
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

 100km総合

所属氏名カナ 県名

1 曽我部　拓磨 07:36:391 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ 大阪府

288 鷹巣　真吾 07:48:542 ﾀｶｽ ｼﾝｺﾞ 和歌山県

26 稲次　寿史 08:11:303 ｲﾅｼﾞ ﾋｻｼ 兵庫県

137 岡見　光 08:15:284 ｵｶﾐ ｺｳ 京都府

97 木畑　貴行 08:28:435 ｷﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 和歌山県

394 笠井　慎一 08:33:366 ｶｻｲ ｼﾝｲﾁ 静岡県

528 矢野　博章 08:39:187 ﾔﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府

212 松下　友吾 08:48:248 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺﾞ 兵庫県

371 井村　毅 08:52:209 ｲﾑﾗ ﾀｹｼ 京都府

54 吉岡　康博 08:53:0310 ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

227 岩本　隆宏 08:54:5211 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県

106 出野　ひろみ 08:59:1012 ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾐ 大阪府

206 畑地　卓 08:59:5513 ﾊﾀｼﾞ ｽｸﾞﾙ 愛知県

11 青木　利博 09:02:0514 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県

248 伊藤　栄志 09:03:4515 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 愛知県

188 島津　雄次 09:05:1916 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ 和歌山県

136 大橋　孝広 09:08:2517 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 京都府

253 上野　義教 09:09:2618 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ 三重県

38 加藤　隆志 09:11:3819 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 和歌山県

399 加藤　孝幸 09:11:3820 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 京都府

2 山田　裕一 09:11:5421 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

262 片平　大樹 09:18:3722 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ 兵庫県

261 海川　悟 09:21:3023 ｶｲｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 愛知県

472 中本　裕之 09:22:1024 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

377 内海　遼一 09:23:3925 ｳﾂﾐ ﾘｮｳｲﾁ 和歌山県

469 中西　一郎 09:25:4126 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾛｳ 和歌山県

25 石田　克人 09:26:4927 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ 京都府

440 白須賀　浩一 09:30:3128 ｼﾗｽｶ ｺｳｲﾁ 東京都

94 大村　樹 09:33:0129 ｵｵﾑﾗ ﾀﾂﾙ 大阪府

310 前山　和敏 09:33:1330 ﾏｴﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 大阪府

506 前田　直哉 09:33:1331 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 大阪府

127 生島　利彦 09:33:3232 ｲｸｼﾏ ﾄｼﾋｺ 大阪府

217 八川　浩二 09:34:2933 ﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 和歌山県

495 東　正徳 09:38:2334 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 和歌山県

297 中松　常晃 09:39:1635 ﾅｶﾏﾂ ﾂﾈｱｷ 和歌山県

404 川口　富喜 09:39:2336 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾐﾖｼ 和歌山県

130 上田　祥吾 09:43:3037 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 和歌山県

68 勝間田　礼司 09:44:4838 ｶﾂﾏﾀ ﾚｲｼﾞ 大阪府

272 北本　哲也 09:45:3839 ｷﾀﾓﾄ ﾃﾂﾔ 大阪府

283 白石　淳一 09:48:2840 ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高知県

23 森崎　泰生 09:48:3841 ﾓﾘｻｷ ﾔｽｵ 大阪府

409 木村　毅 09:52:2742 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 兵庫県

435 舌間　義朗 09:54:1443 ｼﾀﾏ ﾖｼｱｷ 東京都

460 津村　廣志 09:54:5044 ﾂﾑﾗ ﾋﾛｼ 大阪府

451 髙木　文明 09:57:2445 ﾀｶｷﾞ ﾌﾐｱｷ 東京都

180 久保　忠大 10:04:4446 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 和歌山県

108 福井　智也 10:08:4747 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 和歌山県

260 岡田　好広 10:16:0948 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県

142 貴傳名　あゆみ 10:16:5649 ｷﾃﾞﾅ ｱﾕﾐ 大阪府

415 黒田　悟 10:19:0150 ｸﾛﾀﾞ ｻﾄﾙ 大阪府
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89 藤田　和憲 10:24:0951 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県

