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県名

325 上田　大輔 ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  7:54:571 滋賀県

1 稲次　寿史 ｲﾅｼﾞ ﾋｻｼ  8:10:482 兵庫県

7 蔵本　康孝 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾀｶ  8:13:493 大阪府

418 鷹巣　真吾 ﾀｶｽ ｼﾝｺﾞ  8:19:274 和歌山県

381 小久保　敦史 ｺｸﾎﾞ ｱﾂｼ  8:22:345 三重県

107 倉井　克幸 ｸﾗｲ ｶﾂﾕｷ  8:36:006 東京都

149 岡見　光 ｵｶﾐ ｺｳ  8:39:547 京都府

147 大村　樹 ｵｵﾑﾗ ﾀﾂﾙ  8:58:248 大阪府

479 松下　友吾 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺﾞ  9:00:309 兵庫県

261 松田　奨平 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  9:10:0910 和歌山県

397 島津　雄次 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ  9:10:1311 和歌山県

103 勝間田　礼司 ｶﾂﾏﾀ ﾚｲｼﾞ  9:10:3312 大阪府

373 草野　亮太 ｸｻﾉ ﾘｮｳﾀ  9:16:3113 大阪府

69 加藤　雄次 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ  9:17:3914 三重県

134 寺地　豊 ﾃﾗｼﾞ ﾕﾀｶ  9:22:0515 和歌山県

85 吉岡　康博 ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾛ  9:27:2116 大阪府

351 海川　悟 ｶｲｶﾞﾜ ｻﾄﾙ  9:29:3317 愛知県

459 野村　和孝 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ  9:30:3118 愛知県

211 大橋　孝広 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ  9:35:3119 京都府

52 加藤　隆志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ  9:37:0020 和歌山県

116 廣瀬　智彰 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ  9:46:3121 京都府

200 生島　利彦 ｲｸｼﾏ ﾄｼﾋｺ  9:51:2522 大阪府

98 稲田　勝浩 ｲﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ  9:51:4423 和歌山県

387 阪田　泰一 ｻｶﾀ ﾔｽｶｽﾞ  9:54:2424 富山県

282 大江　孝之 ｵｵｴ ﾀｶﾕｷ 10:12:0425 和歌山県

503 山口　祐二 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 10:12:4326 大阪府

247 中村　佳史 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 10:34:1627 静岡県

191 松本　基希 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄｷ 10:34:2528 和歌山県

339 岡本　泰和 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 10:35:4029 大阪府

407 須藤　敬一 ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 10:37:0630 三重県

331 江崎　央介 ｴｻﾞｷ ｵｳｽｹ 10:45:2931 兵庫県

128 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 10:46:1232 神奈川県

250 西川　栄一 ﾆｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 10:49:1233 兵庫県

177 三野　史博 ﾐﾂﾉ ﾌﾐﾋﾛ 10:51:3734 大阪府

93 池上　祐樹 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 10:54:0935 三重県

493 村瀬　賢大 ﾑﾗｾ ﾏｻﾋﾛ 10:56:0036 三重県

101 大迫　明 ｵｵｻｺ ｱｷﾗ 10:58:4037 大阪府

137 青木　貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 11:02:4338 東京都

463 畑地　卓 ﾊﾀｼﾞ ｽｸﾞﾙ 11:08:2139 愛知県

254 藤田　茂之 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾕｷ 11:09:0440 兵庫県

51 加藤　訓章 ｶﾄｳ ｸﾆｱｷ 11:14:1141 静岡県

450 中村　健 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 11:15:3642 大阪府

206 上田　祥吾 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 11:17:4843 和歌山県

171 福井　智也 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 11:18:5244 和歌山県

115 西川　隆寛 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 11:22:0845 京都府

205 入江　克典 ｲﾘｴ ﾖｼﾉﾘ 11:24:2446 大阪府

384 小西　勇介 ｺﾆｼ ﾕｳｽｹ 11:26:2047 京都府

122 宮本　啓由 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 11:28:4948 大阪府

192 峯　大祐 ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 11:30:2749 大阪府

375 久保　忠大 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 11:33:2850 和歌山県
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454 西森　善幸 ﾆｼﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 11:35:2551 高知県

270 森脇　一宏 ﾓﾘﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 11:37:2552 岐阜県

109 坂口　隆志 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ 11:38:3153 三重県

311 安喜　健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ 11:39:5554 東京都

276 山口　正志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 11:40:1155 富山県

428 田中　康二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 11:40:5956 香川県

467 平尾　真志 ﾋﾗｵ ｼﾝｼﾞ 11:41:1557 大阪府

422 髙見　和宏 ﾀｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 11:41:2258 東京都

506 山本　繁 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 11:42:4759 兵庫県

507 山本　芳敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 11:44:3760 京都府

382 小杉　欣也 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾔ 11:46:0461 和歌山県

471 藤垣　聡司 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｻﾄｼ 11:46:2262 三重県

338 岡本　雅樹 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ 11:47:1563 三重県

414 千野　昌利 ｾﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 11:50:3964 京都府

477 増川　修 ﾏｽｶﾜ ｵｻﾑ 11:53:4765 京都府

54 中村　弘一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 11:56:2866 大阪府

255 古津　忠雄 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 11:57:2167 兵庫県

266 村山　真一 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 11:57:3768 大阪府

400 下平　佳史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾌﾐ 11:58:3569 愛知県

97 安部　英一 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 11:59:0270 愛知県

444 中谷　祥之 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 12:06:2671 和歌山県

249 西尾　晋一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 12:11:3272 大阪府

341 小川　典彦 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 12:12:1273 三重県

433 谷口　忍 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 12:12:1274 和歌山県

117 福森　繁 ﾌｸﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 12:22:2175 大阪府

68 小田　佳典 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 12:25:5776 徳島県

26 大井　大介 ｵｵｲ ﾀﾞｲｽｹ 12:28:5677 愛知県

427 田中　健吾 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 12:33:3978 京都府

151 川辺　祥一 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 12:34:2679 和歌山県

344 荻原　拓 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸ 12:36:2480 三重県

18 木田　直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 12:37:3281 三重県

169 狹間　敏徳 ﾊｻﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 12:39:1482 大阪府

