
- 第１回さかもと坂道マラソン -

9.8km【がいな『貯蔵みかん』コース】  男子 高校以上
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢

 2017/11/26

スタート： 10:40:00

会場: 徳島県勝浦町坂本『ふれあいの里さかもと』

主催: さかもと元気ネットワーク

37分04秒1 山口　勝司9048 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂｼﾞ 38

37分06秒2 山平　和也9023 ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ 36

37分14秒3 久保田　直樹9221 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 20

38分53秒4 東　佳弘9071 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 44

39分30秒5 早川　祐貴9172 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 36

40分53秒6 花岡　尚賢9055 ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾖｼ 43

40分55秒7 岩浅　瑞樹9160 ｲﾜｻ ﾐｽﾞｷ 17

42分20秒8 酒巻　秀幸9149 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 47

42分41秒9 藤本　聖9062 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 53

43分06秒10 新浜　啓太郎9192 ｼﾝﾊﾏ ｹｲﾀﾛｳ 33

43分23秒11 岡部　隆幸9015 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 40

44分18秒12 佐々木　秀一9095 ｻｻｷ ｼｭｳｲﾁ 21

44分22秒13 井上　英紀9144 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｷ 46

44分36秒14 福永　勝彦9131 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ 47

44分59秒15 岡本　侑樹9022 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 29

45分42秒16 樫原　茂9003 ｶｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 49

46分03秒17 田村　弘樹9014 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 35

46分11秒18 高井　康行9171 ﾀｶｲ ﾔｽﾕｷ 50

46分51秒19 池添　敬介9080 ｲｹｿﾞｴ ｹｲｽｹ 50

47分07秒20 吉田　達彦9173 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 44

47分33秒21 松田　大介9128 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 42

47分54秒22 田辺　利之9084 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 47

48分04秒23 元木　斉9161 ﾓﾄｷ ﾋﾄｼ 43

48分09秒24 寄井　一正9034 ﾖﾘｲ ｶｽﾞﾏｻ 44

48分55秒25 新居　卓磨9211 ﾆｲ ﾀｸﾏ 38

48分58秒26 笠井　慎二9077 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ 47

49分08秒27 安田　淳9179 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ 41

49分33秒28 和田　有平9068 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 35

50分12秒29 楠瀬　涼9196 ｸｽﾉｾ ﾘｮｳ 23

50分27秒30 今岡　淳公9013 ｲﾏｵｶ ｱﾂﾋﾛ 36

50分36秒31 高野　聖也9153 ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 24

50分42秒32 橋村　嘉人9069 ﾊｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ 44

50分47秒33 谷口　祐樹9198 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 36

50分59秒34 丸山　幸弘9046 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 46

51分02秒35 橋本　成章9132 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾙｱｷ 44

51分10秒36 東條　零司9029 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾚｲｼﾞ 34

51分47秒37 武田　紀亮9031 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 38

52分02秒38 笠井　新二9145 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ 51

52分03秒39 志村　正二郎9199 ｼﾑﾗ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 36

52分10秒40 板東　一英9147 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 51

52分24秒41 田中　紀明9024 ﾀﾅｶ ﾉﾘｱｷ 46

52分25秒42 山川　和也9019 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 46

52分30秒43 原　里誌9189 ﾊﾗ ｻﾄｼ 36

52分33秒44 山口　善史9162 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 54

52分35秒45 菊本　勝馬9182 ｷｸﾓﾄ ｶﾂﾏ 51

52分45秒46 榎　厚司9010 ｴﾉｷ ｱﾂｼ 53

52分48秒47 真鍋　彰良9009 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 39

52分51秒48 森　慎太郎9036 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 41

52分56秒49 杉山　昭彦9016 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ 53

52分59秒50 森　久典9102 ﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ 44
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53分04秒51 山脇　伸浩9109 ﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 46