448 関口　幸広 10:25:5152 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県

374 岩﨑　一朗 10:28:0453 ｲﾜｻｷ ｲﾁﾛｳ 和歌山県

121 松本　基希 10:28:1754 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄｷ 和歌山県

360 石戸　敦子 10:28:3055 ｲｼﾄﾞ ｱﾂｺ 兵庫県

392 小原　康之 10:31:0956 ｵﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 大阪府

312 桝谷　雅彦 10:32:0157 ﾏｽﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 大阪府

302 橋爪　崇 10:32:4658 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 大阪府

93 上田　裕子 10:38:4859 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 大阪府

76 西川　隆寛 10:40:3460 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 京都府

43 吉岡　英生 10:41:4861 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ 奈良県

446 鈴木　夕希子 10:41:5562 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 兵庫県

432 笹崎　敏正 10:45:0063 ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ 東京都

326 横山　徹 10:45:0564 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 京都府

86 和田　正典 10:45:3165 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県

17 浜田　純一 10:50:5266 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府

380 逢坂　真吾 10:51:0167 ｵｵｻｶ ｼﾝｺﾞ 奈良県

245 石原　浩幸 10:51:1268 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

320 村田　幸敏 10:53:0569 ﾑﾗﾀ ﾕｷﾄｼ 京都府

454 高橋　善弘 10:54:5170 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

171 大江　孝之 10:55:2171 ｵｵｴ ﾀｶﾕｷ 和歌山県

255 後呂　卓伸 10:55:4772 ｳｼﾛ ﾀｶﾉﾌﾞ 奈良県

207 濵口　博司 10:56:4873 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪府

285 須藤　敬一 10:59:4474 ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 三重県

342 新美　善偉 11:00:2675 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県

481 西村　憲太郎 11:00:3776 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

162 本田　史歩 11:00:5377 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾎ 大阪府

442 城山　儀之 11:03:5278 ｼﾛﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 三重県

313 増本　浩史 11:04:2379 ﾏｽﾓﾄ ﾋﾛｼ 奈良県

282 正司　豊 11:07:1580 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾀｶ 愛知県

420 小林　真輔 11:09:0781 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 兵庫県

148 嶋本　勝浩 11:09:2282 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 滋賀県

77 廣瀬　智彰 11:12:2483 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ 東京都

123 福本　勝 11:13:3984 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ 滋賀県

75 武内　滋幹 11:16:4685 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｷ 東京都

367 犬飼　浩 11:17:3386 ｲﾇｶｲ ﾋﾛｼ 大阪府

91 青木　貴志 11:17:4187 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都

209 藤垣　聡司 11:20:5188 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｻﾄｼ 三重県

58 池上　祐樹 11:21:0489 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 三重県

466 鳥居　晃成 11:23:4090 ﾄﾘｲ ｱｷﾅﾘ 和歌山県

462 徳田　正彦 11:23:5691 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 京都府

37 加藤　訓章 11:25:1892 ｶﾄｳ ｸﾆｱｷ 静岡県

156 西川　栄一 11:26:0193 ﾆｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 兵庫県

463 戸口　豊 11:27:5894 ﾄｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 和歌山県

492 半澤　秀一 11:28:3295 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都

18 栄迫　功 11:28:4996 ｴｲｻｺ ｲｻｵ 滋賀県

83 宮本　啓由 11:29:4497 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 大阪府

421 小林　尚 11:31:0098 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 東京都

459 角田　悦子 11:32:1999 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾂｺ 大阪府

330 渡辺　富弥 11:32:42100 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐﾔ 三重県
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363 市村　祐太郎 11:34:02101 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 三重県

160 古津　忠雄 11:34:27102 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 兵庫県

183 小杉　欣也 11:35:05103 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾔ 和歌山県

174 峯　大祐 11:36:49104 ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

535 山本　健司 11:37:29105 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 三重県

280 坂口　明 11:37:57106 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都

447 鈴木　隆一 11:39:04107 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県

189 志水　大貴 11:39:24108 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 大阪府

464 利川　基秀 11:39:35109 ﾄｼｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ 京都府