22 浜田　純一 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 12:39:1583 大阪府

256 堀畑　剛 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 12:41:0784 和歌山県

8 中島　泰三 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 12:41:4985 茨城県

380 郡山　猛 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 12:44:5986 大阪府

456 新羅　芳和 ﾆﾗ ﾖｼｶｽﾞ 12:46:5887 愛知県

486 松谷　実 ﾏﾂﾔ ﾐﾉﾙ 12:48:0388 愛知県

263 水谷　英敏 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾄｼ 12:52:3389 兵庫県

412 瀬戸　相平 ｾﾄ ｿｳﾍｲ 12:53:4890 和歌山県

274 山口　貴寛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 12:57:2391 三重県

185 江川　徹 ｴｶﾜ ﾄｵﾙ 12:57:4392 和歌山県

113 田中　洋二 ﾀﾅｶ ﾖｳｼﾞ 13:00:5293 大阪府

189 中尾　知裕 ﾅｶｵ ﾄﾓﾋﾛ 13:01:2394 和歌山県

496 森　篤史 ﾓﾘ ｱﾂｼ 13:02:2995 愛知県

442 中田　将之 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 13:04:0796 和歌山県

348 尾西　克之 ｵﾆｼ ｶﾂﾕｷ 13:05:4797 大阪府

487 丸山　賢治 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 13:12:5798 兵庫県

170 橋本　宏和 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 13:13:1699 奈良県

360 金田　雅之 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 13:15:25100 東京都

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

第19回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2017年4月23日

100km男子20歳以上50歳未満

県名

297 玉田　良造 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ 13:17:45101 奈良県

365 川上　祥寿 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 13:24:04102 兵庫県

240 竹村　拓哉 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾔ 13:24:14103 大阪府

143 植田　幹彦 ｳｴﾀﾞ ﾐｷﾋｺ 13:27:36104 大阪府

303 村田　和彦 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 13:28:06105 大阪府

511 吉田　啓 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 13:28:57106 和歌山県

47 森　浩二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 13:29:55107 滋賀県

275 山口　裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 13:31:20108 東京都

45 塩路　健一 ｼｵｼﾞ ｹﾝｲﾁ 13:32:40109 大阪府

432 田中　良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 13:32:50110 京都府

356 加藤　淳貴 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 13:33:49111 大阪府

430 田中　智視 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 13:34:00112 北海道

383 小谷　直 ｺﾀﾆ ｽﾅｵ 13:34:36113 三重県

260 松窪　義朗 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾖｼﾛｳ 13:44:07114 和歌山県

110 島　智秀 ｼﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 13:46:48115 三重県

190 蜂須賀　公博 ﾊﾁｽｶ ｷﾐﾋﾛ 13:47:20116 大阪府

74 滝川　洋司 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｼ 13:48:35117 愛知県

174 藤原　基樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 13:49:08118 愛知県

24 植田　政明 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 13:50:37119 大阪府

118 藤井　政直 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ 13:51:08120 静岡県

184 吉野　修 ﾖｼﾉ ｵｻﾑ 13:53:19121 奈良県

308 鷲野　和弘 ﾜｼﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 13:53:43122 静岡県

271 矢川　泰宏 ﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 13:54:50123 和歌山県

64 中村　寿 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 13:57:37124 京都府

398 志水　大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 14:05:58125 大阪府

207 宇田　真啓 ｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 14:05:59126 大阪府

473 細木　浩二 ﾎｿｷﾞ ｺｳｼﾞ 14:10:54127 神奈川県

388 坂部　義雄 ｻｶﾍﾞ ﾖｼｵ 14:12:59128 愛知県

82 森　勇樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 14:13:47129 和歌山県

512 米山　剛史 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 14:15:13130 大阪府

451 仲村　武士 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 14:15:42131 大阪府

262 馬渕　輝彦 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 14:18:35132 静岡県

509 横田　勝之 ﾖｺﾀ ｶﾂﾕｷ 14:19:35133 和歌山県

298 辻田　治 ﾂｼﾞﾀ ｵｻﾑ 14:21:12134 和歌山県

91 濱邉　貴志 ﾊﾏﾍﾞ ﾀｶｼ 14:21:51135 大阪府

63 仲尾　智勝 ﾅｶｵ ﾄﾓｶﾂ 14:21:51136 大阪府

443 中谷　泰明 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 14:25:35137 兵庫県

288 倉本　克治 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂｼﾞ 14:26:37138 愛知県

336 岡田　和佳 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 14:27:48139 大阪府

464 波多野　健二 ﾊﾀﾉ ｹﾝｼﾞ 14:28:06140 愛知県

202 池田　竹彦 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 14:29:08141 和歌山県

28 斎藤　兆則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 14:29:08142 愛知県

482 松田　唯 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲ 14:30:26143 三重県

409 住吉　慎吾 ｽﾐﾖｼ ｼﾝｺﾞ 14:31:14144 東京都

470 藤岡　誉 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｼ 14:33:34145 三重県

71 酒本　育弥 ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 14:37:38146 埼玉県
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