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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50歳以上

県名

279 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  8:40:581 大阪府

34 石田　克人 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ  9:08:392 京都府

501 八尾　潤 ﾔｵ ｼﾞｭﾝ  9:26:213 大阪府

491 椋田　浩之 ﾑｸﾀ ﾋﾛﾕｷ  9:51:084 神奈川県

209 近江　忠仁 ｵｳﾐ ﾀﾀﾞﾋﾄ  9:56:275 京都府

326 上野　義教 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ  9:57:106 三重県

465 羽布津　慎一 ﾊﾌﾞﾂ ｼﾝｲﾁ 10:09:157 神奈川県

226 斉藤　謙二 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 10:20:088 愛知県

203 池本　洋一 ｲｹﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 10:21:519 兵庫県

334 大山　忠徳 ｵｵﾔﾏ ﾀﾀﾞﾉﾘ 10:28:5810 香川県

112 武内　滋幹 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｷ 10:33:0811 東京都

399 清水　義和 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ 10:39:0212 大阪府

342 小川　恒 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 10:42:0213 大阪府

57 森崎　泰生 ﾓﾘｻｷ ﾔｽｵ 10:47:2114 大阪府

346 奥村　敦 ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ 10:57:1915 三重県

235 須藤　秀雄 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 10:58:2416 和歌山県

466 濵口　博司 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 11:06:2317 大阪府

9 森田　善典 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ 11:09:0218 和歌山県

129 桜山　勝史 ｻｸﾗﾔﾏ ｶﾂｼ 11:09:2419 愛知県

80 松木　健司 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 11:14:5920 埼玉県

225 小寺　拓司 ｺﾃﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 11:15:0521 愛知県

99 今出　央 ｲﾏﾃﾞ ﾋｻｼ 11:15:2822 兵庫県

61 吉岡　英生 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ 11:21:1023 奈良県

108 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 11:24:3324 広島県

25 栄迫　功 ｴｲｻｺ ｲｻｵ 11:26:4025 滋賀県

244 玉田　明英 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 11:29:2626 大阪府

238 髙畠　豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 11:29:4227 徳島県

416 高岸　隆光 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｭｳｺｳ 11:34:1828 和歌山県

33 荒木　守幸 ｱﾗｷ ﾓﾘﾕｷ 11:36:2029 奈良県

15 西　修二 ﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 11:37:1330 和歌山県

426 多田　眞也 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾔ 11:41:0931 大阪府

155 黒澤　伸明 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 11:41:5532 群馬県

319 市川　純一 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 11:45:5333 大阪府

232 島垣　利久 ｼﾏｶﾞｷ ﾄｼﾋｻ 11:48:4534 千葉県

265 村上　寛 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 11:52:1035 和歌山県

176 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 11:54:1036 和歌山県

49 一ノ瀬　光海 ｲﾁﾉｾ ｺｳﾐ 11:55:4437 大阪府

76 永江　健一 ﾅｶﾞｴ ｹﾝｲﾁ 11:55:5538 兵庫県

505 山千代　浩幸 ﾔﾏﾁﾖ ﾋﾛﾕｷ 11:58:2939 大阪府

233 嶋本　勝浩 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 12:03:5140 滋賀県

237 大上　毅 ﾀﾞｲｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 12:05:5641 兵庫県

223 倉井　雅之 ｸﾗｲ ﾏｻﾕｷ 12:08:4142 大阪府

130 中村　嘉典 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 12:08:5543 和歌山県

23 南　光昭 ﾐﾅﾐ ﾐﾂｱｷ 12:09:4744 和歌山県

355 加藤　弘一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 12:16:1645 栃木県

377 小池　良夫 ｺｲｹ ﾖｼｵ 12:19:3146 愛知県

217 加藤　宏 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 12:28:3047 三重県

314 居川　均志 ｲｶﾜ ﾋﾄｼ 12:28:3548 京都府

394 澤田　一孝 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 12:31:1949 大阪府

150 上谷　祥一 ｶﾐﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ 12:31:2950 大阪府
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88 石住　隆司 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ 12:31:4751 奈良県

218 河合　伸二 ｶﾜｲ ｼﾝｼﾞ 12:31:5552 大阪府

411 関山　秀雄 ｾｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 12:33:1353 神奈川県

105 菅野　巻雄 ｶﾝﾉ ﾏｷｵ 12:34:5854 愛知県

328 内海　宏一 ｳﾂﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 12:40:3455 大阪府

19 阪上　守人 ｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ 12:40:4856 兵庫県

17 小野　善郎 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 12:44:0957 和歌山県

508 横井　三千年 ﾖｺｲ ﾐﾁﾄｼ 12:45:2758 愛知県

391 櫻田　勝己 ｻｸﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 12:46:3759 千葉県

312 安部　一成 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 12:50:3660 愛知県

48 南山　栄成 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 12:51:3561 京都府

352 角下　麻人 ｶｸｼﾀ ｱｻﾋﾄ 12:52:1662 和歌山県

386 坂井　克次 ｻｶｲ ﾖｼﾂｸﾞ 12:52:2463 大阪府

39 林　雅樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 12:53:1164 京都府

132 藤田　和憲 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 12:54:3165 兵庫県

215 加藤　重幸 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 12:55:0866 愛知県

133 馬込　克彦 ﾏｺﾞﾒ ｶﾂﾋｺ 12:57:3167 和歌山県

239 田口　浩資郎 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 13:03:0668 徳島県

327 内野　裕朗 ｳﾁﾉ ﾋﾛｱｷ 13:04:1869 大阪府

188 出口　明 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 13:04:4670 和歌山県

333 大野　靖晃 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 13:11:1071 三重県

313 家口　全史 ｲｴｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 13:11:1872 大阪府

