
- 第１３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

 2018/4/8

スタート： 9:00:00

会場: 紀の川市民公園

主催: 紀の川市桃源郷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間13分01秒1 木下　駿優2014 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾏｻ

1時間14分07秒2 中島　章雄2068 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ 和歌山RC

1時間14分45秒3 岩橋　俊幸2050 ｲﾜﾊｼ ﾄｼﾕｷ

1時間15分44秒4 竹中　俊樹2005 ﾀｹﾅｶ ﾄｼｷ

1時間17分43秒5 三木　佑太2070 ﾐｷ ﾕｳﾀ

1時間17分54秒6 松内　隆洋2001 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間18分49秒7 山田　敦広2059 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ

1時間21分34秒8 山口　義明2010 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ ＫＲＣ

1時間24分14秒9 塩崎　徳雄2077 ｼｵｻﾞｷ ﾉﾘｵ

1時間27分41秒10 高石　陽平2079 ﾀｶｲｼ ﾖｳﾍｲ

1時間27分49秒11 白井　篤志2041 ｼﾗｲ ｱﾂｼ

1時間28分04秒12 東　正徳2073 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾉﾘ MRC

1時間28分27秒13 前中　孝夫2115 ﾏｴﾅｶ ﾀｶｵ

1時間28分34秒14 藤永　清也2124 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｾｲﾔ

1時間28分47秒15 柏木　直也2045 ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵﾔ ブイプロ

1時間28分58秒16 嶋本　尚起2123 ｼﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 矢田マン

1時間29分20秒17 柴田　和紀2055 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ (株)シバテック

1時間29分26秒18 渕川　直紀2017 ﾌﾁｶﾜ ﾅｵｷ 和歌山高等専門学校

1時間31分43秒19 清瀧　博光2047 ｷﾖﾀｷ ﾋﾛﾐﾂ

1時間34分14秒20 藍原　将史2127 ｱｲﾊﾗ ﾏｻｼ

1時間35分24秒21 広瀬　達朗2058 ﾋﾛｾ ﾀﾂｵ 娘の予感

1時間36分53秒22 藤井　彰信2098 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾉﾌﾞ 週1ランナーズ

1時間39分38秒23 森崎　明2080 ﾓﾘｻｷ ｱｷﾗ

1時間39分54秒24 高橋　将太2119 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

1時間42分29秒25 山本　隆弘2054 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 恵友病院

1時間42分48秒26 中原　歩2046 ﾅｶﾊﾗ ｱﾕﾑ セレッソ大阪ランニングクラブ

1時間44分05秒27 三原　昌幸2092 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾕｷ MRC

1時間44分11秒28 越智　章太2009 ｵﾁ ｼｮｳﾀ ドラゴン

1時間45分03秒29 有本　浩幸2113 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間45分51秒30 野中　良祐2040 ﾉﾅｶ ﾘｮｳｽｹ

1時間47分32秒31 小畑　博昭2044 ｺﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ

1時間48分06秒32 服部　裕樹2081 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｷ

1時間48分16秒33 桑田　一記2035 ｸﾜﾀ ｶｽﾞｷ 貴志川リハビリテーション病・

1時間48分17秒34 森本　圭2122 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲ

1時間48分19秒35 森川　佳宜2013 ﾓﾘｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

1時間49分01秒36 永長　和也2062 ﾅｶﾞｵｻ ｶｽﾞﾔ

1時間49分12秒37 柳本　幸男2085 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｷｵ

1時間49分25秒38 歌　大輔2061 ｳﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間49分40秒39 大堀　泰史2091 ｵｵﾎﾘ ﾀｲｼ

1時間49分51秒40 宇都　貴裕2042 ｳﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間50分46秒41 木下　一雄2019 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ

1時間51分51秒42 林　宏樹2110 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間51分58秒43 玉置　佳嗣2067 ﾀﾏｷ ﾖｼﾂｸﾞ MRC

1時間52分04秒44 吉田　卓史2095 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間52分15秒45 奥野　雅史2065 ｵｸﾉ ﾏｻｼ ウマロー

1時間52分19秒46 和田　祐希2021 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間52分47秒47 上野　聡史2003 ｳｴﾉ ｻﾄｼ

1時間52分56秒48 折口　清人2069 ｵﾘｸﾞﾁ ｷﾖﾄ

1時間53分23秒49 松﨑　高至2030 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｼ 貴志川リハビリテーション病・

1時間53分46秒50 前田　匡紀2112 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｷ パワーズ保険事務所株式会

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第１３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

 2018/4/8

スタート： 9:00:00

会場: 紀の川市民公園

主催: 紀の川市桃源郷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間53分55秒51 上田　祥吾2120 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間55分14秒52 黒木　純2072 ｸﾛｷ ｼﾞｭﾝ

1時間56分29秒53 九鬼　崇2103 ｸｷ ﾀｶｼ

1時間57分07秒54 中島　佑真2093 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾏ 松本コンサルタント

