
- 第１２回紀の川市桃源郷ハーフマラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ50歳以上男子

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21分59秒1 山田　和信6114 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 淀川ランナーズ

1時間22分44秒2 南川　和也6225 ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

1時間26分39秒3 村岡　隆幸6111 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ

1時間26分44秒4 松本　佳哲6193 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ ＮＴＴドコモ

1時間29分30秒5 吉川　浩幸6191 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ アミノ和歌山

1時間30分17秒6 桝本　義伸6048 ﾏｽﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ オンリーワン

1時間30分20秒7 小田　誠一6219 ｵﾀﾞ ｾｲｲﾁ

1時間32分58秒8 山口　秀夫6179 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ かんくうクラブ

1時間33分26秒9 成瀬　悟司6137 ﾅﾙｾ ｻﾄｼ

1時間33分32秒10 西山　等6168 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾄｼ 和歌山走ろう会

1時間34分10秒11 円句　雄彦6024 ｴﾝｸ ﾕｳﾋｺ

1時間34分29秒12 疋田　和則6214 ﾋｷﾀ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間34分47秒13 中田　龍一郎6116 ﾅｶﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

1時間35分33秒14 竹内　克己6083 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾐ ＫＲＣ

1時間37分15秒15 西川　史人6063 ﾆｼｶﾜ ﾌﾐﾄ

1時間38分21秒16 小西　健雄6003 ｺﾆｼ ﾀｹｵ 無事これ名馬

1時間38分26秒17 森本　雅和6087 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 南大阪マスターズ

1時間38分56秒18 馬場　巌6160 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｲﾜｵ

1時間39分05秒19 島本　浩三6068 ｼﾏﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ

1時間39分21秒20 中道　政宏6093 ﾅｶﾐﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間39分25秒21 小谷　直樹6133 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ

1時間39分57秒22 向井　幸司6181 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 泉南走ろう会

1時間40分08秒23 高橋　弘6007 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間40分27秒24 山添　哲司6012 ﾔﾏｿﾞｴ　ﾃﾂｼﾞ

1時間40分35秒25 鳥山　惣市6110 ﾄﾘﾔﾏ ｿｳｲﾁ 紀陽リース・キャピタル㈱

1時間40分50秒26 金島　英俊6025 ｶﾈｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間41分14秒27 濱畑　啓悟6178 ﾊﾏﾊﾀ ｹｲｺﾞ 和歌浦走友会

1時間41分41秒28 栗山　好治6015 ｸﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間41分52秒29 岩本　繁夫6208 ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞｵ

1時間43分40秒30 谷口　久起6089 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｷ 和歌浦走友会

1時間43分55秒31 鳴神　貴友6124 ﾅﾙｶﾐ ﾀｶﾄﾓ 和歌山走ろう会

1時間44分06秒32 福岡　佳宏6207 ﾌｸｵｶ ﾖｼﾋﾛ

1時間44分13秒33 宮井　将博6105 ﾐﾔｲ ﾏｻﾋﾛ MRC

1時間44分45秒34 得永　正樹6147 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 狭山池ＲＣ

1時間45分04秒35 千郷　優6143 ｾﾝｺﾞｳ ﾏｻﾙ SPOSHIN

1時間45分20秒36 北嶋　幸一郎6145 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ かんくうクラブ

1時間45分23秒37 角下　麻人6095 ｶｸｼﾀ ｱｻﾋﾄ 和歌山走ろう会

1時間45分28秒38 田伏　浩6163 ﾀﾌﾞｾ ﾋﾛｼ

1時間45分33秒39 西浦　充生6106 ﾆｼｳﾗ ﾐﾂｵ 走魂ランナーズ

1時間45分56秒40 信下　邦夫6209 ﾉﾌﾞｼﾀ ｸﾆｵ

1時間46分03秒41 濱田　紀彦6039 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ

1時間46分45秒42 中峰　武6069 ﾅｶﾐﾈ ﾀｹｼ

1時間46分59秒43 宇野　洋史6151 ｳﾉ ﾋﾛｼ 狭山池夕焼けラン

1時間47分07秒44 岩井　茂樹6050 ｲﾜｲ ｼｹﾞｷ

1時間47分08秒45 森口　賢一6194 ﾓﾘｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間47分37秒46 上野　正一6122 ｳｴﾉ ﾏｻｶｽﾞ 泉佐野

1時間47分48秒47 小野　善郎6112 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ

1時間47分56秒48 西田　浩之6120 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 泉南走ろう会

