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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

279 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  8:40:588 大阪府

3 出野　ひろみ ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾐ  8:45:489 大阪府

147 大村　樹 ｵｵﾑﾗ ﾀﾂﾙ  8:58:2410 大阪府

479 松下　友吾 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺﾞ  9:00:3011 兵庫県

34 石田　克人 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ  9:08:3912 京都府

261 松田　奨平 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  9:10:0913 和歌山県

397 島津　雄次 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ  9:10:1314 和歌山県

103 勝間田　礼司 ｶﾂﾏﾀ ﾚｲｼﾞ  9:10:3315 大阪府

373 草野　亮太 ｸｻﾉ ﾘｮｳﾀ  9:16:3116 大阪府

69 加藤　雄次 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ  9:17:3917 三重県

134 寺地　豊 ﾃﾗｼﾞ ﾕﾀｶ  9:22:0518 和歌山県

111 島田　衣美 ｼﾏﾀﾞ ｴﾐ  9:22:4319 兵庫県

501 八尾　潤 ﾔｵ ｼﾞｭﾝ  9:26:2120 大阪府

85 吉岡　康博 ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾛ  9:27:2121 大阪府

351 海川　悟 ｶｲｶﾞﾜ ｻﾄﾙ  9:29:3322 愛知県

459 野村　和孝 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ  9:30:3123 愛知県

211 大橋　孝広 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ  9:35:3124 京都府

75 直江　恵子 ﾅｵｴ ｹｲｺ  9:35:5525 大阪府

52 加藤　隆志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ  9:37:0026 和歌山県

120 松下　徳子 ﾏﾂｼﾀ ﾄｸｺ  9:45:0027 三重県

116 廣瀬　智彰 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ  9:46:3128 京都府

491 椋田　浩之 ﾑｸﾀ ﾋﾛﾕｷ  9:51:0829 神奈川県

200 生島　利彦 ｲｸｼﾏ ﾄｼﾋｺ  9:51:2530 大阪府

98 稲田　勝浩 ｲﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ  9:51:4431 和歌山県

387 阪田　泰一 ｻｶﾀ ﾔｽｶｽﾞ  9:54:2432 富山県

209 近江　忠仁 ｵｳﾐ ﾀﾀﾞﾋﾄ  9:56:2733 京都府

326 上野　義教 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ  9:57:1034 三重県

465 羽布津　慎一 ﾊﾌﾞﾂ ｼﾝｲﾁ 10:09:1535 神奈川県

282 大江　孝之 ｵｵｴ ﾀｶﾕｷ 10:12:0436 和歌山県

503 山口　祐二 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 10:12:4337 大阪府

226 斉藤　謙二 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 10:20:0838 愛知県

203 池本　洋一 ｲｹﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 10:21:5139 兵庫県

221 貴傳名　あゆみ ｷﾃﾞﾅ ｱﾕﾐ 10:26:1140 大阪府

340 岡森　つぐみ ｵｶﾓﾘ ﾂｸﾞﾐ 10:28:5641 三重県

334 大山　忠徳 ｵｵﾔﾏ ﾀﾀﾞﾉﾘ 10:28:5842 香川県

112 武内　滋幹 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｷ 10:33:0843 東京都

247 中村　佳史 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 10:34:1644 静岡県

191 松本　基希 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄｷ 10:34:2545 和歌山県

339 岡本　泰和 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 10:35:4046 大阪府

407 須藤　敬一 ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 10:37:0647 三重県

399 清水　義和 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ 10:39:0248 大阪府

84 山本　元子 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄｺ 10:41:3849 大阪府

342 小川　恒 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 10:42:0250 大阪府
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331 江崎　央介 ｴｻﾞｷ ｵｳｽｹ 10:45:2951 兵庫県

