
                               令和 1 年６月吉日 

2019 大崎上島ウルトラマラニック 参加者  各位 

 

                       大崎上島ウルトラマラニック実行委員会事務局 

 

           写真入り完走証及び記録表の送付について 

去る 6 月 2 日（日）に開催しました「2019 大崎上島ウルトラマラニック」に参加いただきまして 

ありがとうございました。 

今年は、天候が曇りで最高のコンディションでした。 

水分の不足など不備な点が多々有りましたが皆さんのおかげで無事大会を終了することが出来ました。 

私たちスタッフも昨年の反省点を改善して皆様に満足していただけるよう頑張っておもてなしさせて

いただきました。お疲れ様でした。 

完走された方、惜しくも途中リタイアされた方、参加出来なかった方、来年度も開催予定です。 

皆さんお誘いの上、是非参加いただけますよう宜しくお願いいたします。 

 

別添のとおり時間内完走された方に完走証、記録表をお送りいたします。 

 

                       [お問合せ先] 

                     大崎上島ウルトラマラニック実行委員会事務局 

                             広島マラニック倶楽部事務局 

                      Tel: 082-873-6472    Fax: 082-873-1233 

   

[ 記録表の説明 ] 

1. タイム表示はゴールされた時のもので、完走証のタイムとは異なる場合があります。 

2. 受付けをされた方は出走されたとみなし、途中リタイアされた方、ゴール写真のない方は 

DNF と表記させていただきました。 

3. 受付けをされていない方、出走されていない方は、ＤＮＳと表記させていただきました。 

4. 順位はあえて記入していません。 

5. 間違いがありましたらご連絡お願いいたします。 

 

以上、ご了承ください。 

 

 

＜ 種目別完走率 ＞ 

      種目       エントリー数   出走者   完走数   完走率 

    35ｋｍ  男子・女子    291      259     239   92.2％ 

    60ｋｍ  男子・女子    82      74     68    91.9％ 

    70ｋｍ  男子・女子     111     103     99     96.1％ 

           TOTAL    484      436     406   93.1％ 



　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績
　　　　　　　　　　35ｋｍ　女子　　ＡＭ10：00　スタート

ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム

A301 寺本 邦子 広島県 5:05:45 A361 藤川 智子 岡山県 5:47:59
A302 関 雅子 愛媛県 4:27:02 A362 林 裕子 山口県 5:04:01
A303 岡村 真由美 広島県 5:18:54 A363 石丸 裕梨 愛媛県 4:32:12
A304 重松 ゆき 愛媛県 4:09:09 A364 藤崎 晴泉 島根県 4:10:53
A305 田口 妙 岡山県 9:53:42 A365 森 みほ 広島県 4:47:50
A306 久藤 美由紀 広島県 DNF A366 宮本 梨江 岡山県 4:53:42
A307 尾花 千絵 広島県 DNS A367 高畑 弥奈子 広島県 4:55:06
A308 久谷 佳代子 広島県 DNS A368 城下 磨由子 愛媛県 DNF
A309 曽根 真理子 広島県 5:09:00 A369 汐見 千寿 広島県 DNF
A310 小石 章代 広島県 5:19:52 A370 山根 美幸 広島県 5:22:04
A311 林 睦枝 広島県 5:05:45 A371 貞兼 奈美 広島県 4:05:06
A312 勇 明美 愛媛県 4:18:20 A372 川原 彩子 広島県 4:29:34
A313 武良 理恵 山口県 4:11:24 A373 桑岡 和子 広島県 4:30:03
A314 丸山 好美 広島県 4:41:19 A374 山本 由美子 広島県 5:18:30
A315 市川 みずほ 岡山県 DNF A375 平山 美奈子 広島県 5:04:26
A316 有田 和恵 広島県 4:00:58 A376 井上 千晶 広島県 5:33:22
A317 宇都宮 すみ 愛媛県 3:06:18 A377 久保 咲子 広島県 DNF
A318 八木 住枝 岡山県 5:03:43 A378 小寺 玲子 広島県 4:07:20
A319 渡邉 愛 愛媛県 4:51:40 A379 岩岡 範子 広島県 DNF
A320 小金丸 博美 広島県 5:22:19 A380 古川 佳代 広島県 4:46:57
A321 津村 綾 広島県 DNS A381 平野 砂輪 広島県 5:15:46
A322 中元 由利 広島県 4:34:10 A382 須藤 文子 愛媛県 3:54:18
A323 堀部 章子 兵庫県 4:05:17 A383 中根 久栄 広島県 5:10:25
A324 藤田 真代 岡山県 5:00:36 A384 立田 智紗 広島県 5:35:12
A325 本谷 幸子 広島県 DNF A385 小野 智恵美 広島県 5:05:00
A326 金子 陽子 岐阜県 4:15:45 A386 中村 未祐 広島県 4:10:53
A327 坂田 奈緒 広島県 4:16:13 A387 西岡 由美 広島県 5:29:44
A328 島添 紗希 広島県 4:10:04 A388 井内 桃可 岡山県 3:51:10
A329 小西 英里子 岡山県 4:29:41 A389 長嶺 優菜 広島県 5:35:56
A330 水田 里実 愛媛県 4:27:02 A390 弘中 範子 広島県 4:59:06
A331 沖田 悦子 島根県 DNS A391 恵南 美佳 広島県 4:59:06
A332 尾崎 亜弓 広島県 5:21:29 A392 片岡 伸子 岡山県 5:00:44
A333 木川 直子 広島県 5:22:02 A393 原田　奈津 広島県 4:05:06
A334 中本 美佐子 広島県 4:44:52 A394 田坂　礼那 広島県 5:37:55
A335 森川 和美 広島県 5:48:09 A395 小山　良佳 愛媛県 5:06:57
A336 藤井 千夏 広島県 5:17:48 A396 柴﨑　瞳 山口県 4:20:05
A337 阪上 愛 広島県 5:17:48 A397 七條 友歩 広島県 DNF
A338 林原 未来 香川県 5:21:52 A398 岩本　麻衣 広島県 5:38:17
A339 河野 孝子 広島県 5:18:30 A399 岩本　桜華 広島県 5:38:16
A340 伊藤 英恵 広島県 4:44:03
A341 藤岡 広実 広島県 5:18:30
A342 上田 幸子 広島県 4:24:01
A343 坂根 直子 広島県 3:23:13 99名
A344 奥 加奈子 広島県 DNF
A345 神竹 美冴 広島県 4:22:50
A346 古賀 久恵 広島県 3:57:24
A347 佐川 暁子 愛媛県 4:55:17
A348 谷中 香織 広島県 DNF
A349 喜多村 真弓 広島県 5:03:55
A350 松浦 優子 広島県 4:02:22
A351 原田 彩子 広島県 DNF
A352 赤澤 弥生 岡山県 5:39:49
A353 小橋 理恵 岡山県 5:39:49
A354 坂本 雅代 広島県 4:55:50
A355 久保田 加代子 愛媛県 4:28:23
A356 土橋 千江 広島県 DNS
A357 布瀬 陽子 広島県 DNS
A358 荒木 妙美 広島県 5:44:45
A359 松尾 真由美 広島県 3:51:33
A360 足立 幸代 岡山県 DNS



　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　　　　　　　　35ｋｍ　男子　　ＡＭ10：00　スタート

ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム

A401 柿原 貴次 広島県 2:53:38 A461 安保 弘利 広島県 4:07:34
A402 岡本 尚久 岡山県 5:02:21 A462 谷岡 真企 広島県 2:50:33
A403 長尾 覚 広島県 2:58:23 A463 脇本 裕夫 広島県 3:40:42
A404 中野 正三 東京都 4:05:52 A464 堀部 直志 兵庫県 4:05:16
A405 井上 淳司 広島県 DNS A465 梶谷 和則 島根県 4:37:44
A406 経種 行雄 広島県 DNF A466 吉次 俊貴 広島県 6:15:20
A407 土井 真也 滋賀県 4:10:18 A467 陳 慶光 東京都 5:02:02
A408 森上 洋和 広島県 2:36:29 A468 畑山 健 愛媛県 3:54:45
A409 安藤 健一 広島県 2:47:10 A469 藤田 正 岡山県 5:00:37
A410 御園生 幹彦 山口県 5:04:42 A470 後藤 正和 福岡県 3:59:06
A411 志田 直人 東京都 DNS A471 曽山 哲 兵庫県 DNS
A412 源代 宏一 愛媛県 3:43:38 A472 研谷 周治 広島県 3:27:38
A413 日浦 大輔 広島県 DNS A473 高谷 得二 広島県 3:54:50
A414 岡村 匡祐 広島県 DNS A474 中澤 渉 広島県 5:05:00
A415 内藤 雄介 広島県 DNS A475 橋出 忠明 岡山県 3:04:36
A416 水田 勇次 愛媛県 3:06:18 A476 沖田 修 島根県 DNS
A417 砂本 義文 広島県 4:58:20 A477 中 雅史 山口県 4:30:28
A418 宮本 隆之 広島県 5:23:36 A478 曽我部 武史 愛媛県 4:03:57
A419 佐久間 信彦 広島県 5:42:30 A479 小田 正己 広島県 5:41:00
A420 仁熊 利之 広島県 5:36:48 A480 土井 誠樹 大阪府 3:27:51
A421 柚木 一郎 岡山県 4:57:44 A481 浜下 大介 広島県 3:19:11
A422 大江 友樹 広島県 4:33:51 A482 品川 耕輔 広島県 DNS
A423 久藤 大地 広島県 DNF A483 則兼 哲也 愛媛県 3:36:43
A424 堀越 淳 広島県 5:35:56 A484 森重 大樹 山口県 DNS
A425 新田 成正 広島県 4:25:47 A485 小寺 敏幸 岡山県 3:28:00
A426 長岡 祐治 広島県 3:34:50 A486 谷原 秀吉 広島県 3:52:52
A427 山川 貴之 広島県 DNS A487 五藤 博之 広島県 5:19:42
A428 大野 勲 大阪府 DNS A488 船津 孝治 広島県 4:09:43
A429 原 圭鶴典 広島県 4:21:37 A489 生玉 理 愛媛県 4:27:23
A430 大崎 雅彦 広島県 4:07:57 A490 後藤 秀典 広島県 5:13:37
A431 有村 尚也 広島県 3:09:58 A491 有吉 弘毅 福岡県 5:42:08
A432 森本 大志 広島県 4:40:15 A492 溝下 博 広島県 3:11:13
A433 深井 善範 広島県 2:57:43 A493 原谷 俊輔 山口県 DNF
A434 鍵谷 勲 広島県 3:43:51 A494 武内 保憲 広島県 3:14:58
A435 大野 達也 広島県 3:28:48 A495 中和 恵一 広島県 5:34:05
A436 小石 幸男 広島県 5:19:52 A496 西平 豊 広島県 DNF
A437 繁冨 靖生 広島県 DNF A497 松屋 亮平 岡山県 5:10:50
A438 渡部 徹 愛媛県 4:28:23 A498 玉井 聖紀 広島県 5:37:55
A439 立石 雅典 広島県 3:11:30 A499 守重 圭悟 広島県 5:01:17
A440 松川 栄治 愛媛県 4:02:49 A500 上原 健二 広島県 4:57:06
A441 林 敏 広島県 4:48:33 A501 中司 朋宏 東京都 5:22:54
A442 石川 敦 愛媛県 4:18:20 A502 中山 幸司 広島県 3:37:29
A443 恵美 祥一郎 広島県 3:34:43 A503 田中 道雄 広島県 5:20:59
A444 武良 圭作 山口県 5:09:38 A504 宇高 正 広島県 4:08:33
A445 正木 幸一 岡山県 4:19:23 A505 小笠原 勝也 広島県 3:28:16
A446 江森 洋一郎 広島県 4:08:03 A506 小園 賢二 広島県 4:32:39
A447 貝川 慎二 広島県 4:33:25 A507 重光 聡朋 福岡県 DNS
A448 木村 善一 広島県 5:32:45 A508 松田 亮 広島県 DNS
A449 安藤 和雅 広島県 DNS A509 奥 知史 広島県 4:28:16
A450 荒川 卓郎 石川県 3:51:51 A510 古山 昭 広島県 4:37:53
A451 下間 智昭 広島県 4:28:10 A511 此枝 昇 広島県 DNS
A452 花本 浩司 広島県 4:32:02 A512 國米 文人 岡山県 4:17:52
A453 渡邉 隆史 愛媛県 4:51:40 A513 力石 明久 兵庫県 2:34:25
A454 森 晴夫 広島県 4:27:49 A514 樋口 晴彦 岡山県 5:20:02
A455 山田 登之 岡山県 3:48:17 A515 今井 淳也 奈良県 DNF
A456 西岡 徹治 広島県 2:58:38 A516 大西 貴彦 愛媛県 4:31:51
A457 宮内 健至 広島県 3:30:44 A517 本藤 敬事 愛媛県 4:03:56
A458 藤原 幸弘 広島県 5:26:04 A518 水田 慎也 広島県 3:14:07
A459 青山 幸浩 広島県 4:06:52 A519 楠 昌宏 広島県 DNS
A460 市之坪 豪 広島県 3:16:17 A520 喜多村 宏之 広島県 5:03:55



