
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

65km男子20歳以上50歳未満

県名

621 坂口　尊紀 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ  5:21:471 三重県

693 大高　拓也 ｵｵﾀｶ ﾀｸﾔ  5:23:412 埼玉県

646 田村　浩二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ  5:32:233 愛知県

637 小松　和人 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾄ  5:53:474 兵庫県

632 佐藤　昌昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ  6:03:145 和歌山県

732 都留　誠 ﾂﾙ ﾏｺﾄ  6:16:176 東京都

641 池本　任男 ｲｹﾓﾄ ﾀｶｵ  6:20:457 大阪府

647 中野　道 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ  6:25:208 大阪府

617 瀧本　成人 ﾀｷﾓﾄ ﾅﾙﾋﾄ  6:44:479 大阪府

740 野口　幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  6:47:5210 和歌山県

691 遠藤　裕志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  6:54:3311 兵庫県

686 稲本　和幸 ｲﾅﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ  6:55:2012 三重県

615 山川　和彦 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ  7:05:4713 和歌山県

724 鈴木　正崇 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ  7:13:3614 兵庫県

752 山崎　健一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ  7:27:3315 宮崎県

634 福本　勝 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ  7:28:3116 滋賀県

745 間瀬　敦史 ﾏｾ ｱﾂｼ  7:31:0017 愛知県

717 椎崎　竜矢 ｼｲｻﾞｷ ﾀﾂﾔ  7:34:0518 和歌山県

760 吉村　和訓 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  7:41:4419 三重県

638 藤　佑太 ﾌｼﾞ ﾕｳﾀ  7:49:2520 大阪府

762 若林　和樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ  7:51:1621 三重県

652 藤谷　庄司 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ  7:52:2922 和歌山県

755 山下　純史 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｼ  7:55:1423 和歌山県

675 松原　明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾗ  8:05:4424 和歌山県

623 村井　弘和 ﾑﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ  8:17:3725 和歌山県

667 徳冨　貴宣 ﾄｸﾄﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ  8:19:2226 和歌山県

660 恩地　宏幸 ｵﾝﾁ ﾋﾛﾕｷ  8:21:2927 和歌山県

743 花崎　浩二 ﾊﾅｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  8:34:4928 兵庫県

716 佐藤　史崇 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ  8:36:0529 和歌山県

650 平原　徳佑 ﾋﾗﾊﾗ ﾉﾘｳ  8:36:2830 三重県

666 田和　伸悟 ﾀﾜ ｼﾝｺﾞ  8:44:2831 和歌山県

754 山崎　正大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  8:46:4632 京都府

751 山口　俊充 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾐﾂ  8:47:5733 愛知県

742 畠中　理利 ﾊﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄｼ  8:49:2334 和歌山県

656 森本　康弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  8:54:3835 和歌山県

661 河原　数典 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  9:02:1336 和歌山県

721 下山　眞 ｼﾓﾔﾏ ﾏｺﾄ  9:19:4537 和歌山県

611 小嶋　宏昭 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ  9:20:3738 兵庫県

730 田中　一聖 ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ  9:32:4439 福井県

749 米良　弘文 ﾒﾗ ﾋﾛﾌﾐ  9:35:5740 愛知県

701 河合　信弘 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  9:39:2141 京都府

629 岩上　太郎 ｲﾜｶﾞﾐ ﾀﾛｳ  9:46:2342 和歌山県

705 北村　哲也 ｷﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ  9:46:2343 和歌山県

643 石田　高也 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾔ  9:54:3044 京都府

728 竹田　友伸 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾉﾌﾞ 10:02:2245 愛知県

707 楠本　忠司 ｸｽﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 10:10:4046 京都府

757 山本　洋之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 10:16:3247 滋賀県

659 奥貫　隆男 ｵｸﾇｷ ﾀｶｵ 10:27:2548 兵庫県

736 中谷　匡登 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻﾄ 10:32:4149 和歌山県

696 梶山　博幸 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 10:37:5350 愛知県
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618 糸井　直樹 ｲﾄｲ ﾅｵｷ 11:00:3451 三重県

687 今井　宏一 ｲﾏｲ ﾋﾛｶｽﾞ 11:02:1252 和歌山県
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