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順位 記録 氏名 地区 所属

1 0:48:05 3016 吉田　和弘 / 北野 伊珠美 紀の川市 吉田ＦＭと北野Ｔ
2 0:50:16 3014 藤井　敬史 / 藤井 麿衣 和歌山市 汗濁カップル
3 0:51:01 3031 青木　朗 / 青木 多恵 米原市 米原市テニス協会
4 0:55:17 3025 吉田　茂樹 / 岡本 朋子 堺市 チームみかん大好き
5 0:57:12 3015 竹内　克己 / 野田 清美 紀の川市 ＫＲＣ
6 0:57:14 3026 石原　幸美 / 石原 雅之 和泉市 和泉３Ｒｕｎ
7 0:58:07 3022 松本　将輝 / 吉備 千枝子 有田市 ちゃん
8 0:59:25 3040 古川　芳生 / 古川 由美子 有田市 ワイアンドワイ
9 0:59:50 3012 黒田　泰史 / 黒田 佐織 西宮市 くろちゃん

10 1:01:43 3018 松原　良雄 / 松原 順子 和歌山市 バーバラ
11 1:02:20 3007 古谷　美咲 / 川口 倫央 海南市 三菱電線工業
12 1:03:09 3034 浦地　勲 / 和田 明子 和歌山市 和田でござる
13 1:03:17 3024 北條　哲生 / 北條 容子 西牟婁郡
14 1:03:50 3006 辻　圭 / 辻 純子 堺市 じゅん＆けい
15 1:04:09 3033 赤根　浩之 / 松岡 由華 大阪市 あかちゃんず
16 1:04:17 3003 富田　健介 / 富田 智美 津市 ツール・ド・ツルノ
17 1:07:42 3010 石川　悦久 / 石川 美雪 海南市 ぽっくるず
18 1:08:32 3008 細野　耕平 / 細野 眸 堺市 細野夫妻
19 1:09:18 3013 井原　なみは / 伊藤 直人 大阪市 山頂おひるね部
20 1:09:21 3037 中藤　智徳 / 中藤 志津香 西宮市 美女と野獣
21 1:09:39 3027 田端　俊一 / 柳岡 正子 日高郡
22 1:09:54 3030 宮本　雅子 / 長谷 謙治 京都市
23 1:10:10 3001 野村　武史 / 野村 八重子 堺市 のんちゃん
24 1:11:11 3004 大門　晃士 / 大門 江利子 泉佐野市 チーム大門
25 1:11:25 3038 宇多　洋一 / 宇多 道子 相模原市 飲むゼット
26 1:12:28 3028 平井　雅人 / 平井 英代 有田郡 ｎａｎａ２００９
27 1:13:20 3023 倉家　康 / 上田 陽子 阪南市 ウエクラ
28 1:13:34 3035 古谷　光子 / 松岡 松次郎 大阪市 ノミカタ
29 1:13:35 3032 伊藤　邦夫 / 伊藤 麻里 大阪市
30 1:14:30 3042 松下　智史 / 白石 優美 京都市
31 1:16:03 3005 藤原　一裕 / 藤原 有希 伊都郡 西川会
32 1:17:07 3039 松尾　圭 / 松尾 しのぶ 有田市
33 1:17:30 3021 久保　順子 / 久保 勝喜 神戸市 ごんつな
34 1:17:48 3036 福岡　琴子 / 熊本 貴裕 和歌山市 ぼくくまもん
35 1:18:16 3029 大瀬　貴弘 / 羽岡 みなみ 有田郡 減量なう
36 1:20:31 3011 廣石　育矢 / 廣石 日登美 小田原市
37 1:20:47 3041 渡邊　真吾 / 原梶 美紀 岸和田市 ニコル
38 1:23:35 3017 道本　雅哉 / 阿部 茜 和歌山市 チームまごころ

会場：マツゲン有田球場～有田みかん海道

カップルマラソン

No.

２０１８有田みかん海道マラソン

主催：有田みかん海道マラソン実行委員会


