
第10回　歴史街道丹後100kmウルトラマラソン　グループトライアル登録名簿 100kmの部 2010/9/19　開催

グループ名 人数

名古屋税関 3 951 東　惠三 三重 642 西尾　裕司 愛知 263 鬼頭　信秀 愛知

やじきた～ず 3 804 川村　史明 京都 215 林　和也 京都 2126 濱田　豊子 京都

ちばっくま 3 665 鈴木　明夫 千葉 1027 宮本　貴正 神奈川 2103 鈴木　亮子 千葉

YMRC一生懸命 3 60 満尾　孝二 大阪 1037 吉田　廉 京都 222 久一　清志 大阪

地元より愛をこめて 3 24 河田　重雄 京都 36 中村　孝幸 京都 2008 中村　浩子 京都

チーム辻○くん 3 1067 京野　能明 大阪 1022 蓮田　孝則 三重 980 伊藤　耕二 兵庫

NTTドコモ 3 576 小牟田　竜一 大阪 760 松本　佳哲 大阪 170 辻林　一吉 大阪

chokkyとゆかいな仲間たち 3 407 青木　直 兵庫 97 大路　悟 兵庫 569 原田　和宜 兵庫

北須磨クラブおんなぐみ 3 2028 村部　寿子 兵庫 2068 石原　秀美 兵庫 2076 青田　ひさみ 兵庫

名張ウルトラランニングファミリー 3 834 辰巳　雄一 三重 893 植野　真也 三重 873 宮田　英樹 三重

ウルトラ戦隊FCショコラン 4 141 益田　眞吾 京都 261 森本　健 大阪 321 森田　政秋 京都 2050 川端　末子 京都

豊中トライアスロンクラブ 4 2029 田中　あゆみ 大阪 691 藤野　寿夫 大阪 602 久保　達明 大阪 2035 江南　俊子 大阪

CRAZE 4 644 仲村　修 大阪 809 高橋　聖史 京都 2088 須藤　由紀 京都 2089 梶田　美保 京都

潮の風RC 4 7 小茂池　潤太 兵庫 580 福島　竜司 兵庫 727 金児　利久 兵庫 548 塩野　国男 兵庫

滋賀医大ラグビー部OB 4 761 熊谷　直和 奈良 458 宇津　貴 大阪 459 小畑　利之 兵庫 441 小泉　修一 滋賀

うたつみ 4 4 天野　一之 三重 171 棚橋　尉行 三重 128 野村　豊樹 三重 713 福田　耕司 三重

チーム蟻ぎりす 5 85 安光　健 大阪 139 杉浦　規夫 愛知 165 髙道　光二 大阪 636 片岡　温 奈良 803 中野　勲 大阪

輝走倶楽部ええやん組 5 6 上島　学 大阪 101 鍵　修一 大阪 900 溝渕　学 兵庫 2133 大八木　和佳子京都 2104 岡野　美幸 大阪

宝ヶ池STC 5 745 石田　禎一 京都 296 奥野　節雄 京都 150 髙橋　啓介 兵庫 12 中西　啓雅 京都 2048 岡村　ひろ子 京都

チームワンピース 5 2031 松村　みほ 大阪 2087 加納　りえ 大阪 147 山﨑　龍也 兵庫 784 石田　圭一 兵庫 229 山下　慎次 兵庫

北須磨クラブおとこぐみ 5 93 清水　一行 兵庫 195 三宅　慶樹 兵庫 497 橋本　裕史 兵庫 584 大谷　昭仁 兵庫 1043 竹本　準一 兵庫

JogNoteカップスターズ 6 868 服部　末広 三重 970 中島　拓也 徳島 478 神　崇人 愛知 955 高砂　敦 徳島 683 山北　雅則 徳島 589 丸岡　千秋 徳島

チームまりーちゃん’ず 7 985 川野　喜之 大阪 2113 伊藤　京子 神奈川 1097 横山　達哉 福島 383 浅田　喜之 京都 874 白木　毅俊 大阪 815 福岡　孝博 大阪 2115 中野　和子 大阪

ジュピターRC 7 280 寺本　重和 石川 268 加藤　哲也 石川 817 藤井　峰雄 石川 535 川島　篤弘 石川 2119 木村　真由美 石川 2118 久司　留理子 石川 2127 東風　良子 石川

チーム「チドリアン」 7 542 酒田　光雄 大阪 250 西川　直斗 大阪 133 森　憲一郎 大阪 154 藤原　博司 大阪 89 津隈　治 大阪 648 崎本　靖朋 大阪 98 西尾　吉弘 大阪

輝走倶楽部お笑い組 7 749 蔵本　康孝 大阪 2001 坂根　充紀栄 京都 331 宮城　要 兵庫 110 須崎　幸雄 大阪 2073 山下　弘子 大阪 2093 麻生　杏子 兵庫 179 井本　賢治 大阪

なおちゃんとともに 8 912 池条　年弘 兵庫 655 大村　広之 兵庫 2094 大村　美佳 兵庫 388 西川　秀郎 兵庫 145 広井　泰二 兵庫 431 山崎　直基 兵庫 547 田井中　宏 大阪 138 東　秀明 大阪

わか練！心の支えチーム 10 963 梶村　純一 京都 1002 高木　伴卓 京都 2042 黒川　和子 京都 763 藤田　勝之 京都 474 作　元清 兵庫 833 奥休場　昌洋 大阪 924 植田　真樹 京都 307 網野　太 京都 167 湯川　智仁 京都 2014 杉下　惠子 京都