53分12秒52 坂本　昌郎9038 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｵ 42

53分27秒53 赤川　優作9035 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ 42

53分33秒54 西川　哲平9001 ﾆｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 26

53分40秒55 濱口　琢也9007 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 38

53分43秒56 勝間　裕之9151 ｶﾂﾏ ﾋﾛﾕｷ 31

53分47秒57 大北　優9168 ｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ 56

53分59秒58 浦川　隆史9188 ｳﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 36

54分01秒59 清水　雅俊9065 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 33

54分20秒60 中田　知秀9027 ﾅｶﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 42

54分39秒61 森内　誠悟9111 ﾓﾘｳﾁ ｾｲｺﾞ 42

54分40秒62 三木　伸一9219 ﾐｷ ｼﾝｲﾁ 51

54分41秒63 野田　正彦9193 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 64

54分55秒64 小林　英樹9200 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 53

55分04秒65 青木　英樹9213 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｷ 48

55分18秒66 関原　正幸9137 ｾｷﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 57

55分23秒67 郡　駿亮9091 ｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ 21

55分25秒68 滝花　秀樹9043 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞｷ 63

55分43秒69 以西　芳隆9122 ｲｻｲ ﾖｼﾀｶ 48

55分45秒70 山下　裕則9075 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾉﾘ 29

56分00秒71 高尾　大作9089 ﾀｶｵ ﾀﾞｲｻｸ 47

56分01秒72 真本　誠喜9113 ｼﾝﾓﾄ ﾏｻｷ 44

56分03秒73 高橋　直矢9117 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 33

56分03秒74 園尾　将人9164 ｿﾉｵ ﾏｻﾄ 31

56分09秒75 戸出　雄9176 ﾄｲﾃﾞ ﾕｳ 30

56分31秒76 阿部　友哉9215 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔ 22

56分52秒77 高野　正一9154 ﾀｶﾉ ｼｮｳｲﾁ 51

56分54秒78 奥　健一郎9057 ｵｸ ｹﾝｲﾁﾛｳ 42

57分13秒79 矢田　諭史9079 ﾔﾀ ｻﾄｼ 36

57分19秒80 岡本　崇志9092 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 41

57分23秒81 大西　始9143 ｵｵﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 63

57分26秒82 田村　文彦9025 ﾀﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 42

57分34秒83 井上　清志9138 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ 52

57分40秒84 辻　真顕9133 ﾂｼﾞ ﾏｻｱｷ 56

57分51秒85 栗本　昇9150 ｸﾘﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 40

58分16秒86 宮武　崇氏9129 ﾐﾔﾀｹ ﾀｶｼ 60

58分24秒87 倉野　克省9005 ｸﾗﾉ ｶﾂﾐ 56

58分32秒88 平井　裕司9205 ﾋﾗｲ ﾕｳｼﾞ 40

58分36秒89 浜中　徹9190 ﾊﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 43

58分38秒90 数藤　航9158 ｽﾄｳ ﾜﾀﾙ 29

58分45秒91 石木　和幸9140 ｲｼｷ ｶｽﾞﾕｷ 43

58分58秒92 矢野　寛人9146 ﾔﾉ ﾋﾛﾄ 19

59分08秒93 三島　一浩9090 ﾐｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 50

59分19秒94 澤野　充明9008 ｻﾜﾉ ﾐﾂﾊﾙ 38

59分26秒95 上田　智之9216 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 33

59分29秒96 三島　崇宏9106 ﾐｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 30

59分30秒97 青木　浩次9047 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ 58

59分49秒98 尾崎　亘裕9222 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 53

59分52秒99 井内　健太9155 ｲｳﾁ ｹﾝﾀ 24

59分54秒100 川島　淳9204 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ 45
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1時間00分38秒101 青木　秀夫9163 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ 43

1時間01分08秒102 廣瀬　紘一9130 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 37

1時間01分39秒103 岡本　翔9051 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 32

1時間01分41秒104 木下　敦志9076 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 52

1時間01分42秒105 井内　康夫9114 ｲｳﾁ ﾔｽｵ 53

1時間01分52秒106 富登　篤弘9209 ﾌﾄｳ ｱﾂﾋﾛ 63

1時間01分54秒107 長友　秀樹9094 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾃﾞｷ 34

1時間02分03秒108 美記　博9217 ﾐｷ ﾋﾛｼ 50

1時間02分12秒109 水上　武彦9118 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｹﾋｺ 52

