
第11回吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会

吉野川市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 88 1:10:05 藤原 康至 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ 徳島ＡＣ
2 138 1:12:38 石川 佳彦 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ 日亜化学
3 92 1:13:04 福原 博充 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ 名西郡陸協
4 125 1:14:15 香川 和也 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 徳島アスリートクラブ
5 45 1:14:40 田中 康博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 石井ﾄﾞｰﾑAC
6 215 1:14:42 田中 芳久 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋｻ ＮＲＣ
7 383 1:15:07 中原 友雅 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾏ 小松島市陸協
8 278 1:16:06 臼田 祐基 ｳｽﾀﾞ ﾕｳｷ -
9 107 1:16:42 坂口 博信 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 残尿感が止まらない★。
10 272 1:17:26 北島 圭輔 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 日亜化学
11 6 1:18:02 片山 武紀 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ -
12 42 1:19:05 六車 健宏 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾀｹﾋﾛ -
13 450 1:19:37 和渕 孝行 ﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 日亜化学工業（株）
14 151 1:19:45 久保 智也 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 阿波製紙㈱
15 30 1:19:59 斎藤 義高 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ -
16 435 1:20:19 西野 雅文 ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 王子製紙
17 95 1:21:43 西川 誉 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ ＮＲＣ
18 399 1:22:05 遠藤 哲 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 徳島市民病院
19 295 1:22:44 逢坂 和幸 ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾕｷ マラトナ
20 302 1:22:50 大西 晃祐 ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ -
21 69 1:22:56 赤澤 篤志 ｱｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ -
22 2 1:23:03 近藤 栄六 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲﾛｸ -
23 73 1:23:32 中山 大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 日亜化学
24 91 1:24:15 関 政幸 ｾｷ ﾏｻﾕｷ 三豊市役所
25 4 1:24:34 植田 基 ｳｴﾀ ﾊｼﾞﾒ -
26 250 1:24:52 大東 貘 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ -
27 313 1:24:55 柿原 昌典 ｶｷﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 日亜化学工業
28 136 1:25:13 石川 洋平 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ -
29 113 1:25:16 直 潤 ﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ チームぢょぐ
30 142 1:25:21 都留 誠 ﾂﾙ ﾏｺﾄ ＴＪＰ
31 114 1:26:03 佐野 正明 ｻﾉ ﾏｻｱｷ ＴＥＡＭ★カポ
32 48 1:26:37 森 貴明 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ -
33 225 1:27:10 高橋 博規 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ ＯＫＵＲＩＢＡＮＴＯ
34 324 1:27:19 川崎 達也 ｶﾜｻｷ ﾀﾂﾔ -
35 51 1:27:37 川田 亮皓 ｶﾜﾀ ｱｷﾋﾛ 科学技術高校
36 375 1:27:42 宮崎 陽介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｽｹ -
37 135 1:28:03 西田 篤史 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ -
38 139 1:28:36 坂東 功崇 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ ＮＲＣ
39 8 1:29:14 仁木 弘志 ﾆｷ ﾋﾛｼ -
40 389 1:29:16 田中 健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ やまもも薬局グループ
41 404 1:29:23 阿部 恭大 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ -
42 99 1:29:47 田野 学 ﾀﾉ ﾏﾅﾌﾞ -
43 46 1:29:58 髙橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ ALSOK
44 487 1:30:17 前田 悠作 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 徳島大学
45 227 1:30:19 甲斐 慎一 ｶｲ ｼﾝｲﾁ -
46 100 1:30:38 新居 伸二 ﾆｲ ｼﾝｼﾞ ＴＲＣ
47 355 1:30:38 近久 遼平 ﾁｶﾋｻ ﾘｮｳﾍｲ -
48 94 1:30:39 梅津 剛裕 ｳﾒﾂﾞ ﾀｶﾋﾛ -
49 303 1:30:43 三浦 剛 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ -
50 217 1:31:05 藤田 敬玲 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ -
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51 394 1:31:24 小川 善男 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ -
52 180 1:31:40 田村 知己 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾐ Ｅ・マシーンズ
53 274 1:31:48 加藤 寛之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 住化ロジスティクス
54 423 1:31:53 中山 猛 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹｼ 岡田
55 171 1:32:21 井内 健太 ｲﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 日亜化学工業
56 169 1:32:34 桑子 武之 ｸﾜｺ ﾀｹﾕｷ パン工房☆のむぎの木
57 96 1:32:45 木原 佑介 ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ ㈱徳島銀行
58 357 1:33:08 織野 勇 ｵﾘﾉ ｲｻﾑ キラキラランナー
59 307 1:33:21 戎井 正治 ｴﾋﾞｽｲ ﾏｻﾊﾙ ＵＮＫ
60 269 1:33:25 宮越 康文 ﾐﾔｺｼ ﾔｽﾌﾐ -
61 315 1:33:46 明石 功 ｱｶｼ ｺｳ -
62 13 1:33:48 峰本 真司 ﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ うさぎとかめ
63 339 1:34:02 荒田 直哉 ｱﾗﾀ ﾅｵﾔ -
64 348 1:34:31 三好 寿和 ﾐﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ ゾウさんのおめめ
65 240 1:34:38 明崎 雄一 ｱｷｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ -
66 231 1:34:38 安岐 誠二 ｱｷ ｾｲｼﾞ 川崎しわしわＪ
67 349 1:34:56 小角 聡志 ｺｽﾐ ｻﾄｼ 加茂小学校
68 27 1:34:57 曽我部 慎也 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾝﾔ -
69 62 1:35:09 黒山 裕之 ｸﾛﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ -
70 162 1:35:27 林 康之 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ -
71 21 1:35:37 坂東 信也 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ -
72 18 1:35:55 竹内 義明 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ -
73 252 1:36:02 寄井 一正 ﾖﾘｲ ｶｽﾞﾏｻ チーム９
74 282 1:36:03 大下 和久 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ 日亜化学
75 184 1:36:35 岩本 光太郎 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ -
76 198 1:36:35 北代 和也 ｷﾀｼﾛ ｶｽﾞﾔ -
77 165 1:36:57 上藤 大輝 ｶﾐﾌｼﾞ ﾀｲｷ ごーわいるど
78 327 1:37:01 中西 良一 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｲﾁ 県立中央病院
79 260 1:37:29 山石 東吾 ﾔﾏｲｼ ﾄｳｺﾞ 村戸ランニングクラブ
80 213 1:37:51 田中 裕司 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ -
81 469 1:37:52 神村 盛一郎 ｶﾐﾑﾗ ｾｲｲﾁﾛ 県立中央病院
82 309 1:38:27 菅野 晴基 ｽｶﾞﾉ ﾊﾙｷ -
83 372 1:38:53 田中 淳也 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ -
84 130 1:38:59 鎌田 昌紀 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ -
85 479 1:39:11 藤岡 啓介 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲｽｹ 徳島大学病院
86 168 1:39:26 岩井 誠 ｲﾜｲ ﾏｺﾄ チーム ぢょぐ
87 374 1:39:48 久保 俊普 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ えぬベスト
88 82 1:39:48 児山 祐志 ｺﾔﾏ ﾕｳｼ -
89 185 1:40:15 橋村 嘉人 ﾊｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ ＴＥＡＭ９
90 346 1:40:18 大島 キヨシ ｵｵｼﾏ ｷﾖｼ 笑いだ笑いだ
91 338 1:40:38 須原 亮 ｽﾊﾗ ﾘﾖｳ -
92 490 1:41:07 阪中 洋 ｻｶﾅｶ ﾋﾛｼ -
93 65 1:41:12 鈴江 研司 ｽｽﾞｴ ｹﾝｼﾞ -
94 270 1:41:22 穴吹 章彦 ｱﾅﾌﾞｷ ｱｷﾋｺ -
95 181 1:41:30 河野 剛士 ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ 清水班
96 205 1:41:31 牛尾 研太 ｳｼｵ ｹﾝﾀ -
97 238 1:41:39 大浜 和賀 ｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾖﾘ ぼに～と
98 61 1:41:39 池本 隆好 ｲｹﾓﾄ ﾀｶﾖｼ -
99 277 1:41:49 森田 泰広 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ -
100 387 1:41:50 三木 康寛 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ -
101 312 1:42:04 藤城 清二 ﾌｼﾞｼﾛ ｾｲｼﾞ -
102 426 1:42:10 野口 拓哉 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 阿南工業高等専門学校
103 358 1:42:46 東 将司 ｱｽﾞﾏ ﾏｻｼ さころく
104 212 1:42:53 椙原 康仁 ｽｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ ＦＣ山川
105 79 1:42:58 平田 欽一 ﾋﾗﾀ ｷﾝｲﾁ -
106 466 1:43:07 石崎 貴弘 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ -
107 103 1:43:14 石川 学 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ -
108 121 1:43:15 真島 博之 ﾏｼﾏ ﾋﾛﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎
109 289 1:43:17 磨野 聡志 ﾏﾉ ｻﾄｼ -
110 28 1:43:32 竹内 翔哉 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾔ 徳島県庁



111 214 1:43:40 白井 雅之 ｼﾗｲ ﾏｻﾕｷ -
112 353 1:43:51 枝澤 和廣 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ （株）谷食糧
113 268 1:43:55 秋山 啓太郎 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ -
114 1 1:44:04 綾羽 洋一 ｱﾔﾊ ﾖｳｲﾁ -
115 3 1:44:13 石田 晃基 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ -
116 247 1:44:14 上畑 健太 ｳｴﾊﾀ ｹﾝﾀ -
117 20 1:44:26 小西 久志 ｺﾆｼ ﾋｻｼ -
118 80 1:45:23 黒川 喜昭 ｸﾛｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ -
119 367 1:45:24 堀部 裕之 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ -
120 273 1:45:26 角田 卓也 ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾔ ＴＲＣ
121 458 1:45:31 早雲 龍一 ﾊﾔｸﾓ ﾘｭｳｲﾁ 日本通運
122 329 1:45:32 福居 念晃 ﾌｸｲ ﾄｼｱｷ -
123 385 1:45:38 中川 嘉文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 岡山大学
124 167 1:46:01 近藤 安弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ ＴＥＡＭ黒犬
125 335 1:46:08 杉山 知哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ -
126 25 1:46:13 井上 秀一 - -
127 222 1:46:14 山本 昇司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ -
128 347 1:46:34 片山 彰仁 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾄ -
129 111 1:46:44 長江 将史 ﾅｶﾞｴ ﾏｻﾌﾐ Ｐｏｔｔｏｄｅ
130 104 1:46:46 中野 貴博 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ -
131 120 1:46:58 大野 太一郎 ｵｵﾉ ﾀｲﾁﾛｳ 柿原塾
132 63 1:46:59 福原 智 ﾌｸﾊﾗ ｻﾄｼ -
133 193 1:47:03 福井 大 ﾌｸｲ ﾀﾞｲ 岩倉
134 421 1:47:04 武市 郁夫 ﾀｹｲﾁ ｲｸｵ -
135 254 1:47:05 横山 裕司 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ -
136 503 1:47:36 髙木 健作 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｻｸ -
137 34 1:47:41 春名 浩司 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ -
138 118 1:47:51 西岡 健二郎 ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ -
139 197 1:47:54 八坂 聡 ﾔｻｶ ｻﾄｼ クロズド
140 182 1:48:10 髙木 幸弘 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾛ -
141 12 1:48:17 真本 誠喜 ｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ OMH
142 509 1:48:36 廣岡 寿人 ﾋﾛｵｶ ﾋｻﾄ -
143 259 1:48:44 木村 圭児 ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ -
144 497 1:48:46 山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ -
145 280 1:48:52 岡山 和央 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ -
146 468 1:48:54 川島 啓道 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ -
147 388 1:49:26 勢井 海人 ｾｲ ｶｲﾄ -
148 437 1:49:28 長谷川 直紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ -
149 10 1:49:30 森 健人 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ 徳島大学TJP
150 41 1:50:09 斎藤 幸憲 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 石井の河童
151 474 1:50:11 鷲巣 勲 ﾜｼｽﾞ ｲｻｵ クレメント
152 241 1:50:12 坂本 大樹 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ -
153 70 1:50:17 割石 誠 ﾜﾘｲｼ ﾏｺﾄ -
154 342 1:50:22 江本 泰英 ｴﾓﾄ ﾔｽﾋﾃﾞ -
155 298 1:50:37 杉 正行 ｽｷﾞ ﾏｻﾕｷ -
156 464 1:50:41 須賀 健一 ｽｶﾞ ｹﾝｲﾁ -
157 132 1:50:43 萩原 雄一 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 川島病院遊走会
158 345 1:50:46 久野 友也 ﾋｻﾉ ﾄﾓﾔ -
159 443 1:50:53 滝口 友則 ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ -
160 19 1:51:15 仲 昭浩 ﾅｶ ｱｷﾋﾛ -
161 384 1:51:21 綿瀬 聡一 ﾜﾀｾ ﾄｼｶｽﾞ -
162 196 1:51:34 藤井 達三 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂｿﾞｳ クロズド
163 202 1:51:56 尾形 顕 ｵｶﾞﾀ ｹﾝ -
164 191 1:52:07 大和 大作 ﾔﾏﾄ ﾀﾞｲｻｸ 岩倉
165 129 1:52:10 延原 範彦 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 日亜化学工業
166 376 1:52:11 石川 哲 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ Ｂ－ＵＰ
167 119 1:52:21 南谷 洋光 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ 牛岐ＲＣ
168 403 1:52:22 井上 英也 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾔ 株式会社三木組
169 122 1:52:25 宮地 宏一 ﾐﾔﾁﾞ ﾋﾛｶｽﾞ -
170 311 1:52:50 兼本 孝 ｶﾈﾓﾄ ﾀｶｼ -



171 492 1:53:05 篠原 達也 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾂﾔ -
172 379 1:53:07 田中 栄一 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ 盛和会
173 481 1:53:08 郡 秀和 ｺｵﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
174 86 1:53:26 東山 公亮 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｳﾘｮ チーム東山家
175 166 1:54:00 石川 輝明 ｲｼｶﾜ ﾃﾙｱｷ ＢＯＮＩＴＯ
176 229 1:54:21 細川 寛 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ -
177 102 1:54:25 森本 尚貴 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 井上病院
178 67 1:54:26 荒井 亮介 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ ﾖｺﾀ走る阿呆
179 488 1:54:31 永瀬 浩好 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾖｼ -
180 105 1:54:36 倉敷 浩之 ｸﾗｼｷ ﾋﾛﾕｷ ワイルドピーチ
181 59 1:54:40 桃原 希典 ﾓﾓﾊﾗ ﾏﾚｽｹ -
182 393 1:54:55 山下 崇 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ -
183 236 1:55:03 藤井 清一 ﾌｼﾞｲ ｷﾖｶｽﾞ 富士インパルス
184 325 1:55:09 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ -
185 134 1:55:13 園部 元康 ｿﾉﾍﾞ ﾓﾄﾐﾁ -
186 36 1:55:14 橘 浩司 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｼ -
187 109 1:55:25 麻谷 淳 ｱｻﾀﾆ ｼﾞｭﾝ -
188 491 1:55:26 三好 啓介 ﾐﾖｼ ｹｲｽｹ ぞうさんのおめめ
189 414 1:55:38 森村 和寛 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
190 186 1:56:03 勝瀬 慎也 ｶﾂｾ ｼﾝﾔ 極楽浄土
191 294 1:56:08 梅原 俊治 ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝｼﾞ ファイザー徳島
192 84 1:56:31 大加戸 秀樹 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ -
193 128 1:56:34 越智 有生 ｵﾁ ﾕｳｷ -
194 352 1:56:38 新居 和義 ﾆｲ ｶｽﾞﾖｼ -
195 506 1:56:43 戸出 雄 ﾄｲﾃﾞ ﾕｳ -
196 160 1:56:46 板東 十三夫 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾐｵ アーク
197 176 1:56:58 山本 幹彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾋｺ -
198 415 1:57:05 小泉 省二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ -
199 402 1:57:32 中川 富夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾐｵ -
200 444 1:57:34 井内 貴也 ｲｳﾁ ﾀｶﾔ -
201 22 1:57:51 片山 毅 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ -
202 378 1:57:58 松林 昌弘 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ -
203 508 1:58:21 三好 真矢 ﾐﾖｼ ｼﾝﾔ -
204 219 1:58:24 佐川 仁章 ｻｶﾞﾜ ﾋﾄｱｷ -
205 331 1:58:27 片山 哲也 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ -
206 158 1:58:34 瀬戸崎 和則 ｾﾄｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ -
207 245 1:58:38 多田 雄一郎 ﾀﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 多田歯科医院
208 416 1:58:46 山本 翔太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ スプリング∞
209 204 1:58:52 小東 和史 ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾌﾐ ランラン鳴門
210 24 1:58:57 堀 貴洋 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ -
211 363 1:59:02 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 株式会社三木組
212 255 1:59:12 三木 勇作 ﾐｷ ﾕｳｻｸ 三木米
213 308 1:59:17 加藤 正広 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ -
214 60 1:59:29 井上 敬章 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｱｷ -
215 328 1:59:42 松山 秀浩 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ -
216 310 1:59:44 住友 正宏 ｽﾐﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ -
217 400 1:59:52 矢野 裕和 ﾔﾉ ﾋﾛｶｽﾞ -
218 323 2:00:02 古川 俊彦 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼﾋｺ -
219 43 2:00:03 濱口 剛彦 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ -
220 424 2:00:11 津川 圭 ﾂｶﾞﾜ ｹｲ -
221 149 2:00:18 吉間 慎二 ﾖｼﾏ ｼﾝｼﾞ -
222 493 2:00:20 筒井 祥吾 ﾂﾂｲ ｼｮｳｺﾞ -
223 155 2:00:25 綱野 勝之 ﾂﾅﾉ ｶﾂﾕｷ 日亜ＮＲＣ
224 410 2:00:27 福居 昭博 ﾌｸｲ ｱｷﾋﾛ -
225 359 2:00:47 上平 怜 ｳｴﾋﾗ ﾘｮｳ -
226 156 2:01:19 楠本 健司 ｸｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ -
227 408 2:01:43 上甲 材司 ｼﾞｮｳｺｳ ｻｲｼ -
228 57 2:02:06 森木 大輔 ﾓﾘｷ ﾀﾞｲｽｹ -
229 333 2:02:13 松田 泰典 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ -
230 439 2:02:43 屋敷 祥太 ﾔｼｷ ｼｮｳﾀ エコー建設コンサルタント