27 甲斐　徹 ｶｲ ﾄｵﾙ 13:15:4473 大阪府

429 田中　次郎 ﾀﾅｶ ｼﾞﾛｳ 13:15:5274 愛知県

87 中上　修 中上 修 13:17:1675 三重県

193 山下　悟 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 13:18:2276 滋賀県

290 新川　和男 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｵ 13:21:0177 和歌山県

234 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 13:21:0678 静岡県

243 棚橋　達雄 ﾀﾅﾊｼ ﾀﾂｵ 13:21:0679 愛知県

73 瀬戸　勉 ｾﾄ ﾂﾄﾑ 13:21:5880 大阪府

167 長峰　淳 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 13:26:0181 大阪府

41 山本　源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 13:26:0782 福井県

481 松田　光雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ 13:26:3883 大阪府

406 鈴木　宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 13:26:5884 和歌山県

156 佐々木　宣明 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 13:28:2885 京都府

320 今城　英夫 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 13:31:4786 岡山県

216 加藤　孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 13:31:5687 愛知県

231 実森　孝行 ｼﾞﾂﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 13:32:1788 和歌山県

488 万代　昌巳 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾏｻﾐ 13:35:2189 岡山県

38 中川　四郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾛｳ 13:35:4790 三重県

56 三隅　浩 ﾐｽﾐ ﾋﾛｼ 13:36:1891 三重県

153 金　章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 13:36:5192 福岡県

95 目加田　博司 ﾒｶﾀ ﾋﾛｼ 13:37:1693 大阪府

163 田伏　浩 ﾀﾌﾞｾ ﾋﾛｼ 13:40:4694 大阪府

173 藤原　敬也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾔ 13:42:1795 兵庫県

224 越本　豊彦 ｺｼﾓﾄ ﾄﾖﾋｺ 13:43:5096 京都府

158 高岡　弘幸 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾕｷ 13:46:1297 大阪府

264 光村　祐剛 ﾐﾂﾑﾗ ﾕｳｺﾞｳ 13:46:4298 大阪府

42 和田　毅 ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 13:46:4399 大阪府

165 中下　益来 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ 13:48:20100 和歌山県
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513 渡邉　泰宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 13:49:25101 三重県

259 馬塚　俊克 ﾏﾂﾞｶ ﾄｼｶﾂ 13:51:01102 静岡県

480 松田　敏男 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 13:51:34103 京都府

441 友田　和伸 ﾄﾓﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 13:52:04104 大阪府

437 槌谷　政男 ﾂﾁﾔ ﾏｻｵ 13:52:53105 奈良県

267 森川　晴夫 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙｵ 13:54:01106 兵庫県

431 田中　英俊 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 13:55:37107 大阪府

408 須藤　亘 ｽﾄﾞｳ ﾀｹｼ 13:56:42108 愛知県

37 堤　義三 ﾂﾂﾐ ﾖｼｿﾞｳ 14:00:18109 京都府

293 田津原　裕晃 ﾀﾂﾞﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 14:00:18110 奈良県

212 長船　修明 ｵｻﾌﾈ ﾉﾌﾞｱｷ 14:07:33111 京都府

20 土井　浩 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 14:08:38112 和歌山県

330 江上　佳文 ｴｶﾞﾐ ﾖｼﾌﾐ 14:10:42113 埼玉県

6 笠間　邦夫 ｶｻﾏ ｸﾆｵ 14:12:06114 奈良県

21 新居延　武 ﾆｲﾉﾌﾞ ﾀｹｼ 14:12:30115 大阪府

5 温　克彦 ﾇｸﾐ ｶﾂﾋｺ 14:13:10116 三重県

178 宮野　友孝 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ 14:13:56117 兵庫県

492 村上　泰介 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｽｹ 14:14:13118 大阪府

248 名倉　健三 ﾅｸﾗ ｹﾝｿﾞｳ 14:14:51119 和歌山県

181 守安　正克 ﾓﾘﾔｽ ﾏｻｶﾂ 14:15:18120 大阪府

199 森本　浩文 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 14:21:31121 大阪府

286 角矢　誠一郎 ｶｸﾔ ｾｲｲﾁﾛｳ 14:24:40122 大阪府

40 松浦　一志 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｼ 14:25:24123 大阪府

148 岡　和広 ｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 14:25:45124 兵庫県

10 金剛　秀典 ｺﾝｺﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 14:26:03125 三重県

349 小野塚　孝 ｵﾉﾂﾞｶ ﾀｶｼ 14:27:01126 三重県

138 赤山　辰如 ｱｶﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ 14:27:26127 和歌山県

403 杉山　昭彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ 14:30:08128 徳島県

309 青山　圭一 ｱｵﾔﾏ ｹｲｲﾁ 14:33:13129 大阪府

100 岩橋　司 ｲﾜﾊｼ ﾂｶｻ 14:34:15130 和歌山県
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