175 居川　均志 11:41:46110 ｲｶﾜ ﾋﾄｼ 京都府

144 小寺　拓司 11:42:13111 ｺﾃﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 愛知県

36 一ノ瀬　光海 11:42:24112 ｲﾁﾉｾ ｺｳﾐ 大阪府

164 森脇　一宏 11:42:39113 ﾓﾘﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県

378 浦路　智史 11:43:15114 ｳﾗｼﾞ ｻﾄｼ 和歌山県

543 渡邊　真吾 11:44:35115 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪府

468 内藤　充也 11:44:53116 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂﾔ 愛知県

133 浦田　光章 11:46:12117 ｳﾗﾀ ﾐﾂｱｷ 愛知県

264 鎌苅　幸弘 11:48:12118 ｶﾏｶﾘ ﾕｷﾋﾛ 大阪府

222 横井　三千年 11:48:24119 ﾖｺｲ ﾐﾁﾄｼ 愛知県

263 鏑木　寿美子 11:49:16120 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｽﾐｺ 大阪府

290 髙村　明子 11:50:09121 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｺ 京都府

73 坂口　隆志 11:50:16122 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ 三重県

102 高城　眞裕美 11:50:25123 ﾀｶｼﾛ ﾏﾕﾐ 滋賀県

70 菅野　巻雄 11:51:23124 ｶﾝﾉ ﾏｷｵ 愛知県

515 水谷　泰嗣 11:51:40125 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽｼ 三重県

198 多田　眞也 11:51:48126 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾔ 大阪府

229 駒井　和幸 11:52:33127 ｺﾏｲ ｶｽﾞﾕｷ 奈良県

300 西田　雅彦 11:53:48128 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大阪府

195 高岸　隆光 11:55:27129 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｭｳｺｳ 和歌山県

276 小林　憲司 11:55:48130 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 大阪府

425 近藤　耕治 11:59:00131 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 愛知県

109 藤原　敬也 11:59:23132 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾔ 兵庫県

103 高宮　正能 12:00:03133 ﾀｶﾐﾔ ﾏｻﾖｼ 東京都

10 西　修二 12:02:40134 ﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 和歌山県

274 熊澤　弘充 12:03:03135 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 三重県

450 多井　友和 12:03:04136 ﾀｲ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府

225 渡邉　泰宏 12:03:57137 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 三重県

368 井上　克子 12:04:22138 ｲﾉｳｴ ﾖｼｺ 大阪府

532 山田　康代 12:07:06139 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ 愛知県

52 松木　健司 12:07:16140 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

99 黒澤　伸明 12:07:37141 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 群馬県

308 本田　友宏 12:07:58142 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

484 橋本　長文 12:10:10143 ﾊｼﾓﾄ ﾅｶﾞﾌﾐ 愛知県

488 林　恵理香 12:10:21144 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 京都府

214 宮崎　綾子 12:11:27145 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 東京都

508 増田　辰也 12:12:05146 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 奈良県

429 迫田　大志 12:12:11147 ｻｸﾀ ﾀﾞｲｼﾞ 東京都

176 市川　純一 12:12:30148 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府

413 栗原　きよえ 12:12:46149 ｸﾘﾊﾗ ｷﾖｴ 埼玉県

324 山田　弘洙 12:13:23150 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼｭ 和歌山県
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358 石川　淳二 12:15:04151 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三重県

226 岩浅　優 12:16:43152 ｲﾜｻ ﾏｻﾙ 大阪府

474 成岡　輝行 12:17:19153 ﾅﾙｵｶ ﾃﾙﾕｷ 静岡県

357 池田　健二 12:17:35154 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

483 西山　正彦 12:20:34155 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 愛知県

145 斉藤　謙二 12:20:50156 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知県

203 中村　健 12:21:13157 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 大阪府

71 久野　淳子 12:21:24158 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

74 島　智秀 12:21:41159 ｼﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重県

247 市川　歩 12:22:23160 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 大阪府

485 長谷川　聖子 12:23:27161 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｺ 青森県