231 47 2:02:45 坂東 広明 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 美馬市体協ﾋﾟｯﾄﾌﾞﾙ
232 281 2:02:51 寒川 伸一 ｶﾝｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ -
233 441 2:02:57 川﨑 喜裕 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋﾛ -
234 465 2:02:57 上田 諭志 ｳｴﾀ ｻﾄｼ 徳島市
235 390 2:03:01 茂村 歩 ﾓﾑﾗ ｱﾕﾑ 県庁
236 35 2:03:04 相澤 康治 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ -
237 361 2:03:30 小松 淳也 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝﾔ -
238 9 2:03:33 河野 健人 ｶﾜﾉ ｹﾝﾄ 城ノ内高等学校
239 115 2:03:34 大前 友和 ｵｵﾏｴ ﾄﾓｶｽﾞ -
240 173 2:03:38 高木 雅英 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ -
241 483 2:03:54 大石 和俊 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾄｼ 城ノ内高校
242 14 2:03:54 河見 功介 ｶﾜﾐ ｺｳｽｹ 城ノ内高等学校
243 211 2:04:18 堺 正和 ｻｶｲ ﾏｻｶｽﾞ ＪＣＡ
244 436 2:04:22 杉村 洋輔 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｳｽｹ -
245 230 2:04:23 前田 武 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ -
246 206 2:04:29 田中 直洋 ﾀﾅｶ ﾅｵﾋﾛ アストラゼネカ
247 163 2:04:30 林 寿人 ﾊﾔｼ ﾋｻﾄ -
248 39 2:05:06 明石 充弘 ｱｶｼ ﾐﾂﾋﾛ -
249 216 2:05:25 木原 努 ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ 阿波銀行
250 284 2:05:34 月岡 太輔 ﾂｷｵｶ ﾀﾞｲｽｹ コンスト２２
251 32 2:05:37 竹内 亨 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾙ -
252 434 2:05:47 戸崎 泰輝 ﾄｻﾞｷ ﾔｽﾃﾙ -
253 320 2:05:53 木下 秀平 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾍｲ -
254 475 2:05:53 田中 誠 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ -
255 472 2:05:55 濵 健太朗 ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 阿波銀行
256 50 2:05:55 大原 学 ｵｵﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ -
257 154 2:05:58 足田 浩二 ｱｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ -
258 330 2:06:06 星場 雅臣 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｵﾐ -
259 377 2:06:09 稲木 伸一郎 ｲﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ -
260 64 2:06:22 白井 基史 ｼﾗｲ ﾓﾄﾌﾐ -
261 221 2:06:38 平畠 宏行 ﾋﾗﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ -
262 380 2:06:40 赤川 優作 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ チーム９
263 314 2:06:48 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ すばる会計
264 459 2:07:02 徳井 孝宏 ﾄｸｲ ﾀｶﾋﾛ -
265 500 2:07:21 平島 良裕 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 市民病院
266 341 2:07:27 増川 拓也 ﾏｽｶﾜ ﾀｸﾔ -
267 108 2:07:40 沖村 大介 ｵｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ -
268 195 2:08:02 実平 利光 ｻﾈﾋﾗ ﾄｼﾐﾂ -
269 233 2:08:17 高岡 正男 ﾀｶｵｶ ﾏｻｵ -
270 263 2:08:47 近藤 隆 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 建築士会美馬支部青年部
271 431 2:09:06 住友 和弘 ｽﾐﾄﾓ ｶｽﾞﾋﾛ チーム永澤
272 242 2:09:11 後藤 雅史 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 徳島バス
273 291 2:09:14 高橋 純一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
274 454 2:09:46 松井 真樹 ﾏﾂｲ ﾏｻｷ -
275 276 2:09:48 椋木 潤 ﾑｸﾉｷ ｼﾞｭﾝ -
276 463 2:09:52 小倉 和 ｵｸﾞﾗ ﾔｽｼ -
277 83 2:09:53 西野 弘章 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ 牛岐ＲＣ
278 485 2:10:03 久原 一浩 ﾋｻﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
279 44 2:10:16 濱口 裕太 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ -
280 505 2:10:20 比嘉 佳基 ﾋｶﾞ ﾖｼｷ 徳島大学
281 234 2:10:29 原 毅 ﾊﾗ ﾀｹｼ -
282 428 2:10:35 赤澤 裕治 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 栄光ハウジング
283 147 2:10:54 三宅 圭 ﾐﾔｹ ｹｲ -
284 262 2:10:58 永井 勝美 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾐ -
285 370 2:11:00 高橋 純也 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ 港産業㈱
286 427 2:11:09 藤浦 大輔 ﾌｼﾞｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ -
287 26 2:11:21 亀井 誠 ｶﾒｲ ﾏｺﾄ 阿波ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ
288 74 2:11:35 石田 真也 ｲｼﾀﾞ ｼﾝﾔ -
289 203 2:11:55 桂野 駿 ｶﾂﾗﾉ ｼｭﾝ すばる会計
290 340 2:12:11 須賀 光利 ｽｶ ﾐﾂﾄｼ -



291 246 2:12:51 堤 直也 ﾂﾂﾐ ﾅｵﾔ -
292 201 2:12:52 藤本 涼太郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛ -
293 461 2:13:05 浜田 佑人 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ -
294 243 2:13:12 板東 孝浩 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 石原金属
295 174 2:13:24 山田 仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ -
296 68 2:13:29 鎌田 忍 ｶﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ JR四国
297 220 2:13:42 田中 直志 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ いしいＲＣ
298 510 2:13:55 鈴木 悠 ｽｽﾞｷ ﾕｳ -
299 398 2:14:23 深山 俊宏 ﾐﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ -
300 89 2:14:47 内田 圭二 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｼﾞ 鳴門病院
301 482 2:14:59 中崎 広夢 ﾅｶｻﾞｷ ﾋﾛﾑ -
302 457 2:15:04 前田 千 ﾏｴﾀﾞ ｾﾝ こまぽんず
303 249 2:15:33 金山 哲也 ｶﾅﾔﾏ ﾃﾂﾔ -
304 507 2:15:36 伊保木 聡太 ｲﾎｷ ｿｳﾀ 徳島大学
305 224 2:15:36 石川 学 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ ＯＫＵＲＩＢＡＮＴＯ
306 267 2:15:40 萩原 千人 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾄ 建築士会美馬支部青年部
307 288 2:15:44 朝野 豊 ｱｻﾉ ﾕﾀｶ -
308 38 2:15:49 岩田 美一 ｲﾜﾀ ﾖｼｶｽﾞ -
309 253 2:15:52 田中 祥映 ﾀﾅｶ ﾖｼﾃﾙ -
310 187 2:15:57 中野 浩義 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾖｼ 極楽浄土
311 432 2:16:00 石橋 周 ｲｼﾊﾞｼ ｼｭｳ チーム永澤
312 332 2:16:14 森 久二 ﾓﾘ ﾋｻｼﾞ -
313 124 2:16:19 猪上 大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ -
314 194 2:16:29 福永 亮一 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｲﾁ 岩倉
315 190 2:16:30 小室 卓也 ｺﾑﾛ ﾀｸﾔ 岩倉
316 81 2:16:34 山住 忠由 ﾔﾏｽﾐ ﾀﾀﾞﾖｼ -
317 188 2:16:56 岩倉 功治 ｲﾜｸﾗ ｺｳｼﾞ 岩倉
318 442 2:16:57 山本 卓哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｸﾔ 税理士法人すばる会計
319 179 2:17:06 澤口 浩典 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ -
320 97 2:17:12 山本 博 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 徳大ホノマラ
321 366 2:17:13 高橋 政義 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ -
322 53 2:17:14 大北 亮 ｵｵｷﾀ ﾘｮｳ -
323 101 2:17:36 堀 慶彦 ﾎﾘ ﾖｼﾋｺ 徳島大学ＴＪＰ
324 131 2:17:46 樋上 揚祐 ﾋｶﾐ ﾖｳｽｹ -
325 504 2:17:57 安井 正晃 ﾔｽｲ ﾏｻｱｷ 徳島大学
326 411 2:18:30 北浜 陽介 ｷﾀﾊﾏ ﾖｳｽｹ -
327 422 2:18:39 岡田 正人 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾄ 四国化工機
328 172 2:18:52 育田 康弘 ｲｸﾀ ﾔｽﾋﾛ -
329 285 2:18:53 三國 淳 ﾐｸﾆ ｼﾞｭﾝ コンスト２２
330 49 2:18:54 藤川 進 ﾌｼﾞｶﾜ ｽｽﾑ -
331 286 2:18:54 林 幸宏 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ コンスト２２
332 316 2:19:01 深見 真宏 ﾌｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 徳島中央広域連合消防本部
333 494 2:19:09 鎌田 祐輔 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ -
334 467 2:19:11 森吉 邦夫 ﾓﾘﾖｼ ｸﾆｵ -
335 266 2:19:13 内藤 貴喜 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 建築士会美馬支部青年部
336 137 2:19:13 松尾 剛志 ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ -
337 446 2:19:14 豊田 一希 ﾄﾖﾀ ｶｽﾞｷ -
338 495 2:19:15 大久保 彰洋 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ -
339 90 2:19:17 松宮 豊 ﾏﾂﾐﾔ ﾕﾀｶ -
340 447 2:19:24 中川 宗史 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ -
341 360 2:19:38 森積 昭仁 ﾓﾘﾂﾞﾐ ｱｷﾋﾄ -
342 462 2:20:25 三木 修 ﾐｷ ｵｻﾑ -
343 322 2:20:46 石田 洋 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ブルドッグ
344 77 2:20:59 矢田 樹貴亜 ﾔﾀ ｼﾞｭｷｱ -
345 275 2:20:59 河野 信行 ｶﾜﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島カム
346 477 2:21:15 森 泰久 ﾓﾘ ﾔｽﾋｻ -
347 473 2:21:21 澤井 公紀 ｻﾜｲ ｺｳｷ -
348 317 2:22:17 土肥 忠邦 ﾄﾞｲ ﾀﾀﾞｸﾆ チームやまびこ
349 351 2:22:27 青木 直人 ｱｵｷ ﾅｵﾄ -
350 412 2:22:49 渕尻 幹広 ﾌﾁｼﾞﾘ ﾐｷﾋﾛ -



351 228 2:22:59 鎌田 哲 ｶﾏﾀﾞ ﾃﾂ -
352 476 2:23:25 庄野 仁志 ｼｮｳﾉ ﾋﾄｼ 徳島大学
353 261 2:23:36 山石 博明 ﾔﾏｲｼ ﾋﾛｱｷ 村戸ランニングクラブ
354 344 2:23:45 林 善博 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾛ -
355 283 2:24:02 横田 直之 ﾖｺﾀ ﾅｵﾕｷ コンスト２２
356 106 2:24:08 友野 靖幸 ﾄﾓﾉ ﾔｽﾕｷ ワイルドピーチ
357 407 2:24:40 髙島 敬太 ﾀｶｼﾏ ｹｲﾀ -
358 449 2:24:44 片山 淳 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ すばる会計
359 386 2:25:02 三宅 靖典 ﾐﾔｹ ﾔｽﾉﾘ -
360 336 2:25:23 正木 洸大 ﾏｻｷ ｺｳﾀﾞｲ -
361 299 2:25:29 井坂 俊宏 ｲｻｶ ﾄｼﾋﾛ チーム源
362 438 2:25:43 多田 弘樹 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｷ -
363 425 2:25:49 森本 貴志 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｼ 阿南工業高等専門学校
364 251 2:26:35 柳下 祐介 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾕｳｽｹ -
365 480 2:26:46 横田 正和 ﾖｺﾀ ﾏｻｶｽﾞ 上勝ダイナマイツ
366 256 2:26:52 山下 安秀 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ ＲＵＮＴＭＣ
367 292 2:26:52 窪田 達 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ ファイザー徳島
368 455 2:27:08 小山 敏宏 ｺﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ -
369 40 2:27:45 橋本 敬二 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 石井の河童
370 305 2:28:32 宮城 重久 ﾐﾔｷﾞ ｼｹﾞﾋｻ -
371 146 2:28:36 北村 嘉章 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ ＯＲＣ
372 392 2:28:40 上浦 大輔 ｶﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 池田小学校
373 318 2:28:41 安福 啓宏 ﾔｽﾌｸ ﾖｼﾋﾛ -
374 75 2:29:00 岡本 聡司 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ -
375 23 2:29:38 風本 茂雄 ｶｻﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ -
376 478 2:29:39 酒藤 潤 ｻｶﾌｼﾞ ｼﾞｭﾝ 阿波製紙
377 433 2:29:49 武田 泰典 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ チーム永澤
378 413 2:30:09 小川 真平 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ -
379 484 2:30:43 山本 将太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 徳島大学大学院
380 489 2:31:31 岡本 真一 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ -
381 152 2:31:39 小林 孝行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 阿波製紙㈱
382 148 2:31:40 竹森 洋介 ﾀｹﾓﾘ ﾖｳｽｹ -
383 223 2:31:53 阿部 耕三 ｱﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ -
384 112 2:32:10 笠原 正臣 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾄﾐ -
385 144 2:32:15 合田 正和 ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ ＯＲＣ
386 498 2:32:18 矢藤 有貴 ﾔﾄｳ ﾕｳｷ -
387 350 2:32:29 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ -
388 192 2:32:49 程野 浩志 ﾎﾄﾞﾉ ﾋﾛｼ 岩倉
389 161 2:32:50 中矢 政和 ﾅｶﾔ ﾏｻｶｽﾞ 明朗社
390 501 2:33:35 笹島 悟 ｻｻｼﾞﾏ ｻﾄﾙ -
391 5 2:33:41 楠 義憲 ｸｽﾉｷ ﾖｼﾉﾘ -
392 87 2:33:43 武市 晋也 ﾀｹｲﾁ ｼﾝﾔ カピバラ阿南フレンズ
393 293 2:33:55 川端 雄登 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ ファイザー徳島
394 55 2:34:18 大野 裕二 ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ -
395 78 2:34:27 日岡 辰年 ﾋｵｶ ﾀﾂﾄｼ -
396 512 2:34:51 岡本 誠 ｵｶﾓﾄ ﾏｺﾄ -
397 287 2:34:58 林 保 ﾊﾔｼ ﾀﾓﾂ コンスト２２
398 405 2:35:14 森田 裕 ﾓﾘﾀ ﾕｳ -
399 456 2:36:02 喜多 正幸 ｷﾀ ﾏｻﾕｷ -
400 304 2:36:20 村澤 宏紀 ﾑﾗｻﾜ ﾋﾛｷ -
401 319 2:37:32 前坂 和也 ﾏｴｻｶ ｶｽﾞﾔ -
402 133 2:37:42 大寺 和徳 ｵｵﾃﾗ ｶｽﾞﾉﾘ -
403 354 2:37:45 佐伯 伸悟 ｻｴｷ ｼﾝｺﾞ -
404 54 2:38:30 大江 健太 - 石井の河童
405 126 2:39:14 塩谷 裕太 ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾀ -
406 430 2:39:45 樫山 陽 ｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ チーム永澤
407 178 2:40:07 津村 諭 ﾂﾑﾗ ｻﾄｼ -
408 297 2:40:13 河野 卓望 ｶﾜﾉ ﾀｸﾐ ジョイメイトＲＣ
409 208 2:40:32 市原 歩 ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾑ 無所属
410 98 2:41:03 橘 昌利 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ -



411 362 2:41:30 麻 裕文 ｱｻ ﾋﾛﾌﾐ ＫＨＧ
412 502 2:42:37 松本 瑛二 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼﾞ -
413 244 2:43:13 田中 篤司 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ ㈱アスカ
414 321 2:44:30 山田 隆司 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ すばる会計
415 452 2:44:55 中島 了司 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 住友内科
416 140 2:45:17 浜田 克也 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ -
417 334 2:45:19 梶 哲也 ｶｼﾞ ﾃﾂﾔ -
418 170 2:45:41 浜 利彰 ﾊﾏ ﾄｼｱｷ ＴＪＰ
419 85 2:45:57 東山 佳祐 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｹｲｽｹ チーム東山家
420 189 2:46:21 久保 毅 ｸﾎﾞ ﾀｹｼ 岩倉
421 153 2:47:23 立石 睦訓 ﾀﾃｲｼ ﾑﾂﾉﾘ 阿波製紙㈱
422 420 2:48:28 齋藤 直之 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ -
423 486 2:49:50 大久保 和哉 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 香川大学
424 145 2:50:23 東 貴弘 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ ＯＲＣ
425 265 2:52:00 松田 健 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 建築士会美馬支部青年部
426 257 2:53:14 森脇 敏昭 ﾓﾘﾜｷ ﾄｼｱｷ ＮＲＣ
427 448 2:53:41 筒井 義彦 ﾂﾂｲ ﾖｼﾋｺ 税理士法人 すばる会計
428 123 2:54:03 江村 裕司 ｴﾑﾗ ﾕｳｼﾞ -
429 471 2:55:12 森下 哲弘 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾋﾛ -
430 343 2:55:24 人見 雅和 ﾋﾄﾐ ﾏｻｶｽﾞ -
431 71 2:56:35 鷹取 知宏 ﾀｶﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ -
432 470 2:56:36 濱田 泰徳 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ -
433 177 2:58:18 寺橋 学 ﾃﾗﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ -
434 417 2:58:29 出口 雄三 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ スプリング∞
435 239 2:59:07 岡田 剛 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 株式会社 栄工製作所
436 29 3:04:50 酒巻 洋 ｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ RUN TMC