1時間02分18秒110 梅本　慎二9021 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 58

1時間02分34秒111 奥村　泰造9134 ｵｸﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ 57

1時間02分53秒112 尾崎　正憲9039 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 67

1時間03分02秒113 西田　一成9112 ﾆｼﾀ ｶｽﾞｼｹﾞ 55

1時間03分24秒114 澤田　俊介9105 ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 29

1時間03分29秒115 和田　康昭9040 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ 61

1時間03分41秒116 山腋　達也9018 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾔ 55

1時間03分45秒117 吉原　健二9045 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 65

1時間03分45秒118 川原　真二9116 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 53

1時間03分45秒119 西條　武司9187 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 41

1時間03分52秒120 佐竹　浩一9119 ｻﾀｹ ｺｳｲﾁ 56

1時間03分56秒121 粟飯原　崇9030 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 37

1時間04分16秒122 住友　雄治9061 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼﾞ 61

1時間04分23秒123 兼間　博之9223 ｶﾈﾏ ﾋﾛﾕｷ 42

1時間04分27秒124 湊　雅史9050 ﾐﾅﾄ ﾏｻﾌﾐ 47

1時間04分46秒125 大口　翔矢9104 ｵｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 27

1時間04分47秒126 真鍋　浩章9042 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 55

1時間05分02秒127 白濱　正彦9098 ｼﾗﾊﾏ ﾏｻﾋｺ 44

1時間05分47秒128 山本　和雄9139 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ 49

1時間06分10秒129 上田　誠吾9214 ｳｴﾀ ｾｲｺﾞ 48

1時間06分23秒130 谷脇　健太9170 ﾀﾆﾜｷ ｹﾝﾀ 32

1時間06分41秒131 小川　泰明9157 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ 38

1時間06分43秒132 上田　浩三9054 ｳｴﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 48

1時間06分50秒133 赤松　睦9206 ｱｶﾏﾂ ﾑﾂｼ 66

1時間07分02秒134 三崎　和弘9072 ｷｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 44

1時間07分02秒135 丈池　伸二9063 ｼﾞｮｳｲｹ ｼﾝｼﾞ 32

1時間07分12秒136 喜多　映一9123 ｷﾀ ｴｲｲﾁ 73

1時間07分32秒137 高橋　悟9053 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 36

1時間08分00秒138 玉田　健弘9107 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 32

1時間08分05秒139 三木　誉9159 ﾐｷ ﾎﾏﾚ 41

1時間08分38秒140 太田　博文9120 ｵｵﾀ ﾋﾛﾌﾐ 68

1時間10分37秒141 関口　創太9103 ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 26

1時間11分09秒142 上原　充裕9191 ｳｴﾊﾗ ﾐﾁﾋﾛ 52

1時間11分24秒143 桑村　敏弘9006 ｸﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 37

1時間12分18秒144 中道　和生9026 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｵ 69

1時間12分29秒145 長楽　健司9165 ﾁｮｳﾗｸ ｹﾝｼﾞ 44

1時間13分01秒146 福田　富治9078 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｼﾞ 68

1時間14分08秒147 佐野　航平9085 ｻﾉ ｺｳﾍｲ 29

1時間14分28秒148 栗本　孝男9135 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｵ 64

1時間14分37秒149 金川　勝彦9127 ｶﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 44

1時間14分38秒150 工藤　正明9028 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 68
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1時間14分57秒151 割石　精一郎9101 ﾜﾘｲｼ ｾｲｲﾁﾛｳ 49

1時間15分29秒152 橘　宏典9175 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾉﾘ 45

1時間16分09秒153 東　浩司9178 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ 42

1時間16分22秒154 金山　哲也9060 ｶﾅﾔﾏ ﾃﾂﾔ 38

1時間16分40秒155 宮島　明人9096 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 56

1時間17分08秒156 桜田　耕一郎9197 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 55

1時間21分56秒157 畑村　昭登9125 ﾊﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 38

1時間30分26秒158 長谷川　元9201 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 28

2時間04分14秒159 福本　雅展9174 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 34
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