128 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 10:46:1252 神奈川県

57 森崎　泰生 ﾓﾘｻｷ ﾔｽｵ 10:47:2153 大阪府

250 西川　栄一 ﾆｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 10:49:1254 兵庫県

332 大川　仁美 ｵｵｶﾜ ﾋﾄﾐ 10:49:2655 愛知県

177 三野　史博 ﾐﾂﾉ ﾌﾐﾋﾛ 10:51:3756 大阪府

316 石川　弘子 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｺ 10:51:4157 大阪府

361 神里　茉衣 ｶﾐｻﾞﾄ ﾏｲ 10:52:5758 兵庫県

324 岩下　梢 ｲﾜｼﾀ ｺｽﾞｴ 10:53:2759 東京都

93 池上　祐樹 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 10:54:0960 三重県

493 村瀬　賢大 ﾑﾗｾ ﾏｻﾋﾛ 10:56:0061 三重県

346 奥村　敦 ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ 10:57:1962 三重県

235 須藤　秀雄 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 10:58:2463 和歌山県

101 大迫　明 ｵｵｻｺ ｱｷﾗ 10:58:4064 大阪府

137 青木　貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 11:02:4365 東京都

466 濵口　博司 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 11:06:2366 大阪府

463 畑地　卓 ﾊﾀｼﾞ ｽｸﾞﾙ 11:08:2167 愛知県

9 森田　善典 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ 11:09:0268 和歌山県

254 藤田　茂之 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾕｷ 11:09:0469 兵庫県

129 桜山　勝史 ｻｸﾗﾔﾏ ｶﾂｼ 11:09:2470 愛知県

257 前田　美咲子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 11:12:4571 兵庫県

51 加藤　訓章 ｶﾄｳ ｸﾆｱｷ 11:14:1172 静岡県

435 辻　律子 ﾂｼﾞ ﾘﾂｺ 11:14:4073 大阪府

80 松木　健司 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 11:14:5974 埼玉県

225 小寺　拓司 ｺﾃﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 11:15:0575 愛知県

99 今出　央 ｲﾏﾃﾞ ﾋｻｼ 11:15:2876 兵庫県

450 中村　健 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 11:15:3677 大阪府

410 住吉　由佳 ｽﾐﾖｼ ﾕｶ 11:15:4578 東京都

206 上田　祥吾 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 11:17:4879 和歌山県

171 福井　智也 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 11:18:5280 和歌山県

61 吉岡　英生 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ 11:21:1081 奈良県

115 西川　隆寛 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 11:22:0882 京都府

205 入江　克典 ｲﾘｴ ﾖｼﾉﾘ 11:24:2483 大阪府

108 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 11:24:3384 広島県

106 久野　淳子 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 11:25:5285 兵庫県

384 小西　勇介 ｺﾆｼ ﾕｳｽｹ 11:26:2086 京都府

25 栄迫　功 ｴｲｻｺ ｲｻｵ 11:26:4087 滋賀県

195 久保　恵理香 ｸﾎﾞ ｴﾘｶ 11:27:4188 大阪府

122 宮本　啓由 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 11:28:4989 大阪府

347 小澤　真理子 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘｺ 11:29:2690 富山県

244 玉田　明英 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 11:29:2691 大阪府

238 髙畠　豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 11:29:4292 徳島県

192 峯　大祐 ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 11:30:2793 大阪府

230 澤野　千春 ｻﾜﾉ ﾁﾊﾙ 11:31:2294 大阪府

375 久保　忠大 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 11:33:2895 和歌山県

416 高岸　隆光 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｭｳｺｳ 11:34:1896 和歌山県

454 西森　善幸 ﾆｼﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 11:35:2597 高知県

33 荒木　守幸 ｱﾗｷ ﾓﾘﾕｷ 11:36:2098 奈良県

15 西　修二 ﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 11:37:1399 和歌山県

270 森脇　一宏 ﾓﾘﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 11:37:25100 岐阜県
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109 坂口　隆志 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ 11:38:31101 三重県

445 中西　めぐみ ﾅｶﾆｼ ﾒｸﾞﾐ 11:39:16102 愛知県

311 安喜　健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ 11:39:55103 東京都

276 山口　正志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 11:40:11104 富山県

428 田中　康二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 11:40:59105 香川県

426 多田　眞也 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾔ 11:41:09106 大阪府

467 平尾　真志 ﾋﾗｵ ｼﾝｼﾞ 11:41:15107 大阪府

422 髙見　和宏 ﾀｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 11:41:22108 東京都

131 西島　祥代 ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾁﾖ 11:41:42109 兵庫県