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

1 872 1:13:09 湯口 武夫 ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ 阿波製紙
2 786 1:17:33 辻 修二 ﾂｼﾞ ｼｭｳｼﾞ -
3 930 1:17:47 鮎川 進 ｱﾕｶﾜ ｽｽﾑ 徳島ＡＣ
4 923 1:18:56 山本 孝治 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 狂乱のランナー
5 881 1:19:15 北村 晃章 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾙｱｷ とくしま生協
6 859 1:19:42 米田 忠義 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ -
7 1066 1:20:53 後藤 雅史 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ -
8 1154 1:21:18 たなか たかゆき ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 石井中学校
9 1000 1:21:59 新田 哲弘 ﾆｯﾀ ﾃﾂﾋﾛ -
10 722 1:23:16 三好 康彦 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋｺ 香川ﾏｽﾀｰｽﾞ
11 814 1:23:45 堀川 敏 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ -
12 634 1:24:56 竹原 励介 ﾀｹﾊﾗ ﾚｲｽｹ 徳島ｶﾒさんRC
13 656 1:25:15 大本 浩 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｼ -
14 932 1:25:38 川口 徹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ つるぎ
15 616 1:25:46 一木 良茂 ｲﾁｷ ﾖｼｼｹﾞ -
16 777 1:25:48 羽野 明百 ﾊﾉ ｱｷｵ -
17 858 1:25:53 河野 泰宏 ｶﾜﾉ ﾔｽﾋﾛ -
18 1008 1:26:43 佐藤 勝之 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ -
19 633 1:26:58 佐々木 正隆 ｻｻｷ ﾏｻﾀｶ 緒川AC
20 838 1:27:54 大坪 敏男 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼｵ プラズマＲＣ
21 725 1:28:03 後藤田 史典 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ ｳﾞｫﾙﾃｨｽ・ｻﾎﾟ
22 811 1:28:30 岩村 頼和 ｲﾜﾑﾗ ﾖﾘｶｽﾞ チームひとり
23 915 1:28:31 田辺 利之 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ たんべＲＣ
24 917 1:28:36 松下 寛興 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｵｷ -
25 690 1:28:40 新居 聡一郎 ﾆｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 徳教空群
26 724 1:28:46 芳野 大造 ﾖｼﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ 安勝会
27 1046 1:29:25 酒巻 秀幸 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ -
28 1002 1:29:38 三谷 龍史 ﾐﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ -
29 820 1:30:03 竹内 一郎 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ ＴＪＰ
30 1185 1:30:27 瀧上 安二 ﾀｷｶﾞﾐ ﾔｽｼﾞ -
31 669 1:30:32 加集 宏明 ｶｼｭｳ ﾋﾛｱｷ -
32 839 1:30:38 佐古 吉男 ｻｺ ﾖｼｵ ＴＲＣ
33 744 1:30:39 松下 光雄 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂｵ -
34 1222 1:30:58 下田 真基 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ 徳島県
35 787 1:31:19 下木 元 ｼﾓｷ ﾊｼﾞﾒ 石井ドームＡＣ
36 1249 1:31:48 上野 栄治 ｳｴﾉ ｴｲｼﾞ -
37 912 1:32:15 榎本 智行 ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ -
38 920 1:32:29 山北 雅則 ﾔﾏｷﾀ ﾏｻﾉﾘ メックＲＣ
39 1117 1:32:38 高曽根 敏弘 ﾀｶｿﾈ ﾄｼﾋﾛ -
40 1070 1:33:15 前川 伸二 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ -
41 818 1:33:20 桑島 敏男 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ 三ツ石ＡＣ
42 907 1:33:33 藤本 秀和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 阿波銀行
43 933 1:33:42 大岩 秀次 ｵｵｲﾜ ｼｭｳｼﾞ 川崎しわしわＪ
44 625 1:33:57 西山 進 ﾆｼﾔﾏ ｽｽﾑ 里浦R.C
45 799 1:34:11 石川 琢己 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ -
46 775 1:34:20 峰瀬 正之 ﾐﾈｾ ﾏｻﾕｷ -
47 949 1:34:32 浅野 武弘 ｱｻﾉ ﾀｹﾋﾛ -
48 945 1:34:52 中野 正敏 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ -
49 1031 1:34:55 増本 光則 ﾏｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ チーム岡部
50 972 1:34:59 久保 正昇 ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ 久保設備
51 1095 1:35:22 中川 博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ -
52 846 1:35:28 安井 勝 ﾔｽｲ ﾏｻﾙ -
53 804 1:35:28 梶原 樹 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾂｼ とくしま生協
54 792 1:35:53 大西 孝志 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ -
55 1237 1:35:58 佐藤 宣明 ｻﾄｳ ｾﾝﾒｲ -
56 835 1:36:31 田中 耕二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ ＦＵＪＩＣＯＮ
57 969 1:36:40 角元 真二 ｶｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 北島ライオンズ
58 663 1:36:45 竹路 正行 ﾀｹｼﾞ ﾏｻﾕｷ 加茂谷RC



59 851 1:36:46 松井 和文 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾌﾐ ヴォルサポＲＣ
60 626 1:37:00 前野 哲也 ﾏｴﾉ ﾃﾂﾔ -
61 1040 1:37:06 田中 豊作 ﾀﾅｶ ﾄﾖｻｸ ＴＪＰ
62 617 1:37:07 今城 朗 ｲﾏｼﾞｮｳ ｱｷﾗ JA全農こうち
63 1167 1:37:10 松島 洋一 ﾏﾂｼﾏ ﾖｳｲﾁ -
64 695 1:37:27 福永 勝彦 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ -
65 985 1:37:34 中田 勉 ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ -
66 921 1:37:35 桑原 孝司 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ -
67 828 1:37:45 田井 敏之 ﾀｲ ﾄｼﾕｷ 丸亀飯野小教員
68 607 1:37:48 小島 節夫 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ 五洋建設㈱
69 955 1:38:04 松英 雅俊 ﾏﾂｴ ﾏｻﾄｼ 徳島大学ＴＪＰ
70 1014 1:38:09 桑村 尚弘 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ クリソス
71 648 1:38:25 井浦 哲也 ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ 大王製紙
72 861 1:38:50 澤口 幸司 ｻﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 四国アルフレッサ
73 774 1:39:21 豊嶋 英貴 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ -
74 1088 1:39:23 甘利 哲也 ｱﾏﾘ ﾃﾂﾔ -
75 986 1:39:30 永田 義彦 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋｺ 高松信金ＡＣ
76 746 1:39:31 板東 俊治 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｼﾞ 日本一RC
77 812 1:39:37 大森 英範 ｵｵﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
78 734 1:39:40 豊島 秀一 ﾄﾖｼﾏ ｼｭｳｲﾁ -
79 655 1:39:43 久次米 陽一 ｸｼﾞﾒ ﾖｳｲﾁ -
80 1205 1:39:47 古本 秋彦 ﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾋｺ -
81 901 1:39:52 北岡 泰久 ｷﾀｵｶ ﾔｽﾋｻ ＧＡＩＮＡ
82 773 1:40:15 深見 善広 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾛ -
83 878 1:40:35 竹中 利光 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ -
84 958 1:40:48 采元 健二 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 自分越えＲＣ
85 1099 1:40:53 椎野 洋三 ｼｲﾉ ﾖｳｿﾞｳ クリソスＲＣ
86 1038 1:41:04 福田 憲市 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ （株）ラボワーク
87 947 1:41:13 篠原 啓二 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｼﾞ ＢＵＮＲＩ
88 996 1:41:15 和田 康昭 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ -
89 1050 1:41:20 長井 和秀 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ -
90 1215 1:41:24 大久保 茂格 ｵｵｸﾎﾞ ｼｹﾞﾉﾘ ハック
91 1151 1:41:39 吉川 正治 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ ヴォルティスＲＣ
92 882 1:41:59 榎本 和弘 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ チーム えもやん
93 1112 1:42:02 糸谷 元宏 ｲﾄﾀﾆ ﾓﾄﾋﾛ ＯＰＲＣ
94 842 1:42:18 平田 直行 ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ 石井さくら色５４会
95 1278 1:42:21 笠井 教光 ｶｻｲ ﾉﾘﾐﾂ -
96 1180 1:42:26 こんどう ひろし ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ -
97 1023 1:42:28 福山 佐登至 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ 港産業株式会社
98 1157 1:42:41 風尾 弘和 ｶｻﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ -
99 941 1:43:02 三木 康正 ﾐｷ ﾔｽﾏｻ かめさんＲＣ
100 762 1:43:11 草場 広 ｸｻﾊﾞ ﾋﾛｼ 徳島教育航空群
101 1108 1:43:13 三木 孝浩 ﾐｷ ﾀｶﾋﾛ ＮＲＣ
102 664 1:43:21 阿部 吉幸 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ -
103 760 1:43:27 徳永 雅彦 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ -
104 864 1:43:29 湯浅 隆二 ﾕｱｻ ﾀｶｼﾞ サクセステニス
105 743 1:43:31 高橋 直裕 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ 徳大TJP
106 720 1:43:36 正地 良一 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ -
107 841 1:43:37 藤本 正己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ -
108 823 1:43:42 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 惠ちゃんの風
109 1064 1:43:53 後藤 利彦 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋｺ -
110 702 1:43:56 広長 一夫 ﾋﾛﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 徳島健走会
111 978 1:44:09 古谷 光弘 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ クリソスランニングクラブ
112 1024 1:44:14 井利元 裕哉 ｲﾘﾓﾄ ﾋﾛﾔ -
113 1153 1:44:18 山本 博之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ -
114 994 1:44:30 三木 伸浩 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＴＲＣ
115 999 1:44:32 藤澤 明 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾗ -
116 1067 1:44:41 細川 尚光 ﾎｿｶﾜ ﾋｻﾐﾂ チームフィッシュカツ
117 1075 1:44:43 笠井 慎二 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ -
118 1169 1:44:48 船越 仁壽 ﾌﾅｺｼ ﾋﾄｼ -



119 641 1:44:58 森 克己 ﾓﾘ ｶﾂﾐ 徳島大学TJP
120 1084 1:44:58 赤石 好輝 ｱｶｲｼ ﾖｼﾃﾙ ホテル・アドイン・鳴門
121 693 1:45:05 髙畠 豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ -
122 672 1:45:06 岩佐 隆範 ｲﾜｻ ﾀｶﾉﾘ -
123 888 1:45:06 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 同友会南支部
124 1097 1:45:18 佐藤 俊徳 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ -
125 1100 1:45:24 上田井 幸雄 ｳｴﾀｲ ﾕｷｵ -
126 1218 1:45:27 井上 清志 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ -
127 1107 1:45:28 藤田 幸生 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｾｲ -
128 755 1:45:28 六車 宜哲 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾖｼｱｷ -
129 1195 1:45:41 吉岡 優 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾙ ＮＲＣ
130 880 1:45:43 福永 素典 ﾌｸﾅｶﾞ ﾓﾄﾉﾘ -
131 806 1:45:45 松元 伸由 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ -
132 1135 1:45:47 三角 善則 ﾐｽﾐ ﾖｼﾉﾘ -
133 871 1:45:55 後藤 義裕 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ -
134 1130 1:46:07 滝花 秀樹 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ -
135 675 1:46:12 竹田 利吉 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾖｼ -
136 904 1:46:40 成田 知弘 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ ハートリス
137 1179 1:47:04 仙波 雅 ｾﾝﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ -
138 938 1:47:05 小西 慶治 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ -
139 905 1:47:05 秋月 正 ｱｷﾂﾞｷ ﾀﾀﾞｼ -
140 1194 1:47:08 木村 勲 ｷﾑﾗ ｲｻｵ 三好自動車
141 696 1:47:11 高松 博文 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ -
142 644 1:47:21 瀬尾 圭司 ｾｵ ｹｲｼﾞ ﾊｯﾋﾟｰR.D
143 1059 1:47:25 三木 伸一 ﾐｷ ｼﾝｲﾁ 三木米
144 1036 1:47:26 小西 啓介 ｺﾆｼ ｹｲｽｹ -
145 1026 1:48:00 工藤 信人 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ ＡＯＫＲＣ
146 849 1:48:03 坂東 良晃 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ バカロード
147 654 1:48:03 平田 貢 ﾋﾗﾀ ﾐﾂｷﾞ 隊反会徳島
148 610 1:48:08 金松 英雄 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ -
149 1270 1:48:15 清水 英治 ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ -
150 891 1:48:19 三木 忠義 ﾐｷ ﾀﾀﾞﾖｼ ２０２ＡＴＳ
151 1144 1:48:21 本浄 喜義 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｼ -
152 697 1:48:22 平岡 淳 ﾋﾗｵｶ ｱﾂｼ -
153 911 1:48:23 鎌田 雄介 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ★大虎
154 1214 1:48:23 瀬川 信行 ｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ -
155 1232 1:48:24 藤村 正人 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ チームやまびこ
156 942 1:48:27 猪尾 昌之 ｲﾉｵ ﾏｻﾕｷ 宇多津浜クリニック
157 1149 1:48:37 笹山 敏樹 ｻｻﾔﾏ ﾄｼｷ -
158 1073 1:48:40 林 知之 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ -
159 826 1:48:50 荒木 宏之 ｱﾗｷ ﾋﾛﾕｷ ＳＷＡＣ
160 1057 1:48:51 古川 賢一 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｲﾁ -
161 948 1:48:53 佐藤 寛 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ さとう歯科
162 1105 1:49:04 大塚 守 ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ チーム源
163 1202 1:49:16 丸山 幸弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 農研クラブ
164 612 1:49:18 西木 良 ﾆｼｷ ﾘｮｳ ﾃﾆｽでおじゃる
165 727 1:49:27 大窪 博幸 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ -
166 1086 1:49:35 高橋 正弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ -
167 1176 1:49:38 木村 茂生 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ -
168 1131 1:49:46 近藤 祐司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ -
169 1172 1:50:03 中野 勝邦 ﾅｶﾉ ｶﾂｸﾆ -
170 1248 1:50:04 澁野 武志 ｼﾌﾞﾉ ﾀｹｼ 四国化工機
171 1009 1:50:16 大久保 厚志 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ 浅海電気
172 913 1:50:19 國安 寿昭 ｸﾆﾔｽ ﾄｼｱｷ -
173 997 1:50:27 土橋 宗則 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾑﾈﾉﾘ クリソスランニングクラブ
174 604 1:50:41 増井 康彦 ﾏｽｲ ﾔｽﾋｺ 南淡路RC
175 1010 1:50:47 西岡 章二 ﾆｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ ＴＪＰ
176 1178 1:50:50 遠藤 博文 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 石井さくら色５４会
177 1191 1:50:51 乾 健司 ｲﾇｲ ｹﾝｼﾞ しいいドーム
178 840 1:50:54 中島 英 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾐ このはな酵素上勝



179 1285 1:51:14 佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 三葉虫
180 628 1:51:20 和田 直士 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ -
181 1125 1:51:24 尾崎 哲也 ｵｻﾞｷ ﾃﾂﾔ -
182 1060 1:51:32 松田 ひろゆき ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 四国化工機（株）
183 824 1:51:44 寺内 透 ﾃﾗｳﾁ ﾄｵﾙ カメサンＲＣ
184 1078 1:52:01 森 聡幸 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ -
185 1037 1:52:05 谷中 孝 ﾀﾆﾅｶ ﾀｶｼ -
186 813 1:52:07 和気 節雄 ﾜｹ ｾﾂｵ ルネサス高知
187 738 1:52:08 橋本 朗 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 酔走ｸﾗﾌﾞ
188 691 1:52:16 竹内 富夫 ﾀｹｳﾁ ﾄﾐｵ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
189 652 1:52:17 福田 富治 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｼﾞ 岸化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ
190 988 1:52:18 溝口 俊三 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝｿﾞｳ -
191 790 1:52:18 竹内 秀幸 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ -
192 1255 1:52:18 松村 誠治 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｼﾞ -
193 843 1:52:20 武内 良行 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ 古見小学校
194 1281 1:52:23 藤本 功男 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｻｵ -
195 885 1:52:26 杉山 昭彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＴＪＰ
196 1012 1:52:31 藤原 成人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ クリソスランニングクラブ
197 769 1:52:40 牧 逸馬 ﾏｷ ｲﾂﾏ -
198 1258 1:52:43 松原 薫 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｵﾙ -
199 1053 1:52:46 近藤 正人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ クリソスランニングクラブ
200 1092 1:52:51 井元 浩二 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞ ワイルドピーチ
201 1007 1:52:52 清水 克樹 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ -
202 1063 1:52:54 田中 明 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 三愛走飾倶楽部Ｂ
203 606 1:52:58 住友 雄治 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ Minotaurus
204 1110 1:53:02 戎 令博 ｴﾋﾞｽ ﾉﾘﾋﾛ -
205 1052 1:53:04 多田 典史 ﾀﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ -
206 916 1:53:06 中野 修次 ﾅｶﾉ ｼｭｳｼﾞ -
207 877 1:53:06 旭 哲哉 ｱｻﾋ ﾃﾂﾔ ＴＳＫ
208 1025 1:53:10 伊東 治 ｲﾄｳ ｵｻﾑ -
209 902 1:53:17 松島 潔 ﾏﾂｼﾏ ｷﾖｼ -
210 1145 1:53:19 菅沼 敏行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ アレックス
211 1048 1:53:25 上畑 秀治 ｳｴﾊﾀ ﾋﾃﾞｼﾞ -
212 1101 1:53:25 徳永 博志 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ いぶたんず
213 868 1:53:29 天野 国義 ｱﾏﾉ ｸﾆﾖｼ -
214 1209 1:53:32 岡本 成人 ｵｶﾓﾄ ﾅﾘﾋﾄ -
215 611 1:53:32 柏木 正人 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ -
216 1164 1:53:35 東 広紀 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ -
217 1276 1:53:36 松本 健司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ -
218 614 1:53:46 野口 英昭 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ -
219 924 1:53:50 坂東 泰行 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ -
220 699 1:53:51 古川 精一 - -
221 745 1:53:58 工藤 美智明 ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｱｷ -
222 995 1:54:04 石井 典生 ｲｼｲ ﾉﾘｵ 治良丸
223 1018 1:54:07 勢井 正則 ｾｲ ﾏｻﾉﾘ -
224 927 1:54:08 川根 信三 ｶﾜﾈ ｼﾝｿｳ -
225 943 1:54:09 道上 幸廣 ﾐﾁｶﾐ ﾕｷﾋﾛ -
226 875 1:54:16 梯 泰久 ｶｹﾊｼ ﾔｽﾋｻ 富士通四国システムズ
227 805 1:54:17 和田 大助 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
228 788 1:54:29 妹尾 秀人 ｾﾉｵ ﾋﾃﾞﾄ -
229 748 1:54:31 近藤 政春 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ -
230 700 1:54:32 斎藤 忠雄 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ -
231 897 1:54:34 中林 利美 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ 風流海部ＲＣ
232 688 1:55:00 峯田 栄一 ﾐﾈﾀﾞ ｴｲｲﾁ はなのおか
233 783 1:55:05 山根 誠 ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ -
234 682 1:55:19 三吉 通晴 ﾐﾖｼ ﾐﾁﾊﾙ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
235 729 1:55:29 小川 正憲 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 小手川道場
236 1158 1:55:32 大西 仁史 ｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ -
237 918 1:55:33 勝浦 忠孝 ｶﾂｳﾗ ﾀﾀﾞﾀｶ -
238 752 1:55:34 小川 繁吉 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾖｼ 徳島かめさんRC



