 2338 1:29:30 原田 明美 ﾊﾗﾀﾞ ｱｹﾐ -

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 0:10:08 槙納 彩生 ﾏｷﾉｻｲｷ 鴨島東中学校
2 3020 0:10:11 伊藤 彰秀 ｲﾄｳｱｷﾋﾃﾞ 兵庫県洲本市立五色中学校
3 3024 0:10:24 佐藤 慎 ｻﾄｳｼﾝ 高松第一
4 3030 0:10:41 尾田 智紀 ｵﾀﾞﾄﾓｷ 坂野中学校
5 3017 0:10:42 橋本 翔真 ﾊｼﾓﾄｼｮｳﾏ 石井中学校
6 3002 0:11:08 三鍋 翔 ﾐﾅﾍﾞｶｹﾙ 川之江南中学校
7 3016 0:11:17 板東 晃平 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｺｳﾍｲ 石井中学校
8 3005 0:11:31 後藤田 将道 ｺﾞﾄｳﾀﾞﾏｻﾐﾁ 鴨島東中学校
9 3004 0:11:34 近久 侑希 ﾁｶﾋｻﾕｳｷ 鴨島東中学校

10 3008 0:11:47 伊井 雄佑 ｲｲﾕｳｽｹ 鴨島東中学校
11 3034 0:11:47 板東 俊佑 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｼｭﾝｽｹ 徳島中学校
12 3007 0:11:55 柳本 隼人 ﾔﾅｷﾞﾓﾄﾊﾔﾄ 鴨島東中学校



13 3027 0:11:59 釜 圭吾 ｶﾏｹｲｺﾞ 神山東中学校
14 3026 0:12:08 三谷 昂己 ﾐﾀﾆｺｳｷ 藍住中学校
15 3031 0:12:18 松田 英龍 ﾏﾂﾀﾞﾋﾃﾞﾀﾞﾂ 龍雲中学校
16 3009 0:12:23 明石 拓真 ｱｶｲｼﾀｸﾏ 鴨島東中学校
17 3036 0:12:35 堀 克仁 ﾎﾘｶﾂﾋﾄ 徳島文理中学校
18 3011 0:12:38 阿部 佑紀 ｱﾍﾞﾕｳｷ 鴨島東中学校
19 3023 0:12:43 南 康平 ﾐﾅﾐｺｳﾍｲ 加茂名中学校
20 3022 0:12:48 河永 隆星 ｶﾜﾅｶﾞﾘｭｳｾｲ 加茂名中学校
21 3032 0:13:00 松田 知鷹 ﾏﾂﾀﾞﾄﾓﾀｶ 龍雲中学校
22 3010 0:13:03 澁川 亮輔 ｼﾌﾞｶﾜﾘｮｳｽｹ 鴨島東中学校
23 3013 0:13:26 上田 教貴 ｳｴﾀｶｽﾞｷ 鴨島東中学校
24 3014 0:13:40 岡田 昌師 ｵｶﾀﾞﾏｻｼ 鴨島東中学校
25 3021 0:13:42 山内 大誠 ﾔﾏｳﾁﾀｲｾｲ 加茂名中学校
26 3029 0:13:42 原 時人 ﾊﾗﾄｷﾄ 坂野中学校
27 3001 0:14:56 平野 万葉 ﾋﾗﾉﾏﾖ 北井上中学校
28 3028 0:15:39 木野 直樹 ｷﾉﾅｵｷ 国府中学校
29 3015 0:16:24 藤井 裕也 ﾌｼﾞｲﾕｳﾔ 鴨島東中学校
30 3019 0:16:27 清水 翔平 ｼﾐｽﾞｼｮｳﾍｲ 上八万中学校

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 3102 0:12:02 阿利 美咲 ｱﾘﾐｻｷ 鴨島第一中学校
2 3101 0:13:47 廣林 美幸 ﾋﾛﾊﾞﾔｼﾐﾕｷ 三木町立三木中学校

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 3221 0:11:18 西田 光佑 ﾆｼﾀﾞｺｳｽｹ 黒崎小学校
2 3225 0:13:03 板東 俊兵 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｼｭﾝﾍﾟｲ 助任小学校
3 3229 0:13:08 佐藤 聖 ｻﾄｳｼｮｳ 沖洲小学校
4 3211 0:13:09 三谷 恭平 ﾐﾀﾆｷｮｳﾍｲ 藍住南小学校
5 3212 0:13:15 釜 直矢 ｶﾏﾅｵﾔ 広野小学校
6 3224 0:13:52 河野 大悟 ｶﾜﾉﾀﾞｲｺﾞ 鴨島小学校
7 3230 0:13:58 佐藤 明 ｻﾄｳﾒｲ 沖洲小学校
8 3210 0:14:25 上杉 礼央 ｳｴｽｷﾞﾚｵ 松茂小学校
9 3208 0:14:29 藤原 凛太郎 ﾌｼﾞﾜﾗﾘﾝﾀﾛｳ 大豊町立大杉小学校

10 3217 0:14:37 深見 皓貴 ﾌｶﾐｺｳｷ 鴨島小学校
11 3218 0:15:00 賀川 和海 ｶｶﾞﾜｶｽﾞﾐ 徳島文理小学校
12 3202 0:15:11 森本 章 ﾓﾘﾓﾄｱｷﾗ 土成小学校
13 3214 0:15:53 小西 涼太 ｺﾆｼﾘｮｳﾀ 論田小学校
14 3222 0:15:58 松浦 明洋 ﾏﾂｳﾗｱｷﾋﾛ 千松小学校
15 3216 0:16:28 深見 翔太 ﾌｶﾐｼｮｳﾀ 鴨島小学校
16 3207 0:18:26 吉田 武央 ﾖｼﾀﾞﾀｹｵ 新町小学校
17 3213 0:19:14 谷川 東紀 ﾀﾆｶﾞﾜﾄｳｷ 論田小学校
18 3201 0:19:43 大塚 涼平 ｵｵﾂｶﾘｮｳﾍｲ 土成小学校
19 3215 0:31:32 木野 佑貴 ｷﾉﾕｳｷ 国府小学校

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 3304 0:14:51 山北 舞花 ﾔﾏｷﾀﾏｲｶ 川内北小学校
2 3302 0:15:32 白木 克実 ｼﾗｷｶﾂﾐ 飯尾敷地小学校
3 3309 0:15:46 堀 優実子 ﾎﾘﾕﾐｺ 徳島文理小学校
4 3301 0:16:09 藤原 桜 ﾌｼﾞﾜﾗｻｸﾗ 大豊町立大杉小学校
5 3306 0:17:18 柳川 真貴子 ﾔﾅｶﾞﾜﾏｷｺ 藍住北小学校
6 3305 0:19:17 小川 悠香 ｵｶﾞﾜﾕｳｶ 上八万小学校
7 3311 0:20:04 渡辺 美奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 新居浜市立中萩小学校
8 3303 0:22:52 谷川 舞 ﾀﾆｶﾞﾜﾏｲ 論田小学校