155 黒澤　伸明 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 11:41:55110 群馬県

197 樋室　路子 ﾋﾑﾛ ﾐﾁｺ 11:42:06111 奈良県

506 山本　繁 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 11:42:47112 兵庫県

507 山本　芳敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 11:44:37113 京都府

319 市川　純一 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 11:45:53114 大阪府

382 小杉　欣也 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾔ 11:46:04115 和歌山県

471 藤垣　聡司 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｻﾄｼ 11:46:22116 三重県

338 岡本　雅樹 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ 11:47:15117 三重県

232 島垣　利久 ｼﾏｶﾞｷ ﾄｼﾋｻ 11:48:45118 千葉県

414 千野　昌利 ｾﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 11:50:39119 京都府

415 惣司　亮子 ｿｳﾂｶ ｱｷｺ 11:50:40120 京都府

265 村上　寛 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 11:52:10121 和歌山県

477 増川　修 ﾏｽｶﾜ ｵｻﾑ 11:53:47122 京都府

176 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 11:54:10123 和歌山県

49 一ノ瀬　光海 ｲﾁﾉｾ ｺｳﾐ 11:55:44124 大阪府

76 永江　健一 ﾅｶﾞｴ ｹﾝｲﾁ 11:55:55125 兵庫県

54 中村　弘一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 11:56:28126 大阪府

255 古津　忠雄 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 11:57:21127 兵庫県

266 村山　真一 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 11:57:37128 大阪府

505 山千代　浩幸 ﾔﾏﾁﾖ ﾋﾛﾕｷ 11:58:29129 大阪府

400 下平　佳史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾌﾐ 11:58:35130 愛知県

97 安部　英一 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 11:59:02131 愛知県

233 嶋本　勝浩 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 12:03:51132 滋賀県

299 恒川　初江 ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂｴ 12:03:56133 愛知県

237 大上　毅 ﾀﾞｲｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 12:05:56134 兵庫県

444 中谷　祥之 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 12:06:26135 和歌山県

223 倉井　雅之 ｸﾗｲ ﾏｻﾕｷ 12:08:41136 大阪府

130 中村　嘉典 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 12:08:55137 和歌山県

23 南　光昭 ﾐﾅﾐ ﾐﾂｱｷ 12:09:47138 和歌山県

249 西尾　晋一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 12:11:32139 大阪府

119 牧田　裕子 ﾏｷﾀ ﾕｳｺ 12:11:47140 愛知県

341 小川　典彦 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 12:12:12141 三重県

433 谷口　忍 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 12:12:12142 和歌山県

355 加藤　弘一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 12:16:16143 栃木県

377 小池　良夫 ｺｲｹ ﾖｼｵ 12:19:31144 愛知県

117 福森　繁 ﾌｸﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 12:22:21145 大阪府

68 小田　佳典 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 12:25:57146 徳島県

217 加藤　宏 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 12:28:30147 三重県

314 居川　均志 ｲｶﾜ ﾋﾄｼ 12:28:35148 京都府

26 大井　大介 ｵｵｲ ﾀﾞｲｽｹ 12:28:56149 愛知県

394 澤田　一孝 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 12:31:19150 大阪府
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150 上谷　祥一 ｶﾐﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ 12:31:29151 大阪府

88 石住　隆司 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ 12:31:47152 奈良県

218 河合　伸二 ｶﾜｲ ｼﾝｼﾞ 12:31:55153 大阪府

411 関山　秀雄 ｾｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 12:33:13154 神奈川県

427 田中　健吾 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 12:33:39155 京都府

30 音野　いつ子 ｵﾄﾉ ｲﾂｺ 12:34:19156 大阪府

151 川辺　祥一 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 12:34:26157 和歌山県

105 菅野　巻雄 ｶﾝﾉ ﾏｷｵ 12:34:58158 愛知県

273 矢部　幸子 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 12:35:49159 徳島県

344 荻原　拓 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸ 12:36:24160 三重県

447 中橋　千春 ﾅｶﾊｼ ﾁﾊﾙ 12:37:21161 愛知県

18 木田　直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 12:37:32162 三重県

169 狹間　敏徳 ﾊｻﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 12:39:14163 大阪府