80 松浦　慎吾 12:23:58162 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｺﾞ 大阪府

430 櫻井　豪 12:24:49163 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 大阪府

179 上平　勇介 12:26:23164 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾕｳｽｹ 和歌山県

386 岡　正敬 12:26:27165 ｵｶ ﾏｻﾀｶ 岐阜県

452 髙田　美由紀 12:26:45166 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 奈良県

87 石住　隆司 12:28:32167 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ 奈良県

24 音野　いつ子 12:28:38168 ｵﾄﾉ ｲﾂｺ 大阪府

361 伊勢　泰輔 12:29:10169 ｲｾ ﾀｲｽｹ 兵庫県

419 小滝　剛克 12:30:33170 ｺﾀｷ ﾄｼｶﾂ 大阪府

140 上谷　祥一 12:30:42171 ｶﾐﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ 大阪府

200 田中　英俊 12:32:02172 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府

294 土屋　幸夫 12:32:52173 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 静岡県

155 西尾　晋一 12:32:54174 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 大阪府

499 藤田　保幸 12:33:09175 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 神奈川県

384 大場　恒明 12:33:12176 ｵｵﾊﾞ ﾂﾈｱｷ 静岡県

100 佐々木　宣明 12:35:17177 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 京都府

178 小川　恒 12:35:31178 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 大阪府

305 平尾　真志 12:35:49179 ﾋﾗｵ ｼﾝｼﾞ 大阪府

439 下川　隆一 12:38:49180 ｼﾓｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府

436 島田　義之 12:39:13181 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 埼玉県

122 山下　悟 12:39:25182 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 滋賀県

111 本登　範子 12:40:50183 ﾎﾝﾄ ﾉﾘｺ 愛知県

486 浜島　成寿 12:41:19184 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾅﾘﾄｼ 大阪府

228 岡浦　豊誠 12:41:28185 ｵｶｳﾗ ﾄﾖｾｲ 和歌山県

34 森　浩二 12:41:37186 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 滋賀県

477 西尾　智広 12:41:49187 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

277 小林　裕幸 12:44:16188 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

328 吉田　勝一 12:45:57189 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 奈良県

234 峯山　直子 12:46:56190 ﾐﾈﾔﾏ ﾅｵｺ 奈良県

19 大井　大介 12:47:02191 ｵｵｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

169 延藤　智子 12:47:49192 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 大阪府

51 中上　修 12:48:48193 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 三重県

348 帽子　泰士 12:49:27194 ﾎﾞｳｼ ﾀｲｼﾞ 和歌山県

393 甲斐　勝美 12:49:48195 ｶｲ ｶﾂﾐ 千葉県

218 矢部　幸子 12:50:27196 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 徳島県

104 竹村　玲子 12:50:50197 ﾀｹﾑﾗ ﾚｲｺ 大阪府

168 山口　裕之 12:51:12198 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都

434 塩﨑　慶子 12:51:43199 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｺ 大阪府

299 成澤　和雄 12:51:58200 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｵ 奈良県
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215 村上　寛 12:52:10201 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 和歌山県

30 林　雅樹 12:52:37202 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 京都府

408 木村　佐和 12:52:41203 ｷﾑﾗ ｻﾜ 兵庫県

437 清水　邦明 12:52:42204 ｼﾐｽﾞ ｸﾆｱｷ 兵庫県

423 小林　史恵 12:53:10205 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｴ 東京都

273 木村　照夫 12:54:07206 ｷﾑﾗ ﾃﾙｵ 愛知県

150 髙畠　豊 12:54:34207 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 徳島県

479 西川　秀郎 12:54:51208 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 兵庫県

461 鴇田　紗織 12:55:09209 ﾄｷﾀ ｻｵﾘ 千葉県

113 八内　剛志 12:58:29210 ﾔｳﾁ ﾀｹｼ 大阪府

134 遠藤　美紀子 12:59:12211 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 愛知県

139 加藤　宏 12:59:13212 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 三重県

318 宗像　伸彦 12:59:32213 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県

441 城田　恵美 12:59:44214 ｼﾛﾀ ｴﾐ 愛知県

401 金川　まゆか 13:01:38215 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏﾕｶ 兵庫県

