
  　　２０１７　大崎上島ウルトラマラニック　記録表 　　２０１７　大崎上島ウルトラマラニック　記録表

34人

ゼッケン番号 氏   名 都道府県名 ゴールタイム ゼッケン番号 氏   名 都道府県名 ゴールタイム

301 松尾 勝代 佐賀県 4：58：40 355 岡崎 章男 岡山県 ＤＮＳ

302 和田 孝子 広島県 5：50：24 356 上田 正寛 広島県 4：00：15

303 光岡 小富美 岡山県 4：40：52 357 佐藤 隆文 広島県 3：45：09

304 久藤 美由紀 広島県 4：11：20 358 齋藤 正明 広島県 ＤＮＳ

305 丸山 好美 広島県 4：39：04 359 藤川 賢壮 広島県 ＤＮＳ

306 竹本 千春 広島県 5：53：23 360 加連 之智 広島県 4：30：19

307 原田 洋子 広島県 5：25：33 361 木村 真一郎 広島県 3：46：11

308 宇都宮 すみ 愛媛県 3：41：33 362 藏本 誠 広島県 ＤＮＳ

309 北島 華子 京都府 5：26：09 363 二宮 慶太 広島県 4：04：37

310 樋口 恵理 滋賀県 ＤＮＳ 364 倉本 正治 広島県 5：20：50

311 中村 紀子 広島県 ＤＮＳ 365 竹本 康之 広島県 5：53：23

312 小金丸 博美 広島県 5：35：23 366 丸山 宏修 広島県 4:26:08

313 津村 綾 広島県 ＤＮＳ 367 奥田 弘昭 広島県 4:59:26

314 筒井 美香 高知県 ＤＮＳ 368 水田 勇次 愛媛県 3:16:22

315 河合 由季子 京都府 4：27：03 369 神野 勝行 愛媛県 4:50:29

316 大杉 美可 広島県 4：01：19 370 渡邉 隆史 愛媛県 3:25:01

317 坂田 奈緒 広島県 4：20：57 371 伊藤 敬介 愛媛県 3:47:13

318 沖田 悦子 島根県 5：07：23 372 吉住 正博 広島県 5:15:32

319 吉田 ちえみ 広島県 5：54：12 373 西岡 徹治 広島県 4:30:00

320 浜本 美沙 広島県 3：56：22 374 中西 崇 広島県 4:57:06

321 大西 美香 香川県 4：27：34 375 大島 健吾 広島県 3:34:03

322 土井 希与 広島県 4：59：27 376 中村 裕敏 広島県 3:16:17

323 神野 つねみ 愛媛県 5：16：32 377 青山 幸浩 広島県 5:14:43

324 田中 真依 福岡県 4：47：30 378 市之坪 豪 広島県 ＤＮＳ

325 永田 可奈 広島県 5：20：28 379 西岡 純平 広島県 4:48:10

326 森岡 里枝 広島県 ＤＮＦ 380 藤原 幸弘 広島県 5:20:56

327 貝原 美貴子 広島県 ＤＮＳ 381 安保 弘利 広島県 4:52:46

328 生川　晴美 三重県 5：04：52 382 小澤 充 大阪府 ＤＮＳ

329 岩本　麻衣 広島県 4:38:18 383 江口 誠 大阪府 ＤＮＦ

330 広友　裕美 広島県 ＤＮＦ 384 佐藤 昇 広島県 3:58:12

331 坂本　雅代 広島県 3:50:07 385 亀本 隆資 広島県 4:37:37

332 吉田 　邦子 広島県 5:31:36 386 西野 悠 広島県 3:37:39

333 角増　沙織 広島県 ＤＮＳ 387 手柴 孝太 岡山県 ＤＮＳ

334 根波　貴子 広島県 5：20：22 388 寺尾 知洋 愛媛県 3:22:42

389 別頭 学 広島県 4:25:26

82人 390 吉岡 吾朗 島根県 ＤＮＳ

ゼッケン番号 氏   名 都道府県名 ゴールタイム 391 沖田 修 島根県 5:07:23

336 松尾 達也 佐賀県 4：58：40 392 小田 正己 広島県 4:14:42

337 西谷 啓 神奈川県 3：53：35 393 浜下 大介 広島県 ＤＮＳ

338 川村 史明 広島県 3：30：03 394 津田 誠 広島県 4:03:23

339 関 也寸志 広島県 3：49：19 395 重光 聡朋 福岡県 ＤＮＳ

340 和田 芳弘 広島県 5：50：24 396 林 泰宏 香川県 4:27:34

341 笹沼 秀規 広島県 4：55：19 397 古山 昭 広島県 5:12:38

342 竹内 豊夫 奈良県 3：34：45 398 喜多村 宏之 広島県 4:37:13

343 浦川 誠一 広島県 3：15：20 399 北川 博之 広島県 5:16:16

344 山本 直之 広島県 4：15：23 400 北恵 一明 広島県 ＤＮＳ

345 斉藤 良孝 広島県 3：06：49 401 黒田 浩司 広島県 4:53:08

346 国田 博之 岡山県 ＤＮＳ 402 叶松 忍 広島県 4:53:22

347 甲斐 淳介 広島県 5：05：41 403 森野 達也 広島県 5:01:49