22 浜田　純一 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 12:39:15164 大阪府

328 内海　宏一 ｳﾂﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 12:40:34165 大阪府

19 阪上　守人 ｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ 12:40:48166 兵庫県

160 高城　眞裕美 ﾀｶｼﾛ ﾏﾕﾐ 12:40:57167 滋賀県

256 堀畑　剛 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 12:41:07168 和歌山県

8 中島　泰三 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 12:41:49169 茨城県

17 小野　善郎 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 12:44:09170 和歌山県

363 神野　恵 ｶﾐﾉ ﾒｸﾞﾐ 12:44:45171 岐阜県

380 郡山　猛 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 12:44:59172 大阪府

508 横井　三千年 ﾖｺｲ ﾐﾁﾄｼ 12:45:27173 愛知県

391 櫻田　勝己 ｻｸﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 12:46:37174 千葉県

456 新羅　芳和 ﾆﾗ ﾖｼｶｽﾞ 12:46:58175 愛知県

145 馬詰　京子 ｳﾏﾂﾞﾒ ｷｮｳｺ 12:47:07176 大阪府

294 田中　千恵子 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 12:47:33177 奈良県

486 松谷　実 ﾏﾂﾔ ﾐﾉﾙ 12:48:03178 愛知県

337 岡村　和子 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 12:50:23179 愛知県

312 安部　一成 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 12:50:36180 愛知県

48 南山　栄成 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 12:51:35181 京都府

352 角下　麻人 ｶｸｼﾀ ｱｻﾋﾄ 12:52:16182 和歌山県

386 坂井　克次 ｻｶｲ ﾖｼﾂｸﾞ 12:52:24183 大阪府

263 水谷　英敏 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾄｼ 12:52:33184 兵庫県

39 林　雅樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 12:53:11185 京都府

412 瀬戸　相平 ｾﾄ ｿｳﾍｲ 12:53:48186 和歌山県

132 藤田　和憲 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 12:54:31187 兵庫県

215 加藤　重幸 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 12:55:08188 愛知県

86 渡辺　順子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 12:56:22189 神奈川県

208 遠藤　美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 12:57:17190 愛知県

274 山口　貴寛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 12:57:23191 三重県

133 馬込　克彦 ﾏｺﾞﾒ ｶﾂﾋｺ 12:57:31192 和歌山県

185 江川　徹 ｴｶﾜ ﾄｵﾙ 12:57:43193 和歌山県

458 野田　昌美 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾐ 12:57:51194 愛知県

449 中村　悦子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｺ 12:57:51195 愛知県

395 重岡　美江子 ｼｹﾞｵｶ ﾐｴｺ 13:00:19196 愛知県

113 田中　洋二 ﾀﾅｶ ﾖｳｼﾞ 13:00:52197 大阪府

189 中尾　知裕 ﾅｶｵ ﾄﾓﾋﾛ 13:01:23198 和歌山県

496 森　篤史 ﾓﾘ ｱﾂｼ 13:02:29199 愛知県

239 田口　浩資郎 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 13:03:06200 徳島県
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442 中田　将之 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 13:04:07201 和歌山県

327 内野　裕朗 ｳﾁﾉ ﾋﾛｱｷ 13:04:18202 大阪府

188 出口　明 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 13:04:46203 和歌山県

161 竹村　玲子 ﾀｹﾑﾗ ﾚｲｺ 13:05:30204 大阪府

348 尾西　克之 ｵﾆｼ ｶﾂﾕｷ 13:05:47205 大阪府

333 大野　靖晃 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 13:11:10206 三重県

313 家口　全史 ｲｴｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 13:11:18207 大阪府

135 山本　栄美 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙﾐ 13:12:17208 愛知県

