
- 第１３回紀の川市桃源郷ハーフマラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ40歳～49歳男子
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16分47秒1 三村　義雄4055 ﾐﾑﾗ ﾖｼｵ 積水ソフランウイズ

1時間18分27秒2 前部屋　隆規4100 ﾏｴﾍﾞﾔ ﾀｶｷ

1時間19分09秒3 市井　禎人4091 ｲﾁｲ ﾖｼﾋﾄ

1時間19分59秒4 蔭浦　篤4085 ｶｹﾞｳﾗ ｱﾂｼ 阪南市

1時間20分33秒5 堀上　賢二4020 ﾎﾘｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ

1時間20分52秒6 吉丸　博隆4060 ﾖｼﾏﾙ ﾋﾛﾀｶ 日鉄住金鋼管

1時間21分46秒7 松浦　すぐる4006 ﾏﾂｳﾗ ｽｸﾞﾙ 狭山池夕焼けラン

1時間22分16秒8 浦中　利光4004 ｳﾗﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間22分50秒9 安田　滋4123 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 爆走楽笑会

1時間24分29秒10 野村　高弘4098 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 尼崎ＮＲ

1時間24分45秒11 吉田　和弘4066 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間24分49秒12 池田　政隆4048 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ ＫＲＣ

1時間25分07秒13 島津　雄次4057 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ 岩出乃夜風

1時間25分19秒14 西　衛4045 ﾆｼ ﾏﾓﾙ 走思走愛

1時間26分48秒15 田中　尚之4093 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ

1時間26分59秒16 山崎　陽弘4134 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾋﾛ KRC

1時間28分12秒17 水田　成則4120 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ

1時間29分57秒18 宮脇　誠4015 ﾐﾔﾜｷ ﾏｺﾄ

1時間30分18秒19 西浦　弘展4133 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間32分26秒20 古澤　隆秋4081 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶｱｷ 鴨川走友会

1時間33分46秒21 小南　勝義4067 ｺﾐﾅﾐ ｶﾂﾖｼ 紺甚釣具店

1時間34分20秒22 小林　貴昭4042 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

1時間35分12秒23 高木　秀展4053 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

1時間35分20秒24 西川　嘉一4104 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ

1時間35分31秒25 坂本　和久4034 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ

1時間36分40秒26 坂部　圭治4023 ｻｶﾍﾞ ｹｲｼﾞ モリタ部

1時間36分43秒27 岩崎　和樹4105 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 和歌山で熱く走ろう

1時間38分32秒28 餅越　竜也4073 ﾓﾁｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

1時間38分58秒29 村山　雅美4050 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾖｼ

1時間39分16秒30 藤村　進4022 ﾌｼﾞﾑﾗ ｽｽﾑ ふ～じ～ず

1時間39分35秒31 能倉　崇徳4025 ﾉｸﾗ ﾀｶﾉﾘ ウマロー

1時間39分46秒32 大平　勝史4003 ｵｵﾋﾗ ｶﾂｼ

1時間40分28秒33 森田　敏弘4037 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間41分21秒34 山田　弘洙4056 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼｭ 岩出乃夜風

1時間41分31秒35 植田　浩一4069 ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 紺甚釣具店

1時間41分45秒36 山﨑　貴史4021 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾌﾐ

1時間42分39秒37 芝　邦一4116 ｼﾊﾞ ｸﾆｶｽﾞ

1時間42分43秒38 林　恭平4115 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ アバンギャルド

1時間45分17秒39 二川　暢之4094 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間45分19秒40 新田　芳久4014 ﾆｯﾀ ﾖｼﾋｻ チームアスラン

1時間46分38秒41 横山　拓也4076 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾔ

1時間47分40秒42 大山　義成4082 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾅﾘ かんくうクラブ

1時間48分00秒43 清水　克哉4121 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾅﾘ 週１ランナーズ

1時間48分13秒44 平山　栄志4005 ﾋﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ

1時間48分53秒45 曲里　展欣4013 ﾏｶﾞﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ

1時間49分02秒46 奥野　実樹緒4068 ｵｸﾉ ﾐｷｵ

1時間49分18秒47 武野　宗睦4047 ﾌﾞﾉ ﾑﾈﾁｶ

1時間49分49秒48 田中　宏人4119 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋﾄ

1時間51分27秒49 田口　　正典4137 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ

1時間51分42秒50 嶋田　直明4101 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ 近畿農政局洛走会

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40歳～49歳男子
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52分28秒51 佃　政倫4036 ﾂｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間52分50秒52 早野　昭義4092 ﾊﾔﾉ ｱｷﾖｼ オズアスリートクラブ

1時間53分13秒53 野上　佳孝4041 ﾉｶﾐ ﾖｼﾀｶ

1時間53分31秒54 谷口　武士4117 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹｼ 大薮ＲＣ

1時間54分27秒55 丸岳　弘光4063 ﾏﾙﾀｹ ﾋﾛﾐﾂ

1時間55分31秒56 崎山　雅弘4011 ｻｷﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間56分12秒57 下脇　淳也4010 ｼﾓﾜｷ ｼﾞｭﾝﾔ グランヴィア

