
- 第１３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

 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23分26秒1 南藤　宏和6043 ﾅﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 奈良市民走ろう会

1時間23分55秒2 山田　和信6100 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 淀川ランナーズ

1時間24分05秒3 山下　正6202 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 狭山池夕焼けラン

1時間24分18秒4 辻林　一吉6109 ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ NTTドコモ

1時間24分24秒5 松本　佳哲6118 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ NTTドコモ

1時間25分43秒6 村岡　隆幸6115 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ 狭山池夕焼けラン

1時間32分54秒7 清水　康澄6097 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｽﾞﾐ みなとのもり公園ず

1時間35分10秒8 大家　修6170 ｵｵﾔ ｵｻﾑ 日根野走ろう会

1時間35分51秒9 竹内　克己6071 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾐ KRC

1時間35分59秒10 吉田　正明6126 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ

1時間36分25秒11 土山　典行6075 ﾂﾁﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ

1時間38分11秒12 成瀬　悟司6158 ﾅﾙｾ ｻﾄｼ

1時間38分40秒13 堀谷　育生6191 ﾎﾘﾀﾆ ｲｸｵ すさみ町陸上部

1時間39分07秒14 垣端　謙志6155 ｶｷﾊﾞﾀ ｹﾝｼ

1時間40分05秒15 宮田　雅彦6119 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾋｺ

1時間40分12秒16 角野　佳久6166 ｶﾄﾞﾉ ﾖｼﾋｻ 橋本RC

1時間41分15秒17 小澤　隆6137 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間41分30秒18 小田　誠一6208 ｵﾀﾞ ｾｲｲﾁ

1時間41分46秒19 栗山　好治6031 ｸﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間41分59秒20 森口　賢一6049 ﾓﾘｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間42分06秒21 大谷　充孝6087 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂﾀｶ

1時間42分10秒22 小谷　直樹6154 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ

1時間42分34秒23 鳥山　惣市6089 ﾄﾘﾔﾏ ｿｳｲﾁ 紀陽リース・キャピタル㈱

1時間43分43秒24 岩本　繁夫6077 ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞｵ

1時間44分00秒25 向井　幸司6131 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 泉南走ろう会

1時間44分04秒26 南野　保6095 ﾐﾅﾐﾉ ﾀﾓﾂ なのはな

1時間44分52秒27 上田　多満留6072 ｳｴﾀﾞ ﾀﾏﾙ

1時間46分15秒28 野口　保蔵6150 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｿﾞｳ みつばクリニック

1時間46分27秒29 中田　匠6198 ﾅｶﾀ ﾀｸﾐ

1時間47分29秒30 杉本　好史6181 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 国木原開発

1時間47分32秒31 峠　明6112 ﾄｳｹﾞ ｱｷﾗ 紀峰山の会

1時間47分33秒32 吉岡　毅6203 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 長谷工ランナーズ

1時間47分55秒33 宇野　洋史6133 ｳﾉ ﾋﾛｼ

1時間47分58秒34 谷口　久起6082 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｷ

1時間48分31秒35 西川　史人6076 ﾆｼｶﾜ ﾌﾐﾄ

1時間48分50秒36 宮脇　正三6034 ﾐﾔﾜｷ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間49分01秒37 山本　康之6174 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾕｷ アミノ和歌山

1時間49分08秒38 榮　武彦6019 ｻｶｴ ﾀｹﾋｺ

1時間49分20秒39 和田　博志6107 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 岸和田楽走会

1時間49分45秒40 吉村　正義6122 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間50分08秒41 北嶋　幸一郎6141 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ かんくうクラブ

1時間50分34秒42 馬場　巌6193 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｲﾜｵ 卵ラン奈良

1時間50分43秒43 柴垣　義幸6025 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ 橋本市シルバー

1時間50分54秒44 森　晴生6213 ﾓﾘ ﾊﾙｵ

1時間51分02秒45 千郷　優6160 ｾﾝｺﾞｳ ﾏｻﾙ スポシン

1時間51分25秒46 渡辺　秀樹6123 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間51分51秒47 青海　一弥6210 ｾｲｶｲ ｶｽﾞﾔ