239 833 1:55:37 木曽 靖彦 ｷｿ ﾔｽﾋｺ まろんＲＣ
240 1094 1:55:37 山口 稔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ -
241 959 1:55:38 山川 和也 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 姫野組☆走り隊。
242 747 1:55:42 浅野 喜美雄 ｱｻﾉ ｷﾐｵ TEAM★大虎
243 1236 1:55:46 宮川 圭二 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ ダックス
244 713 1:55:50 宗本 治之 ﾑﾈﾓﾄ ﾊﾙﾕｷ -
245 1126 1:55:53 麻生 利夫 ｱｻｵｲ ﾄｼｵ -
246 989 1:56:01 中野 康則 ﾅｶﾉ ﾔｽﾉﾘ 高松信金ＡＣ
247 602 1:56:03 平賀 智 ﾋﾗｶﾞ ｻﾄｼ -
248 1184 1:56:07 日野 茂樹 ﾋﾉ ｼｹﾞｷ かわせみ
249 1305 1:56:08 村下 和之 ﾑﾗｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ -
250 899 1:56:10 森北 直樹 ﾓﾘｷﾀ ﾅｵｷ 走ＭＥＮ
251 908 1:56:10 吉野 育也 ﾖｼﾉ ｲｸﾔ -
252 601 1:56:12 野上 繁 ﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ ﾊｯﾋﾟｰRDかめさんﾗﾝﾅｰｽﾞ
253 659 1:56:12 田中 輝男 - -
254 1072 1:56:16 藤本 哲也 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ -
255 1080 1:56:16 末岐 泰祐 ｽｴｷ ﾔｽﾋﾛ -
256 1049 1:56:23 吉田 高志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ -
257 1143 1:56:36 石田 康博 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
258 703 1:56:38 鈴江 宏 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｼ -
259 968 1:56:41 多田 克敏 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾄｼ -
260 1203 1:56:41 河野 博之 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ 石井さくら色５４会
261 862 1:56:46 松岡 隆 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ -
262 822 1:56:47 瀬戸 克将 ｾﾄ ｶﾂﾉﾌﾞ 石井ドーム
263 620 1:56:48 後藤 久 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ -
264 836 1:56:56 山崎 裕行 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ -
265 784 1:56:58 森河 光司 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｼﾞ -
266 1016 1:56:58 山下 恵二 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ -
267 962 1:57:06 柴田 憲彦 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋｺ -
268 1132 1:57:19 貞野 誠二 ｻﾀﾞﾉ ｾｲｼﾞ さたの釣具店ＲＣ
269 903 1:57:21 寺内 寛 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ -
270 1221 1:57:22 中村 逸男 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｵ -
271 1043 1:57:28 藤田 晋 ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾑ 高島ｒｃ
272 1247 1:57:44 前田 俊一 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲﾁ （株）ムロオ
273 1223 1:57:48 橋本 好史 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 水ＩＮＧ
274 621 1:57:48 北野 博和 ｷﾀﾉ ﾋﾛｶｽﾞ -
275 1192 1:57:50 福本 泰弘 ﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ らぶＲＵＮ．Ｃ．
276 1190 1:57:51 宮本 吉久三 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｸﾐ -
277 1017 1:57:52 林 径孝 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾀｶ -
278 1133 1:57:53 吉積 道隆 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾐﾁﾀｶ -
279 1304 1:57:57 前田 健一 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ -
280 796 1:58:04 村山 浩市 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ -
281 619 1:58:12 河西 修一 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｲﾁ -
282 967 1:58:22 伊坂 卓司 ｲｻｶ ﾀｸｼﾞ -
283 809 1:58:25 中空 健二 ﾅｶｿﾞﾗ ｹﾝｼﾞ ＭＬＩＴ
284 1230 1:58:26 藤井 信之 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 大東興業陸上部
285 624 1:58:26 泉 正文 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ -
286 609 1:58:45 鈴江 昌之 ｽｽﾞｴ ﾏｻﾕｷ -
287 1027 1:58:49 芝山 靖二 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾔｽｼﾞ -
288 934 1:59:01 安岡 道博 ﾔｽｵｶ ﾐﾁﾋﾛ クリソスランニングクラブ
289 794 1:59:02 岩城 正人 ｲﾜｷ ﾏｻﾋﾄ 徳島運輸支局
290 1139 1:59:07 井内 利充 ｲｳﾁ ﾄｼﾐﾂ いしいＲＣ
291 733 1:59:21 木村 重遠 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ TJP
292 831 1:59:42 小川 佳久 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ＴＪＰ
293 940 1:59:47 三河 和彦 ﾐｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ -
294 1175 1:59:52 武地 敏行 ﾀｹﾁ ﾄｼﾕｷ -
295 698 1:59:52 長井 正男 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｵ 徳島健走会
296 618 1:59:52 中野 和弘 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ -
297 857 1:59:56 長瀬 英貴 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｷ -
298 793 2:00:52 河原 佳明 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ TJP



299 1019 2:00:52 小笠 秀二郎 ｵｶﾞｻ ｼｭｳｼﾞﾛｳ -
300 866 2:00:56 真野 博馬 ﾏﾉ ﾋﾛﾒ ブルーハウス
301 975 2:01:04 小田桐 七郎 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾁﾛｳ 徳島大学ＴＪＰ
302 1219 2:01:05 菅 成志 ｶﾝ ｾｲｼﾞ -
303 736 2:01:24 重松 浩 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾛｼ 伊台ﾏﾘﾝ
304 740 2:01:31 川田 忠行 ｶﾜﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ -
305 1198 2:01:31 工藤 利夫 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ -
306 1006 2:01:32 本田 光宏 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ -
307 751 2:01:33 井上 弘隆 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ -
308 1134 2:01:38 多田 昌功 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾖｼ -
309 1170 2:01:40 岩佐 知興 ｲﾜｻ ﾄﾓｵｷ -
310 1303 2:01:47 三河 広明 ﾐｶﾜ ﾋﾛｱｷ -
311 651 2:01:48 尾﨑 享一 ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ -
312 853 2:01:56 丸岡 淳也 ﾏﾙｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ チーム走るんじょ
313 898 2:01:57 片岡 偉行 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ -
314 1275 2:02:00 桑平 茂 ｸﾜﾀﾞｲﾗ ｼｹﾞﾙ -
315 660 2:02:31 森本 茂通 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞﾐﾁ -
316 1079 2:02:35 宮武 卓 ﾐﾔﾀｹ ﾀｶｼ -
317 1264 2:02:40 小林 英樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 石井の河童
318 931 2:02:48 板東 徹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ チームイチロー
319 1127 2:02:48 近藤 孝公 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｷﾐ 藍住ジョギングクラブ
320 1188 2:02:50 久門 等 ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ 港産業株式会社
321 646 2:03:03 出口 忠昭 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｱｷ -
322 1199 2:03:12 日野 聡 ﾋﾉ ｻﾄｼ 徳島海上保安部
323 910 2:03:26 西川 達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ ぼちぼち会
324 785 2:03:35 槇本 久一 ﾏｷﾓﾄ ﾋｻｶｽﾞ -
325 890 2:03:44 平本 裕 ﾋﾗﾓﾄ ﾕﾀｶ -
326 789 2:03:51 大北 優 ｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ -
327 922 2:03:59 浅野 勇 ｱｻﾉ ｲｻﾑ -
328 686 2:04:02 森内 稔 ﾓﾘｳﾁ ﾐﾉﾙ -
329 906 2:04:06 小野 敬三 ｵﾉ ｹｲｿﾞｳ 牟禮印刷株式会社
330 1256 2:04:07 春木 尚登 ﾊﾙｷ ﾋｻﾄ -
331 779 2:04:11 楠 忠樹 ｸｽﾉｷ ﾀﾀﾞｷ -
332 1030 2:04:12 川田 拓司 ｶﾜﾀ ﾀｸｼﾞ -
333 636 2:04:13 加納 久則 ｶﾉｳ ﾋｻﾉﾘ -
334 1268 2:04:15 入江 靖彦 ｲﾘｴ ﾔｽﾋｺ -
335 1234 2:04:16 久保田 博 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ -
336 1004 2:04:19 濱口 一幸 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 日立化成ポリマー
337 1296 2:04:26 今木 幸夫 ｲﾏｷ ﾕｷｵ -
338 1212 2:04:34 田中 義孝 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ -
339 987 2:04:37 秋山 禎久 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾋｻ -
340 1289 2:04:38 田中 宏和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ -
341 1257 2:04:46 大島 隆志 ｵｵｼﾏ ﾀｶｼ 緑が森マラソン
342 687 2:04:48 小倉 巨宜 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ TJP
343 1239 2:04:49 河野 浩志 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ -
344 732 2:04:51 国見 栄司 ｸﾆﾐ ｴｲｼﾞ -
345 665 2:04:52 冨士原 彰 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ -
346 1163 2:04:55 大西 篤信 ｵｵﾆｼ ｱﾂﾉﾌﾞ チームやまびこ
347 936 2:05:09 近藤 明生 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ クレメント
348 957 2:05:09 岸 輝彦 ｷｼ ﾃﾙﾋｺ -
349 1216 2:05:13 坂東 徹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ -
350 926 2:05:15 得重 仁 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾄｼ -
351 635 2:05:36 杉村 洋成 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾅﾘ -
352 966 2:05:37 近藤 浩一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛ ポーク チャッピー
353 1129 2:05:46 松浦 宏和 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ -
354 1262 2:05:50 山田 佳孝 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 栄光ハウジング
355 810 2:05:51 奥田 真司 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 徳島テクノ
356 1279 2:05:55 上藤 裕之 ｶﾐﾌｼﾞ ﾔｽﾕｷ -
357 723 2:05:56 前橋 功 ﾏｴﾊﾞｼ ｲｻｵ ﾁｰﾑ♪虎美
358 807 2:06:02 祖父江 研二 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ -



359 1071 2:06:08 宇城 章文 ｳｼﾞﾛ ｱｷﾌﾐ -
360 1055 2:06:11 中野 道明 ﾅｶﾉ ﾐﾁｱｷ -
361 668 2:06:27 岡林 二郎 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾛｳ -
362 765 2:06:41 松尾 誠治 ﾏﾂｵ ｾｲｼﾞ TJP・LTR
363 662 2:06:43 野上 毅 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾖｼ -
364 991 2:06:44 鈴木 勝行 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾕｷ -
365 889 2:06:46 岡本 武久 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋｻ ＮＥＸＣＯ
366 1087 2:06:48 稲森 厚雄 ｲﾅﾓﾘ ｱﾂｵ 公務員
367 1113 2:06:52 三橋 弘治 ﾐﾂﾊｼ ｺｳｼﾞ ＡＯＫ－ＲＣ
368 1224 2:06:57 松本 善光 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ -
369 1021 2:07:22 東條 敬人 ﾄｳｼﾞﾖｳ ﾕｷﾋﾄ 高川原ＲＣ
370 976 2:07:25 的場 英登 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄ -
371 776 2:07:43 斎藤 康裕 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ -
372 1044 2:07:48 安藤 洋介 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 東京海上日動
373 1240 2:07:56 大林 成己 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾐ -
374 952 2:07:58 井上 泰秀 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ 大塚製薬工場
375 742 2:07:59 吉田 茂生 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｵ -
376 629 2:08:06 江本 義数 ｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ TJP
377 778 2:08:16 山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ ㈲山本寿一郎商店
378 721 2:08:17 横山 敏春 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ -
379 1208 2:08:21 篠原 運招 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ -
380 874 2:08:36 佐藤 辰哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ -
381 1011 2:08:43 吉本 克彦 ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 西精工成型１
382 1300 2:08:51 五十嵐 克倫 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂﾉﾘ -
383 829 2:08:56 吉成 崇 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 三葉虫ＲＣ
384 1029 2:09:01 中河原 英樹 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ -
385 1261 2:09:05 上山 裕二 ｳｴﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 田岡病院
386 1174 2:09:07 松浦 茂樹 ﾏﾂｳﾗ ｼｹﾞｷ -
387 1147 2:09:19 小川 久雄 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｵ -
388 1220 2:09:26 松永 哲也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ ＮＴＴ西日本 愛媛
389 701 2:09:27 岡 勉 ｵｶ ﾂﾄﾑ さだの約具店RC
390 728 2:09:38 藤倉 孝 - 倫敦ｸﾗﾌﾞ
391 944 2:09:40 松本 利幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾕｷ -
392 1109 2:09:45 土肥 雅彦 ﾄﾞｲ ﾏｻﾋｺ 祭り寿司
393 1217 2:10:04 竹本 道裕 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ デイケアたんまえ
394 847 2:10:06 山口 慎次 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ Ｐｏｔｔｏｄｅ
395 797 2:10:17 宮後 憲二 ﾐﾔｺﾞ ｹﾝｼﾞ -
396 1233 2:10:17 加藤 公一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ -
397 1120 2:10:33 加藤 泰之 ｶﾄｳ ﾔｽﾕｷ -
398 1263 2:10:37 福居 雅也 ﾌｸｲ ﾏｻﾔ ＮＩＳＰ
399 1056 2:10:38 小谷 卓宏 ｺﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ -
400 1246 2:10:38 日下 貴雄 ｸｻｶ ﾀｶｵ ジェイテクト
401 763 2:10:41 杉谷 正史 ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻｼ -
402 677 2:10:50 松山 健児 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｼﾞ -
403 909 2:10:53 山口 裕司 ﾔﾅｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ぼちぼち会
404 1286 2:10:55 前田 佳宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ -
405 850 2:11:19 石橋 正彰 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｱｷ レインボー倶楽部
406 730 2:11:28 下間 剛 ｼﾓﾏ ﾀｹｼ 香川RC遊
407 832 2:11:35 山下 敏光 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾐﾂ -
408 772 2:11:43 西岡 彰夫 ﾆｼｵｶ ｱｷｵ 野市町愛陸会
409 1297 2:11:43 近藤 美暁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ -
410 1124 2:11:44 紙 健二 ｶﾐ ｹﾝｼﾞ チームやまびこ
411 731 2:11:51 福島 幸生 ﾌｸｼﾏ ﾕｷｵ -
412 1166 2:11:56 安藝 浩資 ｱｷ ﾋﾛｼ -
413 1039 2:11:58 阿部 隆博 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ よしの
414 1061 2:11:58 井関 俊彦 ｲｾｷ ﾄｼﾋｺ 井関クリック
415 1089 2:11:58 小笠原 真一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝｲﾁ よしの
416 815 2:12:00 松島 紀郎 ﾏﾂｼﾏ ｷﾛｳ -
417 1020 2:12:03 鳥井 毅 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ -
418 884 2:12:10 村山 直治 ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵｼﾞ 三葉虫ＲＣ



419 670 2:12:23 三好 利孝 ﾐﾖｼ ﾄｼﾀｶ -
420 1294 2:12:25 樋口 量彦 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ -
421 935 2:12:51 阿部 晃治 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ ＯＲＣ
422 1173 2:12:59 大西 伸正 ｵｵﾆｼ ﾉﾌﾞﾏｻ -
423 714 2:13:12 梶崎 昇 ｶｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ -
424 984 2:13:26 齊藤 政光 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐﾂ -
425 816 2:13:26 辻岡 勝則 ﾂｼﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ -
426 1210 2:13:39 小山 義教 ｺﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ -
427 856 2:13:56 工藤 和志 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ -
428 795 2:14:03 久米 美幸 ｸﾒ ﾖｼﾕｷ 丸井産業
429 1058 2:14:05 増田 浩二 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ -
430 639 2:14:20 清澄 和也 ｷﾖｽﾐ ｶｽﾞﾔ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
431 1111 2:14:29 勝浦 順一 ｶﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
432 1272 2:14:32 亀井 保則 ｶﾒｲ ﾔｽﾉﾘ -
433 627 2:14:34 永岡 栄治 ﾅｶﾞｵｶ ｴｲｼﾞ ｸﾘｿｽRC
434 757 2:14:35 市岡 勲 ｲﾁｵｶ ｲｻｵ -
435 1045 2:14:42 石原 譲 ｲｼﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 石原金属
436 1288 2:14:43 松田 康夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽｵ -
437 1051 2:14:54 小浜 仁志 ｺﾊﾏ ﾋﾄｼ 北島製作所
438 1076 2:14:57 鳥羽 知夫 ﾄﾊﾞ ﾄﾓｵ -
439 1001 2:15:02 廣瀬 知 ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ -
440 1083 2:15:17 吉田 和則 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ -
441 674 2:15:23 大橋 育順 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾉﾌﾞ -
442 1226 2:15:24 山野 雅弘 ﾔﾏﾉ ﾏｻﾋﾛ -
443 623 2:15:25 中川 徹男 - -
444 1159 2:15:31 折部 浩史 ｵﾘﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ -
445 1005 2:15:38 北野 昇 ｷﾀﾉ ﾉﾎﾞﾙ -
446 845 2:15:44 河野 芳弘 ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ ハッピーＲＤ
447 710 2:15:47 遠藤 誠蔵 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｿﾞｳ -
448 666 2:15:48 井上 裕久 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾋｻ -
449 1090 2:15:51 平木 良一 ﾋﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ ファイザー徳島
450 803 2:15:59 南本 幹生 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐｷｵ -
451 1228 2:16:01 宮崎 佳修 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 大東興業陸上部
452 953 2:16:05 武市 博 ﾀｹｲﾁ ﾋﾛｼ ＳＫＯＴ
453 1069 2:16:12 田村 隆宏 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ チームめいそう
454 615 2:16:36 三笠 茂 ﾐｶｻ ｼｹﾞﾙ -
455 1277 2:16:48 岡崎 哲也 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾔ ポークチャッピー
456 1128 2:16:48 山下 正洋 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ -
457 630 2:16:50 井原 博生 ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ -
458 827 2:16:52 鈴木 敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ ｔｍａｃ
459 893 2:16:57 白濱 徹 ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ 西分テニス
460 661 2:17:02 東端 明 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ ﾁｰﾑやまびこ
461 1250 2:17:08 富永 一 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ クリソスランニングクラブ
462 771 2:17:09 福見 善之 ﾌｸﾐ ﾖｼﾕｷ -
463 860 2:17:10 原田 一隆 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 徳島銀行
464 640 2:17:16 長楽 弘之 ﾁｮｳﾗｸ ﾋﾛﾕｷ 国府ﾗﾝ
465 1290 2:17:24 小松 正志 ｺﾏﾂ ﾏｻｼ -
466 1116 2:17:38 高橋 公二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ -
467 1229 2:17:43 中田 明仁 ﾅｶﾀ ｱｷﾋﾄ 大東興業陸上部
468 705 2:17:46 野口 俊治 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ ﾊｯﾋﾟｰRD
469 979 2:17:48 松浦 哲也 ﾏﾂｳﾗ ﾃﾂﾔ -
470 1165 2:17:49 八木 眞巳 ﾔｷﾞ ﾏｻﾐ -
471 685 2:17:52 河野 勇 ｶﾜﾉ ｲｻﾑ 河野家RC
472 1062 2:17:52 田渕 宏樹 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ 建築士会美馬支部青年部
473 865 2:17:53 千田 博之 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ -
474 1183 2:17:54 平井 一郎 ﾋﾗｲ ｲﾁﾛｳ 徳島綜合警備保障㈱
475 1106 2:17:56 柳本 耕四郎 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾛ チーム源
476 645 2:18:03 湯藤 正道 ﾕﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ -
477 1242 2:18:05 宮崎 浩章 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾛｱｷ -
478 1225 2:18:10 森 雄治 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ -



479 1244 2:18:20 原井 光久 ﾊﾗｲ ﾐﾂﾋｻ -
480 1211 2:18:22 仁木 公弘 ﾆｷ ｷﾐﾋﾛ -
481 1015 2:18:31 夏凪 剛洋 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾀｹﾋﾛ -
482 643 2:18:36 西 明雄 ﾆｼ ｱｷｵ -
483 1241 2:18:56 春名 和浩 ﾊﾙﾅ ｶｽﾞﾋﾛ スプリング∞
484 1003 2:19:09 横山 茂 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ -
485 756 2:19:23 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ ほたるｸﾗﾌﾞ
486 753 2:19:42 丸井 文明 ﾏﾙｲ ﾌﾐｱｷ -
487 764 2:19:51 中川 啓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾗｸ あおだたみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
488 737 2:20:03 杉山 日出男 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ -
489 939 2:20:08 沢口 正己 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾐ クリソスランニングクラブ
490 689 2:20:09 堀部 耕一 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｲﾁ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ
491 719 2:20:21 藤原 上 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾎﾞﾘ -
492 852 2:20:42 田村 芳則 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ビザンケンサ
493 780 2:20:52 袴田 重光 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾐﾂ -
494 854 2:20:56 三好 弘之 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ チーム走るんじょ
495 681 2:20:57 辰巳 忠 ﾀﾂﾐ ﾀﾀﾞｼ -
496 684 2:21:18 青柳 司 ｱｵﾔｷﾞ ﾂｶｻ だ・かーぽ
497 735 2:21:30 角田 広志 ｶｸﾀ ﾋﾛｼ -
498 1077 2:21:40 金澤 和宏 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ -
499 970 2:22:00 上原 敏宏 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 旭Ｚ
500 1042 2:22:48 原田 賢 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝ -
501 896 2:23:00 村上 通章 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾁｱｷ -
502 1182 2:23:04 山本 廣次郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ 徳島市
503 919 2:23:05 安丸 正美 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾐ -
504 1197 2:23:37 林 均 ﾊﾔｼ ﾋﾄｼ -
505 928 2:23:54 鎌田 浩史 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ -
506 950 2:24:26 佐川 淳一 ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
507 1295 2:24:46 橋本 洋二郎 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｼﾞﾛｳ -
508 1122 2:24:48 岡田 武志 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ -
509 998 2:24:52 久木 敏彦 ｸｷ ﾄｼﾋｺ 鈴江病院
510 1283 2:24:53 吉岡 敏和 ﾖｼｵｶ ﾄｼｶｽﾞ ブルドッグ
511 739 2:25:37 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ -
512 1161 2:25:47 中川 勝則 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾉﾘ -
513 1204 2:26:09 登家 由光 ﾉﾎﾞﾘﾔ ﾖｼﾐﾂ ＴＪＰ
514 707 2:26:10 新居 康門 ﾆｲ ﾔｽｶﾄﾞ -
515 1181 2:26:12 前田 茂 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
516 1206 2:26:22 宮島 明人 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ -
517 1146 2:26:28 矢藤 洋 ﾔﾄｳ ﾋﾛｼ -
518 622 2:26:37 工藤 利明 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ -
519 1155 2:27:05 筒井 敏幸 ﾂﾂｲ ﾄｼﾕｷ -
520 649 2:27:07 柳原 隆 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ -
521 716 2:27:17 立石 善彦 ﾀﾃｲｼ ﾖｼﾋｺ -
522 717 2:27:33 安芸 誠二 ｱｷ ｾｲｼﾞ -
523 1082 2:27:45 瀬川 晃 ｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ コンスト２２
524 894 2:27:50 佐野 雅昭 ｻﾉ ﾏｻｱｷ -
525 1213 2:27:57 三善 秀夫 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｵ 淡路人形座
526 1259 2:27:59 荒尾 弘和 ｱﾗｵ ﾋﾛｶｽﾞ Ｌｅａｖｅ
527 1287 2:28:05 栄 貫 ｻｶｴ ﾄｵﾙ -
528 977 2:28:16 井筒 昭文 ｲﾂﾞﾂ ｱｷﾌﾐ 岩倉
529 821 2:28:53 真鍋 憲昭 ﾏﾅﾍﾞ ﾉﾘｱｷ 徳大ＴＪＰ
530 1301 2:29:52 秋田 雄五 ｱｷﾀ ﾕｳｺﾞ -
531 873 2:29:52 秋田 耕三 ｱｷﾀ ｺｳｿﾞｳ -
532 1033 2:30:15 吉成 公志 ﾖｼﾅﾘ ﾋﾛﾕｷ -
533 802 2:30:50 藤川 彰厳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｮｳｹﾞﾝ カピバラ阿南フレンズ
534 937 2:31:06 前田 泰弘 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
535 676 2:31:11 数胴 利則 ｽﾄﾞｳ ﾄｼﾉﾘ -
536 1186 2:31:15 鎌田 稔弘 ｶﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ -
537 1265 2:31:16 河村 春旗 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ -
538 1271 2:31:30 吉田 憲一 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ -



539 1168 2:31:31 矢野 俊治 ﾔﾉ ﾄｼﾊﾙ すばる会計
540 1065 2:31:32 佐々木 充昭 ｻｻｷ ﾐﾂｱｷ -
541 750 2:32:20 藤本 佳二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ 吉野川体協執年
542 1119 2:32:28 青木 伸介 ｱｵｷ ｼﾝｽｹ チーム黒犬
543 1137 2:32:42 木内 大作 ｷﾉｳﾁ ﾀﾞｲｻｸ ブルドッグ
544 658 2:33:01 山口 勝敏 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ TJP
545 1102 2:33:17 斎藤 佳照 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ チーム源
546 781 2:33:23 岡田 保次 ｵｶﾀﾞ ﾔｽｼﾞ -
547 1171 2:33:31 小野 浩史 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ -
548 895 2:33:53 三原 靖弘 ﾐﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ -
549 1074 2:33:57 以西 泰宏 ｲｻｲ ﾔｽﾋﾛ -
550 1123 2:34:35 山下 信之 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ -
551 1238 2:34:47 馬場 淳 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝ -
552 1162 2:34:53 秋山 忠己 ｱｷﾔﾏ ﾀﾀﾞﾐ チームやまびこ
553 1114 2:35:06 森田 朗 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ -
554 653 2:35:08 戎 清 ｴﾋﾞｽ ｷﾖｼ いしいｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
555 1306 2:35:12 山中 祥照 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾃﾙ -
556 808 2:35:19 前田 伸二 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 鳴門病院
557 657 2:35:34 鈴木 光雄 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ 徳島大学TJP
558 960 2:36:06 宮本 光夫 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂｵ -
559 1291 2:36:25 石原 靖史 ｲｼﾊﾗ ﾔｽｼ -
560 1235 2:36:33 姫野 昭夫 ﾋﾒﾉ ｱｷｵ -
561 1231 2:36:49 鈴江 秀吉 ｽｽﾞｴ ﾋﾃﾞﾖｼ 岸化学ＲＴ
562 708 2:36:53 元木 清輝 ﾓﾄｷ ｷﾖﾃﾙ -
563 1266 2:37:52 米田 公一 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｲﾁ ㈱岡部機械
564 754 2:38:23 高見 和孝 ﾀｶﾐ ｶｽﾞﾀｶ ﾊｯﾋﾟｰR・D
565 726 2:38:45 吉藤 尚 ﾖｼﾌｼﾞ ﾋｻｼ 徳大TJP
566 1013 2:39:25 中谷 晴人 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙﾋﾄ -
567 1096 2:39:37 大黒 利夫 ﾀﾞｲｺｸ ﾄｼｵ -
568 1041 2:39:55 住友 彰浩 ｽﾐﾄﾓ ｱｷﾋﾛ -
569 1150 2:39:56 釣井 哲 ﾂﾙｲ ｻﾄｼ -
570 1196 2:40:10 阪田 眞也 ｻｶﾀ ｼﾝﾔ -
571 929 2:40:21 吉田 茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
572 1207 2:40:41 浦上 豊治 ｳﾗｶﾐ ﾄﾖｼﾞ -
573 1269 2:40:56 洙田 博之 ﾅﾒﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ -
574 1103 2:41:08 上田 健一 ｳｴﾀ ｹﾝｲﾁ チーム源
575 1298 2:41:13 二宮 進一 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁ ＰＨＣ
576 1093 2:41:43 近藤 雅樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 阿波証券
577 605 2:41:46 桑原 繁 ｸﾜﾊﾗ ｼｹﾞﾙ -
578 632 2:41:56 大蔭 信一 ｵｵｶｹﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ -
579 758 2:42:38 高橋 武雄 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 徳島健走会
580 863 2:42:44 森 行弘 ﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ -
581 1280 2:43:01 田中 良昭 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ -
582 1251 2:43:23 川野 隆介 ｶﾜﾉ ﾘｭｳｽｹ -
583 1273 2:43:28 近藤 恒 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ つばさ歯科クリニック
584 1252 2:43:41 成川 修 ﾅﾘｶﾜ ｵｻﾑ -
585 608 2:43:50 菅澤 美廣 ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ -
586 983 2:44:12 梅津 賢治 ｳﾒﾂ ｹﾝｼﾞ -
587 1177 2:44:21 篠崎 邦弘 ｼﾉｻﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 無所属
588 1293 2:45:18 阿部 敏和 ｱﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ -
589 642 2:45:41 多可 義郎 ﾀｶﾞ ﾖｼﾛｳ TJP
590 1253 2:45:41 山本 規嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾂｸﾞ 自営業
591 1081 2:47:05 横野 修 ﾖｺﾉ ｵｻﾑ コンスト２２
592 1292 2:47:28 浦屋 文雄 ｳﾗﾔ ﾌﾐｵ -
593 683 2:49:00 米澤 裕文 - さくら
594 1142 2:49:35 石田 虎雄 ｲｼﾀﾞ ﾄﾗｵ -
595 1068 2:50:36 石川 宗典 ｲｼｶﾜ ﾑﾈﾉﾘ 北島ライオンズ
596 1148 2:51:12 下窪 耕司 ｼﾀｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ -
597 1118 2:53:18 矢野 博宣 ﾔﾉ ﾋﾛﾖｼ -
598 900 2:53:57 塩谷 美千彦 ｼｵﾀﾆ ﾐﾁﾋｺ -



599 992 2:54:54 岡本 昌哉 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾔ -
600 679 2:54:55 綿谷 忠雄 ﾜﾀﾀﾞﾆ ﾀﾀﾞｵ ﾊｯﾋﾟｰRD
601 1189 2:55:29 岡久 和広 ｵｶﾋｻ ｶｽﾞﾋﾛ -
602 712 2:55:37 尾﨑 剛 ｵｻﾞｷ ﾂﾖｼ RUNTMC
603 1085 2:56:13 遠藤 比呂誌 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ -
604 1034 2:56:17 橋本 恵二 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 酔走クラブ
605 1032 2:57:28 近藤 宏治 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ -
606 964 2:58:17 石橋 正 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾀﾞｼ -
607 678 2:59:01 堀 洋二 ﾎﾘ ﾖｳｼﾞ -
608 1035 2:59:35 鵜沢 一郎 ｳｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ -
609 1245 2:59:56 東川 明 ﾋｶﾞｼｶﾜ ｱｷﾗ -
610 1274 3:02:18 木野 聡司 ｷﾉ ｻﾄｼ -



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 1401 1:30:45 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ -
2 1409 1:33:08 岩佐 尚代 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ -
3 1495 1:38:27 百歩 彩 ﾋｬｸﾌﾞ ｱﾔ 四国大学
4 1528 1:42:44 西岡 由衣 ﾆｼｵｶ ﾕｲ 四国大学
5 1496 1:43:34 岩松 裕子 ｲﾜﾏﾂ ﾕｳｺ -
6 1511 1:43:35 滝花 美咲 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾐｻｷ -
7 1444 1:45:44 坂本 真弓 ｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ -
8 1490 1:46:00 木邨 愛実 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ かめさんランナー
9 1410 1:48:35 北田 幸子 ｷﾀﾀﾞ ﾕｷｺ -
10 1406 1:50:38 中本 由紀 ﾅｶﾓﾄ ﾕｷ T.走るんじょ
11 1445 1:50:45 前田 あゆ美 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ -
12 1472 1:50:50 山本 弓子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ -
13 1555 1:51:13 西崎 鮎実 ﾆｼｻﾞｷ ｱﾕﾐ -
14 1535 1:52:34 斉藤 佳代子 ｻｲﾄｳ ｶﾖｺ キラキラランナー
15 1404 1:53:54 木村 博美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ -
16 1428 1:54:20 団 一瑛 ﾀﾞﾝ ｶｽﾞｴ -
17 1463 1:56:23 横手 淑子 ﾖｺﾃ ﾖｼｺ ＮＲＣ
18 1473 1:56:38 鎌元 真衣子 ｶﾏﾓﾄ ﾏｲｺ ＴＪＰ
19 1557 1:56:39 坂本 まゆみ ｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ ダックス
20 1420 1:57:22 武田 美幸 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕｷ -
21 1448 1:57:53 山六 里美 ﾔﾏﾛｸ ｻﾄﾐ -
22 1421 1:58:21 下間 教子 ｼﾓﾏ ﾉﾘｺ 香川RC遊
23 1542 1:58:43 川又 瑞代 ｶﾜﾏﾀ ﾐｽﾞﾖ 庄野薬局
24 1424 1:59:22 大内 可奈 ｵｵｳﾁ ｶﾅ 営繕RC
25 1414 1:59:46 大森 理佐 ｵｵﾓﾘ ﾘｻ -
26 1593 2:00:46 小杉 和子 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞｺ ＮＲＣ
27 1556 2:01:08 猪 智子 ｲｲ ﾄﾓｺ -
28 1471 2:01:27 川村 雅子 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｺ -
29 1552 2:01:47 大川 静香 ｵｵｶﾜ ｼｽﾞｶ 出来島保育園
30 1443 2:03:08 三木 祐子 ﾐｷ ﾕｳｺ ＴＥＡＭ★大虎
31 1507 2:03:40 鎌田 富美子 ｶﾏﾀﾞ ﾌﾐｺ -
32 1415 2:03:49 湯浅 美智代 ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ Team 黒犬
33 1607 2:03:55 堀江 麻衣 ﾎﾘｴ ﾏｲ 城ノ内高校
34 1451 2:04:32 中林 真紀 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 徳島文理大学
35 1572 2:04:41 阿井 恵子 ｱｲ ｹｲｺ 日亜化学工業
36 1527 2:04:55 阿部 公代 ｱﾍﾞ ｷﾐﾖ チームやまびこ
37 1485 2:05:16 森田 宏美 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐ -
38 1470 2:05:37 三原 美緒 ﾐﾊﾗ ﾐｵ クリソスＲＣ
39 1457 2:05:47 中野渡 早苗 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｻﾅｴ -
40 1455 2:05:59 竹森 佳織 ﾀｹﾓﾘ ｶｵﾘ -
41 1598 2:06:26 金澤 弓子 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕﾐｺ -
42 1475 2:06:40 川田 美江 ｶﾜﾀ ﾐｴ -
43 1520 2:06:46 森 絵梨子 ﾓﾘ ｴﾘｺ -
44 1548 2:06:54 宇山 陽子 ｳﾔﾏ ﾖｳｺ -
45 1509 2:07:11 東田 有希 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷ -
46 1558 2:07:19 北橋 尚子 ｷﾀﾊｼ ﾅｵｺ -
47 1489 2:08:01 藤本 しのぶ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ -
48 1413 2:08:16 橘川 典子 ｷﾂｶﾜ ﾉﾘｺ -
49 1531 2:08:29 戎井 智春 ｴﾋﾞｽｲ ﾁﾊﾙ -
50 1487 2:08:53 樋口 恵里子 ﾋｸﾞﾁ ｴﾘｺ -
51 1465 2:09:12 河野 多絵 ｶﾜﾉ ﾀｴ -
52 1506 2:09:14 菅野 あゆみ ｽｶﾞﾉ ｱﾕﾐ -
53 1462 2:09:15 三河 あずさ ﾐｶﾜ ｱｽﾞｻ -
54 1432 2:09:31 川端 美紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｷ -
55 1609 2:09:35 新野 絵美 ｼﾝﾉ ｴﾐ -
56 1551 2:09:43 河原 輝実 ｶﾜﾊﾗ ﾃﾙﾐ -
57 1480 2:10:15 黒田 桂子 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ -
58 1476 2:10:29 阿部 祐子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ -



59 1589 2:10:37 小倉 恵実子 ｵｸﾞﾗ ｴﾐｺ -
60 1482 2:10:49 河野 さつき ｶﾜﾉ ｻﾂｷ 徳島カム
61 1516 2:11:06 逢坂 泰代 ｵｵｻｶ ﾔｽﾖ ＨＭＣ
62 1573 2:11:10 長谷川 美樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ -
63 1458 2:11:26 松島 美紀 ﾏﾂｼﾏ ﾐｷ -
64 1517 2:11:33 原田 由美 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ -
65 1456 2:12:03 池田 麻由美 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ -
66 1467 2:12:40 北代 真紀 ｷﾀｼﾛ ﾏｷ -
67 1411 2:13:12 藤本 清美 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ -
68 1604 2:13:13 上田 美帆 ｳｴﾀ ﾐﾎ 徳島大学
69 1533 2:13:26 澤田 知子 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓｺ ＡＲＣ
70 1545 2:14:44 佐藤 聡子 ｻﾄｳ ｻﾄｺ -
71 1549 2:14:54 高原 しのぶ ﾀｶﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ -
72 1601 2:15:00 山田 由香 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ -
73 1567 2:15:11 吉崎 沙映 ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ すばる会計
74 1430 2:15:41 杉谷 雪 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ -
75 1596 2:16:44 松井 直美 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ -
76 1611 2:17:29 山本 沙緒里 ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 徳島大学
77 1459 2:17:29 宮崎 美智子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁｺ ＴＥＡＭ☆大虎
78 1580 2:17:42 山科 ひろみ ﾔﾏｼﾅ ﾋﾛﾐ -
79 1595 2:18:01 正瑞 美香 ｼｮｳｽﾞｲ ﾐｶ -
80 1605 2:18:23 河上 真緒 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 徳島大学
81 1403 2:18:36 小倉 美穂 ｵｸﾞﾗ ﾐﾎ -
82 1407 2:19:14 横田 陽子 ﾖｺﾀ ﾖｳｺ -
83 1581 2:19:19 前川 裕美 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕﾐ 麻植協同病院
84 1447 2:19:34 中津 久美 ﾅｶﾂ ｸﾐ -
85 1418 2:19:41 山本 尚美 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ -
86 1537 2:20:21 下岡 真由美 ｼﾓｵｶ ﾏﾕﾐ -
87 1427 2:20:51 濱田 優子 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｺ -
88 1426 2:20:52 濵野 愛美 ﾊﾏﾉ ﾏﾅﾐ -
89 1435 2:21:26 鎌田 淳子 ｶﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ -
90 1532 2:22:03 石本 悦子 ｲｼﾓﾄ ｴﾂｺ -
91 1405 2:22:03 酒巻 美香 ｻｶﾏｷ ﾐｶ -
92 1566 2:22:06 八十川 寛子 ﾔｿｶﾞﾜ ﾋﾛｺ -
93 1497 2:22:13 福田 七穂子 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｺ -
94 1553 2:22:17 南城 早紀 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻｷ -
95 1541 2:22:48 大塚 綾子 ｵｵﾂｶ ｱﾔｺ -
96 1519 2:23:42 福田 紀子 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ -
97 1588 2:23:43 東根 由里子 ﾋｶﾞｼﾈ ﾕﾘｺ -
98 1575 2:24:15 北島 布美子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾌﾐｺ 阿波銀行
99 1464 2:24:22 長瀬 留美 ﾅｶﾞｾ ﾙﾐ -
100 1602 2:24:46 新開 千江子 ｼﾝｶﾞｲ ﾁｴｺ -
101 1600 2:24:46 荒川 陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ -
102 1501 2:25:28 大西 真由美 ｵｵﾆｼ ﾏﾕﾐ チーム源
103 1452 2:25:34 樋上 晶代 ﾋｶﾐ ｱｷﾖ -
104 1610 2:25:46 関口 江美子 ｾｷｸﾞﾁ ｴﾐｺ 徳島大学病院
105 1449 2:26:20 畑 明日香 ﾊﾀ ｱｽｶ -
106 1454 2:26:57 勝浦 由香 ｶﾂｳﾗ ﾕｶ -
107 1603 2:27:30 穀内 雅子 ｺｸﾅｲ ﾏｻｺ -
108 1431 2:27:31 武知 寿和 ﾀｹﾁ ｽﾜ -
109 1584 2:27:36 大村 玲子 ｵｵﾑﾗ ﾚｲｺ ＮＲＣ
110 1564 2:28:06 小松 加代子 ｺﾏﾂ ｶﾖｺ -
111 1586 2:28:26 庄形 奈々 ｼｮｳｶﾞﾀ ﾅﾅ -
112 1466 2:28:32 松原 真由美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ クロズド
113 1562 2:29:51 西岡 奈津子 ﾆｼｵｶ ﾅﾂｺ -
114 1554 2:29:57 山本 鮎美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ -
115 1569 2:30:35 大黒 由加里 ｵｵｸﾞﾛ ﾕｶﾘ -
116 1442 2:30:41 藤枝 奈保子 ﾌｼﾞｴ ﾅﾎｺ カピバラ阿南フレンズ
117 1594 2:31:00 松田 歩美 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾐ -
118 1529 2:31:30 岩佐 肇子 ｲﾜｻ ﾄｼｺ -



119 1513 2:31:32 川端 浩子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｺ -
120 1500 2:31:34 正木 未菜 ﾏｻｷ ﾐﾅ -
121 1518 2:31:54 阿部 美紀 ｱﾍﾞ ﾐｷ -
122 1461 2:32:01 田中 絵美子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ -
123 1521 2:32:09 宮本 幸子 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾁｺ -
124 1574 2:32:20 大上 知妃呂 ｵｵｳｴ ﾁﾋﾛ -
125 1503 2:32:28 福原 真由美 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾕﾐ ＴＪＰ
126 1502 2:32:51 田中 里枝 ﾀﾅｶ ﾘｴ -
127 1578 2:33:17 山尾 美佳 ﾔﾏｵ ﾐｶ -
128 1608 2:33:35 笹島 文 ｻｻｼﾞﾏ ﾌﾐ -
129 1590 2:35:08 高石 幸 ﾀｶｲｼ ｻﾁ -
130 1436 2:35:18 田上 千春 ﾀｶﾞﾐ ﾁﾊﾙ -
131 1446 2:35:20 多田 小緒 ﾀﾀﾞ ｻｵﾘ 鳴門病院
132 1565 2:36:10 宮浦 輝実 ﾐﾔｳﾗ ﾃﾙﾐ -
133 1570 2:36:16 濱西 由佳理 ﾊﾏﾆｼ ﾕｶﾘ -
134 1585 2:36:32 小倉 麻里 ｵｸﾞﾗ ﾏﾘ -
135 1402 2:36:50 松尾 友記 ﾏﾂｵ ﾕｷ -
136 1508 2:37:02 岸本 ルミ ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ -
137 1425 2:37:03 田中 初苗 ﾀﾅｶ ﾊﾂﾅ -
138 1546 2:37:05 石川 希 ｲｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ -
139 1597 2:37:23 田中 美和 ﾀﾅｶ ﾐﾜ ＭＩＺＵＹＡ
140 1571 2:37:25 井上 瑞紀 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ チーム永澤
141 1606 2:37:31 五十嵐 美佑紀 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾕｷ -
142 1439 2:38:27 矢田 和美 ﾔﾀ ｶｽﾞﾐ -
143 1493 2:38:54 坂東 忍 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ -
144 1408 2:38:58 佐々木 圭子 ｻｻｷ ｹｲｺ -
145 1514 2:39:49 土肥 寿美子 ﾄﾞｲ ｽﾐｺ -
146 1504 2:40:15 小池 綾花 ｺｲｹ ｱﾔｶ -
147 1450 2:41:02 鉄野 慶子 ﾃﾂﾉ ｹｲｺ -
148 1438 2:41:44 犬伏 千絵 ｲﾇﾌﾞｼ ﾁｴ -
149 1429 2:42:23 楠本 愛 ｸｽﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ -
150 1491 2:42:43 金澤 麻美 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾐ -
151 1579 2:43:07 中川 尚子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｺ -
152 1488 2:43:09 西口 裕香 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｶ Ｔｅａｍ黒犬
153 1530 2:43:30 鶴島 静代 ﾂﾙｼﾏ ｼｽﾞﾖ -
154 1494 2:43:36 松永 亜也佳 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾔｶ ファイザー徳島
155 1505 2:44:05 安芸 夏子 ｱｷ ﾅﾂｺ -
156 1417 2:44:09 清水 由美 ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ ARC
157 1543 2:44:14 谷川 揚子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｺ -
158 1469 2:44:23 川村 恵 ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ -
159 1536 2:44:54 森積 恵 ﾓﾘﾂﾞﾐ ｹｲ -
160 1419 2:44:56 楠 千絵 ｸｽﾉｷ ﾁｴ -
161 1577 2:45:21 大林 淑恵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｼｴ -
162 1587 2:45:25 長井 聖江 ﾅｶﾞｲ ｻﾄｴ -
163 1522 2:46:05 広瀬 加容子 ﾋﾛｾ ｶﾖｺ -
164 1524 2:46:17 川野 範子 ｶﾜﾉ ﾉﾘｺ -
165 1512 2:46:22 久米 千恵美 ｸﾒ ﾁｴﾐ -
166 1481 2:47:42 春本 純子 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ -
167 1441 2:47:57 東山 千尋 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ チーム東山家
168 1434 2:48:25 多田 真里子 ﾀﾀﾞ ﾏﾘｺ -
169 1477 2:49:34 加治 瞳 ｶｼﾞ ﾋﾄﾐ -
170 1478 2:49:34 山田 実咲 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ -
171 1510 2:51:13 佐野 菜津子 ｻﾉ ﾅﾂｺ -
172 1538 2:53:09 岡 真寿美 ｵｶ ﾏｽﾐ チーム源
173 1539 2:53:10 藤森 美保 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾎ チーム源
174 1492 2:54:44 見喜 祥子 ﾐｷ ｼｮｳｺ -
175 1561 2:55:24 山田 安世 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ -
176 1592 2:56:36 濱田 萌 ﾊﾏﾀﾞ ﾓｴ -
177 1499 2:56:43 森坂 知恵 ﾓﾘｻｶ ﾁｴ -
178 1568 2:59:04 西田 千恵 ﾆｼﾀﾞ ﾁｴ -





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 1778 1:34:33 山口 由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ チーム走るんじょ
2 1749 1:39:03 門田 弥生 ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ ﾁｰﾑ♪虎美
3 1805 1:39:30 永田 知栄子 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴｺ 高松信金ＡＣ
4 1767 1:40:24 田中 早苗 ﾀﾅｶ ｻﾅｴ -
5 1820 1:43:48 坂上 智恵美 ｻｶｶﾞﾐ ﾁｴﾐ -
6 1819 1:43:51 藤中 典代 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾁﾖ -
7 1802 1:44:16 峯野 由美子 ﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ 八万南ＲＣ
8 1828 1:48:01 内藤 佳子 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｺ クリソスＲＣ
9 1769 1:48:53 下木 旬子 ｼﾓｷ ｼﾞｭﾝｺ -
10 1892 1:49:06 長谷川 利恵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｴ チームこうぞう
11 1830 1:51:22 梅本 真弓 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ ＴＪＰ
12 1740 1:51:30 松田 紀美代 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾐﾖ -
13 1754 1:51:47 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ -
14 1868 1:52:10 小西 哲子 ｺﾆｼ ﾃﾂｺ Ｔｅａｍ黒犬
15 1823 1:52:26 村賀 洋子 ﾑﾗｶ ﾖｳｺ -
16 1862 1:54:30 多富 淳子 ﾀﾄﾐ ｼﾞｭﾝｺ チーム源
17 1761 1:55:11 赤澤 多惠子 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｴｺ -
18 1881 1:55:32 坂東 きみ子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ -
19 1725 1:56:32 藤﨑 文恵 ﾌｼﾞｻｷ ﾌﾐｴ -
20 1734 1:56:33 麻植 共永 ｵｴ ﾄﾓｴ -
21 1705 1:56:52 浦山 祥代 ｳﾗﾔﾏ ｻﾁﾖ -
22 1704 1:57:25 関口 啓子 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ -
23 1795 1:57:54 井原 路子 ｲﾊﾗ ﾐﾁｺ クリソスＲＣ
24 1785 1:59:56 鎌田 喜久代 ｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ ばっか～ず
25 1811 2:01:29 藤川 英子 ﾌｼﾞｶﾜ ｴｲｺ -
26 1733 2:02:16 長井 佳子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 徳島健走会
27 1905 2:02:20 後藤田 智美 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾐ -
28 1880 2:02:22 大津 みどり ｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ クリソスランニングクラブ
29 1788 2:02:49 上崎 たけ子 ｳｴｻｷ ﾀｹｺ -
30 1710 2:03:27 小泉 記代美 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾐ OMH
31 1932 2:04:24 岸本 千明 ｷｼﾓﾄ ﾁｱｷ -
32 1902 2:04:42 馬場 智恵美 ﾊﾞﾊﾞ ﾁｴﾐ -
33 1859 2:04:56 駒形 佳子 ｺﾏｶﾞﾀ ﾖｼｺ ワイルドピーチ
34 1735 2:05:22 天野 弘美 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ ﾁｰﾑ黒犬
35 1718 2:06:00 吉田 公子 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐｺ -
36 1786 2:06:10 佐藤 一美 ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ ＴＪＰ
37 1835 2:06:10 中野 照美 ﾅｶﾉ ﾃﾙﾐ -
38 1783 2:06:19 中林 正枝 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｴ 風流海部ＲＣ
39 1759 2:06:48 早内 文子 ﾊﾔｳﾁ ｱﾔｺ -
40 1706 2:06:48 楠 博子 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ TJP
41 1707 2:07:52 小山 由美 ｺﾔﾏ ﾕﾐ -
42 1703 2:07:56 松永 恵美子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ 札幌まあるRC
43 1739 2:07:57 森 千代美 ﾓﾘ ﾁﾖﾐ -
44 1799 2:07:57 井上 千佳恵 ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ 兼松病院
45 1755 2:07:57 川端 桂子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲｺ -
46 1774 2:08:09 森本 光枝 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｴ -
47 1825 2:08:26 前田 俊子 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ -
48 1856 2:08:45 戸川 浩美 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ チーム黒犬
49 1729 2:08:54 鈴江 幸代 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ -
50 1899 2:08:59 平島 ゆかり ﾋﾗｼﾞﾏ ﾕｶﾘ -
51 1866 2:09:03 松尾 和美 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ 大久保病院
52 1870 2:09:06 高橋 稲子 ﾀｶﾊｼ ｲﾈｺ 徳島大学ＴＪＰ
53 1893 2:09:35 野々目 啓子 ﾉﾉﾒ ｹｲｺ -
54 1782 2:09:40 梶田 充子 ｶｼﾞﾀ ﾐﾂｺ -
55 1808 2:09:58 吉田 香理 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ -
56 1834 2:10:07 矢上 美保 ﾔｶﾐ ﾐﾎ クリソスランニングクラブ
57 1719 2:10:09 坂東 桂子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ -
58 1878 2:10:20 大西 久美 ｵｵﾆｼ ｸﾐ -



59 1801 2:10:22 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ ポーク チャッピー
60 1732 2:10:49 安芸 充代 ｱｷ ﾐﾂﾖ -
61 1865 2:10:52 岩木 由子 ｲﾜｷ ﾖｼｺ 大久保病院
62 1814 2:11:08 夏凪 正枝 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ -
63 1854 2:11:12 高橋 佐智子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ -
64 1852 2:11:30 蛇目 清江 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ -
65 1838 2:11:43 加藤 通代 ｶﾄｳ ﾐﾁﾖ -
66 1897 2:12:08 平尾 真麻 ﾋﾗｵ ﾏｱｻ -
67 1872 2:12:29 紙 由美子 ｶﾐ ﾕﾐｺ チームやまびこ
68 1889 2:12:47 北野 佳代 ｷﾀﾉ ｶﾖ -
69 1789 2:12:58 住田 瑞子 ｽﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｺ あいずみＳＣ
70 1829 2:13:11 真鍋 美和 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾜ -
71 1850 2:13:13 大石 房子 ｵｵｲｼ ﾌｻｺ -
72 1809 2:13:33 土橋 満子 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂｺ クリソスランニングクラブ
73 1839 2:13:51 多田 栄子 ﾀﾀﾞ ｴｲｺ ＴＪＰ
74 1843 2:14:00 平島 裕美子 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾕﾐｺ -
75 1864 2:14:18 徳永 なおみ ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ -
76 1846 2:14:22 齋藤 則子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ チーム黒犬
77 1885 2:14:46 長船 晶子 ｵｻﾌﾈ ｼｮｳｺ -
78 1921 2:15:08 多田 桂子 ﾀﾀﾞ ｹｲｺ -
79 1851 2:15:17 吉田 真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ -
80 1886 2:15:19 島出 恵美子 ｼﾏﾃﾞ ｴﾐｺ -
81 1887 2:15:28 松浦 裕美 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾐ -
82 1813 2:15:38 北野 照美 ｷﾀﾉ ﾃﾙﾐ -
83 1923 2:15:57 柳川 公代 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ 走るんじょ
84 1879 2:16:20 折部 知子 ｵﾘﾍﾞ ﾄﾓｺ -
85 1766 2:16:23 藤澤 浩子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｺ -
86 1775 2:16:24 小田 富士子 ｵﾀﾞ ﾌｼﾞｺ -
87 1722 2:17:16 杉浦 茉莉子 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾘｺ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
88 1724 2:17:21 松島 幸恵 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷｴ -
89 1748 2:17:34 福田 攝子 ﾌｸﾀﾞ ｾﾂｺ -
90 1711 2:17:52 藤村 美津子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂｺ TJP
91 1781 2:18:12 土川 弘子 ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 市橋道場
92 1765 2:18:17 滝川 恵津子 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ -
93 1906 2:18:22 山本 しおり ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ -
94 1898 2:19:03 山野 亜紀子 ﾔﾏﾉ ｱｷｺ -
95 1915 2:19:08 大西 さとみ ｵｵﾆｼ ｻﾄﾐ -
96 1743 2:19:21 阿部 和代 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖ -
97 1784 2:19:55 大坪 利恵 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｴ プラズマＲＣ
98 1930 2:20:15 松浦 江美子 ﾏﾂｳﾗ ｴﾐｺ -
99 1831 2:20:35 田中 香織 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ ＴＪＰ
100 1890 2:20:40 宮本 香織 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾘ -
101 1816 2:21:16 向井 佳子 ﾑｶｲ ﾖｼｺ -
102 1793 2:21:20 和田 朱実 ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ -
103 1756 2:21:37 谷藤 正子 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾏｻｺ -
104 1919 2:22:14 岩佐 京子 ｲﾜｻ ｷｮｳｺ ヴォルティスＲＣ
105 1836 2:22:26 三木 美奈子 ﾐｷ ﾐﾅｺ 三木米
106 1780 2:22:35 榎本 千佳 ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ チーム えもやん
107 1803 2:23:15 本田 佐登美 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾐ 極楽浄土
108 1858 2:23:20 岩松 温子 ｲﾜﾏﾂ ｱﾂｺ -
109 1720 2:23:39 亀井 幸子 ｶﾒｲ ｻﾁｺ -
110 1790 2:24:08 上田 正美 ｳｴﾀ ﾏｻﾐ ＴＪＰ
111 1810 2:24:21 入倉 真佐子 ｲﾘｸﾗ ﾏｻｺ さくら農園
112 1727 2:24:32 数胴 かずみ ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ -
113 1929 2:24:46 高木 博代 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾖ -
114 1927 2:25:00 鍋島 真弓 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏﾕﾐ -
115 1800 2:25:16 林 美枝子 ﾊﾔｼ ﾐｴｺ -
116 1867 2:25:21 宮本 章代 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾖ -
117 1812 2:26:16 上原 治美 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾐ ＴＪＰ
118 1922 2:26:35 岩崎 清美 ｲﾜｻｷ ｷﾖﾐ 阿波銀行