マルガリータの風100km 10 978 上田　昌輝 広島 976 安保　和弘 岡山 785 森下　マコト 広島 2137 山根　陽子 広島 505 上杉　健 広島 600 浮田　博展 広島 176 巳越　淳也 広島 2109 川上　裕加 広島 2019 地森　華 広島 491 深田　圭吾 広島

西京極RC 10 927 藤原　恵一 京都 934 西村　弘毅 京都 233 岡田　光正 京都 2129 谷　洋子 京都 1107 南井　利昭 京都 2057 小林　ゆかり 京都 190 井田　弘一 京都 350 重谷　治男 京都 2010 平山　由美 京都 2102 小林　喜美子 大阪

メンバー７ メンバー８ メンバー９ メンバー１０メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６



第10回　歴史街道丹後100kmウルトラマラソン　グループトライアル登録名簿 60kmの部 2010/9/19　開催

グループ名 人数

マルガリータの風 3 7139 番本　麻美 広島 7136 大迫　知恵 広島 6209 國近　直明 広島

シンク京都営業所 3 6013 西崎　健作 京都 6126 清水　陽介 兵庫 6408 高橋　純 東京

豊中トライアスロンクラブ60km 3 6049 三野　朋一 大阪 6070 倉井　由章 沖縄 7106 溝口　幸子 大阪

西京極RC 3 6436 山内　哲也 京都 6392 石田　良純 京都 7157 井上　友美 京都

枚方マスターズ 3 6046 山根　文雄 大阪 6125 近藤　康由 大阪 7167 平井　恵美子 大阪

3 6013 西崎　健作 京都 6126 清水　陽介 兵庫 6408 高橋　純 東京

Cats Eye 3 7029 牧野　仁美 奈良 6078 山本　耕士 奈良 6276 池永　順和 奈良

チーム’O 3 6224 大町　淳一 大阪 6226 橋本　泰輔 大阪 6233 森本　昭一 滋賀

潮のそよかぜRC 4 6357 松本　一也 兵庫 6372 近藤　宏昭 兵庫 6272 谷垣　治 兵庫 6001 南部　恭一 兵庫

ひとっぱしり 4 6220 仲井　秋雄 京都 6165 土井　正人 京都 7022 三木　直子 京都 7070 柿沼　良子 大阪

Bloomingチーム935 5 7033 豊岡　功三子 兵庫 6326 井関　雄治 京都 6434 阪口　正明 大阪 6080 津田　耕治 大阪 6173 六川　正也 奈良

BloomingチームSHISHO 5 6332 吉川　信行 大阪 6069 綱木　康朝 大阪 7063 白井　知子 滋賀 6334 殿水　利之 大阪 7030 綱木　展子 大阪

Bloomingチームウルトラマン 5 6303 角井　康二 大阪 7151 吉田　聡子 兵庫 6247 新村　勝久 大阪 6025 村田　幸一 大阪 7064 西田　文江 大阪

近畿大学学友会マラソン連合会 6 6428 籾井　隆宏 大阪 6429 増井　裕太 兵庫 6430 松尾　尚毅 大阪 6431 足助　吉紀 大阪 6432 山口　啓太 兵庫 6433 稲田　喬彦 奈良

FCショコラン＆ヘルスピアなかよし倶楽部 6 6074 水野　藤夫 京都 6106 高梨　昭生 大阪 6117 廣野　貴夫 京都 6118 柴田　公敏 京都 6363 柴田　学 京都 7050 浦辻　和代 京都

コナミスポーツクラブ香里園 6 6053 西浦　正法 大阪 6055 長井　彰義 大阪 6205 大本　浩嗣 大阪 6219 夕永　順次 大阪 6265 日下　幸二 大阪 7065 大本　華子 大阪

チームサミット 6 6176 山内　敏史 愛知 6489 今井　教文 愛知 6180 鈴木　克敏 愛知 6179 井上　修一 愛知 6177 石川　貴浩 愛知 6178 杉本　裕行 愛知

シーガーディアンズ 7 6098 瓜生　晴彦 京都 6099 丹後　正己 京都 6097 佐々木　春実 京都 6102 田鹿　丈康 京都 6100 梶山　尚樹 京都 6360 古川　禄基 京都 6380 高橋　克己 福井

チームササヤマ 9 6502 由良　仁 兵庫 6228 井口　照茂 兵庫 6185 井上　淳一 兵庫 7009 木内　千暁 兵庫 6346 野垣　幸男 兵庫 6352 近藤　純 兵庫 6389 森田　陽平 兵庫 6378 森本　務 滋賀 6203 吉永　耕平 兵庫

わか練！心の支えチーム60km 10 7014 石原　さやか 京都 6084 河田　史也 京都 6402 須原　清和 兵庫 6336 大槻　正輝 京都 6512 佐野　勇夫 東京 6325 和田　伸也 京都 7135 平岡　妙子 京都 7102 田中　律子 京都 6292 中野　司 大阪 7108 堀口　真由美 京都

YMRC和気藹々 10 6244 米岡　輝行 大阪 7036 星山　圭子 大阪 6241 山田　勝 大阪 7034 森本　明子 兵庫 6273 斉藤　智昭 大阪 7141 橋田　明子 大阪 7093 谷　晶子 大阪 6349 古浜　史朗 大阪 7103 小泉　裕子 大阪 7032 山下　純子 大阪

メンバー７ メンバー８ メンバー９ メンバー１０メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４ メンバー５ メンバー６
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