
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録

第21回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2019年4月28日

 65km男子50歳以上

所属氏名カナ 県名

782 宮崎　忠勝 05:02:301 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｶﾂ 富山県

774 細川　洋 05:18:532 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 大阪府

664 足立　雄一郎 05:55:543 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 徳島県

657 永井　敏春 06:12:484 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾊﾙ 愛知県

634 池本　任男 06:13:015 ｲｹﾓﾄ ﾀｶｵ 大阪府

717 蛯原　和弘 06:29:146 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 奈良県

748 清水　克紀 06:53:367 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾉﾘ 兵庫県

773 太井　正人 06:57:508 ﾌﾄｲ ﾏｻﾄ 埼玉県

629 飯田　雅浩 07:01:409 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県

754 玉田　勲 07:02:1310 ﾀﾏﾀﾞ ｲｻｵ 大阪府

644 志村　宜紀 07:05:5411 ｼﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 和歌山県

684 久保　一郎 07:19:0312 ｸﾎﾞ ｲﾁﾛｳ 三重県

658 長谷川　晃一 07:22:5813 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 大阪府

735 喜多　泰三 07:26:0214 ｷﾀ ﾀｲｿﾞｳ 大阪府

612 馬込　克彦 07:29:4915 ﾏｺﾞﾒ ｶﾂﾋｺ 和歌山県

623 小日向　毅 08:04:2416 ｺﾋﾅﾀ ﾂﾖｼ 宮城県

762 西谷　敏郎 08:17:0817 ﾆｼﾀﾆ ﾄｼﾛｳ 東京都

729 兼田　通孝 08:27:3318 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ 徳島県

631 倉本　克治 08:28:0619 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂｼﾞ 愛知県

640 松原　明 08:36:1320 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾗ 和歌山県

606 広里　光昭 08:37:1921 ﾋﾛｻﾄ ﾐﾂｱｷ 大阪府

746 佐藤　正宏 08:41:2522 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 和歌山県

690 永井　八郎 08:47:1523 ﾅｶﾞｲ ﾊﾁﾛｳ 徳島県

714 宇田　康久 08:48:1324 ｳﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 和歌山県

704 阿部　芳隆 08:53:0925 ｱﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 神奈川県

734 岸本　直也 09:06:3126 ｷｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 兵庫県

696 福永　英樹 09:09:4627 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ 徳島県

756 辻　康夫 09:10:2228 ﾂｼﾞ ﾔｽｵ 和歌山県

626 戸塚　由幸 09:14:5129 ﾄﾂｶ ﾖｼﾕｷ 静岡県

707 井関　一郎 09:17:4330 ｲｾｷ ｲﾁﾛｳ 兵庫県

771 藤田　耕司 09:19:0731 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 東京都

693 西崎　仁志 09:19:5332 ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾄｼ 徳島県

689 高橋　好徳 09:20:5933 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

701 森本　直之 09:24:4034 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 大阪府

602 大西　祐也 09:35:4235 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾔ 和歌山県

614 遠山　豊克 09:35:4236 ﾄｵﾔﾏ ﾄﾖｶﾂ 和歌山県

758 中田　友和 09:38:5837 ﾅｶﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 和歌山県

607 橋爪　弘行 09:43:5338 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛﾕｷ 和歌山県

787 山口　仁之 09:50:5139 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 和歌山県

747 志場　豊昭 09:55:2940 ｼﾊﾞ ﾄﾖｱｷ 和歌山県

732 川邊　章 09:57:2941 ｶﾜﾍﾞ ｱｷﾗ 大阪府

603 口井　規秀 10:02:2142 ｸﾁｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ 和歌山県

702 山本　雅信 10:23:3243 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 和歌山県

697 古田　研二 10:25:3944 ﾌﾙﾀ ｹﾝｼﾞ 大阪府

610 藤本　晋也 10:29:3945 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 大阪府

763 西本　長次 10:30:1246 ﾆｼﾓﾄ ﾁｮｳｼﾞ 滋賀県

659 道浦　則之 10:53:4647 ﾐﾁｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 和歌山県

671 青木　倫史 10:55:1048 ｱｵｷ ﾉﾘﾌﾐ 愛知県

624 小山　秀樹 10:59:3849 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 奈良県
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