119 1857 2:27:05 西條 満江 ｻｲｼﾞｮｳ ﾐﾂｴ チーム黒犬
120 1840 2:27:33 久保 やゆみ ｸﾎﾞ ﾔﾕﾐ -
121 1787 2:27:39 勝浦 米子 ｶﾂｳﾗ ﾖﾈｺ -
122 1827 2:27:42 福田 明代 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾖ -
123 1764 2:27:47 金山 雅世 ｶﾅﾔﾏ ﾏｻﾖ -
124 1884 2:27:48 佐尾山 敦子 ｻｵﾔﾏ ｱﾂｺ ＴＪＰ
125 1904 2:27:57 宮﨑 美千代 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁﾖ -
126 1882 2:28:05 住友 聡子 ｽﾐﾄﾓ ｻﾄｺ -
127 1701 2:28:14 富永 登紀子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄｷｺ だ・か～ぽ
128 1920 2:28:25 神余 陽子 ｼﾝﾖ ﾖｳｺ -
129 1842 2:28:45 井川 輝実 ｲｶﾜ ﾃﾙﾐ -
130 1844 2:28:54 幸田 敦子 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ Ｔｅａｍ黒犬
131 1869 2:30:01 勝浦 祐子 ｶﾂｳﾗ ﾕｳｺ -
132 1772 2:30:14 東谷 寿恵 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾄｼｴ カピバラ阿南フレンズ
133 1713 2:30:46 河野 雅代 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ -
134 1726 2:30:57 矢部 知子 ﾔﾍﾞ ﾄﾓｺ -
135 1849 2:31:08 藤本 睦美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾑﾂﾐ -
136 1709 2:31:23 小川 聖子 ｵｶﾞﾜ ｾｲｺ -
137 1841 2:31:37 中西 美枝 ﾅｶﾆｼ ﾐｴ -
138 1807 2:31:40 和泉 菊美 ｲｽﾞﾐ ｷｸﾐ -
139 1926 2:31:59 片岡 久子 ｶﾀｵｶ ﾋｻｺ -
140 1877 2:32:23 金子 万喜子 ｶﾈｺ ﾏｷｺ -
141 1916 2:32:24 石川 路子 ｲｼｶﾜ ﾐﾁｺ -
142 1855 2:32:46 市原 美貴 ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ -
143 1900 2:33:00 白山 美枝子 ｼﾛﾔﾏ ﾐｴｺ -
144 1723 2:33:02 井内 明美 ｲｳﾁ ｱｹﾐ TJP
145 1750 2:33:21 鵜飼 純代 ｳｶｲ ｽﾐﾖ 藍住ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
146 1871 2:33:33 森田 美紀子 ﾓﾘﾀ ﾐｷｺ -
147 1746 2:33:42 須崎 美和 ｽｻﾞｷ ﾐﾜ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ
148 1895 2:33:59 大林 啓子 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 麻野病院
149 1894 2:34:00 折坂 京子 ｵﾘｻｶ ｷｮｳｺ 麻野病院
150 1806 2:35:11 三谷 美晴 ﾐﾀﾆ ﾐﾊﾙ -
151 1738 2:35:50 浦野 るり子 ｳﾗﾉ ﾙﾘｺ -
152 1737 2:35:50 竹田 惠津子 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｺ -
153 1702 2:36:42 櫻間 雅子 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ -
154 1721 2:36:54 北田 米子 ｷﾀﾀﾞ ﾖﾈｺ -
155 1777 2:37:05 篠永 ひとみ ｼﾉﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ -
156 1728 2:37:12 市橋 和子 ｲﾁﾊｼ ｶｽﾞｺ -
157 1763 2:37:18 四宮 聖子 ｼﾉﾐﾔ ｷﾖｺ -
158 1873 2:37:54 歯朶尾 優子 ｼﾀﾞｵ ﾕｳｺ -
159 1794 2:37:55 大塚 由香 ｵｵﾂｶ ﾕｶ -
160 1791 2:37:55 米津 伸枝 ﾖﾈﾂﾞ ﾉﾌﾞｴ -
161 1903 2:37:58 馬場 明美 ﾊﾞﾊﾞ ｱｹﾐ -
162 1714 2:40:06 矢部 えみ子 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ -
163 1911 2:40:22 成川 律子 ﾅﾘｶﾜ ﾘﾂｺ -
164 1731 2:41:16 松本 真寿美 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ -
165 1736 2:41:24 米津 裕美 ﾖﾈﾂﾞ ﾋﾛﾐ -
166 1907 2:41:33 西岡 麻里子 ﾆｼｵｶ ﾏﾘｺ -
167 1925 2:41:39 国原 京子 ｸﾆﾊﾗ ｷｮｳｺ -
168 1875 2:41:42 森岡 佳美 ﾓﾘｵｶ ﾖｼﾐ -
169 1876 2:41:42 野元 みどり ﾉﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ -
170 1918 2:41:42 福居 晶江 ﾌｸｲ ﾏｻｴ ＮＩＳＰ
171 1888 2:42:07 吉岡 恵美子 ﾖｼｵｶ ｴﾐｺ -
172 1715 2:42:20 八木 淳子 ﾔｷﾞ ｱﾂｺ -
173 1883 2:43:15 中尾 和恵 ﾅｶｵ ｶｽﾞｴ -
174 1744 2:43:26 斎藤 曜子 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ -
175 1853 2:43:39 遠藤 明子 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ -
176 1845 2:44:05 西口 千恵子 ﾆｼｸﾞﾁ ﾁｴｺ Ｔｅａｍ黒犬
177 1796 2:44:07 熊越 祐子 ｸﾏｺﾞｼ ﾕｳｺ 能登川走遊会
178 1917 2:45:42 森本 裕美 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐ -



179 1751 2:46:23 原塚 徳子 ﾊﾗﾂﾞｶ ﾉﾘｺ -
180 1908 2:46:24 片岡 由紀子 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ -
181 1914 2:46:25 安東 祐子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ -
182 1913 2:46:55 大川 悦子 ｵｵｶﾜ ｴﾂｺ -
183 1758 2:47:33 秋月 ちよき ｱｷﾂﾞｷ ﾁﾖｷ -
184 1752 2:48:32 堀江 孝子 ﾎﾘｴ ﾀｶｺ -
185 1910 2:48:46 川野 志津枝 ｶﾜﾉ ｼﾂﾞｴ -
186 1776 2:49:07 河野 博子 ｶﾜﾉ ﾋﾛｺ ハッピーＲＤ
187 1874 2:49:34 石田 久子 ｲｼﾀﾞ ﾋｻｺ -
188 1817 2:50:11 東條 喜代美 ﾄｳｼﾞｮｳ ｷﾖﾐ 高川原ＲＣ
189 1912 2:50:16 高橋 栄子 ﾀｶﾊｼ ｴｲｺ -
190 1848 2:50:40 石川 恵美 ｲｼｶﾜ ｴﾐ 北島ライオンズ
191 1730 2:51:33 二條 順子 ﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｺ ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
192 1716 2:52:59 阿部 千恵子 ｱﾍﾞ ﾁｴｺ -
193 1741 2:54:04 藤川 恵美子 ﾌｼﾞｶﾜ ｴﾐｺ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ
194 1837 2:55:10 七田 克美 ｼﾁﾀ ｶﾂﾐ 三木米
195 1779 2:56:03 圓藤 治子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ -
196 1861 2:58:32 大黒 多佳子 ﾀﾞｲｺｸ ﾀｶｺ -
197 1792 2:58:48 柏岡 静 ｶｼｵｶ ｼｽﾞ -



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 2025 0:33:27 佐々井 良輔 ｻｻｲ ﾘｮｳｽｹ 徳島ＡＣ
2 2019 0:34:18 山平 和也 ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ -
3 2011 0:35:38 白石 剛一 ｼﾗｲｼ ﾀｹｲ SLOW RUN
4 2015 0:36:04 江濱 明起 ｴﾊﾏ ﾊﾙｷ 美馬商業高等学校
5 2045 0:36:30 大木 健史 ｵｵｷﾞ ﾀｹｼ 伊勢エビ食べ隊
6 2001 0:38:42 芝山 泰三 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｲｿﾞｳ -
7 2030 0:39:35 山路 健一郎 ﾔﾏｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
8 2036 0:41:34 笹川 雅之 ｻｻｶﾜ ﾏｻﾕｷ -
9 2002 0:41:47 市原 誠 ｲﾁﾊﾗ ﾏｺﾄ 石井ﾄﾞｰﾑAC
10 2018 0:41:54 大和田 健太 ｵｵﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ カピバラ阿南フレンズ
11 2006 0:41:59 西 俊旭 ﾆｼ ﾄｼｱｷ 板野支援学校
12 2012 0:42:39 亀川 健司 ｶﾒｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ -
13 2005 0:47:33 大石 泰宏 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ 徳島文理大学
14 2022 0:49:36 板倉 太郎 ｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ ジョイメイト
15 2007 0:50:30 永井 達也 ﾅｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 城東高校
16 2033 0:50:46 金丸 裕司 ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｼﾞ ＮＥＸＣＯ
17 2008 0:52:58 須崎 陽貴 ｽｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ
18 2017 0:54:57 大久保 秀昭 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｱｷ カピバラ阿南フレンズ
19 2014 0:56:20 谷口 和久 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ -
20 2048 0:56:55 佐野 智之 ｻﾉ ﾄﾓﾕｷ -
21 2024 0:56:59 佐藤 勝登美 ｻﾄｳ ｶﾂﾄﾐ -
22 2003 0:57:01 森 靖裕 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ -
23 2052 0:57:31 岩井 幸二 ｲﾜｲ ｺｳｼﾞ -
24 2009 0:59:00 山野井 宏宗 ﾔﾏﾉｲ ﾋﾛﾑﾈ はーとふる川内株式会社
25 2038 0:59:26 宮内 研二 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝｼﾞ -
26 2051 1:02:53 西谷 明広 ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ -
27 2050 1:02:54 福井 健一 ﾌｸｲ ｹﾝｲﾁ -
28 2049 1:03:57 木内 慎司 ｷﾉｳﾁ ｼﾝｼﾞ -
29 2034 1:06:31 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ㈲インディーズ
30 2021 1:06:46 篠原 将志 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｼ -
31 2046 1:12:05 磯村 慎 ｲｿﾑﾗ ｼﾝ -
32 2026 1:12:14 盛 裕二 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ -
33 2032 1:12:24 吉崎 貴博 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
34 2004 1:15:54 大西 元気 ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ -
35 2029 1:17:36 江藤 晃嗣 ｴﾄｳ ｺｳｼﾞ -
36 2047 1:21:04 近藤 英勝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶﾂ -
37 2010 1:22:44 浅野 高弘 ｱｻﾉ ﾀｶﾋﾛ はーとふる川内株式会社
38 2016 1:22:45 坂東 雄介 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ -



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 2104 0:39:02 寺尾 行雄 ﾃﾗｵ ﾕｷｵ ﾊｯﾋﾟｰRD
2 2125 0:39:06 中村 進一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ -
3 2142 0:39:09 下地 崇弘 ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 香川マスターズ
4 2107 0:40:49 田中 淳介 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｽｹ -
5 2153 0:42:46 山口 司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂｶｻ 互光建物管理
6 2102 0:42:56 大石 耕司 ｵｵｲｼ ｺｳｼﾞ -
7 2112 0:43:27 岡本 展坦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
8 2135 0:44:40 鈴木 幹一郎 ｽｽﾞｷ ｶﾝｲﾁﾛｳ ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽ
9 2147 0:44:54 尾上 金男 ｵﾉｳｴ ｶﾈｵ ジョイフィット
10 2116 0:45:02 田中 由春 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ -
11 2140 0:45:32 辻井 秀行 ﾂｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ -
12 2138 0:47:20 新田 義朗 ﾆｯﾀ ﾖｼｱｷ -
13 2130 0:47:36 合田 正道 ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ すぽっｼｭ
14 2109 0:47:46 笠井 勇 ｶｻｲ ｲｻﾑ -
15 2149 0:49:01 輪木 寿人 ﾜｷ ﾄｼﾋﾄ 愛媛県農林水産研究所
16 2132 0:50:55 長尾 哲生 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂｵ -
17 2127 0:51:24 岩原 隆志 ｲﾜﾊﾗ ﾀｶｼ -
18 2131 0:51:51 宮下 孝司 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｼ -
19 2114 0:52:04 井上 文雄 ｲﾉｳｴ ﾌﾐｵ -
20 2103 0:54:02 山田 憲司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
21 2143 0:56:25 村上 和之 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ -
22 2117 0:57:40 武内 貞夫 ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞｵ 倉敷RC
23 2144 0:59:34 山田 和教 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ -
24 2126 0:59:59 西谷 嘉人 ﾆｼﾀﾆ ﾖｼﾋﾄ -
25 2121 1:00:28 長江 浩朗 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛｱｷ -
26 2155 1:01:11 戸井 士郎 ﾄｲ ｼﾛｳ -
27 2105 1:01:56 打越 慎一 ｳﾁｺｼ ｼﾝｲﾁ ﾄﾗｷﾁｸﾗﾌﾞ
28 2171 1:02:49 奥村 兆男 ｵｸﾑﾗ ﾖｼｵ -
29 2110 1:03:52 江口 聡 ｴｸﾞﾁ ｱｷﾗ -
30 2159 1:04:36 武田 充 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ -
31 2108 1:04:36 吉川 晋 ｷｯｶﾜ ｽｽﾑ -
32 2133 1:06:08 大東 浩司 ｵｵﾋｶﾞｼ ｺｳｼﾞ -
33 2158 1:06:24 三好 一文 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾌﾐ -
34 2136 1:07:52 西岡 政行 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾕｷ -
35 2128 1:08:14 上原 一晃 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾃﾙ -
36 2123 1:09:15 赤穂 芳宏 - 9条淡路山岳会
37 2111 1:09:45 藤﨑 臣弘 ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾐﾋﾛ -
38 2139 1:09:48 山口 俊二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ -
39 2167 1:10:09 松井 努 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ -
40 2157 1:10:32 矢田 健一郎 ﾔﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
41 2170 1:11:23 前坂 孝 ﾏｴｻｶ ﾀｶｼ -
42 2113 1:12:26 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ -
43 2120 1:12:27 工藤 資久夫 ｸﾄﾞｳ ｷｸｵ -
44 2134 1:14:13 森 二郎 ﾓﾘ ｼﾞﾛｳ -
45 2145 1:15:37 西川 招秀 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ -
46 2115 1:15:54 麻野 晋司 ｱｻﾉ ｼﾝｼﾞ -
47 2122 1:16:14 佐藤 康之 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ -
48 2169 1:17:04 吉田 有志 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ -
49 2124 1:18:44 木村 雅彦 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ -
50 2118 1:20:20 島田 啓二 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 徳島市歯科医師会
51 2106 1:22:11 瀬尾 忠 ｾｵ ﾀﾀﾞｼ -
52 2146 1:23:29 山根 正隆 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾀｶ -
53 2119 1:31:49 山田 光則 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ -
54 2168 1:43:56 佐野 賢次 ｻﾉ ｹﾝｼﾞ -



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 0:39:00 阿利 美咲 ｱﾘ ﾐｻｷ 池田支援学校美馬分校
2 2208 0:49:24 宮本 早苗 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅｴ -
3 2220 0:49:36 山田 紀子 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ -
4 2228 0:50:06 渡辺 絵美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ -
5 2218 0:51:21 長尾 和美 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾐ -
6 2247 0:54:31 竹治 あゆみ ﾀｹｼﾞ ｱﾕﾐ キラキラランナー
7 2236 0:57:30 坂東 沙織 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｻｵﾘ -
8 2244 0:57:50 大久保 麻美 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾐ -
9 2265 0:57:57 牧野 円佳 ﾏｷﾉ ﾏﾄﾞｶ -
10 2264 0:58:21 久保 信子 ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｺ -
11 2240 0:59:21 松平 ゆかり ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾕｶﾘ -
12 2238 0:59:53 田中 美幸 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ -
13 2204 1:01:25 森本 佳代子 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾖｺ -
14 2213 1:03:09 西 千晶 ﾆｼ ﾁｱｷ -
15 2260 1:03:31 谷木 葉月 ﾀﾆｷ ﾊﾂﾞｷ -
16 2252 1:03:37 佐藤 和美 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ -
17 2245 1:03:58 佐藤 紀子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ -
18 2202 1:04:32 福田 和美 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾐ -
19 2226 1:05:00 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ -
20 2227 1:05:08 眞鍋 怜子 ﾏﾅﾍﾞ ﾚｲｺ -
21 2207 1:05:28 福良 衣雪 ﾌｸﾗ ｲﾕｷ -
22 2243 1:05:37 樫浦 早美 ｶｼｳﾗ ﾊﾔﾐ -
23 2256 1:06:06 矢田 貴子 ﾔﾀ ﾀｶｺ -
24 2234 1:06:07 菅 真裕美 ｶﾝ ﾏﾕﾐ -
25 2255 1:07:18 三好 里佳 ﾐﾖｼ ﾘｶ -
26 2221 1:07:27 伊坂 奈緒 ｲｻｶ ﾅｵ -
27 2219 1:08:20 中川 寿子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｺ -
28 2261 1:08:51 吉田 真由子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕｺ -
29 2241 1:08:52 一ノ宮 智宏 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾁﾋﾛ ＮＲＣ
30 2215 1:09:26 岡田 晃子 ｵｶﾀﾞ ｱｷｺ -
31 2246 1:10:16 こんどう こと ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾄ -
32 2239 1:10:39 藤田 のぞみ ﾌｼﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ -
33 2249 1:11:00 能田 寛子 ﾉｳﾀﾞ ﾋﾛｺ -
34 2242 1:12:11 中野 弥生 ﾅｶﾉ ﾔﾖｲ -
35 2262 1:13:03 大塚 理恵 ｵｵﾂｶ ﾘｴ -
36 2214 1:14:05 原井 絵美 ﾊﾗｲ ｴﾐ -
37 2258 1:14:21 石川 じゅん ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ -
38 2253 1:15:26 萩原 奈々 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅﾅ -
39 2250 1:15:28 松村 麻由 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾕ チーム コロン
40 2251 1:15:29 板東 美加子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｶｺ チーム コロン
41 2259 1:17:05 吉田 衣里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ -
42 2233 1:17:37 藤田 愛 ﾌｼﾞﾀ ｱｲ -
43 2225 1:20:46 三木 星里奈 ﾐｷ ｾﾘﾅ 三木米
44 2257 1:21:04 原田 和美 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾐ -
45 2223 1:28:56 柳下 典芳 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾉﾘｶ -
46 2216 1:30:07 妹尾 貴三子 ｾﾉｵ ｷﾐｺ -
47 2263 1:30:07 先規 広美 ｻｷ ﾋﾛﾐ -