1時間51分51秒48 田伏　浩6149 ﾀﾌﾞｾ ﾋﾛｼ

1時間51分58秒49 名倉　健三6130 ﾅｸﾗ ｹﾝｿﾞｳ きしゅう会計

1時間52分00秒50 江頭　政則6028 ｴｶﾞｼﾗ ﾏｻﾉﾘ アミノ和歌山
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ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ50歳以上男子
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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33秒51 出口　明6178 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ

1時間52分34秒52 小野　善郎6120 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ

1時間52分59秒53 坂本　清和6175 ｻｶﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ

1時間53分05秒54 栗林　浩貴6117 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間53分24秒55 高橋　章6212 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ

1時間53分34秒56 和田　明宏6053 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間53分34秒57 紀平　昭則6190 ｷﾋﾗ ｱｷﾉﾘ

1時間53分43秒58 山口　健次6172 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間54分12秒59 櫻井　良男6056 ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ

1時間54分42秒60 西本　博治6018 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｼﾞ

1時間54分43秒61 得永　正樹6132 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 狭山池ＲＣ

1時間54分51秒62 辻垣内　亨夫6079 ﾂｼﾞｶﾞｲﾄ ﾕｷｵ

1時間54分56秒63 坂元　智6111 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間56分21秒64 和田　年弘6159 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 泉南走ろう会

1時間56分43秒65 高橋　弘6083 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間57分12秒66 橋本　章吾6096 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 競泳水着がすき

1時間57分19秒67 岡　　芳生6165 ｵｶ ﾖｼｵ リョウマＡＣ

1時間57分26秒68 日野　博行6125 ﾋﾉ ﾋﾛﾕｷ 日鉄住金鋼管

1時間58分07秒69 北山　浩司6156 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間58分13秒70 関　桂典6009 ｾｷ ｹｲｽｹ

1時間58分29秒71 増田　英光6129 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐﾂ わかやまＲＣ

1時間58分45秒72 野村　孝一6039 ﾉﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間59分08秒73 高井　将稔6157 ﾀｶｲ ﾏｻﾄｼ

1時間59分40秒74 岡田　盛助6152 ｵｶﾀﾞ ﾓﾘｽｹ 泉南走ろう会

1時間59分45秒75 西　季昭6050 ﾆｼ ﾄｼｱｷ

1時間59分58秒76 山路　芳史6201 ﾔﾏｼﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間02分04秒77 中田　友和6153 ﾅｶﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間02分06秒78 井邊　光治6027 ｲﾝﾍﾞ ﾐﾂﾊﾙ 和歌山走ろう会

2時間02分25秒79 北野　一雄6136 ｷﾀﾉ ｶｽﾞｵ

2時間02分28秒80 大上　芳史6084 ｵｵｳｴ ﾖｼﾌﾐ

2時間03分10秒81 八木　章博6196 ﾔｷﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間03分19秒82 山下　昌仁6205 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾄ

2時間03分34秒83 中下　益来6176 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ

2時間03分44秒84 東海　均6059 ﾄｳｶｲ ﾋﾄｼ

2時間03分52秒85 小野　茂隆6188 ｵﾉ ｼｹﾞﾀｶ

2時間03分58秒86 太田　貴久6214 ｵｵﾀ ﾀｶﾋｻ

2時間04分06秒87 下村　知雄6147 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓｵ

2時間04分51秒88 金島　英俊6016 ｶﾈｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東山

2時間04分52秒89 濱田　紀彦6144 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ

2時間05分13秒90 青木　智彦6065 ｱｵｷ ﾉﾘﾋｺ 和歌山走ろう会

2時間05分31秒91 和関　哲二6139 ﾜｾｷ ﾃﾂｼﾞ

2時間05分59秒92 神前　尚生6167 ｺｳｻﾞｷ ﾋｻｵ

2時間06分40秒93 北邨　義人6182 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ

2時間06分43秒94 南木　隆6099 ﾅﾝｷ ﾀｶｼ 和熱走

2時間06分54秒95 渡邉　一貴6012 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

2時間07分06秒96 出来　大典6013 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 淀川ランナーズ

