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1.5kmクラス　男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2013/10/13

スタート： 10:05:00

会場: 徳島県海部郡海陽町宍喰地区・水床湾

主催: とくしま宍喰OWS実行委員会

23分37秒1 仙田 隆宏518 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ Jellyfish

24分20秒2 佐藤 真一505 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ

24分27秒3 大川 泰広525 ｵｵｶﾜﾔｽﾋﾛ

25分32秒4 高城 太一568 ﾀｶｷﾞ ﾀｲﾁ

25分39秒5 九町 俊吾547 ｸﾁｮｳ ｼｭﾝｺﾞ

25分55秒6 三宅 正悟534 ﾐﾔｹ ｼｮｳｺﾞ Raccoon Rascal.E

26分24秒7 岩下 典生510 ｲﾜｼﾀ ﾉﾘｵ

27分39秒8 棚町 和弘533 ﾀﾅﾏﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ハニー・ポッサム

28分14秒9 横石 知也567 ﾖｺｲｼ ﾄﾓﾔ 城西高校

29分11秒10 大江 翔太郎551 ｵｵｴ ｼｮｳﾀﾛｳ

29分21秒11 中川 進也515 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ

29分27秒12 明神 亮博507 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｱｷﾋﾛ 高北病院　高知RSR

30分59秒13 志摩 和範503 ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

31分06秒14 小倉 英巳553 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾐ

32分08秒15 法貴 博光532 ﾎｳｷ ﾋﾛﾐﾂ Tyrell  Kagawa  Racing

33分18秒16 大江 進560 ｵｵｴ ｽｽﾑ ＰＵＭＡ　ＲＣ

33分47秒17 浜田 敏樹557 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｷ AXIA

34分25秒18 小林 冬馬537 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾏ 徳島大学蔵本水泳部

34分32秒19 山田 和亮519 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｽｹ

34分38秒20 佛圓 善夫517 ﾌﾞﾂｴﾝ ﾖｼｵ

34分42秒21 藤原 英樹566 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ

34分42秒22 大和 義幸535 ﾔﾏﾄ ﾖｼﾕｷ ハッピーＲＤ

34分47秒23 井上 信治508 ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ

34分50秒24 三好 道宏549 ﾐﾖｼ ﾐﾁﾋﾛ

34分56秒25 中崎 雄526 ﾅｶｻﾞｷ ﾕｳ

35分40秒26 井上 皓平512 ｲﾉｳｴ ｺｳﾍｲ

36分30秒27 市川 浩514 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ

36分37秒28 芳賀 政広565 ﾊｶﾞ ﾏｻﾋﾛ

36分41秒29 中越 豊513 ﾅｶｺﾞｼ ﾕﾀｶ

36分56秒30 水本 雅庸511 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ サンビレッジ北島

37分03秒31 國政 利行561 ｸﾆﾏｻ ﾄｼﾕｷ

37分33秒32 戸田 尚義546 ﾄﾀﾞ ﾅｵﾖｼ

37分59秒33 山本 一郎548 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ

38分26秒34 佐々木 康二545 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ

38分35秒35 松本 健司530 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

38分48秒36 井上 直樹504 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ

39分07秒37 難波 大助554 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ

39分19秒38 古川 勝博558 ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 円座ミニマラソン同好会

39分34秒39 山根 誠521 ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ

39分59秒40 真鍋 浩章520 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ チームこはる

41分40秒41 松浦 徳介542 ﾏﾂｳﾗ  ﾉﾘﾖｼ

42分26秒42 伊賀 正美529 ｲｶﾞ ﾏｻﾐ 徳島トライアスロン

42分39秒43 清家 隆史516 ｾｲｹ ﾀｶﾌﾐ

43分13秒44 広沢 秀二郎539 ﾋﾛｻﾜ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

43分54秒45 藤本 幸博559 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

44分13秒46 津田 修506 ﾂﾀﾞ ｵｻﾑ

45分35秒47 土山 守安538 ﾂﾁﾔﾏ ﾓﾘﾔｽ

51分01秒48 丸山 和伸531 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

53分22秒49 若林 裕樹536 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

58分33秒50 谷 佑馬569 ﾀﾆ ﾕｳﾏ
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1.5kmクラス　男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2013/10/13

スタート： 10:05:00

会場: 徳島県海部郡海陽町宍喰地区・水床湾

主催: とくしま宍喰OWS実行委員会

1時間02分06秒51 安岡 秀樹502 ﾔｽｵｶ ﾋﾃﾞｷ
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