
- 第１２回紀の川市桃源郷ハーフマラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ39歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/4/2

スタート： 9:00:00

会場: 紀ノ川市民公園

主催: 紀の川市桃源郷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間12分42秒1 野田　周吾2030 ﾉﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 関西学院大学

1時間13分13秒2 中島　章雄2086 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ 和歌山RC

1時間13分21秒3 岩橋　俊幸2058 ｲﾜﾊｼ ﾄｼﾕｷ 岩橋農園

1時間16分24秒4 石井　和樹2091 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 走思走愛

1時間17分33秒5 松内　隆洋2015 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間19分30秒6 向井　惇2035 ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝ

1時間19分44秒7 田中　信弘2047 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｱｸﾞﾘｽﾞ藤原農機

1時間21分23秒8 蔭浦　篤2070 ｶｹﾞｳﾗ ｱﾂｼ 阪南市

1時間21分27秒9 上野山　公基2142 ｳｴﾉﾔﾏ ｺｳｷ 和歌山県庁

1時間21分31秒10 山田　悠暉2059 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間23分13秒11 永長　健2163 ﾅｶﾞｵｻ ｹﾝ

1時間27分20秒12 嶋本　尚起2144 ｼﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 矢田マン

1時間27分46秒13 宮井　渉2110 ﾐﾔｲ ﾜﾀﾙ MRC

1時間28分00秒14 市橋　直大2055 ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾋﾛ 和熱走

1時間30分04秒15 渕川　直紀2017 ﾌﾁｶﾜ ﾅｵｷ 和高専

1時間30分26秒16 松原　司2077 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 紀美野町役場

1時間31分08秒17 峰浦　郁也2156 ﾐﾈｳﾗ ｲｸﾔ

1時間31分18秒18 田中　陽人2003 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 和歌山北高校

1時間32分02秒19 白井　篤志2148 ｼﾗｲ ｱﾂｼ

1時間32分29秒20 魚津　信悟2095 ｳｵﾂﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間32分48秒21 森本　光哉2039 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂﾔ 恵友

1時間33分34秒22 田中　啓和2175 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ T.A.C

1時間34分23秒23 山本　隆浩2038 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間35分52秒24 玉置　佳嗣2107 ﾀﾏｷ ﾖｼﾂｸﾞ MRC～メタボランニングクラブ

1時間37分28秒25 大地　徹2131 ｵｵﾁ ﾄｵﾙ

1時間38分23秒26 早田　飛来2008 ﾊﾔﾀ ﾋﾗｲ 田辺高校

1時間38分37秒27 中尾　風貴2146 ﾅｶｵ ﾌｳｷ

1時間40分57秒28 越智　章太2022 ｵﾁ ｼｮｳﾀ

1時間43分14秒29 谷　雅範2037 ﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ

1時間43分30秒30 三村　晶2116 ﾐﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間43分34秒31 山野　東太2108 ﾔﾏﾉ ﾄｳﾀ

1時間44分12秒32 中原　歩2073 ﾅｶﾊﾗ ｱﾕﾑ ｾﾚｯｿ大阪ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

1時間44分20秒33 戸口　豊2083 ﾄｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

1時間44分47秒34 有本　浩幸2082 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分54秒35 中西　将太2094 ﾅｶﾆｼ ｼｮｳﾀ 佛教大学

1時間45分02秒36 高津　秀紀2069 ｺｳﾂﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ こうづ鍼灸整骨院

1時間45分09秒37 小畑　博昭2133 ｺﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ

1時間45分49秒38 前中　孝夫2143 ﾏｴﾅｶ ﾀｶｵ 前中家

1時間46分09秒39 上野　聡史2023 ｳｴﾉ ｻﾄｼ

1時間46分33秒40 小松　基城2098 ｺﾏﾂ ﾓﾄｷ まむし組

1時間46分38秒41 長田　圭司2162 ｵｻﾀﾞ ｹｲｼﾞ クイックリバー

1時間46分44秒42 清水　克哉2153 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾅﾘ

1時間47分05秒43 木下　一雄2036 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ

1時間48分15秒44 高橋　将太2085 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

1時間48分55秒45 山口　義明2080 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ ＫＲＣ

1時間48分57秒46 柳本　幸男2078 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｷｵ

1時間49分03秒47 鎌倉　光希2114 ｶﾏｸﾗ ｺｳｷ

1時間49分27秒48 大植　貴裕2120 ｵｵｳｴ ﾀｶﾋﾛ

1時間49分32秒49 犬塚　竜2089 ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｮｳ

1時間49分40秒50 竹添　晟司2104 ﾀｹｿﾞｴ ｾｲｼﾞ まむし組
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- 第１２回紀の川市桃源郷ハーフマラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ39歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/4/2