487 丸山　賢治 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 13:12:57209 兵庫県

170 橋本　宏和 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 13:13:16210 奈良県

485 松本　あき ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 13:13:41211 東京都

360 金田　雅之 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 13:15:25212 東京都

27 甲斐　徹 ｶｲ ﾄｵﾙ 13:15:44213 大阪府

429 田中　次郎 ﾀﾅｶ ｼﾞﾛｳ 13:15:52214 愛知県

92 室井　麻里 ﾑﾛｲ ﾏﾘ 13:16:34215 和歌山県

87 中上　修 中上 修 13:17:16216 三重県

297 玉田　良造 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ 13:17:45217 奈良県

369 瓦野　有美 ｶﾜﾗﾉ ﾕﾐ 13:17:48218 和歌山県

193 山下　悟 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 13:18:22219 滋賀県

290 新川　和男 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｵ 13:21:01220 和歌山県

234 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 13:21:06221 静岡県

243 棚橋　達雄 ﾀﾅﾊｼ ﾀﾂｵ 13:21:06222 愛知県

73 瀬戸　勉 ｾﾄ ﾂﾄﾑ 13:21:58223 大阪府

423 高見　優子 ﾀｶﾐ ﾕｳｺ 13:22:31224 兵庫県

365 川上　祥寿 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 13:24:04225 兵庫県

240 竹村　拓哉 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾔ 13:24:14226 大阪府

4 花村　千恵 ﾊﾅﾑﾗ ﾁｴ 13:25:13227 和歌山県

167 長峰　淳 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 13:26:01228 大阪府

41 山本　源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 13:26:07229 福井県

481 松田　光雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ 13:26:38230 大阪府

406 鈴木　宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 13:26:58231 和歌山県

143 植田　幹彦 ｳｴﾀﾞ ﾐｷﾋｺ 13:27:36232 大阪府

303 村田　和彦 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 13:28:06233 大阪府

156 佐々木　宣明 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 13:28:28234 京都府

511 吉田　啓 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 13:28:57235 和歌山県

36 尾﨑　映子 ｵｻﾞｷ ｴｲｺ 13:28:59236 三重県

187 下元　美穂子 ｼﾓﾓﾄ ﾐﾎｺ 13:29:41237 高知県

241 田嶋　裕子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 13:29:49238 大阪府

47 森　浩二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 13:29:55239 滋賀県

413 糴川　可奈子 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 13:31:11240 大阪府

275 山口　裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 13:31:20241 東京都

320 今城　英夫 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 13:31:47242 岡山県

216 加藤　孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 13:31:56243 愛知県

231 実森　孝行 ｼﾞﾂﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 13:32:17244 和歌山県

45 塩路　健一 ｼｵｼﾞ ｹﾝｲﾁ 13:32:40245 大阪府

432 田中　良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 13:32:50246 京都府

356 加藤　淳貴 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 13:33:49247 大阪府

430 田中　智視 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 13:34:00248 北海道

383 小谷　直 ｺﾀﾆ ｽﾅｵ 13:34:36249 三重県

488 万代　昌巳 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾏｻﾐ 13:35:21250 岡山県
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38 中川　四郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾛｳ 13:35:47251 三重県

56 三隅　浩 ﾐｽﾐ ﾋﾛｼ 13:36:18252 三重県

153 金　章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 13:36:51253 福岡県

95 目加田　博司 ﾒｶﾀ ﾋﾛｼ 13:37:16254 大阪府

396 嶋田　寿美 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾐ 13:37:41255 愛知県

455 新羅　ゆかり ﾆﾗ ﾕｶﾘ 13:37:41256 愛知県

163 田伏　浩 ﾀﾌﾞｾ ﾋﾛｼ 13:40:46257 大阪府

173 藤原　敬也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾔ 13:42:17258 兵庫県

204 今井　さやか ｲﾏｲ ｻﾔｶ 13:43:41259 兵庫県

224 越本　豊彦 ｺｼﾓﾄ ﾄﾖﾋｺ 13:43:50260 京都府

260 松窪　義朗 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾖｼﾛｳ 13:44:07261 和歌山県

214 片瀬　勝代 ｶﾀｾ ｶﾂﾖ 13:45:35262 静岡県

158 高岡　弘幸 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾕｷ 13:46:12263 大阪府