2時間07分24秒97 池永　雅信6045 ｲｹﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

2時間07分33秒98 鳴海　平6200 ﾅﾙﾐ ﾀｲﾗ

2時間07分33秒99 山口　忠明6204 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間07分38秒100 廣橋　信一6037 ﾋﾛﾊｼ ｼﾝｲﾁ
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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

2時間08分05秒101 辻　淳6134 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間08分14秒102 清水　康司6061 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ わかやまRC

2時間08分14秒103 玉谷　盛夫6032 ﾀﾏﾀﾆ ﾓﾘｵ 岸和田楽走会

2時間08分56秒104 岩井　賢一6030 ｲﾜｲ ｹﾝｲﾁ 岸和田楽走会

2時間09分44秒105 雲岡　清文6054 ｸﾓｵｶ ｷﾖﾌﾐ

2時間10分06秒106 橋本　佳亮6199 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｱｷ

2時間10分08秒107 南　順治6104 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間10分13秒108 山下　洋司6073 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｼﾞ

2時間10分13秒109 髙山　昭夫6063 ﾀｶﾔﾏ ｱｷｵ

2時間10分19秒110 田原　正登6074 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾄ わかやまRC

2時間11分00秒111 渕川　博6048 ﾌﾁｶﾜ ﾋﾛｼ

2時間11分06秒112 苗村　実6015 ﾅｴﾑﾗ ﾐﾉﾙ

2時間11分32秒113 今仁　正義6146 ｲﾏﾆ ﾏｻﾖｼ 泉南走ろう会

2時間11分33秒114 阪本　祥仁6070 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ

2時間11分35秒115 上岡　豊6173 ｶﾐｵｶ ﾕﾀｶ よなきやラン

2時間11分58秒116 高橋　仁6022 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 五百谷会

2時間12分12秒117 奥野　隆章6121 ｵｸﾉ ﾀｶｱｷ

2時間12分31秒118 松江　茂樹6180 ﾏﾂｴ ｼｹﾞｷ

2時間12分44秒119 椎野　浩6090 ｼｲﾉ ﾋﾛｼ

2時間12分49秒120 平井　信行6081 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 粉河税務署

2時間12分59秒121 佐藤　五暉6069 ｻﾄｳ ｲﾂｱｷ

2時間13分12秒122 大河原　克則6148 ｵｵｶﾜﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ 和歌山走ろう会

2時間13分29秒123 金子　隆司6151 ｶﾈｺ ﾀｶｼ

2時間13分29秒124 岡本　和彦6092 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

2時間13分31秒125 辻　康夫6108 ﾂｼﾞ ﾔｽｵ 九度山町役場

2時間13分36秒126 安居　要6046 ﾔｽｲ ｶﾅﾒ

2時間13分37秒127 林　充孝6035 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾀｶ

2時間14分09秒128 長束　曉6064 ﾅｶﾞﾂｶ ｻﾄﾙ

2時間14分20秒129 前田　哲夫6192 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂｵ 和歌山走ろう会

2時間14分55秒130 尾上　博昭6164 ｵﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ

2時間15分23秒131 林　達郎6080 ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ 粉河税務署

2時間16分07秒132 土山　寛人6206 ﾂﾁﾔﾏ ﾋﾛﾋﾄ

2時間16分25秒133 下村　清6033 ｼﾓﾑﾗ ｷﾖｼ チームアスラン

2時間16分26秒134 東内　俊彦6091 ﾄｳﾅｲ ﾄｼﾋｺ

2時間16分30秒135 羽田　繁6103 ﾊﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間16分55秒136 川崎　幸喜6093 ｶﾜｻｷ ｺｳｷ

2時間17分19秒137 前橋　敏晴6142 ﾏｴﾊｼ ﾄｼﾊﾙ

2時間18分21秒138 加藤　恵治6041 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ

2時間20分04秒139 劉　語華6184 ﾘｭｳ ｺﾞｶ

2時間20分04秒140 山中　隆明6105 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｱｷ

2時間20分04秒141 原　洋一6138 ﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 桝谷精工

