
- 2017有田みかん海道マラソン -

10km 男子 40～49歳以下

順位 記録 No. 　氏名 　市町村 　所属

 2017/2/12

スタート： 9:30:00

会場: マツゲン有田球場～有田みかん海道

主催: 有田みかん海道マラソン実行委員会

36分18秒1 マッカボイ　ジョー329 和歌山市

37分06秒2 河合　健一350 芦屋市 芦屋浜AC

37分31秒3 カン　ハンジョン399

37分37秒4 川阪　一呂樹339 箕面市

37分52秒5 八川　浩二314 有田郡 和歌山ｱｲｺﾑ

38分56秒6 横田　直樹313 岸和田市

41分05秒7 浦中　利光335 伊都郡

41分33秒8 本間　真吾398 泉南市

41分56秒9 露峰　雅英391 有田郡 三菱電線工業

42分19秒10 石川　悦久304 海南市 和歌浦走友会

43分07秒11 針木　宏明348 和歌山市

44分39秒12 高木　康行310 和歌山市

44分57秒13 池田　竹彦394 和歌山市 ﾏﾂｹﾞﾝ

45分58秒14 望月　和彦393 泉南市

46分34秒15 丸岡　正和396 大阪市

46分45秒16 鶴崎　重至351 豊中市

47分16秒17 山本　秀之383 田辺市

47分28秒18 向後　周一368 有田市

47分49秒19 萬賀　善彦373 有田市

48分38秒20 佐々本　敏宏324 和歌山市

49分26秒21 吉田　和弘386 紀の川市

49分36秒22 大久保　友弘301 寝屋川市

49分41秒23 田中　嘉人343 和歌山市 ﾜﾝｽﾞﾗｲﾌ

49分56秒24 米山　正洋311 尼崎市

50分32秒25 松原　洋明302 和歌山市 ﾉｽﾀﾙ紀伊

50分56秒26 上田　哲也331 奈良市

51分08秒27 宇多　洋一371 大和市

51分27秒28 幸前　安朗346 豊中市

51分37秒29 亀井　浩史345 和歌山市

51分39秒30 南方　杉太360 有田郡 湯浅納税協会

51分42秒31 秋沢　貴雄318 ふじみ野市 埼玉ふじみ野市

51分52秒32 坂元　礼二363 日高郡

51分52秒33 海瀬　隆太郎312 和歌山市 ﾈｯﾂ和歌山

52分01秒34 西端　慎典323 紀の川市 日鉄住金ｽﾁｰ

52分52秒35 谷奥　剛319 海草郡

53分54秒36 我如古　幸伸338 京都市

54分06秒37 伊藤　和人325 岩出市

54分07秒38 若林　晃362 和歌山市

54分18秒39 岡浦　豊誠342 有田市

54分22秒40 北野　敦之315 御坊市 きたの自動車

54分34秒41 長嶋　タツヤ377 泉南郡 狂奔する牛

55分13秒42 坂口　俊二389 泉南市

55分28秒43 大城　昇326 堺市 三菱伸銅

55分31秒44 北山　修344 和歌山市

55分55秒45 川神　祐之381 日高郡

56分25秒46 西村　卓朗317 海南市 ｻｲﾊﾞﾘﾝｸｽ

56分33秒47 前田　明伸379 和歌山市 悠君ｽﾞ

56分36秒48 大浦　慶喜354 有田郡

56分41秒49 北村　哲也327 有田郡

57分24秒50 冨安　紀之305 和歌山市
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57分27秒51 池田　稔390 和歌山市

57分28秒52 伊藤　博355 海南市

57分36秒53 吉田　伸一328 和歌山市 紀三井寺苑

57分40秒54 岩本　能寛320 和歌山市

57分50秒55 松本　将輝375 有田市

58分00秒56 上村　宇之378 大津市

58分07秒57 伊藤　喜康309 伊都郡

58分15秒58 柚木　勝志352 有田市

58分17秒59 川嶋　裕司349 田辺市

58分18秒60 有本　忠弘316 和歌山市

58分38秒61 橋本　栄作367 日高郡

58分42秒62 松本　成朗376 和歌山市

58分43秒63 浦﨑　寿光358 有田郡 湯浅納税協会

59分16秒64 堀　詔士361 和歌山市

59分29秒65 覚野　高行397 和歌山市

1時間00分33秒66 杉本　篤史366 日高郡

1時間01分05秒67 野口　悌司374 御坊市 友くん

1時間01分27秒68 高林　悟志336 東大阪市

1時間02分19秒69 西川　鎌司322 和歌山市

1時間02分22秒70 児玉　健司369 岩出市

1時間02分30秒71 藤塚　育謙387 堺市

1時間02分56秒72 西前　裕樹341 紀の川市 DMUP

1時間03分03秒73 平田　祥則347 泉南市

1時間03分30秒74 岩上　太郎337 有田郡

1時間04分44秒75 中谷　宗幹372 和歌山市

1時間05分19秒76 辻本　武史356 泉佐野市

1時間05分53秒77 秦　正治359 大阪市

1時間06分08秒78 池崎　治男380 海南市 ﾉｰｷｮｰ食品

1時間06分27秒79 中原　理樹385 大阪市

1時間07分05秒80 大薮　正志330 堺市

1時間08分23秒81 小笠原　宏和364 泉大津市

1時間08分25秒82 菊地　和人333 和歌山市 ﾁｰﾑ松ｸﾘ

1時間08分31秒83 大竹　隆史382 高石市

1時間09分33秒84 山本　真司353 海南市

1時間11分19秒85 中西　務365 和歌山市

1時間11分55秒86 石井　敬介340 吹田市

1時間16分22秒87 宮本　敏章357 東大阪市

1時間19分04秒88 清水　朋武307 東大阪市

1時間31分00秒89 黒崎　修司395 和歌山市 ﾏﾂｹﾞﾝ