264 光村　祐剛 ﾐﾂﾑﾗ ﾕｳｺﾞｳ 13:46:42264 大阪府

42 和田　毅 ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 13:46:43265 大阪府

379 河野　文江 ｺｳﾉ ﾌﾐｴ 13:46:43266 大阪府

110 島　智秀 ｼﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 13:46:48267 三重県

81 松本　晶子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 13:47:00268 大阪府

175 本登　範子 ﾎﾝﾄ ﾉﾘｺ 13:47:11269 愛知県

190 蜂須賀　公博 ﾊﾁｽｶ ｷﾐﾋﾛ 13:47:20270 大阪府

165 中下　益来 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ 13:48:20271 和歌山県

74 滝川　洋司 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｼ 13:48:35272 愛知県

174 藤原　基樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 13:49:08273 愛知県

513 渡邉　泰宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 13:49:25274 三重県

24 植田　政明 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 13:50:37275 大阪府

259 馬塚　俊克 ﾏﾂﾞｶ ﾄｼｶﾂ 13:51:01276 静岡県

118 藤井　政直 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ 13:51:08277 静岡県

480 松田　敏男 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 13:51:34278 京都府

441 友田　和伸 ﾄﾓﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 13:52:04279 大阪府

437 槌谷　政男 ﾂﾁﾔ ﾏｻｵ 13:52:53280 奈良県

184 吉野　修 ﾖｼﾉ ｵｻﾑ 13:53:19281 奈良県

308 鷲野　和弘 ﾜｼﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 13:53:43282 静岡県

267 森川　晴夫 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙｵ 13:54:01283 兵庫県

271 矢川　泰宏 ﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 13:54:50284 和歌山県

431 田中　英俊 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 13:55:37285 大阪府

408 須藤　亘 ｽﾄﾞｳ ﾀｹｼ 13:56:42286 愛知県

229 佐野　佐江子 ｻﾉ ｻｴｺ 13:57:16287 大阪府

64 中村　寿 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 13:57:37288 京都府

227 佐藤　聡美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 14:00:18289 京都府

292 高桑　雅子 ﾀｶｸﾜ ﾏｻｺ 14:00:18290 大阪府

37 堤　義三 ﾂﾂﾐ ﾖｼｿﾞｳ 14:00:18291 京都府

293 田津原　裕晃 ﾀﾂﾞﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 14:00:18292 奈良県

287 北邨　陽子 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 14:00:19293 大阪府

166 長峰　恵子 ﾅｶﾞﾐﾈ ｹｲｺ 14:03:50294 大阪府

398 志水　大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 14:05:58295 大阪府

207 宇田　真啓 ｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 14:05:59296 大阪府

219 河合　由季子 ｶﾜｲ ﾕｷｺ 14:06:06297 京都府

212 長船　修明 ｵｻﾌﾈ ﾉﾌﾞｱｷ 14:07:33298 京都府

94 丸井　小百合 ﾏﾙｲ ｻﾕﾘ 14:08:28299 和歌山県

65 藤岡　智美 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 14:08:28300 和歌山県
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20 土井　浩 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 14:08:38301 和歌山県

330 江上　佳文 ｴｶﾞﾐ ﾖｼﾌﾐ 14:10:42302 埼玉県

473 細木　浩二 ﾎｿｷﾞ ｺｳｼﾞ 14:10:54303 神奈川県

490 宮崎　綾子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 14:10:59304 大阪府

446 中野　裕子 ﾅｶﾉ ﾕｳｺ 14:11:52305 愛知県

6 笠間　邦夫 ｶｻﾏ ｸﾆｵ 14:12:06306 奈良県

21 新居延　武 ﾆｲﾉﾌﾞ ﾀｹｼ 14:12:30307 大阪府

123 村上　春泉 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾐ 14:12:50308 大阪府

388 坂部　義雄 ｻｶﾍﾞ ﾖｼｵ 14:12:59309 愛知県

5 温　克彦 ﾇｸﾐ ｶﾂﾋｺ 14:13:10310 三重県

82 森　勇樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 14:13:47311 和歌山県

178 宮野　友孝 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ 14:13:56312 兵庫県

492 村上　泰介 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｽｹ 14:14:13313 大阪府

