
- 第３６回神山温泉すだちマラソン -

10km　一般男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/11/17

スタート： 10:30:00

会場: 徳島県神山町　神山町民グラウンド

主催: 神山町体育協会

31分15秒1 高橋　翔太432 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

31分47秒2 新開　優也429 ｼﾝｶﾞｲ ﾕｳﾔ

32分04秒3 山﨑　壮太563 ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ

32分43秒4 山﨑　優希535 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ

33分33秒5 森下　誠実547 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾐ

33分43秒6 作本　匠480 ｻｸﾓﾄ ﾀｸﾐ

33分56秒7 山内　俊561 ﾔﾏｳﾁ ｽｸﾞﾙ

33分56秒8 山平　和也438 ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ

34分08秒9 宮内　彪悟557 ﾐﾔｳﾁ ﾋｮｳｺﾞ

34分09秒10 福島　空也554 ﾌｸｼﾏ ｸｳﾔ

34分20秒11 白石　奎552 ｼﾗｲｼ ｹｲ

35分20秒12 木原　佑介441 ｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

35分39秒13 仲野　泰輝572 ﾅｶﾉ ﾀｲｷ

35分57秒14 坂東　昭佳482 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ

36分01秒15 井上　貴博433 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ

36分24秒16 中川　卓也431 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

36分49秒17 島　良寛556 ｼﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ

36分55秒18 鳴滝　剛461 ﾅﾙﾀｷ ﾀｹｼ

36分59秒19 早川　祐貴448 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ

37分05秒20 大東　貘476 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ

37分20秒21 中野　政利531 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

37分32秒22 横山　信也562 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾔ

37分51秒23 佐藤　雄一565 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ

38分08秒24 戎井　正治485 ｴﾋﾞｽｲ ﾏｻﾊﾙ

38分16秒25 日野　佑基536 ﾋﾉ ﾕｳｷ

38分26秒26 竹内　義明530 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ

38分37秒27 古藤　快都575 ｺﾄｳ ｶｲﾄ

38分44秒28 三木田　裕司509 ﾐｷﾀ ﾕｳｼﾞ

38分48秒29 三浦　剛428 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ

39分10秒30 福本　芳明449 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ

39分20秒31 中西　幸治435 ﾅｶﾆｼ ｺｳｼﾞ

39分33秒32 ダフィ　リチャード453 ﾀﾞﾌｨ ﾘﾁｬｰﾄﾞ

39分40秒33 清水　空太573 ｼﾐｽﾞ ｸｳﾀ

39分46秒34 澁谷　正和548 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ

39分51秒35 蔭山　太陽501 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲﾖｳ

39分55秒36 佐野　朋宏483 ｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

40分13秒37 河野　正秀436 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ

40分16秒38 仁木　弘志540 ﾆｷ ﾋﾛｼ

40分20秒39 坂東　良晃446 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ

40分23秒40 丹生　大三445 ﾆｳ ﾀﾞｲｿﾞｳ

40分32秒41 坂本　佳基566 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ

40分44秒42 森　健人472 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ

40分52秒43 荒木　卓哉465 ｱﾗｷ ﾀｸﾔ

41分01秒44 油谷　大基574 ﾕﾀﾆ ﾀﾞｲｷ

41分11秒45 築添　祝久521 ﾂｷｿﾞｴ ﾉﾘﾋｻ

41分22秒46 粟飯原　祥行479 ｱｲﾊﾗ ﾖｼﾕｷ

41分24秒47 岡部　遼太郎504 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

41分42秒48 秦　大輔560 ﾊﾀ ﾀﾞｲｽｹ

41分56秒49 白土　素405 ｼﾗﾂﾁ ﾊｼﾞﾒ

42分14秒50 林　勇496 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ
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42分21秒51 阿木　孝行471 ｱｷ ﾀｶﾕｷ