348 十亀 邦之 兵庫県 2：57：10 404 武田 晴義 岡山県 3:27:15

349 種谷 圭一郎 岡山県 3：44：28 405 浅野 浩史 岡山県 5:56:22

350 三澤 崇 岡山県 4：44：53 406 磯山 瞬 岡山県 5:56:22

351 戸川 幸治 岡山県 3：15：51 407 礒部 照章 広島県 5:20:28

352 久藤 大地 広島県 4：11：20 408 長坂　基史 三重県 5:04:52

353 佐藤 亮 広島県 4：18：19 409 井町　精助 山口県 ＤＮＳ

354 道本 英徳 広島県 2：46：58 410 山野　一美 広島県 4:45:48

　　　35ｋｍ　女子　ＡＭ10：00　スタート 　　　35ｋｍ　男子　ＡＭ10：00　スタート

　　　35ｋｍ　男子　ＡＭ10：00　スタート



  　　２０１７　大崎上島ウルトラマラニック　記録表 　　２０１７　大崎上島ウルトラマラニック　記録表

　　　60ｋｍ　女子（Ｃ）　ＡＭ8：00スタート 1人

ゼッケン番号 氏   名 都道府県名 ゴールタイム ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム

411 木村 真二 広島県 5:12:38 5:00に変更

412 杉本　則夫 広島県 4:39:59 652 八代 幸子 広島県 8:01:47

413 岩本　俊太 広島県 4:38:18

414 岡田　和男 広島県 3:30:35

415 池淵　陽一 佐賀県 4:22:28

416 - - -

417 渡川　誠之 広島県 4:39:04 　　　60ｋｍ　男子（Ｃ）　ＡＭ8：00スタート 10人

418 高林　昌生 神奈川県 5:03:58 ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム

661 登 弘光 山口県 5:55:48

11人 662 丹羽 知嗣 広島県 6:19:00

ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム 5:00に変更 -

601 橋本 玲子 神奈川県 8：02：20 664 三谷 健一 広島県 ＤＮＳ

602 岡村 旬子 山口県 6：33：29 665 山田 陽康 広島県 ＤＮＳ

603 寺井 真里 広島県 10：53：38 5:00に変更 -

604 上村 真佐恵 福岡県 8：40：44 667 熊谷 正俊 広島県 7:29:17

605 沖津 千香子 広島県 9：37：45 668 下畦 博史 広島県 5:59:15

606 藤田 ゆか 愛媛県 10：47：09 669 大杉 勝則 広島県 7:34:09

607 松田 一月 広島県 ＤＮＦ 670 福原 崇介 大阪府 6:28:40

608 松田 しのぶ 広島県 ＤＮＦ 5:00に変更 -

609 中村 直子 広島県 ＤＮＦ 672 伊賀 雅彦 山口県 ＤＮＳ

610 近藤　佳代 愛媛県 8：46：45 673 稲富 翔司 広島県 7:31:40

651 伊東 芳恵 奈良県 6:51:58

27人

ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム

621 富田 隆史 山口県 10：12：52

622 石川 慎士 高知県 ＤＮＦ

623 栗田 正彦 神奈川県 8：02：20

624 小畑 明 兵庫県 10：16：47

625 小林 一夫 愛媛県 6：45：51

626 向井 俊彦 広島県 7：41：08

627 反岡 和宏 広島県 8：17：52

628 黒田 真幸 広島県 6：50：27

629 山口 雅弘 岡山県 8：11：51

630 神崎 勇人 福岡県 8：47：51

631 福井 康彦 大阪府 7：20：38

632 寺井 公正 広島県 10：53：38

633 福岡 洋一 広島県 9：11：51

634 藤井 正紀 東京都 9：21：47

635 日野 栄二 広島県 9：35：53

636 尾中 一哉 大阪府 ＤＮＳ

637 一瀬 悟 広島県 6：13：34

638 山崎 政計 福岡県 ＤＮＳ

639 夏木 健太 広島県 8：33：18

640 柿並 崇志 山口県 9：47：30

641 城谷 浩 広島県 ＤＮＦ

642 阿部　明彦 長崎県 8:23:13

643 清水　利孝 広島県 8：38：00

644 椋田　健二 滋賀県 8:17:52

663 曽根 伸治 広島県 6：59：14

666 門田 晃明 広島県 6：40：54

671 米田 佑樹 広島県 6：50：10

　　　60ｋｍ　女子（Ｂ）　ＡＭ5：00スタート

　　　35ｋｍ　男子　ＡＭ10：00　スタート

　　　60ｋｍ　男子（Ｂ） ＡＭ5：00スタート



　　２０１７　大崎上島ウルトラマラニック　記録表 　　２０１７　大崎上島ウルトラマラニック　記録表

10人

ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム

701 金原 さおり 広島県 9：39：18 754 川畑 太祐 山口県 8：33：59

702 松本 久昌 東京都 5：47：50 755 吉川 昌宏 東京都 9：16：14

703 馬詰 京子 大阪府 ＤＮＳ 756 小川 聡太郎 広島県 9：57：18

704 神里 茉衣 兵庫県 7：42：41 757 濱田 紀彦 大阪府 8：13：29

705 平井 希美子 大阪府 ＤＮＳ 758 岡原 祐三 広島県 9：48：44

706 佐々木 寿枝 大阪府 10：30：56 759 市原 尚文 福岡県 10：18：53

707 山崎 美加代 広島県 9：09：31 760 道財 大輔 広島県 ＤＮＳ

708 本慶　啓子 広島県 ＤＮＳ 761 池渕 純司 佐賀県 10：00：44

709 岩井　梢 福岡県 9：22：19 762 康 敬博 兵庫県 10：19：11

710 米澤 佳愛 広島県 9：16：14 763 張 浩聡 東京都 ＤＮＳ

764 大内 文明 愛媛県 ＤＮＳ

68人 765 島田 涼太 広島県 9:41:10

ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム 766 柿木 貴雄 広島県 10:16:16

711 谷水 強 広島県 7：52：56 767 竪野 勝 広島県 ＤＮＳ

712 鈴木 英一 神奈川県 7：17：33 768 夏秋 大介 福岡県 ＤＮＦ

713 水飼 史朗 大阪府 7：52：56 769 木村　修一 広島県 8:47:03

714 山本 恵介 広島県 8：22：07 770 山元　誠生 福岡県 9:49:16

715 岡田 幹太 東京都 8：48：21 771 前中　良夫 滋賀県 ＤＮＳ

716 杉村 敏秀 北海道 ＤＮＳ 772 高瀬　恒美 大阪府 ＤＮＳ

717 渡辺 博樹 愛知県 8：05：16 773 金重　雅也 福岡県 9:11:16

718 緒方 誠 大阪府 10：30：56 774 大庭　公春 福岡県 10:33:20

719 市道 和廣 大阪府 7：33：48 775 桑実　勲 広島県 7:57:03

720 米澤 治文 広島県 9：16：14 776 植村　昭男 福岡県 ＤＮＳ

721 堀井 洋和 広島県 9：19：57 777 井内　啓一 大阪府 7:46:19

722 藤井 ヒデキ 香川県 9：22：03 778 永谷　義隆 鹿児島県 10:35:43

723 梅田 智治 広島県 ＤＮＳ

724 高持 朋久 広島県 10：37：25

725 砂口 たくし 広島県 7：57：37

726 折田 陽四郎 東京都 7：09：14

727 湯村 重人 福岡県 10：24：26 2人

728 縄手 信哉 福岡県 9：20：16 ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム

729 大崎 雅彦 山口県 8：21：36 781 植原 邦枝 広島県 7:44:09

730 舟橋 健 山口県 6：54：17 782 三家本 美登里 山口県 ＤＮＳ

731 廣瀬 智彰 京都府 6：46：50

732 岡見 光 京都府 6：43：10

733 碓井 一義 広島県 ＤＮＳ

734 増田 逸馬 広島県 8：21：55 7人

735 澤田 賢二 京都府 ＤＮＳ ゼッケン番号 氏  名 都道府県名 ゴールタイム

736 内海 宏一 大阪府 ＤＮＳ 791 麦尾 作郎 広島県 7:34:55

737 山内 貞彦 山口県 9：56：29 792 中田 英志 広島県 ＤＮＳ

738 上松 靖尚 広島県 8：57：14 793 鮫島 博士 広島県 6:50:05

739 糸曽 啓雄 広島県 11：10：23 794 森本 大志 広島県 ＤＮＦ

740 石川 哲 香川県 ＤＮＦ 795 三上 満 広島県 6:37:53

741 明石 洋樹 福岡県 10：16：58 796 竹入 英樹 広島県 6:21:29

742 大宮 洋二郎 広島県 10：30：56 797 澁江 道孝 広島県 ＤＮＦ

743 熊本 巧 福岡県 10：35：43

744 福田 真也 広島県 10：41：11

745 森本 啓司 福岡県 9：55：14

746 山本 志郎 愛媛県 ＤＮＳ

747 宇津井 智昭 島根県 8：53：12

748 萬本 三二六 大阪府 ＤＮＦ

749 山本 実 兵庫県 8：56：29

750 岡林 大輔 広島県 7：35：39

751 高松 伸一 福岡県 9：11：05

752 後藤 正和 福岡県 9：23：52

753 中吉 道彦 岡山県 10：00：34

　　　70ｋｍ　男子（Ｅ）　ＡＭ8：00スタート

　　　70ｋｍ　女子（Ｄ）　ＡＭ5：00スタート 　　　70ｋｍ　男子（Ｄ）　ＡＭ5：00スタート

　　　　70ｋｍ　男子（Ｄ）　ＡＭ5：00スタート

　　　70ｋｍ　女子（Ｅ）　ＡＭ8：00スタート