152 田嶋　裕子 13:02:25216 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 大阪府

518 三吉　喜代子 13:03:01217 ﾐﾖｼ ｷﾖｺ 奈良県

443 杉林　義彦 13:03:07218 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ 和歌山県

456 田中　勇夫 13:04:10219 ﾀﾅｶ ｲｻｵ 愛知県

538 横田　勝弘 13:04:54220 ﾖｺﾀ ｶﾂﾋﾛ 愛知県

303 濱口　優作 13:05:06221 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 大阪府

88 桜山　勝史 13:05:19222 ｻｸﾗﾔﾏ ｶﾂｼ 愛知県

161 堀畑　剛 13:05:46223 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 和歌山県

131 受川　知代 13:06:03224 ｳｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾖ 兵庫県

12 小野　善郎 13:06:15225 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 和歌山県

13 木田　直光 13:07:50226 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 埼玉県

416 小池　友恵 13:08:13227 ｺｲｹ ﾄﾓｴ 愛知県

385 大森　哲也 13:08:35228 ｵｵﾓﾘ ﾃﾂﾔ 京都府

193 糴川　可奈子 13:09:16229 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 大阪府

196 高橋　久雄 13:10:14230 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｵ 千葉県

364 伊東　努 13:10:21231 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 愛知県

27 植田　政明 13:10:35232 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大阪府

334 上田　康仁 13:11:17233 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 和歌山県

254 鵜飼　高史 13:11:49234 ｳｶｲ ﾀｶｼ 京都府

383 大庭　貴之 13:12:00235 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府

233 間瀬　敦史 13:12:19236 ﾏｾ ｱﾂｼ 愛知県

47 加藤　雄次 13:12:36237 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 三重県

138 長船　修明 13:12:43238 ｵｻﾌﾈ ﾉﾌﾞｱｷ 京都府

14 阪上　守人 13:12:54239 ｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ 兵庫県

143 越本　豊彦 13:13:28240 ｺｼﾓﾄ ﾄﾖﾋｺ 京都府

503 堀内　みゆき 13:14:17241 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ 大阪府

526 守谷　佳子 13:14:29242 ﾓﾘﾔ ﾖｼｺ 神奈川県

85 屋良　優 13:15:15243 ﾔﾗ ﾕｳ 千葉県

284 進藤　頼彦 13:17:14244 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖﾘﾋｺ 和歌山県

224 米田　典子 13:17:24245 ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾘｺ 奈良県

251 井上　誠 13:17:58246 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 和歌山県

151 田口　浩資郎 13:18:49247 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 徳島県

45 小田　佳典 13:18:50248 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 徳島県

202 中村　悦子 13:18:57249 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｺ 愛知県

376 岩下　美保 13:19:59250 ｲﾜｼﾀ ﾐﾎ 神奈川県
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185 坂本　規和 13:20:09251 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県

194 千野　昌利 13:20:41252 ｾﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 京都府

35 村山　敏明 13:21:20253 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｱｷ 大阪府

31 山本　源宏 13:22:26254 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県

352 粟飯原　崇 13:24:00255 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 徳島県

510 松川　知代 13:24:00256 ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾖ 徳島県

7 石神　悟 13:24:05257 ｲｼｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 和歌山県

541 吉川　政治 13:24:09258 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 大阪府

265 上地　慎吾 13:25:12259 ｶﾐｼﾞ ｼﾝｺﾞ 和歌山県

223 横田　勝之 13:25:12260 ﾖｺﾀ ｶﾂﾕｷ 和歌山県

243 井内　聡 13:25:19261 ｲｳﾁ ｻﾄｼ 京都府

110 藤原　基樹 13:25:41262 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 愛知県

208 半田　祐子 13:25:51263 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳｺ 大阪府