42分26秒52 山西　賢治549 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝｼﾞ

42分33秒53 佐々木　悠佑411 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

42分45秒54 宮内　義浩526 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾋﾛ

42分53秒55 永野　達郎550 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾂﾛｳ

42分59秒56 市塚　雄一郎564 ｲﾁﾂｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

43分00秒57 竹内　義徳457 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾘ

43分22秒58 宮本　崇作434 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｻｸ

43分46秒59 泰江　章博469 ﾔｽｴ ｱｷﾋﾛ

43分56秒60 山下　幹生546 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄｵ

44分56秒61 寄井　一正477 ﾖﾘｲ ｶｽﾞﾏｻ

45分19秒62 床並　剛418 ﾄｺﾅﾐ ﾂﾖｼ

45分48秒63 東條　賢519 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹﾝ

45分57秒64 川口　裕544 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳ

46分07秒65 元木　貴之489 ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

46分15秒66 山姿　進484 ﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ

46分17秒67 木原　努470 ｷﾊﾗ ﾂﾄﾑ

46分28秒68 三角　善則487 ﾐｽﾐ ﾖｼﾉﾘ

47分01秒69 中川　拓弥532 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

47分10秒70 鎌田　康平430 ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ

47分19秒71 杉山　昭彦451 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ

47分25秒72 阿部　貴行507 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

47分27秒73 細川　昌宏425 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

48分18秒74 中野　英雄491 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｵ

48分26秒75 岡本　知也424 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ

48分29秒76 片山　彰仁490 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾄ

48分32秒77 川島　啓道508 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ

48分55秒78 中野　祐次437 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ

49分02秒79 住忠　大作467 ｽﾐﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ

49分13秒80 三角　拓巳488 ﾐｽﾐ ﾀｸﾐ

49分19秒81 松本　一房539 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾌｻ

49分19秒82 渋谷　英二529 ｼﾌﾞﾔ ｴｲｼﾞ

49分21秒83 石田　創士426 ｲｼﾀﾞ ｿｳｼ

49分39秒84 近藤　仁志464 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ

49分41秒85 軒原　浩460 ﾉｷﾊﾗ ﾋﾛｼ

49分46秒86 熊井　美樹495 ｸﾏｲ ﾖｼｷ

49分55秒87 小島　節夫459 ｺｼﾞﾏ ｾﾂｵ

49分59秒88 小田　佳典481 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

50分03秒89 竹本　道裕499 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

50分07秒90 森本　明宏473 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

50分13秒91 中野　正敏458 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

50分22秒92 郡　謙治427 ｺｵﾘ ｹﾝｼﾞ

50分27秒93 武内　良行443 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ

51分09秒94 新居　佑太463 ﾆｲ ﾕｳﾀ

51分22秒95 眞本　圭吾524 ｼﾝﾓﾄ ｹｲｺﾞ

51分29秒96 太田　光浩551 ｵｵﾀ ﾐﾂﾋﾛ

51分32秒97 西村　淳哉538 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

51分48秒98 網田　克明439 ｱﾐﾀ ｶﾂｱｷ

52分04秒99 岡本　学412 ｵｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

52分14秒100 山崎　裕行553 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ
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52分26秒101 松本　衛512 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾓﾙ

52分28秒102 山田　良樹419 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ

52分39秒103 金松　英雄415 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ

52分44秒104 山本　和幸567 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

52分47秒105 早瀬　亮介568 ﾊﾔｾ ﾘｮｳｽｹ

52分49秒106 三木　義隆510 ﾐｷ ﾖｼﾀｶ

52分58秒107 玉垣　公司541 ﾀﾏｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

53分49秒108 森川　忠義514 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ

53分56秒109 佐藤　勝哉571 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ

54分02秒110 北村　英也403 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾔ

54分17秒111 井内　康夫450 ｲｳﾁ ﾔｽｵ

54分20秒112 白濱　徹452 ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ

54分31秒113 松本　満528 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾙ

54分47秒114 齋藤　隆421 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

54分48秒115 若林　万寿雄444 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷｵ

54分56秒116 井上　好之455 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ

55分05秒117 唐木　郁夫466 ｶﾗｷ ｲｸｵ

55分32秒118 岡澤　正樹543 ｵｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ

55分38秒119 堀切　政俊523 ﾎﾘｷﾘ ﾏｻﾄｼ

56分09秒120 久米　康弘517 ｸﾒ ﾔｽﾋﾛ

56分12秒121 佐藤　祐太朗515 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ

56分18秒122 元木　達也498 ﾓﾄｷ ﾀﾂﾔ

56分20秒123 楠　達也402 ｸｽ ﾀﾂﾔ

56分36秒124 萩野　純534 ﾊｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝ

56分58秒125 影山　毅493 ｶｹﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ

57分28秒126 黒田　修治474 ｸﾛﾀ ｼｭｳｼﾞ

57分46秒127 高橋　悟486 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

57分51秒128 阿部　克行497 ｱﾍﾞ ｶﾂﾕｷ

58分10秒129 堀江　豊仁422 ﾎﾘｴ ﾄﾖﾋﾄ

58分19秒130 佐藤　和博454 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

58分32秒131 田中　明478 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

58分34秒132 河野　貴広555 ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ

58分38秒133 瀬戸　日出夫409 ｾﾄ ﾋﾃﾞｵ

58分54秒134 富永　善明414 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ

59分36秒135 蔭山　光527 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

59分44秒136 濁池　義人537 ﾆｺﾞﾘｲｹ ﾖｼﾄ

1時間00分15秒137 清家　卓也520 ｾｲｹ ﾀｸﾔ

1時間01分37秒138 大喜　純518 ﾀﾞｲｷ ｼﾞｭﾝ

1時間02分15秒139 佐藤　雅彦475 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間02分29秒140 久門　等401 ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

1時間03分00秒141 平井　寿典492 ﾋﾗｲ ﾄｼﾉﾘ

1時間03分52秒142 井利元　和哉505 ｲﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

1時間04分02秒143 松山　裕武545 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾀｹ

1時間04分46秒144 土肥　一翔570 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾏ

1時間04分49秒145 阿部　哲士511 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

1時間06分10秒146 林　均494 ﾊﾔｼ ﾋﾄｼ

1時間06分51秒147 造田　力462 ｿﾞｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ

1時間07分18秒148 津司　道人417 ﾂｼ ﾐﾁﾋﾄ

1時間09分05秒149 近藤　圭志442 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ

1時間09分33秒150 遠藤　頼重413 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖﾘｼｹﾞ
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1時間10分08秒151 工藤　正明516 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ

1時間12分39秒152 里原　弘敏440 ｻﾄﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ

1時間15分03秒153 森　真語569 ﾓﾘ ｼﾝｺﾞ

1時間20分53秒154 田中　由紀423 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ

1時間20分55秒155 松本　収司404 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

1時間21分39秒156 中谷　順一522 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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