
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

第20回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2018年4月22日

100km男子50歳以上

県名

2 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  8:59:341 大阪府

32 石田　克人 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ  9:30:022 京都府

29 森崎　泰生 ﾓﾘｻｷ ﾔｽｵ  9:48:093 大阪府

61 加藤　雄次 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 10:04:224 三重県

422 坂口　明 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ 10:09:415 東京都

510 増永　康行 ﾏｽﾅｶﾞ ﾔｽﾕｷ 10:10:526 東京都

343 足立　雄一郎 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 10:17:587 徳島県

280 田中　勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 10:32:218 神奈川県

25 栄迫　功 ｴｲｻｺ ｲｻｵ 10:36:269 滋賀県

509 桝谷　雅彦 ﾏｽﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 10:39:3310 大阪府

440 髙木　聡 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾙ 10:46:1911 京都府

178 阪本　周一 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 10:47:2612 東京都

157 家村　俊一 ｲｴﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 10:50:3613 大阪府

530 八木　栄作 ﾔｷﾞ ｴｲｻｸ 10:53:1914 大阪府

542 山本　満 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾙ 11:08:1015 和歌山県

93 武内　滋幹 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｷ 11:11:0816 東京都

142 江川　徹 ｴｶﾜ ﾄｵﾙ 11:11:1617 和歌山県

502 古谷　充 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾙ 11:11:3318 京都府

282 谷口　雅哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 11:13:3619 三重県

293 濵口　博司 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 11:14:5920 大阪府

379 岡田　好広 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 11:21:3721 岐阜県

177 斉藤　謙二 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 11:24:3522 愛知県

112 青木　貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 11:28:3323 東京都

176 小寺　拓司 ｺﾃﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 11:33:5524 愛知県

90 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 11:37:4225 広島県

377 大谷　一弘 ｵｵﾀﾆ ｶﾂﾋﾛ 11:38:2626 奈良県

182 島垣　利久 ｼﾏｶﾞｷ ﾄｼﾋｻ 11:39:2827 千葉県

54 吉岡　英生 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ 11:45:1228 奈良県

70 松木　健司 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 11:45:3829 埼玉県

523 村田　幸敏 ﾑﾗﾀ ﾕｷﾄｼ 11:46:1330 京都府

276 多田　眞也 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾔ 11:47:0031 大阪府

264 清水　義和 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ 11:50:2232 大阪府

125 高宮　正能 ﾀｶﾐﾔ ﾏｻﾖｼ 11:51:1433 東京都

109 馬込　克彦 ﾏｺﾞﾒ ｶﾂﾋｺ 11:54:1134 和歌山県

415 小林　憲司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 11:55:1635 大阪府

240 小川　恒 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 11:55:3236 大阪府

183 嶋本　勝浩 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 11:57:2537 滋賀県

245 加藤　弘一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 11:58:3838 栃木県

511 増本　浩史 ﾏｽﾓﾄ ﾋﾛｼ 11:59:1939 奈良県

14 西　修二 ﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 12:00:2140 和歌山県

184 須藤　秀雄 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 12:03:0141 和歌山県

303 森川　裕史 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ 12:06:2342 兵庫県

87 菅野　巻雄 ｶﾝﾉ ﾏｷｵ 12:15:1843 愛知県

314 四辻　圭二 ﾖﾂﾂｼﾞ ｹｲｼﾞ 12:15:4944 京都府

230 居川　均志 ｲｶﾜ ﾋﾄｼ 12:16:3445 京都府

301 三角　道夫 ﾐｶﾄﾞ ﾐﾁｵ 12:24:4746 京都府

170 加藤　宏 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 12:25:2547 三重県

325 志村　宜紀 ｼﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 12:26:1748 和歌山県

356 伊藤　英雄 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 12:27:3549 愛知県

169 加藤　重幸 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 12:28:0250 愛知県
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185 大上　毅 ﾀﾞｲｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 12:28:3351 兵庫県

168 長船　修明 ｵｻﾌﾈ ﾉﾌﾞｱｷ 12:30:1952 京都府

323 駒井　和幸 ｺﾏｲ ｶｽﾞﾕｷ 12:31:1453 奈良県

549 吉田　丈彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 12:36:0254 大阪府

316 渡邉　泰宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 12:38:1055 三重県

273 高岸　隆光 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｭｳｺｳ 12:39:0156 和歌山県