　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　　　　　　　　35ｋｍ　男子　　ＡＭ10：00　スタート

A521 古満 正志 広島県 DNS A581 正路　一真 広島県 4:47:44
A522 石井 信博 岡山県 4:01:50 A582 木村　真二 広島県 4:37:53
A523 吉田 光輝 岡山県 5:39:49 A583 山田　茂雄 広島県 2:59:06
A524 出原 寿之 広島県 4:35:56 A584 岡田 　和男 広島県 3:41:14
A525 尾澤 優 高知県 DNS A585 後田　広治 福岡県 5:43:45
A526 芳岡 泰浩 広島県 3:58:45 A586 法山　智顕 広島県 5:10:50
A527 岸 慎治 広島県 3:20:43 A587 長迫　翔太 広島県 4:57:32
A528 岡田 隆洋 広島県 3:47:28 A588 渡川　誠之 広島県 4:12:46
A529 奥田 克哉 広島県 5:33:16 A589 阿部　明博 広島県 DNS
A530 折原 哲 山口県 2:57:28 A590 栗山　哲也 広島県 2:32:16
A531 岡川 佳史 愛媛県 3:51:23 A591 佐々木　圭介 広島県 4:47:12
A532 山本 能久 広島県 DNS A592 岩本　俊太 広島県 5:40:52
A533 竹谷 利広 広島県 4:23:37
A534 下山 一弘 岡山県 5:39:49
A535 荒木 一朗 広島県 5:44:45
A536 木原 伸治 広島県 4:14:44 192名
A537 藤川 雅史 岡山県 5:47:58
A538 道本 英徳 広島県 DNS
A539 河原 優 広島県 DNS
A540 末永 直之 広島県 3:05:12
A541 松崎 正忠 広島県 DNF
A542 松浦 克俊 広島県 DNF
A543 松村 利明 愛媛県 DNS
A544 西田 啓祐 広島県 2:32:47
A545 樋口 康宏 和歌山県 3:22:30
A546 矢野 哲司 愛媛県 4:56:58
A547 加藤 仁志 愛媛県 4:03:56
A548 藤井 俊史 広島県 5:30:21
A549 河野 成典 東京都 3:24:09
A550 松岡 峻之 広島県 2:44:41
A551 中元 一希 広島県 DNF
A552 礒邉 聖 山口県 4:19:14
A553 森脇 圭一 広島県 3:41:23
A554 山本 幹雄 岡山県 4:11:47
A555 佐伯 祐輔 広島県 DNS
A556 片岡 元紀 広島県 3:25:54
A557 石川 匡紘 広島県 DNS
A558 津川 靖雄 富山県 3:05:22
A559 汐見 周 広島県 4:25:58
A560 森政 克之 広島県 3:56:21
A561 松村 隆史 広島県 4:36:39
A562 真鍋 孝典 広島県 5:15:26
A563 久保 真大郎 広島県 DNS
A564 平野 邦俊 広島県 5:15:46
A565 本田 幸禎 愛媛県 3:54:18
A566 蔦本 聖二 愛媛県 4:49:11
A567 鷲矢 直人 広島県 5:35:12
A568 新家 啓史 広島県 5:44:20
A569 宮川 晃輔 山口県 4:36:58
A570 吉田 拓矢 広島県 4:26:48
A571 山田 勝也 山口県 3:48:29
A572 石川 敬 広島県 3:05:28
A573 胡麻 裕之 広島県 5:41:23
A574 金城 裕二 広島県 3:23:03
A575 吉住 正博 広島県 4:09:19
A576 仲里 洋輝 広島県 5:31:17
A577 苅田 祐樹 広島県 4:25:35
A578 川口 拓也 広島県 4:25:35
A579 山野　一美 広島県 5:09:21
A580 藤原　秀登 広島県 4:11:34