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 2302 0:48:39 浜口 雅子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｻｺ 大和ﾊｳｽ㈱高知支店
2 2359 0:52:25 村井 孝子 ﾑﾗｲ ﾀｶｺ ジョイフィット
3 2325 0:52:28 村部 久美 ﾑﾗﾍﾞ ｸﾐ -
4 2334 0:53:41 岡山 道子 ｵｶﾔﾏ ﾐﾁｺ -
5 2331 0:53:58 古本 澄子 ﾌﾙﾓﾄ ｽﾐｺ -
6 2306 0:55:41 岩雲 美枝子 ｲﾜｸﾓ ﾐｴｺ -
7 2345 0:56:36 鎌倉 満代 ｶﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ -
8 2351 0:57:29 枝澤 陽子 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾖｳｺ 紫苑クラブ
9 2340 0:58:00 網干 美里 ｱﾎﾞｼ ﾐｻﾄ -
10 2304 0:58:06 洲崎 由美子 ｽｻｷ ﾕﾐｺ -
11 2311 0:59:27 浜 博子 ﾊﾏ ﾋﾛｺ -
12 2339 1:00:01 植田 真代 ｳｴﾀ ﾏｻﾖ -
13 2313 1:01:04 武内 敏子 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｺ -
14 2346 1:01:08 大久保 礼子 ｵｵｸﾎﾞ ﾚｲｺ -
15 2303 1:01:19 三浦 智恵 ﾐｳﾗ ﾁｴ -
16 2341 1:02:04 濱辺 千恵 ﾊﾏﾍﾞ ﾁｴ コープこうべ淡路
17 2315 1:02:07 武田 美華子 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｺ -
18 2321 1:02:07 川内 千恵 ｶﾜｳﾁ ﾁｴ -
19 2357 1:02:49 奥村 千津子 ｵｸﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ -
20 2344 1:03:18 新居 寿子 ﾆｲ ﾋｻｺ -
21 2323 1:03:24 朝長 朱美 ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｹﾐ ARC
22 2327 1:04:25 福本 民子 ﾌｸﾓﾄ ﾀﾐｺ -
23 2160 1:04:33 武田 美穂 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾎ -
24 2312 1:04:35 遠藤 智津子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾂﾞｺ -
25 2319 1:04:39 近藤 智恵 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｴ -
26 2314 1:04:40 芳野 恵美 ﾖｼﾉ ｴﾐ -
27 2343 1:04:48 中野 素子 ﾅｶﾉ ﾓﾄｺ -
28 2308 1:04:58 松村 美恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｴ -
29 2333 1:06:35 林 久代 ﾊﾔｼ ﾋｻﾖ -
30 2320 1:06:40 出口 富子 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾐｺ -
31 2354 1:07:14 豊田 豊子 ﾄﾖﾀ ﾄﾖｺ -
32 2318 1:07:20 重松 京子 ｼｹﾞﾏﾂ ｷｮｳｺ 伊台ﾏﾘﾝ
33 2338 1:07:45 今川 玲代 ｲﾏｶﾞﾜ ｻﾁﾖ 徳島県庁
34 2349 1:07:57 田中 みどり ﾀﾅｶ ﾐﾄﾞﾘ -
35 2332 1:08:17 野崎 明美 ﾉｻﾞｷ ｱｹﾐ カピバラ阿南フレンズ
36 2324 1:08:27 白木 由紀枝 ｼﾗｷ ﾕｷｴ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ
37 2329 1:09:05 日出 純江 ﾋﾉﾃﾞ ｽﾐｴ -
38 2352 1:09:52 松原 真由美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ -
39 2305 1:10:37 藤本 克子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｺ ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ
40 2358 1:10:43 鈴木 明美 ｽｽﾞｷ ｱｹﾐ -
41 2310 1:11:15 山口 真由美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ -
42 2347 1:15:11 岩崎 浩子 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｺ -
43 2301 1:15:48 妹尾 明子 ｾﾉｵ ｱｷｺ -
44 2348 1:15:49 富永 由美子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕﾐｺ -
45 2328 1:17:44 多田 由・子 ﾀﾀﾞ ﾕｳｺ みなと小松島ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
46 2355 1:18:42 田中 淳子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ -
47 2353 1:18:42 冨士 厚子 ﾌｼﾞ ｱﾂｺ 阿波銀行
48 2337 1:19:35 小谷 稔美 ｺﾀﾆ ﾄｼﾐ -
49 2326 1:19:53 山本 恵美子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐｺ -
50 2317 1:20:05 永楽 充代 ｴｲﾗｸ ﾐﾂﾖ はーとふる川内株式会社
51 2322 1:21:18 小畠 茂美 ｵﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾐ -
52 2336 1:23:25 神﨑 リエ ｶﾝｻﾞｷ ﾘｴ -
53 2342 1:25:39 松浦 尚子 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｺ -
54 2316 1:28:54 林 昌代 ﾊﾔｼ ﾏｻﾖ -
55 2307 1:36:19 尾方 日出子 ｵｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｺ -



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 3048 0:09:41 日下 聖也 ｸｻｶ ｾｲﾔ 川内中学校
2 3057 0:09:56 佐野 巧 ｻﾉ ﾀｸﾐ 城西中学校
3 3001 0:10:09 稲岡 絵晴 ｲﾅｵｶ ｶｲｾｲ 上板中学校
4 3053 0:10:15 堤 拓海 ﾂﾂﾐ ﾀｸﾐ 川内中学校
5 3062 0:11:01 板東 耕平 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 城ノ内中学校
6 3059 0:11:08 髙田 稜 ﾀｶﾀ ﾘｮｳ 小松島中学校
7 3073 0:11:08 助道 京一郎 ｽｹﾐﾁ ｷｮｳｲﾁ 鴨島東中学校
8 3086 0:11:11 井上 瑶貴 ｲﾉｳｴ ﾀﾏｷ 鴨島東中学校
9 3023 0:11:12 寿須 里空 ｽﾐｽ ﾘｸｳ 鴨島第一中学校
10 3087 0:11:24 岡田 峰大 ｵｶﾀﾞ ﾎｳﾀﾞｲ 鴨島東中学校
11 3076 0:11:32 河野 雄也 ｺｳﾉ ﾕｳﾔ 鴨島東中学校
12 3003 0:11:34 木村 綾都 ｷﾑﾗ ｱﾔﾄ 鴨島東中学校
13 3074 0:11:41 藤原 司 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂｶｻ 鴨島東中学校
14 3022 0:11:48 樫原 大雅 ｶｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 鴨島第一中学校
15 3091 0:11:59 藤岡 諒 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ 鴨島東中学校
16 3068 0:12:00 盛 彰真 ﾓﾘ ｼｮｳﾏ 鴨島東中学校
17 3089 0:12:03 伊井 隆宏 ｲｲ ﾀｶﾋﾛ 鴨島東中学校
18 3006 0:12:06 守松 秀晃 ﾓﾘﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 鴨島東中学校
19 3088 0:12:12 槇納 一聖 ﾏｷﾉ ｲｯｾｲ 鴨島東中学校
20 3090 0:12:14 河見 大地 ｶﾜﾐ ﾀﾞｲﾁ 鴨島東中学校
21 3058 0:12:16 永井 大智 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 城東中学校
22 3019 0:12:18 谷 強史 ﾀﾆ ﾂﾖｼ 鴨島東中学校
23 3075 0:12:30 森 翔汰 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 鴨島東中学校
24 3064 0:12:44 表原 翼 ｵﾓﾃ ﾊﾗﾂﾊﾞｻ 国府支援学校
25 3071 0:12:52 近藤 幸太 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 鴨島東中学校
26 3077 0:12:56 坂野 允哉 ｻｶﾉ ﾉﾌﾞﾔ 鴨島東中学校
27 3031 0:12:57 安井 孝樹 ﾔｽｲ ﾀｶｷ 国府支援学校
28 3072 0:13:04 佐尾山 尚将 ｻｵﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 鴨島東中学校
29 3065 0:13:06 井原 亮太 ｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 富田中学校
30 3070 0:13:18 喜島 雄大 ｷｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 鴨島東中学校
31 3067 0:13:19 藤原 翔 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳ 鴨島東中学校
32 3012 0:13:24 東口 瑠未冬 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾙﾐﾄ 鴨島東中学校
33 3008 0:13:31 相原希夢 ｱｲﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 鴨島東中学校
34 3009 0:13:33 森 俊策 ﾓﾘ ｼｭﾝｻｸ 鴨島東中学校
35 3010 0:13:34 大櫛 遼介 ｵｵｸﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 鴨島東中学校
36 3005 0:13:41 岸田竜二 ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鴨島東中学校
37 3011 0:13:45 近久 海都 ﾁｶﾋｻ ｶｲﾄ 鴨島東中学校
38 3066 0:13:48 竹内 春樹 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 鴨島東中学校
39 3085 0:13:52 田村 直樹 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 鴨島東中学校
40 3017 0:14:02 山姿 勇人 ﾔﾏｽｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 鴨島東中学校
41 3082 0:14:02 廣澤 椋太 ﾋﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ 鴨島東中学校
42 3016 0:14:11 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 鴨島東中学校
43 3083 0:14:14 工藤 光太 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ 鴨島東中学校
44 3025 0:14:16 青山 直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 国府支援学校
45 3034 0:14:23 吉川 貴大 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 国府支援学校
46 3014 0:14:30 清水 秀明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 鴨島東中学校
47 3018 0:14:40 米田 迅 ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞﾝ 鴨島東中学校
48 3056 0:14:47 岸本 一輝 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 松茂中学校
49 3004 0:14:48 住友 怜央 ｽﾐﾄﾓ ﾚｵ 鴨島東中学校
50 3028 0:15:04 十日市悠弥 ﾄｵｶｲﾁ ﾕｳﾔ 国府支援学校
51 3045 0:15:13 宮田 健志郎 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾛｳ 国府支援学校
52 3084 0:15:20 市川 佳斗 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾄ 鴨島東中学校
53 3015 0:15:21 庄野 司 ｼｮｳﾉ ﾂｶｻ 鴨島東中学校
54 3081 0:15:31 寺田 瑞貴 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 鴨島東中学校
55 3080 0:15:33 澤井 虎太郎 ｻﾜｲ ｺﾀﾛｳ 鴨島東中学校
56 3079 0:15:50 近久 隼人 ﾁｶﾋｻ ﾊﾔﾄ 鴨島東中学校
57 3078 0:15:53 森西 翔太 ﾓﾘﾆｼ ｼｮｳﾀ 鴨島東中学校
58 3036 0:16:15 宮田 健伸 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾝ 国府支援学校



59 3046 0:16:27 滝川 僚 ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳ 国府支援学校
60 3035 0:16:32 森本 悠太 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 国府支援学校
61 3039 0:16:38 杉本 拓矢 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 国府支援学校
62 3030 0:16:41 桜井 裕一朗 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁﾛ 国府支援学校
63 3041 0:17:01 檜尾亮太 ﾋﾉｷｵ ﾘｮｳﾀ 国府支援学校
64 3026 0:17:03 木村 皓一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 国府支援学校
65 3042 0:17:30 岩佐 和希 ｲﾜｻ ｶｽﾞｷ 国府支援学校
66 3013 0:17:37 金山 直斗 ｶﾅﾔﾏ ﾅｵﾄ 鴨島東中学校
67 3037 0:18:04 切原 徹 ｷﾘﾊﾗ ﾄｵﾙ 国府支援学校
68 3029 0:18:46 東 容平 ﾋｶﾞｼ ﾖｳﾍｲ 国府支援学校
69 3043 0:19:35 奥平 雅也 ｵｸﾋﾗ ﾏｻﾔ 国府支援学校
70 3033 0:19:50 西浦 創一郎 ﾆｼｳﾗ ｿｳｲﾁﾛ 国府支援学校
71 3032 0:19:55 市川 智基 ｲﾁｶﾜﾄﾓｷ 国府支援学校
72 3038 0:19:58 松浦 健太 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝﾀ 国府支援学校
73 3049 0:20:55 柴生 慎平 ｼﾊﾞｵ ｼﾝﾍﾟｲ 八万中学校
74 3024 0:24:11 岩井 勤夢 ｲﾜｲ ﾂﾄﾑ 国府支援学校
75 3044 0:25:08 梅本 誠也 ｳﾒﾓﾄ ｾｲﾔ 国府支援学校
76 3040 0:26:59 平島 遼也 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 国府支援学校

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 3110 0:11:12 遠藤 桃菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓﾅ 鴨島東中学校
2 3124 0:11:40 吉田 梨央 ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ 佐那河内中学校
3 3129 0:11:41 是澤 恵夢 ｺﾚｻﾜ ﾒﾕ 保内中学校
4 3101 0:11:58 近藤 彩乃 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 三好中学校
5 3109 0:12:04 武田 紗生 ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 鴨島東中学校
6 3125 0:12:07 藤本 萌々夏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ 鳴門教育大学付属中学校
7 3114 0:12:19 嵯峨 瑞貴 ｻｶﾞ ﾐｽﾞｷ 佐那河内中学校
8 3117 0:12:52 徳丸 紗弥花 ﾄｸﾏﾙ ｻﾔｶ 鴨島第一中学校
9 3107 0:13:05 住友 愛依 ｽﾐﾄﾓ ｱｲ 鴨島東中学校
10 3127 0:13:15 矢部 育実 ﾔﾍﾞ ｲｸﾐ 鴨島第一中学校
11 3120 0:14:03 登沙 梨菜 ﾉﾎﾞﾘ ｻﾘﾅ 鴨島第一中学校
12 3128 0:14:15 白木 克実 ｼﾗｷ ｶﾂﾐ 鴨島第一中学校
13 3112 0:14:19 佐藤 榛花 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 鴨島東中学校
14 3108 0:14:40 相原 詩恩 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 鴨島東中学校
15 3106 0:14:44 天羽 桜子 ｱﾓｳ ｻｸﾗｺ 鴨島東中学校
16 3122 0:15:19 金山 彩香 ｶﾅﾔﾏ ｻﾔｶ 鴨島第一中学校
17 3121 0:15:36 松家 彩音 ﾏﾂｶ ｱﾔﾈ 鴨島第一中学校
18 3118 0:16:04 板東 弥子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｺ 鴨島第一中学校
19 3103 0:16:10 後藤田 有里絵 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞﾕﾘｴ 鴨島東中学校
20 3116 0:16:15 藤井 京香 ﾌｼﾞｲ ｷｮｳｶ 鴨島第一中学校
21 3111 0:16:17 天狗石 美里 ﾃﾝｸﾞｲｼ ﾐｻﾄ 鴨島東中学校
22 3123 0:19:21 勝浦 菜央 ｶﾂｳﾗ ﾅｵ 鴨島第一中学校
23 3119 0:19:22 坂本 百花 ｻｶﾓﾄ ﾓﾓｶ 鴨島第一中学校
24 3115 0:19:50 鳴滝 真梨奈 ﾅﾙﾀｷ ﾏﾘﾅ 国府支援学校



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 0:11:14 藤本 航輝 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 佐那河内小学校
2 3209 0:11:43 佐藤 辰誌 ｻﾄｳ ﾀﾂｼ 佐那河内小学校
3 3202 0:11:46 嵯峨 由磨 ｻｶﾞ ﾕｳﾏ 佐那河内小学校
4 3234 0:11:49 澤村 貴哉 ｻﾜﾑﾗ ﾀｶﾔ 飯尾敷地小学校
5 3228 0:12:05 筒井 蒼太 ﾂﾂｲ ｿｳﾀ 鴨島小学校
6 3243 0:12:11 是澤 海夢 ｺﾚｻﾜ ｶｲﾄ 宮内小学校
7 3212 0:12:17 橋本 尚斗 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ 川島小学校
8 3244 0:12:20 濱田 颯太 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 知恵島小学校
9 3210 0:12:26 日下 拓海 ｸｻｶ ﾀｸﾐ 佐那河内小学校
10 3208 0:12:36 佐野 日向 ｻﾉ ﾋｭｳｶﾞ 佐那河内小学校
11 3226 0:12:40 西出 優太郎 ﾆｼﾃﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 南井上小学校
12 3242 0:12:43 宮本 一平 ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 桑島小学校
13 3229 0:12:46 輪木 崇人 ﾜｷ ﾀｶﾋﾄ 味酒小学校
14 3239 0:12:46 橋本 侑磨 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 桑島小学校
15 3223 0:12:49 矢部 拓実 ﾔﾍﾞ ﾀｸﾐ 土成小学校
16 3236 0:12:49 森 隼人 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 知恵島小学校
17 3206 0:12:52 山本 由伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 藍住西小学校
18 3225 0:13:04 白木 真翔 ｼﾗｷ ﾏｻﾀｶ 八万南小学校
19 3218 0:13:12 鈴木 将太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鴨島小学校
20 3217 0:13:12 藤本 大輝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 西麻植小学校
21 3216 0:13:17 河野 秀太 ｶﾜﾉ ｼｭｳﾀ 鴨島小学校
22 3215 0:13:19 網干 綺斗 ｱﾎﾞｼ ｱﾔﾄ 八万南小学校
23 3238 0:13:31 佐野 日向 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 千松小学校
24 3222 0:13:58 堀北裕介 ﾎﾘｷﾀ ﾕｳｽｹ 西麻植小学校
25 3241 0:15:12 峰本 諒雅 ﾐﾈﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鴨島小学校
26 3237 0:15:41 中河原 大貴 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 千松小学校
27 3213 0:15:41 宮本 尚弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 福島小学校
28 3227 0:16:03 清水 将弥 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 知恵島小学校
29 3219 0:17:53 田中 信一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神宅小学校
30 3240 0:18:11 井上 翔太郎 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀﾛ 鴨島小学校
31 3205 0:18:38 平井 寿典 ﾋﾗｲ ﾄｼﾉﾘ 国府支援学校
32 3224 0:20:04 木村 隼 ｷﾑﾗ ｼｭﾝ 林小学校
33 3204 0:20:59 高橋 裕輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 国府支援学校

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 3303 0:11:25 吉田 蕗生 ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 佐那河内小学校
2 3302 0:11:36 近藤 真央 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 足代小学校
3 3311 0:11:50 三木 慶香 ﾐｷ ｹｲｶ 山瀬小学校
4 3306 0:12:19 佐野 芹奈 ｻﾉ ｾﾘﾅ 佐那河内小学校
5 3315 0:12:56 虎谷 初音 ﾄﾗﾀﾆ ﾊﾂﾈ 一条小学校
6 3307 0:12:58 橋本 有悠 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕ 川島小学校
7 3321 0:14:30 佐藤 緋音 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 加茂名南小学校
8 3310 0:14:31 天野 希美 ｱﾏﾉ ﾉｿﾞﾐ 鮎原小学校
9 3308 0:14:31 橋本 菜月 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂｷ 川島小学校
10 3327 0:14:35 井原 菜々美 ｲﾊﾗ ﾅﾅﾐ 昭和小学校
11 3324 0:14:44 佐藤 亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 鴨島小学校
12 3316 0:15:50 平川 怜奈 ﾋﾗｶﾜ ﾚﾅ 鴨島小学校
13 3329 0:15:50 森 友紀 ﾓﾘ ﾕｷ 鴨島小学校
14 3312 0:16:37 冨本 春香 ﾄﾐﾓﾄ ﾊﾙｶ 鴨島小学校
15 3319 0:16:45 板東 眞子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 鴨島小学校
16 3314 0:17:11 柴生 莉歩 ｼﾊﾞｵ ﾘﾎ 八万南小学校
17 3322 0:17:39 三好 萌花 ﾐﾖｼ ﾓｴｶ 山瀬小学校
18 3313 0:18:25 北川 陽菜 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾅ 鴨島小学校
19 3301 0:18:59 米澤 夏鈴 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 鴨島小学校
20 3318 0:19:37 樫原 未都 ｶｼﾊﾗ ﾐｻﾄ 鴨島小学校
21 3328 0:22:26 河野 麻未 ｶﾜﾉ ｱﾐ 川島小学校