121 黒澤　伸明 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 12:39:4757 群馬県

400 河村　静男 ｶﾜﾑﾗ ｼｽﾞｵ 12:43:4958 神奈川県

480 西田　雅彦 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 12:45:1259 大阪府

465 戸野　隆弘 ﾄﾉ ﾀｶﾋﾛ 12:47:4160 鳥取県

427 正司　豊 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾀｶ 12:53:2961 愛知県

232 市川　純一 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 12:55:4062 大阪府

406 木村　照夫 ｷﾑﾗ ﾃﾙｵ 12:56:2563 愛知県

108 藤田　和憲 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 12:58:2264 兵庫県

358 井上　誠 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 13:00:0365 和歌山県

412 熊澤　弘充 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 13:00:1766 三重県

368 鵜野　一光 ｳﾉ ｶｽﾞﾐﾂ 13:00:3867 愛知県

68 永江　健一 ﾅｶﾞｴ ｹﾝｲﾁ 13:00:5168 兵庫県

106 桜山　勝史 ｻｸﾗﾔﾏ ｶﾂｼ 13:02:0069 愛知県

27 甲斐　徹 ｶｲ ﾄｵﾙ 13:02:4770 大阪府

308 山崎　聡也 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾔ 13:06:1871 大阪府

476 新美　直樹 ﾆｲﾐ ﾅｵｷ 13:06:5472 愛知県

16 小野　善郎 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 13:07:1573 和歌山県

122 佐々木　宣明 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 13:09:0974 京都府

407 木村　正昭 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ 13:12:2975 大阪府

467 中西　秀夫 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞｵ 13:13:5976 兵庫県

491 原田　秀夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 13:20:3977 三重県

46 一ノ瀬　光海 ｲﾁﾉｾ ｺｳﾐ 13:21:4278 大阪府

543 山本　実 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ 13:23:2179 埼玉県

104 屋良　ゆう ﾔﾗ ﾕｳ 13:23:4580 東京都

256 坂井　克次 ｻｶｲ ﾖｼﾂｸﾞ 13:23:5281 大阪府

6 森田　善典 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ 13:24:4782 和歌山県

481 西林　仁 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 13:25:3683 神奈川県

45 村山　敏明 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｱｷ 13:26:5084 大阪府

366 鵜飼　高史 ｳｶｲ ﾀｶｼ 13:27:2185 京都府

381 沖　要一 ｵｷ ﾖｳｲﾁ 13:27:4686 大阪府

417 小美野　恭輝 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ 13:28:1987 埼玉県

37 中川　四郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾛｳ 13:28:2788 愛知県

19 阪上　守人 ｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ 13:29:0789 兵庫県

446 田代　智也 ﾀｼﾛ ﾄﾓﾅﾘ 13:29:2290 神奈川県

279 田中　英俊 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 13:34:4691 大阪府

453 土屋　幸夫 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 13:35:2592 静岡県

518 三宅　秀治 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾊﾙ 13:35:4893 兵庫県

520 宮園　直之 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾅｵﾕｷ 13:37:2094 長崎県

150 山下　悟 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 13:38:3895 滋賀県

134 藤原　敬也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾔ 13:40:1596 兵庫県

420 坂井　康寿 ｻｶｲ ﾔｽﾋｻ 13:40:3497 大阪府

10 中島　泰三 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 13:41:0198 茨城県

23 南　光昭 ﾐﾅﾐ ﾐﾂｱｷ 13:43:3499 和歌山県

189 田口　浩資郎 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 13:44:08100 徳島県
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41 山本　源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 13:44:55101 福井県

312 横井　三千年 ﾖｺｲ ﾐﾁﾄｼ 13:45:19102 愛知県

187 髙畠　豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 13:45:57103 徳島県

484 萩原　和彦 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 13:46:36104 和歌山県

456 常川　素以 ﾂﾈｶﾜ ﾓﾄｲ 13:46:55105 北海道

313 横田　勝之 ﾖｺﾀ ｶﾂﾕｷ 13:48:45106 和歌山県

67 中上　修 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 13:50:45107 三重県

65 瀬戸　勉 ｾﾄ ﾂﾄﾑ 13:53:11108 大阪府

413 桑原　健郎 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾛｳ 13:53:29109 大阪府

204 光村　祐剛 ﾐﾂﾑﾗ ﾕｳｺﾞｳ 13:54:05110 大阪府

209 矢川　泰宏 ﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 13:54:10111 和歌山県

9 石神　悟 ｲｼｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 13:55:48112 和歌山県

414 小島　俊明 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 13:56:19113 神奈川県

129 中下　益来 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ 13:56:35114 和歌山県

503 本田　友宏 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 14:00:22115 大阪府

174 倉阪　秀史 ｸﾗｻｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ 14:01:47116 千葉県

83 岩橋　司 ｲﾜﾊｼ ﾂｶｻ 14:04:00117 和歌山県

38 林　雅樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 14:10:43118 京都府

146 出口　明 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 14:14:17119 和歌山県

145 菅野　泰典 ｽｶﾞﾉ ﾔｽﾉﾘ 14:16:47120 和歌山県

123 高岡　弘幸 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾕｷ 14:16:56121 大阪府

5 温　克彦 ﾇｸﾐ ｶﾂﾋｺ 14:17:50122 三重県

355 伊藤　俊志 ｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 14:19:23123 兵庫県

120 金　章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 14:19:32124 福岡県

360 井元　康次 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞ 14:21:19125 和歌山県

508 増田　正博 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 14:21:20126 和歌山県

284 槌谷　政男 ﾂﾁﾔ ﾏｻｵ 14:22:24127 奈良県

160 池田　竹彦 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 14:23:08128 和歌山県

430 進藤　頼彦 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖﾘﾋｺ 14:24:19129 和歌山県

217 新川　和男 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｵ 14:24:36130 和歌山県

541 山高　栄一 ﾔﾏﾀｶ ｴｲｲﾁ 14:24:50131 奈良県

20 土井　浩 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 14:24:58132 和歌山県

175 越本　豊彦 ｺｼﾓﾄ ﾄﾖﾋｺ 14:25:37133 京都府

194 玉田　明英 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 14:26:32134 大阪府

374 太田　和直 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾅｵ 14:28:50135 埼玉県

49 三隅　浩 ﾐｽﾐ ﾋﾛｼ 14:28:59136 三重県

499 平松　民生 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾐｵ 14:29:12137 三重県

35 堤　義三 ﾂﾂﾐ ﾖｼｿﾞｳ 14:29:53138 京都府

551 吉村　精修 ﾖｼﾑﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 14:30:31139 奈良県

500 廣瀬　直正 ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ 14:32:01140 愛知県

384 音川　佳己 ｵﾄｶﾜ ﾖｼﾐ 14:34:11141 奈良県
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