　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　60ｋｍ　女子　　ＡＭ5：00　スタート

ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム

B601 野村 由紀 愛媛県 DNS
B602 谷口 彩子 兵庫県 7:14:16
B603 三好 智子 愛媛県 7:24:15
B604 南條 愛 大阪府 6:20:18
B605 後藤 昌栄 愛媛県 9:17:28
B606 石井 里佳 広島県 7:52:51
B607 原田 幸子 広島県 DNF
B608 川口 理可 広島県 7:52:51
B609 石橋 卓子 広島県 9:37:38
B610 大町 美智子 広島県 9:19:52
B611 平山 薫 愛媛県 DNS
B612 八塚 安芸 愛媛県 6:35:28
B613 松田 一月 広島県 DNF
B614 松田 しのぶ 広島県 DNF
B615 川上 ちえみ 広島県 10:09:05
B616 曽根 真弓 広島県 10:09:05
B617 西保 環 広島県 9:45:13
B618 妹尾真由美 福岡県 7:51:26
B619 板木順子 滋賀県 10:18:46
B620 岩井　梢 福岡県 9:30:29

20名

　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　60ｋｍ　女子　　ＡＭ8：00　スタート

C631 唐本 由紀 山口県 6:14:34
C632 川戸 亜子 山口県 6:14:34
C633 田邊 奈緒子 広島県 6:42:10
C634 八代 幸子 広島県 DNS
C635 真鍋 収望 愛媛県 7:41:53
C636 月原 さおり 愛媛県 7:41:53
C637 普家　由香里 広島県 DNF

7名



　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表 　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　　　　　　　　60ｋｍ　男子　　ＡＭ5：00　スタート 　　　　　　　　　　60ｋｍ　男子　　ＡＭ8：00　スタート

ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム

B641 國重 健 広島県 9:46:27 C681 岡 透 広島県 6:34:21
B642 山本 直之 広島県 8:17:12 C682 丹羽 知嗣 広島県 6:40:04
B643 小林 一夫 愛媛県 6:47:34 C683 岩部 克典 広島県 6:59:29
B644 武智 泰彦 広島県 8:31:30 C684 藤田 幸生 愛媛県 7:41:53
B645 金井 伸仁 福岡県 8:22:53 C685 渡邉 和也 広島県 DNF
B646 山本 勝也 広島県 6:18:31 C686 森永 昌二 愛媛県 7:19:48
B647 湯木 徹 広島県 6:52:15 C687 坪本 隆 愛媛県 7:41:53
B648 岡 和広 兵庫県 8:11:55 C688 山下 直也 広島県 6:19:08
B649 鴉田 定 広島県 7:40:44 C689 四茂野 昌英 広島県 6:58:25
B650 田原 良隆 島根県 9:41:57 C690 大杉 勝則 広島県 6:54:04
B651 高橋 康太 高知県 7:51:26 C691 尾崎 哲也 広島県 7:21:28
B652 小川 昌哲 兵庫県 8:02:56 C692 池田 克輝 広島県 7:09:29
B653 夏木 健太 広島県 DNS C693 出原 寛之 広島県 6:48:40
B654 橋本 渉 愛媛県 7:37:16 C694 神原 顕一郎 福岡県 DNS
B655 小笠原 隆史 愛媛県 DNS C695 今村 慎二 山口県 6:14:34
B656 久我 高由 広島県 7:39:16 C696 島田 涼太 広島県 DNS
B657 村上 忍 愛媛県 6:34:52 C697 小田　賀明 広島県 DNF
B658 広川 将之 広島県 8:44:30
B659 大月 良太 広島県 DNS
B660 山本 英輔 愛媛県 6:34:52 17名
B661 野田 憲弘 広島県 8:10:32
B662 八塚 昭博 愛媛県 8:00:17
B663 一瀬 悟 広島県 8:48:40
B664 日野 栄二 広島県 10:12:45
B665 藤田 友幸 広島県 9:16:39
B666 藤岡 哲 広島県 6:52:04
B667 水嶋 和雄 広島県 9:01:50
B668 松本 慎平 広島県 8:00:30
B669 松本 明 広島県 7:50:55
B670 大野 瑛史 広島県 8:25:14
B671 田村　浩 茨城県 9:13:59
B672 松本　光弘 宮城県 6:55:33
B673 大庭　公春 福岡県 8:16:09
B674 西田　和美 福岡県 9:30:29
B675 山元　誠生 福岡県 7:28:07
B676 前田　克行 福岡県 7:51:26
B677 城谷 浩 広島県 9:29:34
B678 椋田　健二 滋賀県 7:34:48

38名



　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　70ｋｍ　女子　　ＡＭ5：00　スタート

ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム
D701 青木 秀子 静岡県 8:45:57
D702 三家本 美登里 山口県 10:44:00
D703 金原 さおり 広島県 8:51:59
D704 奥田 成見 広島県 9:37:59
D705 横井 みどり 愛媛県 9:51:13
D706 三浦 すみ枝 山口県 8:39:49
D707 土居 有由美 広島県 8:54:54
D708 佐々木 優 広島県 10:39:33
D709 大杉 美可 広島県 9:53:50
D710 近藤 佳代 愛媛県 DNF
D711 今井 さやか 兵庫県 8:04:26
D712 宝石 晶子 鳥取県 9:59:55
D713 清田 明子 広島県 7:40:19
D714 中村 直子 広島県 7:20:02
D715 櫻井 幸子 神奈川県 10:57:08
D716 小寺 亜矢 広島県 9:17:45
D717 河野　けい子 大阪府 9:40:25
D718 後田　紀美 福岡県 7:09:41
D719 浜本 美沙 広島県 9:45:00

19名



　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
　　　　　　　　　　70ｋｍ　男子　　ＡＭ5：00　スタート

ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム

D721 小田 博美 大阪府 8:20:30 D781 岡原 祐三 広島県 9:54:42
D722 山本 恵介 広島県 7:39:04 D782 村上 謙二 広島県 7:42:56
D723 永谷 義隆 鹿児島県 9:54:59 D783 尾崎 元樹 広島県 7:53:17
D724 副島 篤郎 広島県 10:13:03 D784 今中 元基 広島県 9:51:00
D725 柳川 和洋 山口県 7:54:09 D785 小野 裕史 広島県 8:31:58
D726 中島 大 広島県 8:30:34 D786 川田 奨 鳥取県 9:59:55
D727 島崎 一郎 広島県 9:11:40 D787 内田 直人 広島県 9:06:29
D728 南 憲次 山口県 8:37:09 D788 須賀 雅彦 広島県 8:31:58
D729 王野 哲史 広島県 DNS D789 山本　寛 広島県 7:57:52
D730 梅田 智治 広島県 9:00:49 D790 野上　修治 茨城県 10:26:59
D731 奥田 健二 広島県 10:29:06 D791 龍　勝之 兵庫県 9:43:30
D732 上田 昌輝 広島県 6:40:59 D792 高須賀　郁 広島県 9:50:00
D733 西村 俊哉 兵庫県 7:23:01 D793 植村　昭男 福岡県 DNF
D734 木村 修一 広島県 8:12:13 D794 太田　和直 埼玉県 9:57:22
D735 石川 昌弘 広島県 8:13:20 D795 金重　雅也 福岡県 9:30:29
D736 金谷 重人 広島県 7:09:27 D796 貝原 啓市 岡山県 DNS
D737 竹内 秀和 広島県 8:47:18
D738 黒田 眞幸 広島県 9:21:49
D739 山口 雅弘 岡山県 10:17:22 76名
D740 工藤 勇治 福岡県 9:08:19
D741 村上 邦章 愛媛県 8:32:41
D742 碓井 一義 広島県 8:40:48 　　　　　　2019　大崎上島ウルトラマラニック成績表
D743 渡部 智之 愛媛県 8:25:44 　　　　　　　　　　70ｋｍ　男子　　ＡＭ8：00　スタート
D744 増田 逸馬 広島県 8:55:16
D745 遠藤 広之 新潟県 10:19:37 ナンバーカード 氏名漢字 都道府県名 タイム

D746 大西 港 愛媛県 DNS D801 麦尾 作郎 広島県 6:43:24
D747 上松 靖尚 広島県 7:41:18 D802 杭ノ瀬 昌彦 岡山県 7:24:07
D748 市川 清 岡山県 9:58:01 D803 諸熊 武史 福岡県 7:45:17
D749 紀洲谷 充 東京都 9:57:22 D804 岡本 達伸 広島県 6:29:23
D750 宇津井 智昭 島根県 9:20:18 D805 西村 介延 岡山県 7:26:35
D751 北倉 末広 広島県 7:43:49 D806 鮫島 博士 広島県 6:24:53
D752 小澤 直也 香川県 DNS D807 嶋 雄介 山口県 6:00:13
D753 田中 健吾 京都府 8:19:04 D808 山田 陽康 広島県 5:27:25
D754 寺沢 計二 徳島県 6:29:05 D809 平岡 可英 広島県 7:42:01
D755 高見 直樹 広島県 10:37:40 D810 碇本 晴男 岡山県 DNF
D756 川本 勝宣 広島県 8:53:53 D811 田丸 勇樹 島根県 7:41:53
D757 沢井 雄一郎 山口県 9:01:14 D812 末森 良明 山口県 8:20:28
D758 福岡 洋一 広島県 11:08:12 D813 山本 貴大 広島県 6:14:29
D759 岩戸 志多 広島県 8:49:32 D814 蜂谷 渉 岡山県 DNS
D760 佐藤 秀紀 広島県 9:05:35 D815 竹下　正登 広島県 7:32:35
D761 三上 晃史 愛媛県 9:32:51 D816 亀谷　貴弘 広島県 6:53:01
D762 後山 勝 広島県 DNS
D763 藤岡 好隆 広島県 7:26:30
D764 綿谷 彰洋 広島県 8:50:02 16名
D765 池渕 純司 佐賀県 8:40:12
D766 森 宣道 愛媛県 10:38:55
D767 今井 宏樹 広島県 8:59:28
D768 後藤 知輝 広島県 DNS
D769 瀬戸中 宏明 山口県 9:04:08
D770 前田 茂樹 広島県 7:43:58
D771 魚住 和宏 愛媛県 9:43:13
D772 吉井 敏 愛媛県 9:37:08
D773 岡崎 慎一 岡山県 6:53:26
D774 野町 周平 高知県 DNS
D775 澤井 和宏 山口県 7:20:34
D776 横山 幸広 愛媛県 DNF
D777 黒田 晋一郎 愛媛県 8:05:45
D778 山本 卓 兵庫県 10:53:53
D779 松木 博史 高知県 9:17:18
D780 不破本 浩之 広島県 9:19:01