1時間57分19秒55 リチャード　スピノソ2020 ﾘﾁｬｰﾄﾞ ｽﾋﾟﾉｿ

1時間58分51秒56 上田　康仁2082 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ

1時間59分14秒57 宮地　康生2026 ﾐﾔﾁ ﾔｽｵ

1時間59分16秒58 柏木　宏之2076 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間59分26秒59 稲垣　智基2126 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓｷ

1時間59分30秒60 辻林　義寛2107 ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ

1時間59分57秒61 橋爪　賢司2106 ﾊｼﾂﾞﾒ ｹﾝｼﾞ

2時間00分49秒62 浅見　峻広2031 ｱｻﾐ ﾀｶﾋﾛ 貴志川リハビリテーション病・

2時間01分29秒63 松本　公太郎2016 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

2時間02分31秒64 大迫　好展2007 ｵｵｻｺ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間05分09秒65 堀木　和弥2053 ﾎﾘｷ ｶｽﾞﾔ

2時間05分21秒66 室家　将希2033 ﾑﾛﾔ ﾏｻｷ 貴志川リハビリテーション病・

2時間06分36秒67 塩田　孝2074 ｼｵﾀ ﾀｶｼ

2時間06分57秒68 立岡　元気2100 ﾀﾂｵｶ ｹﾞﾝｷ

2時間07分21秒69 立岡　翔2099 ﾀﾂｵｶ ｼｮｳ

2時間07分54秒70 南部　光2104 ﾅﾝﾌﾞ ﾋｶﾙ ネオシーザ

2時間07分59秒71 山縣　利光2022 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄｼﾐﾂ 下市クラブ

2時間08分39秒72 坂本　太2102 ｻｶﾓﾄ ﾌﾄｼ

2時間09分33秒73 森下　翔平2048 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

2時間09分48秒74 渡邉　和也2023 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間09分50秒75 安達　望2066 ｱﾀﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ MRC-メタボランニングクラブ

2時間10分35秒76 宮本　真吾2056 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

2時間11分32秒77 坂本　陽平2078 ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

2時間12分04秒78 花本　大将2037 ﾊﾅﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 社会医療法人三車会

2時間12分08秒79 三毛　秀史2086 ﾐｹ ﾋﾃﾞｼ

2時間13分40秒80 河岸　寛生2034 ｶﾜｷﾞｼ ﾋﾛｷ 貴志川リハビリテーション病・

2時間14分40秒81 大上　元基2075 ｵｵｶﾞﾐ ﾓﾄｷ

2時間15分44秒82 前田　徹2090 ﾏｴﾀﾞ ﾄｵﾙ

2時間16分30秒83 中西　正浩2027 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋﾛ アサカワランナーズ

2時間17分33秒84 阪中　弘幸2125 ｻｶﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間17分40秒85 坂根　友基2087 ｻｶﾈ ﾕｳｷ ウマロー

2時間18分23秒86 十川　知也2006 ﾄｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ

2時間18分55秒87 長町　一輝2049 ﾅｶﾞﾏﾁ ｶｽﾞｷ

2時間19分33秒88 玉置　敦之2109 ﾀﾏｷ ｱﾂｼ

2時間19分39秒89 黒土　恭平2032 ｸﾛﾂﾁ ｷｮｳﾍｲ 貴志川リハビリテーション病・

2時間20分17秒90 山本　真志2052 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ

2時間21分36秒91 久保　賢司2094 ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ ほうれんそう

2時間24分03秒92 濵　信吾2036 ﾊﾏ ｼﾝｺﾞ 貴志川リハビリテーション病・

2時間25分47秒93 相川　良祐2063 ｱｲｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 第一三共

2時間26分42秒94 金井　諒2038 ｶﾅｲ ﾘｮｳ 社会医療法人三車会

2時間27分59秒95 中野　裕介2108 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ

2時間28分39秒96 西　康治2105 ﾆｼ ﾔｽﾊﾙ

2時間29分11秒97 松原　幸司2121 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ ごりょうの郷

2時間29分52秒98 橋本　瑞規2114 ﾊｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

2時間35分00秒99 谷内田　貴之2071 ﾔﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ワイエー

2時間36分27秒100 神下　凌河2116 ｺﾉｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ
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2時間37分16秒101 金子　尚司2064 ｶﾈｺ ﾋｻｼ

2時間37分34秒102 上平　敦司2008 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ｱﾂｼ

2時間37分34秒103 宮本　志郎2096 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾛｳ

2時間38分34秒104 西浦　圭祐2002 ﾆｼｳﾗ ｹｲｽｹ

2時間38分36秒105 矢野　順平2012 ﾔﾉ

2時間40分40秒106 矢武　秀規2018 ﾔﾀｹ ﾋﾃﾞｷ

2時間43分28秒107 三星　登史明2029 ﾐﾂﾎﾞｼ ﾄｼｱｷ （株）三星モータース

2時間46分30秒108 古川　文弥2097 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐﾔ

2時間49分00秒109 加勢田　浩也2101 ｶｾﾀﾞ ﾋﾛﾔ

2時間49分05秒110 田中　大輔2111 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ パワーズ保険事務所株式会

2時間53分17秒111 永岡　貴輝2004 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｷ
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