2時間20分19秒142 辻　凱博6195 ﾂｼﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間20分32秒143 佐々木　弘6017 ｻｻｷ ﾋﾛｼ

2時間20分57秒144 味園　均6014 ﾐｿﾉ ﾋﾄｼ

2時間21分01秒145 矢野　和宏6036 ﾔﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間21分06秒146 山田　晃造6145 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ ヘルシア

2時間21分19秒147 西尾　暢雄6051 ﾆｼｵ ﾉﾌﾞｵ

2時間21分44秒148 奥平　浩6057 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 近畿農政局

2時間22分13秒149 坂本　泰太郎6211 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾀﾛｳ

2時間23分09秒150 吉川　悦二6197 ﾖｼｶﾜ ｴﾂｼﾞ ジョッキーズ
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2時間23分23秒151 中村　親酵6162 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺｳ

2時間24分32秒152 宮本　満弘6143 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ

2時間25分34秒153 口井　規秀6085 ｸﾁｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ ろんぐらん

2時間25分43秒154 川島　巌6058 ｶﾜｼﾏ ｲﾜｵ 泉南走ろう会

2時間25分59秒155 樋口　隆造6029 ﾋｸﾞﾁ ﾘｭｳｿﾞｳ

2時間26分34秒156 濵野　年克6078 ﾊﾏﾉ ﾄｼｶﾂ

2時間26分52秒157 坂根　秀明6086 ｻｶﾈ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間27分18秒158 太田　高広6047 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間28分53秒159 山口　弘行6098 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

2時間29分24秒160 高石　順弘6171 ﾀｶｲｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間30分41秒161 山本　敏一6106 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 伴B

2時間31分36秒162 森本　和秀6024 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 田辺きずなの会

2時間31分55秒163 松本　豊6187 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ 株式会社　淺川組

2時間32分43秒164 藤根　斉6127 ﾌｼﾞﾈ ﾋﾄｼ

2時間32分53秒165 埴岡　英一郎6110 ﾊﾆｵｶ ｴｲｲﾁﾛｳ

2時間33分30秒166 竹中　崇博6010 ﾀｹﾅｶ ﾀｶﾋﾛ まるよ

2時間34分42秒167 猪岡　豊昭6038 ｲﾉｵｶ ﾄﾖｱｷ

2時間34分54秒168 上野　大雄6189 ｳｴﾉ ﾀﾞｲﾕｳ お城ふれんず

2時間35分14秒169 喜多　忠6163 ｷﾀ ﾀﾀﾞｼ

2時間36分22秒170 和中　善之6055 ﾜﾅｶ ﾖｼﾕｷ

2時間39分42秒171 桑田　浩6042 ｸﾜﾀ ﾋﾛｼ カンカンRC

2時間39分58秒172 山地　秀男6007 ﾔﾏﾁ ﾋﾃﾞｵ チームシャンとファン

2時間40分04秒173 東　哲規6040 ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾉﾘ

2時間40分27秒174 山野　正訓6140 ﾔﾏﾉ ﾏｻﾉﾘ

2時間41分12秒175 山本　勝章6128 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｱｷ ズットランアスリートクラブ

2時間41分59秒176 高橋　雅博6194 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ

2時間43分09秒177 岩井　茂樹6060 ｲﾜｲ ｼｹﾞｷ

2時間48分22秒178 白井　豊昭6169 ｼﾗｲ ﾄﾖｱｷ 和歌山労働局

2時間48分30秒179 尾上　昭佳6186 ｵｳｴ ｱｷﾖｼ

2時間50分00秒180 兵野　勉6062 ﾋｮｳﾉ ﾂﾄﾑ 湯浅RC

2時間50分42秒181 山西　由昭6124 ﾔﾏﾆｼ ﾖｼｱｷ 日鉄住金鋼管

2時間52分17秒182 輪玉　康弘6067 ﾜﾀﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ

2時間53分07秒183 森下　信秀6114 ﾓﾘｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 桝谷精工

2時間57分09秒184 樫葉　正亮6026 ｶｼﾊﾞ ﾏｻｱｷ 和歌マスターズ
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