
- 2017有田みかん海道マラソン -

10km 男子 高校生～39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

33分31秒1 谷山　誠53 桑名市 NTN

33分53秒2 谷口　博紀54 有田市 京都大学

35分09秒3 上野山　公基99 和歌山市 和歌山県庁

36分09秒4 城本　尚斗132 和歌山市 奇襲みかんRC

36分50秒5 安田　遊87 大阪市 WindRun

37分48秒6 山口　義明93 岩出市 KRC

37分50秒7 今岡　親平9 和歌山市 花王陸上部

37分55秒8 家本　慎之介133 有田市

39分11秒9 中西　正太71 有田郡 ともにｰ

39分38秒10 谷本　直弥105 海南市

39分42秒11 渡邉　康博120 和歌山市

40分22秒12 奥村　徹79 堺市

40分35秒13 信藤　海南登19 神戸市 神戸甲北高校

41分14秒14 橋詰　涼15 海南市 空我

41分26秒15 松田　奨平31 和歌山市 和歌山熱走

43分19秒16 畑　英児115 岩出市

45分03秒17 佐古　渉118 有田郡 MAC

45分13秒18 藤原　祥太96 和歌山市

45分20秒19 奥村　和也39 東大阪市 ｶﾝｷｮｳ

45分34秒20 新谷　信行56 大阪市

45分36秒21 南出　尚信76 和歌山市

46分10秒22 森本　辰徳116 岸和田市

46分18秒23 室田　貴広135 和歌山市 汗濁大学

46分20秒24 川嶋　優太47 有田市 有田市消防本部

46分20秒25 及部　一堯41 大阪市 ｻﾝﾄﾘｰ

47分02秒26 森﨑　明88 和歌山市

47分14秒27 松永　教義34 有田市 NS-TEXE

47分20秒28 森本　圭97 海南市

47分21秒29 堀川　裕貴113 有田市

47分24秒30 大迫　好展80 和歌山市

47分26秒31 上野　悟志119 和歌山市

47分41秒32 菊地　亮介101 大阪市

47分42秒33 平根　雅希10 藤井寺市

48分14秒34 山下　純史28 田辺市

48分21秒35 岸田　拓哉11 大阪市 みんぞ倶楽部

48分39秒36 長塩　正紀22 近江八幡市

48分41秒37 野口　幸一7 和歌山市 空･月･星･虹

48分45秒38 松永　優年44 市川市

48分52秒39 由良　宗悟6 有田市 和歌山走ろう会

49分00秒40 齊藤　了多36 大阪市 懐風堂

49分10秒41 源　康治106 和泉市

49分14秒42 尾藤　祐輔17 有田市

49分19秒43 森本　真輔61 有田郡

49分22秒44 長田　圭司25 堺市 ｸｲｯｸﾘﾊﾞｰ

49分34秒45 吉田　猛4 有田市 有田市立病院

49分47秒46 伊藤　裕幸100 伊勢市

49分49秒47 橋本　充弘8 有田市

50分25秒48 前田　直樹69 海南市

50分26秒49 橋本　元126 御坊市 かわすいRC

50分37秒50 山手　邦由85 有田郡
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50分54秒51 塩野　昌宏104 和歌山市

50分58秒52 山本　憲央90 有田郡 友くん

51分10秒53 安達　浩太郎114 大阪市

51分53秒54 桶田　淳一75 大阪市

52分07秒55 播田　剛78 西宮市

53分03秒56 堂道　正彦5 東大阪市

53分17秒57 柴田　祥希1 名張市

53分25秒58 早川　幸秀37 田辺市 ｸｲｯｸﾘﾊﾞｰ

53分51秒59 宮本　雅史63 海南市

53分59秒60 松本　洸希102 泉佐野市

54分00秒61 奥林　浩司92 有田郡 友くん

54分01秒62 西山　翔42 草津市

54分14秒63 森原　徹60 和歌山市

54分42秒64 櫻井　克俊51 和歌山市 ｸｲｯｸﾘﾊﾞｰ

54分53秒65 藤田　祐弥103 大阪市

55分00秒66 前田　和也48 橋本市 会社員

55分21秒67 和田　祐希46 和歌山市

55分25秒68 緑川　遼平45 京都市

55分34秒69 堀田　宗幹14 海南市

56分00秒70 小川　智浩89 有田郡 友くん

56分26秒71 坂本　朋生77 日高郡

56分29秒72 ティドマーシュ　アンドル57 松山市

56分40秒73 片山　紀美彦124 有田市

57分09秒74 嶋本　伊作81 和歌山市

57分13秒75 日根　将大68 海南市

57分25秒76 泉　好晃65 茨木市

57分35秒77 泰永　雄介95 和歌山市

58分10秒78 竹島　健94 和歌山市

58分29秒79 藤中　伸一50 堺市

58分53秒80 上畑　正和3 大阪市

58分54秒81 植田　康之112 和歌山市

59分56秒82 山田　桂27 和歌山市

1時間00分10秒83 後呂　玲侍86 松原市 清風高校

1時間00分21秒84 廣部　剛125 御坊市

1時間00分49秒85 井上　隆史130 茨木市

1時間01分22秒86 中村　洋輔18 御坊市

1時間01分31秒87 神野　泰行111 有田市 湯浅納税協会

1時間01分53秒88 眞鍋　喬之介58 大阪市 るんるんｸﾗﾌﾞ

1時間01分55秒89 富田　健介13 津市

1時間01分56秒90 森下　良平110 有田市 湯浅納税協会

1時間02分06秒91 若尾　泰樹129 河内長野市

1時間02分22秒92 森　拓也62 有田郡

1時間02分29秒93 西岡　賢二121 海南市

1時間02分37秒94 高垣　信吾117 有田郡

1時間02分43秒95 東　佑典66 岩出市

1時間03分14秒96 神谷　悟史24 和歌山市

1時間03分48秒97 南　壮弘64 有田郡

1時間03分59秒98 大山　愛司73 和歌山市

1時間04分03秒99 植田　耕平40 橋本市 ﾕﾀｶｻｰﾋﾞｽ

1時間04分15秒100 木村　仁67 伊丹市
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1時間05分18秒101 橋村　厚志38 紀の川市 紀の川市消防団

1時間05分26秒102 大硲　淳平131 和歌山市

1時間05分36秒103 本田　英知29 岩出市

1時間05分39秒104 鈴木　佑季128 大阪市

1時間05分52秒105 竹中　一清55 有田市

1時間06分05秒106 山口　洋徳98 大和郡山市 奈良県水道局

1時間06分59秒107 松山　京平49 和歌山市

1時間08分28秒108 孝橋　謙一107 大阪市

1時間08分37秒109 林　雄基127 御坊市

1時間09分41秒110 前地　康平109 有田市 湯浅納税協会

1時間09分57秒111 郭原　亮吾16 阪南市

1時間10分17秒112 森本　信三26 日高郡 はまゆう病院

1時間10分23秒113 戸出　雄83 板野郡

1時間11分00秒114 太田　真仁30 和歌山市

1時間11分32秒115 藤原　一裕23 伊都郡 ﾈ申走楽会

1時間12分18秒116 川口　雅史108 岸和田市

1時間15分38秒117 林田　隆寛72 藤井寺市

1時間18分01秒118 川端　豊治郎82 和歌山市

1時間20分59秒119 吉田　祐介122 有田市

1時間23分22秒120 岡　誠一郎123 有田郡

1時間26分26秒121 津田　崇91 有田郡 友くん

1時間30分58秒122 白井　孝明20 堺市