8 中島　泰三 13:25:59264 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 茨城県

268 萱野　真理子 13:26:18265 ｶﾔﾉ ﾏﾘｺ 奈良県

519 村井　敏樹 13:26:19266 ﾑﾗｲ ﾄｼｷ 奈良県

497 久岡　雄介 13:26:24267 ﾋｻｵｶ ﾕｳｽｹ 兵庫県

211 松窪　義朗 13:27:24268 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾖｼﾛｳ 和歌山県

236 若林　和樹 13:27:48269 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 三重県

537 湯浅　泰志 13:28:25270 ﾕｱｻ ﾔｽｼ 徳島県

244 家口　全史 13:28:34271 ｲｴｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大阪府

167 山口　貴寛 13:28:45272 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 三重県

120 中尾　由佳 13:28:53273 ﾅｶｵ ﾕｶ 和歌山県

32 塩路　健一 13:29:14274 ｼｵｼﾞ ｹﾝｲﾁ 大阪府

141 川辺　祥一 13:29:28275 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 和歌山県

338 坂本　正成 13:30:29276 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 三重県

232 土肥　昭代 13:30:45277 ﾄﾞﾋ ｱｷﾖ 三重県

126 家村　俊一 13:30:51278 ｲｴﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 大阪府

278 小美野　恭輝 13:31:00279 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ 埼玉県

241 横矢　由里 13:31:54280 ﾖｺﾔ ﾕﾘ 和歌山県

398 加藤　隆仁 13:32:03281 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 静岡県

444 椙本　国明 13:34:02282 ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾆｱｷ 三重県

129 池田　竹彦 13:34:20283 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 和歌山県

536 山本　雅丈 13:34:42284 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｹ 東京都

92 今出　央 13:35:16285 ｲﾏﾃﾞ ﾋｻｼ 兵庫県

107 中下　益来 13:37:12286 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ 和歌山県

44 藤岡　智美 13:37:13287 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 和歌山県

5 温　克彦 13:37:26288 ﾇｸﾐ ｶﾂﾋｺ 三重県

514 水田　康秀 13:38:14289 ﾐｽﾞﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 大阪府

490 原谷　京子 13:38:15290 ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ 兵庫県

418 小嶋　美音 13:38:57291 ｺｼﾞﾏ ﾐﾈ 大阪府

523 森岡　憲 13:39:17292 ﾓﾘｵｶ ｹﾝ 大阪府

239 新川　みのり 13:39:37293 ｼﾝｶﾜ ﾐﾉﾘ 和歌山県

172 新川　和男 13:39:37294 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｵ 和歌山県

98 金　章介 13:39:43295 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県

373 岩井　紀子 13:40:02296 ｲﾜｲ ﾉﾘｺ 愛知県

125 飯田　真寿美 13:40:31297 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 奈良県

471 中村　大輔 13:40:58298 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

235 村田　和彦 13:41:03299 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府

69 神田　美子 13:41:36300 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 和歌山県
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534 山本　敢哉 13:41:57301 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾔ 大阪府