1時間57分28秒58 田村　誠司4035 ﾀﾑﾗ ｾｲｼﾞ

1時間58分25秒59 村原　洋幸4051 ﾑﾗﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分32秒60 平井　久進4089 ﾋｻｼ ﾋｻｼ

1時間58分32秒61 中山　桂佑4027 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ ラブアンドﾋﾟｰｽ

1時間58分56秒62 津久江　祐一4012 ﾂｸｴ ﾕｳｲﾁ

1時間59分19秒63 大川　員広4127 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間59分53秒64 田中　康浩4099 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

2時間00分16秒65 奥　宗樹4074 ｵｸ ﾑﾈｷ

2時間00分29秒66 石井　朗登4054 ｲｼｲ ｱｷﾄ

2時間00分40秒67 橋爪　勝利4128 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾂﾄｼ パワーズ保険事務所株式会

2時間01分09秒68 新免　哲則4126 ｼﾝﾒﾝ ﾃﾂﾉﾘ

2時間02分01秒69 清水　慎也4136 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ

2時間02分19秒70 金子　充4052 ｶﾈｺ ﾐﾂﾙ

2時間02分48秒71 岡室　昌博4016 ｵｶﾑﾛ ﾏｻﾋﾛ おかむろ薬局

2時間04分16秒72 畠中　理利4033 ﾊﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄｼ

2時間04分26秒73 西浦　正晃4102 ﾆｼｳﾗ ﾏｻｱｷ

2時間04分55秒74 中屋　甲子三4080 ﾅｶﾔ ｷﾈｿﾞｳ チームなかや

2時間04分55秒75 岩倉　崇晃4071 ｲﾜｸﾗ ﾀｶｱｷ 汗濁大学ＡＣ

2時間05分40秒76 中井　圭二4059 ﾅｶｲ ｹｲｼﾞ なかけい陸上部

2時間05分41秒77 藤谷　泰明4103 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾔｽｱｷ

2時間06分20秒78 伊東　智晴4002 ｲﾄｳ ﾄﾓﾊﾙ

2時間06分30秒79 大畑　敦義4138 ｵｵﾊﾀ ｱﾂﾖｼ

2時間06分31秒80 谷本　大樹4018 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｷ

2時間07分01秒81 石原　雅之4107 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

2時間08分09秒82 山本　雅己4049 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 新日鐵住金（株）

2時間08分15秒83 松村　秀文4112 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間08分41秒84 山本　勝己4061 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ

2時間09分43秒85 寺本　千秋4058 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

2時間09分59秒86 友塚　雄一4062 ﾄﾓﾂｶ ﾕｳｲﾁ

2時間10分12秒87 志野　正浩4095 ｼﾉ ﾏｻﾋﾛ

2時間10分32秒88 川崎　英之4125 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間10分46秒89 西村　卓朗4075 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾛｳ

2時間11分27秒90 南方　孝文4031 ﾐﾅｶﾀ ﾀｶﾌﾐ 粉河税務署

2時間13分19秒91 島　俊朗4124 ｼﾏ ﾄｼｵ

2時間15分07秒92 中谷　匡登4114 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻﾄ

2時間15分26秒93 児玉　健司4064 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間15分59秒94 寺田　浩敏4122 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ

2時間16分20秒95 箸中　敬一4030 ﾊｼﾅｶ ｹｲｲﾁ

2時間16分44秒96 坂本　康夫4090 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｵ

2時間17分09秒97 髙橋　浩一4079 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ

2時間18分35秒98 上田　健4009 ｳｴﾀﾞ ｹﾝ

2時間19分26秒99 久保　博史4135 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾌﾐ

2時間19分36秒100 鈴木　正剛4019 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ
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2時間19分45秒101 吉田　健一郎4044 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間20分48秒102 橋本　高幸4131 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

2時間21分25秒103 谷奥　剛4039 ﾀﾆｵｸ ﾀｹｼ

2時間22分39秒104 井上　真典4106 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ

2時間23分28秒105 豊田　孝行4043 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間24分12秒106 平田　祥則4130 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ

2時間28分04秒107 瀧野　真治4024 ﾀｷﾉ ｼﾝｼﾞ

2時間28分04秒108 前中　清敏4110 ﾏｴﾅｶ ｷﾖﾊﾙ

2時間28分35秒109 西原　猛4113 ﾆｼﾊﾗ ﾀｹｼ

2時間30分04秒110 山本　康平4017 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ

2時間30分57秒111 塚田　良幸4065 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間31分28秒112 二宮　健太郎4070 ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間31分32秒113 筒井　勝己4038 ﾂﾂｲ ﾏｻｷ

2時間31分49秒114 飯田　高光4088 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ

2時間34分10秒115 榎本　幸治4108 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｼﾞ

2時間36分32秒116 梅川　信博4109 ｳﾒｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間39分06秒117 西川　誠4087 ﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ

2時間42分21秒118 西田　有作4072 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｻｸ 汗濁大学ＡＣ

2時間42分56秒119 嶋村　謙二4084 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間43分20秒120 野田　隆之4032 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間45分54秒121 小松　孝介4040 ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ はだしの人?

2時間58分11秒122 小玉　法貴4097 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾀｶ ウマロー
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