1時間48分26秒49 峠　明6100 ﾄｳｹﾞ ｱｷﾗ 紀峰山の会

1時間48分47秒50 柴垣　義幸6037 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ ﾌﾞﾘｷﾏﾝｸﾗﾌﾞ
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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50歳以上男子

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48分51秒51 石井　和也6221 ｲｼｲ ｶｽﾞﾔ

1時間49分27秒52 出口　明6204 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 和歌山走ろう会

1時間49分29秒53 木村　充博6070 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 汗濁大学

1時間49分58秒54 中下　益来6192 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ ふくだ屋ＲＣ

1時間50分10秒55 藤岡　鎮将6057 ﾌｼﾞｵｶ ｼｽﾞﾏｻ

1時間50分59秒56 前田　公博6227 ﾏｴﾀﾞ ｷﾐﾋﾛ

1時間51分27秒57 山下　昌仁6144 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾄ

1時間51分38秒58 津田　尚廣6119 ﾂﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ

1時間51分47秒59 神田　修6073 ｶﾝﾀﾞ ｵｻﾑ

1時間52分28秒60 江頭　政則6072 ｴｶﾞｼﾗ ﾏｻﾉﾘ アミノ和歌山

1時間52分48秒61 佐藤　敏幸6014 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ

1時間52分58秒62 坂本　清和6165 ｻｶﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ

1時間52分59秒63 榮　武彦6121 ｻｶｴ ﾀｹﾋｺ

1時間53分17秒64 和田　明宏6027 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間54分22秒65 鳥居　毅彦6195 ﾄﾘｲ ﾀｹﾋｺ

1時間54分33秒66 山口　健次6185 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間55分11秒67 木村　豊6190 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 橋本RS

1時間55分24秒68 北山　浩司6169 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ 紀北工業高校教員

1時間55分34秒69 赤山　辰如6198 ｱｶﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ

1時間56分05秒70 前田　博之6074 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分35秒71 小巻　伸一6167 ｺﾏｷ ｼﾝｲﾁ

1時間57分05秒72 口井　規秀6065 ｸﾁｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ ろんぐらん

1時間57分11秒73 中尾　喜之6156 ﾅｶｵ ﾖｼﾕｷ

1時間57分50秒74 名倉　健三6139 ﾅｸﾗ ｹﾝｿﾞｳ きしゅう会計

1時間58分22秒75 秦野　光章6035 ﾊﾀﾞﾉ ﾐﾂｱｷ

1時間59分12秒76 前橋　敏晴6159 ﾏｴﾊｼ ﾄｼﾊﾙ

1時間59分58秒77 下村　知雄6136 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓｵ

2時間00分01秒78 和関　哲二6184 ﾜｾｷ ﾃﾂｼﾞ

2時間00分06秒79 雲岡　清文6067 ｸﾓｵｶ ｷﾖﾌﾐ

2時間00分10秒80 中村　起也6210 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2時間00分15秒81 北野　一雄6154 ｷﾀﾉ ｶｽﾞｵ 森田登山隊

2時間00分26秒82 殿最　圭祐6173 ﾄﾉﾓ ｹｲｽｹ みふく

2時間00分49秒83 増田　英光6002 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐﾂ

2時間00分53秒84 八木　章博6211 ﾔｷﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間01分39秒85 野坂　光博6104 ﾉｻｶ ﾐﾂﾋﾛ

2時間02分08秒86 出来　大典6011 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 淀川ランナーズ

2時間02分41秒87 大藤　晃6115 ﾀﾞｲﾄｳ ｱｷﾗ

2時間02分54秒88 池永　雅信6078 ｲｹﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 協和プレス

2時間03分05秒89 辻　康夫6094 ﾂｼﾞ ﾔｽｵ 九度山町役場

2時間04分06秒90 玉谷　盛夫6216 ﾀﾏﾀﾆ ﾓﾘｵ 岸和田楽走会

2時間04分11秒91 上野　大雄6189 ｳｴﾉ ﾀﾞｲﾕｳ お城ふれんず

2時間05分21秒92 田原　正登6187 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾄ わかやまＲＣ

2時間05分40秒93 佐々木　一茂6103 ｻｻｷ ｶｽﾞｼｹﾞ

2時間05分42秒94 浅田　明俊6130 ｱｻﾀﾞ ｱｷﾄｼ 和歌熱

2時間06分16秒95 岩井　賢一6206 ｲﾜｲ ｹﾝｲﾁ

2時間06分59秒96 堀池　一夫6036 ﾎﾘｲｹ ｶｽﾞｵ 泉南走ろう会

2時間07分04秒97 根木　孝夫6064 ﾈｷﾞ ﾀｶｵ

2時間07分40秒98 渡辺　征雄6060 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｸｵ 岩出ジョギング.C