スタート： 9:00:00

会場: 紀ノ川市民公園

主催: 紀の川市桃源郷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間49分42秒51 清水　慎也2140 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ

1時間50分55秒52 中谷　宜土2177 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾘﾄ T.A.C

1時間51分02秒53 林　寛典2145 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ 危機管理室

1時間51分02秒54 奥野　雅史2102 ｵｸﾉ ﾏｻｼ ウマロー

1時間51分15秒55 藤田　謙史2081 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間51分24秒56 鮎川　大樹2157 ｱﾕｶﾜ ﾋﾛｷ 近畿大学

1時間51分40秒57 武下　雅彦2118 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾋｺ

1時間52分09秒58 大迫　好展2130 ｵｵｻｺ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間52分15秒59 林　宏樹2149 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間52分52秒60 野中　良祐2154 ﾉﾅｶ ﾘｮｳｽｹ モルタルねりねり

1時間53分11秒61 中島　佑真2137 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾏ 株式会社松本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

1時間54分05秒62 今山　知紀2056 ｲﾏﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

1時間54分19秒63 根田　武史2066 ｺﾝﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間54分26秒64 三原　昌幸2135 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

1時間54分47秒65 井口　泰裕2166 ｲｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

1時間55分17秒66 宮地　康生2034 ﾐﾔﾁ ﾔｽｵ

1時間55分21秒67 松田　五樹2150 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾂｷ MRC

1時間56分40秒68 小藪　崇之2136 ｺﾔﾌﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間56分46秒69 冨田　和裕2106 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ スヅケン

1時間57分14秒70 津田　昂太郎2176 ﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ T.A.C

1時間57分17秒71 森川　佳宣2020 ﾓﾘｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

1時間57分43秒72 松﨑　高至2042 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｼ 貴志川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

1時間57分50秒73 和田　祐希2071 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間58分00秒74 高木　基彦2099 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾋｺ BRAVE SBC

1時間58分25秒75 寺谷　卓真2079 ﾃﾗﾀﾆ ﾀｸﾏ 和歌山平野農地防災事業所

1時間58分31秒76 岩本　隆宏2161 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分28秒77 福本　貴彦2016 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶﾋｺ

1時間59分44秒78 澤井　真志2147 ｻﾜｲ ｼﾝｼ

2時間00分01秒79 黒木　重伸2119 ｸﾛｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ チームたまもん

2時間00分10秒80 池中　俊亮2002 ｲｹﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

2時間00分56秒81 山本　真志2151 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ

2時間00分59秒82 奥田　泰隆2050 ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾀｶ

2時間01分26秒83 早川　幸秀2160 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾋﾃﾞ クイックリバー

2時間01分26秒84 櫻井　克俊2164 ｻｸﾗｲ ｶﾂﾄｼ

2時間01分44秒85 亀多　正純2018 ｶﾒﾀ ﾏｻｽﾞﾐ

2時間02分15秒86 中田　義人2158 ﾅｶﾀ ﾖｼﾄ team-M

2時間02分32秒87 奥本　英利2101 ｵｸﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間02分49秒88 大岩　和紀2014 ｵｵｲﾜ ｶｽﾞｷ

2時間03分34秒89 服部　裕樹2141 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｷ

2時間03分54秒90 吉国　行人2128 ﾖｼｸﾆ ﾕｷﾄ

2時間04分24秒91 松尾　浩人2049 ﾏﾂｵ ﾋﾛﾄ MRC

2時間04分42秒92 矢野　順平2031 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ウマロー

2時間05分10秒93 峯　大祐2053 ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ

2時間05分10秒94 江﨑　聡2057 ｴｻﾞｷ ｻﾄｼ

2時間05分10秒95 芝尾　和希2138 ｼﾊﾞｵ ｶｽﾞｷ

2時間07分32秒96 稲垣　智基2171 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓｷ

2時間08分03秒97 松本　公太郎2009 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

2時間09分01秒98 堀田　宗幹2019 ﾎｯﾀ ﾑﾈｷ

2時間09分20秒99 安達　望2112 ｱﾀﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ MRC-メタボランニングクラブ

2時間09分22秒100 十川　知也2005 ﾄｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ
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- 第１２回紀の川市桃源郷ハーフマラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ39歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/4/2