397 片山　理子 13:42:23302 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ 大阪府

525 森田　武志 13:42:23303 ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ 大阪府

205 野田　和宏 13:42:30304 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

475 西　香織 13:43:06305 ﾆｼ ｶｵﾘ 三重県

530 山下　弘之 13:43:13306 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県

293 土道　久美子 13:43:20307 ﾂﾁﾐﾁ ｸﾐｺ 広島県

230 佐藤　史崇 13:43:54308 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 和歌山県

405 川瀬　孝博 13:44:02309 ｶﾜｾ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県

476 西　直樹 13:45:04310 ﾆｼ ﾅｵｷ 和歌山県

306 平林　法彦 13:46:06311 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 三重県

370 今津　梨香 13:46:09312 ｲﾏﾂﾞ ﾘｶ 大阪府

433 佐藤　千夏 13:46:22313 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 愛知県

533 山村　宗幸 13:46:23314 ﾔﾏﾑﾗ ﾑﾈﾕｷ 愛知県

53 森　勇樹 13:46:31315 ﾓﾘ ﾕｳｷ 和歌山県

20 甲斐　徹 13:46:41316 ｶｲ ﾄｵﾙ 大阪府

487 濱松　岳志 13:46:54317 ﾊﾏﾏﾂ ﾀｹｼ 兵庫県

327 吉田　啓 13:47:01318 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 和歌山県

62 平尾　佐和子 13:47:13319 ﾋﾗｵ ｻﾜｺ 京都府

287 惣司　亮子 13:47:14320 ｿｳﾂｶ ｱｷｺ 京都府

507 真砂　淑子 13:47:15321 ﾏｻｺﾞ ﾖｼｺ 愛知県

249 伊藤　俊志 13:47:40322 ｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 兵庫県

135 大羽　智恵美 13:49:30323 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県

271 北村　康典 13:50:00324 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 京都府

240 生川　純男 13:50:15325 ﾅﾙｶﾜ ｽﾐｵ 奈良県

314 松田　光雄 13:51:20326 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ 大阪府

389 奥　健一郎 13:52:19327 ｵｸ ｹﾝｲﾁﾛｳ 徳島県

455 竹内　英次 13:52:24328 ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾞ 奈良県

539 横山　憲司 13:52:52329 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 愛知県

317 三宅　秀治 13:53:05330 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾊﾙ 兵庫県

63 安部　英一 13:53:07331 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 愛知県

395 笠野　仁美 13:53:30332 ｶｻﾉ ﾋﾄﾐ 和歌山県

119 出口　明 13:53:37333 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 和歌山県

165 矢川　泰宏 13:53:39334 ﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 和歌山県

387 岡野　一也 13:53:50335 ｵｶﾉ ｶｽﾞﾔ 大阪府

379 大江　宏和 13:54:23336 ｵｵｴ ﾋﾛｶｽﾞ 福岡県

410 木村　將稔 13:54:38337 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 大阪府

319 村上　知恵美 13:54:53338 ﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ 三重県

500 藤田　宣嗣 13:54:53339 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾂｸﾞ 三重県

301 新羅　芳和 13:54:54340 ﾆﾗ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県

187 嶋田　寿美 13:54:54341 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾐ 愛知県

521 村田　弘文 13:55:06342 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高知県

95 片山　明子 13:59:44343 ｶﾀﾔﾏ ｱｷｺ 兵庫県

184 坂井　克次 13:59:49344 ｻｶｲ ﾖｼﾂｸﾞ 大阪府

29 中川　四郎 14:00:08345 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾛｳ 愛知県

354 安達　益久 14:00:55346 ｱﾀﾞﾁ ﾏｽﾋｻ 大阪府

355 飯塚　良太 14:01:19347 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀ 東京都

291 竹下　訓央 14:01:47348 ﾀｹｼﾀ ﾉﾘﾄﾓ 和歌山県

182 郡山　猛 14:02:16349 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 大阪府

79 牧田　裕子 14:02:57350 ﾏｷﾀ ﾕｳｺ 愛知県
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540 吉川　邦昭 14:03:07351 ﾖｼｶﾜ ｸﾆｱｷ 愛知県

428 榊原　敬子 14:03:13352 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹｲｺ 愛知県

494 坂野　登 14:03:14353 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県

238 大本　浩嗣 14:04:25354 ｵｵﾓﾄ ｺｳｼﾞ 大阪府

426 近藤　裕 14:04:38355 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 和歌山県

163 光村　祐剛 14:04:47356 ﾐﾂﾑﾗ ﾕｳｺﾞｳ 大阪府

316 光村　文江 14:04:47357 ﾐﾂﾑﾗ ﾌﾐｴ 大阪府

115 吉野　修 14:04:58358 ﾖｼﾉ ｵｻﾑ 愛知県

181 久保田　秀勝 14:05:01359 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｶﾂ 青森県

146 佐野　佐江子 14:06:02360 ｻﾉ ｻｴｺ 大阪府

281 佐野　敬一 14:06:02361 ｻﾉ ｹｲｲﾁ 大阪府

41 石原　めぐみ 14:09:21362 ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

513 三浦　文裕 14:09:21363 ﾐｳﾗ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県

347 藤野　富巳 14:11:01364 ﾌｼﾞﾉ ﾌﾐ 大阪府

346 藤枝　久美子 14:11:01365 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｸﾐｺ 奈良県