2時間07分45秒99 渕川　博6046 ﾌﾁｶﾜ ﾋﾛｼ

2時間07分59秒100 南　順治6127 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ
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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50歳以上男子

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08分38秒101 門田　禎之6042 ｶﾄﾞﾀ ﾖｼﾕｷ

2時間08分39秒102 宮本　貴史6177 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間08分44秒103 大上　芳史6054 ｵｵｳｴ ﾖｼﾌﾐ

2時間08分46秒104 尾﨑　安博6026 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ

2時間09分25秒105 伊東　勇一6182 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

2時間09分48秒106 村生　保秀6005 ﾑﾗｵ ﾔｽﾋﾃﾞ

2時間10分07秒107 長束　曉6018 ﾅｶﾞﾂｶ ｻﾄﾙ

2時間10分29秒108 志場　豊昭6030 ｼﾊﾞ ﾄﾖｱｷ

2時間10分36秒109 羽田　繁6135 ﾊﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間10分50秒110 川島　巌6045 ｶﾜｼﾏ ｲﾜｵ 泉南走ろう会

2時間11分04秒111 大浦　三洋6088 ｵｵｳﾗ ﾐﾂﾋﾛ

2時間11分31秒112 井川　勝利6223 ｲｶﾜ ｶﾂﾄｼ

2時間11分37秒113 加藤　恵治6017 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ

2時間11分39秒114 櫻井　良男6033 ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ

2時間11分50秒115 藤根　斉6162 ﾌｼﾞﾈ ﾋﾄｼ

2時間12分03秒116 和田　年弘6131 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 泉南走ろう会

2時間12分35秒117 園口　徳廣8001 ｿﾉｸﾞﾁ ﾄｸﾋﾛ

2時間12分45秒118 清水　康司6090 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ わかやまRC

2時間12分58秒119 西山　卓志6108 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸｼﾞ

2時間13分01秒120 安居　要6053 ﾔｽｲ ｶﾅﾒ

2時間13分10秒121 今仁　正義6149 ｲﾏﾆ ﾏｻﾖｼ 泉南走ろう会

2時間13分36秒122 大河原　克則6138 ｵｵｶﾜﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ 和歌山走ろう会

2時間13分59秒123 平田　吉孝6061 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾀｶ

2時間14分02秒124 岡野　哲也6161 ｵｶﾉ ﾃﾂﾔ

2時間14分12秒125 鈴木　教亮6086 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ

2時間14分51秒126 萩原　和彦6170 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ

2時間15分03秒127 村上　祥人6152 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾋﾄ むらかみ歯科クリニック

2時間15分09秒128 入学　幸広6041 ﾆｭｳｶﾞｸ ﾕｷﾋﾛ

2時間15分24秒129 山本　敏一6153 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 伴Ｂ

2時間15分36秒130 佐藤　五暉6076 ｻﾄｳ ｲﾂｱｷ

2時間16分00秒131 味園　均6031 ﾐｿﾉ ﾋﾄｼ

2時間16分19秒132 向　博司6176 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ

2時間16分34秒133 宮本　満弘6186 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ

2時間17分04秒134 米納　良司6126 ﾖﾉｳ ﾘｮｳｼﾞ 爆走楽笑会

2時間17分08秒135 佐々木　弘6009 ｻｻｷ ﾋﾛｼ

2時間17分16秒136 樋口　隆造6029 ﾋｸﾞﾁ ﾘｭｳｿﾞｳ

2時間17分21秒137 岡本　和彦6215 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

2時間18分38秒138 松本　知道6218 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾐﾁ

2時間18分51秒139 渡邉　一貴6077 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

2時間19分02秒140 椎野　浩6123 ｼｲﾉ ﾋﾛｼ

2時間19分25秒141 林　充孝6038 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾀｶ

2時間19分56秒142 辻　凱博6101 ﾂｼﾞ ﾖｼﾋﾛ 無し

2時間20分42秒143 山本　勝章6142 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｱｷ ズットランアスリートクラブ

2時間20分46秒144 坂根　秀明6047 ｻｶﾈ ﾋﾃﾞｱｷ 歩ｯ歩ｸﾗﾌﾞ

2時間21分04秒145 鳴海　平6217 ﾅﾙﾐ ﾀｲﾗ

2時間22分15秒146 太田　高広6058 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間22分31秒147 井邊　光治6023 ｲﾝﾍﾞ ﾐﾂﾊﾙ 和歌山走ろう会