スタート： 9:00:00

会場: 紀ノ川市民公園

主催: 紀の川市桃源郷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

2時間09分51秒101 小畑　智彦2134 ｺﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋｺ

2時間11分36秒102 石隈　和崇2001 ｲｼｸﾞﾏ ｶｽﾞﾀｶ 公務員

2時間12分07秒103 塩田　孝2103 ｼｵﾀ ﾀｶｼ

2時間12分14秒104 安達　正規2075 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ

2時間12分19秒105 野田　隆之2028 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間15分01秒106 渡辺　和也2010 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間15分37秒107 吉田　健一郎2060 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間16分51秒108 山田　桂2165 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ

2時間16分51秒109 花本　大将2040 ﾊﾅﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 貴志川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

2時間17分01秒110 長町　一輝2074 ﾅｶﾞﾏﾁ ｶｽﾞｷ

2時間17分01秒111 倉本　法和2064 ｸﾗﾓﾄ ｶﾞｽﾋﾛ

2時間18分19秒112 坂根　友基2097 ｻｶﾈ ﾕｳｷ ウマロー

2時間21分08秒113 山本　直和2173 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｶｽﾞ

2時間21分50秒114 瀧野　真治2021 ﾀｷﾉ ｼﾝｼﾞ

2時間21分52秒115 岡本　慎亮2111 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｽｹ

2時間23分55秒116 野田　真秀2052 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間24分55秒117 結城　弦2076 ﾕｳｷ ｹﾞﾝ

2時間26分37秒118 前中　清敏2026 ﾏｴﾅｶ ｷﾖﾊﾙ

2時間26分58秒119 三毛　秀史2105 ﾐｹ ﾋﾃﾞｼ

2時間27分12秒120 小森　一史2092 ｺﾓﾘ ｶｽﾞﾌﾐ 小森　一史

2時間27分26秒121 金井　諒2054 ｶﾅｲ ﾘｮｳ 貴志川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

2時間28分38秒122 尾崎　文昭2087 ｵｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

2時間30分23秒123 脇田　一誠2051 ﾜｷﾀ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間31分11秒124 浦井　宏起2100 ｳﾗｲ ﾋﾛｷ

2時間31分47秒125 岡野　友哉2027 ｵｶﾉ ﾄﾓﾔ (株)メディセオ

2時間32分23秒126 本田　英知2169 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ

2時間32分42秒127 峯田　弘樹2041 ﾐﾈﾀ ﾋﾛｷ 貴志川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

2時間33分27秒128 栩野　晃次2159 ﾄﾁﾉ ｺｳｼﾞ

2時間34分09秒129 塩谷　和久2168 ｼｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋｻ

2時間34分26秒130 巨勢　偉行2062 ｺｾ ｼｹﾞﾕｷ

2時間35分29秒131 美多賀鼻　佑介2032 ﾐﾀｶﾞﾊﾅ ﾕｳｽｹ 恵友病院

2時間36分43秒132 服部　剛2007 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾖｼ

2時間38分57秒133 児玉　常義2012 ｺﾀﾞﾏ ﾂﾈﾖｼ JAわかやま

2時間38分58秒134 林　隆清2033 ﾊﾔｼ ﾀｶｷﾖ

2時間39分36秒135 落合　大輔2109 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間40分29秒136 上平　敦司2088 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ｱﾂｼ

2時間40分29秒137 宮本　志郎2132 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾛｳ ドラゴンボーイズ

2時間44分48秒138 谷本　駿佑2045 ﾀﾆﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

2時間44分48秒139 田中　駿也2044 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ

2時間44分55秒140 松山　信悟2115 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

2時間45分41秒141 辻　正彦2046 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間46分02秒142 宮本　裕也2061 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ

2時間47分25秒143 西尾　忠士2113 ﾆｼｵ ﾀﾀﾞｼ

2時間47分27秒144 橋本　竜之介2043 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 貴志川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

2時間50分51秒145 都出　義人2096 ﾄｲﾃﾞ ﾖｼﾋﾄ

2時間55分57秒146 川村　佳幹2084 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｷ

2時間56分10秒147 藤岡　直気2048 ﾌｼﾞｵｶ ﾅｵｷ 日置川RC

2時間56分53秒148 藤原　一裕2170 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 平池ランニング倶楽部

3時間00分29秒149 島袋　祐輔2090 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｽｹ

3時間00分45秒150 重見　善平2093 ｼｹﾞﾐ ｾﾞﾝﾍﾟｲ
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- 第１２回紀の川市桃源郷ハーフマラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ39歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/4/2

スタート： 9:00:00

会場: 紀ノ川市民公園

主催: 紀の川市桃源郷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

3時間15分54秒151 朝長　健一郎2006 ﾄﾓﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ
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