318 市川　歩 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 14:14:36314 大阪府

248 名倉　健三 ﾅｸﾗ ｹﾝｿﾞｳ 14:14:51315 和歌山県

512 米山　剛史 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 14:15:13316 大阪府

181 守安　正克 ﾓﾘﾔｽ ﾏｻｶﾂ 14:15:18317 大阪府

220 木田　博子 ｷﾀﾞ ﾋﾛｺ 14:15:21318 三重県

451 仲村　武士 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 14:15:42319 大阪府

164 富永　豊子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾖｺ 14:16:45320 岡山県

436 辻野　純子 ﾂｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ 14:16:58321 大阪府

236 隅谷　薫 ｽﾐﾀﾆ ｶｵﾙ 14:17:14322 大阪府

104 神田　美子 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 14:17:37323 和歌山県

262 馬渕　輝彦 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 14:18:35324 静岡県

13 江刺家　雅子 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 14:19:15325 東京都

58 山下　千恵 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴ 14:19:31326 和歌山県

509 横田　勝之 ﾖｺﾀ ｶﾂﾕｷ 14:19:35327 和歌山県

60 廣瀬　稚保子 ﾋﾛｾ ﾁﾎｺ 14:20:43328 和歌山県

298 辻田　治 ﾂｼﾞﾀ ｵｻﾑ 14:21:12329 和歌山県

199 森本　浩文 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 14:21:31330 大阪府

91 濱邉　貴志 ﾊﾏﾍﾞ ﾀｶｼ 14:21:51331 大阪府

63 仲尾　智勝 ﾅｶｵ ﾄﾓｶﾂ 14:21:51332 大阪府

286 角矢　誠一郎 ｶｸﾔ ｾｲｲﾁﾛｳ 14:24:40333 大阪府

31 宮本　雅子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｺ 14:25:10334 京都府

40 松浦　一志 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｼ 14:25:24335 大阪府

443 中谷　泰明 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 14:25:35336 兵庫県

148 岡　和広 ｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 14:25:45337 兵庫県

10 金剛　秀典 ｺﾝｺﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 14:26:03338 三重県

172 福田　珠己 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏﾐ 14:26:14339 京都府

358 金森　まみよ ｶﾅﾓﾘ ﾏﾐﾖ 14:26:36340 愛知県

288 倉本　克治 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂｼﾞ 14:26:37341 愛知県

500 森山　さとみ ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 14:27:01342 三重県

349 小野塚　孝 ｵﾉﾂﾞｶ ﾀｶｼ 14:27:01343 三重県

138 赤山　辰如 ｱｶﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ 14:27:26344 和歌山県

336 岡田　和佳 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 14:27:48345 大阪府

464 波多野　健二 ﾊﾀﾉ ｹﾝｼﾞ 14:28:06346 愛知県

43 石原　めぐみ ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 14:29:08347 大阪府

201 池田　幾久子 ｲｹﾀﾞ ｲｸｺ 14:29:08348 和歌山県

202 池田　竹彦 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 14:29:08349 和歌山県

28 斎藤　兆則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 14:29:08350 愛知県
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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総合

県名

403 杉山　昭彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋｺ 14:30:08351 徳島県

404 杉山　美千代 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾖ 14:30:09352 徳島県

476 前田　俊子 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ 14:30:09353 徳島県

482 松田　唯 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲ 14:30:26354 三重県

242 田中　志保 ﾀﾅｶ ｼﾎ 14:30:29355 愛知県

409 住吉　慎吾 ｽﾐﾖｼ ｼﾝｺﾞ 14:31:14356 東京都

72 鈴木　幸子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 14:32:03357 福島県

67 岩﨑　和子 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾞｺ 14:32:42358 大阪府

309 青山　圭一 ｱｵﾔﾏ ｹｲｲﾁ 14:33:13359 大阪府

470 藤岡　誉 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｼ 14:33:34360 三重県

121 箕西　和佳子 ﾐﾉﾆｼ ﾜｶｺ 14:34:15361 和歌山県

100 岩橋　司 ｲﾜﾊｼ ﾂｶｻ 14:34:15362 和歌山県

71 酒本　育弥 ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 14:37:38363 埼玉県

354 片岡　美保 ｶﾀｵｶ ﾐﾎ 14:38:01364 三重県
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