2時間22分45秒148 楠　正樹6081 ｸｽ ﾏｻｷ

2時間23分38秒149 湯浅　啓史6096 ﾕｱｻ ﾋﾛﾌﾐ

2時間23分51秒150 知念　章雄6148 ﾁﾈﾝ ﾉﾘｵ
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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50歳以上男子

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24分13秒151 矢野　和宏6117 ﾔﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間25分00秒152 奥野　隆章6132 ｵｸﾉ ﾀｶｱｷ

2時間25分08秒153 森本　和秀6021 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

2時間25分46秒154 山路　伸一郎6085 ﾔﾏｼﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間26分20秒155 岡崎　哲也6229 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂﾔ ＩＴＸ

2時間26分32秒156 直川　明久6228 ﾉｳｶﾞﾜ ｱｷﾋｻ ｎａｏｂｅ－

2時間26分52秒157 高石　順弘6183 ﾀｶｲｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間26分53秒158 岩見　大作6226 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｻｸ アバンギャルド

2時間26分57秒159 脇坂　和秀6174 ﾜｷｻｶ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 新関西製鐵走ろう会

2時間27分09秒160 山口　弘行6113 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

2時間27分32秒161 奥平　浩6022 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 近畿農政局

2時間27分56秒162 南　弘一6092 ﾐﾅﾐ ｺｳｲﾁ

2時間28分25秒163 塩谷　佳治6175 ｼｵﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ

2時間29分42秒164 森　繁樹6188 ﾓﾘ ｼｹﾞｷ

2時間30分13秒165 関　桂典6020 ｾｷ ｹｲｽｹ

2時間30分30秒166 山西　由昭6157 ﾔﾏﾆｼ ﾖｼｱｷ 日鉄住金鋼管

2時間30分39秒167 青木　智彦6006 ｱｵｷ ﾉﾘﾋｺ 和歌山走ろう会

2時間31分20秒168 武田　安啓6052 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間33分06秒169 山地　秀男6010 ﾔﾏﾁ ﾋﾃﾞｵ チームシャンとファン

2時間33分11秒170 東　哲規6034 ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾉﾘ

2時間33分14秒171 高橋　仁6062 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ

2時間33分38秒172 竹田　嘉文6180 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 竹ちゃんと愉快な仲間たち

2時間33分46秒173 新谷　利幸6040 ｼﾝﾀﾆ ﾄｼﾕｷ

2時間34分57秒174 竹中　崇博6019 ﾀｹﾅｶ ﾀｶﾋﾛ まるよ

2時間35分35秒175 野口　保蔵6172 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｿﾞｳ みつばクリニック

2時間37分16秒176 松本　義則6044 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

2時間37分18秒177 桑田　浩6056 ｸﾜﾀ ﾋﾛｼ カンカンRC

2時間39分20秒178 河合　秀紀6109 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞｷ 和歌山RC

2時間40分15秒179 兒玉　繁次6004 ｺﾀﾞﾏ ｼｹﾞｼﾞ

2時間42分04秒180 白井　豊昭6166 ｼﾗｲ ﾄﾖｱｷ

2時間45分07秒181 清瀧　昭彦6099 ｷﾖﾀｷ ｱｷﾋｺ

2時間46分16秒182 森下　信秀6128 ﾓﾘｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 桝谷精工

2時間47分06秒183 香里　性富6134 ｺｳﾘ ｾｲﾄﾐ

2時間47分11秒184 神前　尚生6107 ｺｳｻﾞｷ ﾋｻｵ

2時間47分26秒185 今西　真一6171 ｲﾏﾆｼ ｼﾝｲﾁ

2時間51分04秒186 上野　昭二郎6199 ｳｴﾉ ｼｮｳｼﾞﾛｳ JAわかやま

2時間51分59秒187 笹木　誠次6212 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ チームフリーウエイ

2時間52分43秒188 辻井　計晴6098 ﾂｼﾞｲ ｶｽﾞﾊﾙ

2時間52分57秒189 小松　良一6220 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ

2時間58分57秒190 田中　儀之6164 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ

3時間01分36秒191 猪岡　豊昭6140 ｲﾉｵｶ ﾄﾖｱｷ

3時間03分50秒192 今西　信明6032 ｲﾏﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ

3時間09分09秒193 藤岡　治6082 ﾌｼﾞｵｶ ｵｻﾑ 日置川RC

3時間09分22秒194 坂東　幸雄6049 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 加賀田野走会

3時間16分29秒195 阪田　悟朗6059 ｻｶﾀ ｺﾞﾛｳ
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