449 関根　ゆかり 14:11:41366 ｾｷﾈ ﾕｶﾘ 東京都

350 松本　佳久 14:11:59367 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 和歌山県

258 大野　靖晃 14:12:13368 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 三重県

59 仲尾　智勝 14:12:20369 ﾅｶｵ ﾄﾓｶﾂ 大阪府

213 馬渕　輝彦 14:13:34370 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 静岡県

453 田形　祐樹 14:14:54371 ﾀｶﾞﾀ ﾕｳｷ 三重県

292 田之上　哲也 14:16:33372 ﾀﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 兵庫県

118 玉口　典男 14:16:44373 ﾀﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｵ 和歌山県

159 福田　珠己 14:17:08374 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏﾐ 京都府

66 岩橋　司 14:17:45375 ｲﾜﾊｼ ﾂｶｻ 和歌山県

112 箕西　和佳子 14:17:45376 ﾐﾉﾆｼ ﾜｶｺ 和歌山県

4 花村　千恵 14:17:57377 ﾊﾅﾑﾗ ﾁｴ 和歌山県

431 櫻井　良明 14:18:04378 ｻｸﾗｲ ﾖｼｱｷ 愛知県

341 谷川　健二 14:18:12379 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪府

60 中村　寿 14:18:31380 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 京都府

365 伊藤　暢朗 14:19:17381 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 兵庫県

56 濱邉　貴志 14:19:22382 ﾊﾏﾍﾞ ﾀｶｼ 大阪府

340 杉岡　則子 14:19:31383 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 兵庫県

396 数枝　正生 14:19:42384 ｶｽﾞｴ ﾏｻｵ 兵庫県

78 藤井　政直 14:19:52385 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ 静岡県

149 髙地　博寛 14:20:36386 ﾀｶｼﾞ ﾋﾛﾉﾘ 京都府

336 小野田　賛 14:22:30387 ｵﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 愛知県

117 菅野　泰典 14:22:40388 ｽｶﾞﾉ ﾔｽﾉﾘ 和歌山県

527 安岡　淳治 14:24:07389 ﾔｽｵｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 奈良県

279 坂井　康寿 14:26:21390 ｻｶｲ ﾔｽﾋｻ 大阪府

15 武下　彰宏 14:28:08391 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ 大阪府

9 江刺家　雅子 14:28:08392 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 東京都

42 廣瀬　稚保子 14:28:35393 ﾋﾛｾ ﾁﾎｺ 和歌山県

55 井澗　奈津子 14:28:35394 ｲﾀﾆ ﾅﾂｺ 和歌山県

269 川上　祥寿 14:28:42395 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 兵庫県

82 松本　晶子 14:28:44396 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 大阪府

333 上田　恵 14:28:55397 ｳｴﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

48 酒本　育弥 14:29:30398 ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 埼玉県

344 畠中　理利 14:31:45399 ﾊﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄｼ 和歌山県

90 岡本　修司 14:31:52400 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 和歌山県
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325 山髙　栄一 14:32:03401 ﾔﾏﾀｶ ｴｲｲﾁ 奈良県

296 友田　和伸 14:32:19402 ﾄﾓﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 大阪府

231 辻田　治 14:32:36403 ﾂｼﾞﾀ ｵｻﾑ 和歌山県

491 伴　威史 14:32:41404 ﾊﾞﾝ ﾀｹｼ 大阪府

220 山下　架代子 14:33:36405 ﾔﾏｼﾀ ｶﾖｺ 大阪府

531 山田　恵二 14:34:54406 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都

21 斎藤　兆則 14:36:47407 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

307 廣瀬　直正 14:36:47408 ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ 愛知県

173 蜂須賀　公博 14:36:48409 ﾊﾁｽｶ ｷﾐﾋﾛ 大阪府
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