
第11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 2011/9/18　開催

100kmの部 人数

西京極RC 10 336 岡田 光正 1345 藤原 東洋 2213 谷 洋子 2133 井上 友美 275 井田 弘一 294 重谷 治男 1107 萬玉 一郎 1033 西村 弘毅 1180 南井 利昭 2262 小林 喜美子

”なおとも” 10 2215 脇本 友里香 2202 久野 淳子 2189 大村 美佳 1282 高原 徹 851 田井中 宏 849 中村 哲 790 大村 広之 702 山崎 直基 385 中川 隆二 299 東 秀明

FCショコランと仲間たち＋１ 10 462 森本 健 1275 益田 眞吾 1117 細川 英和 2135 河本 葉子 2169 川端 末子 2238 大西 千世子 452 奥野 節雄 259 高橋 啓介 321 水野 藤夫 1154 柴田 学

輝走倶楽部お笑い組 8 1380 蔵本 康孝 666 玉谷 哲郎 2167 坂根 充紀栄 426 須崎 幸雄 2210 山下 弘子 2260 岡野 美幸 787 岡崎 哲二 6 上島 学

わか練！心の支えチーム 8 1078 植田 真樹 943 長山 定巨 999 川尻 雅也 759 大場 聡 964 梶村 純一 1143 山本 光男 370 奥休場 昌洋 1095 藤田 勝之

HさんのTI-TANにあやかり隊 7 108 兵頭 哲 242 西原 禎志 333 岡田 伸一 626 渡辺 清 665 青木 直 1047 原田 和宜 2146 伊藤 裕加

豊中トライアスロンクラブ 7 2224 田中 あゆみ 985 田中 康裕 2186 了源 こなつ 392 渡邉 智 1051 橘 幸作 1022 久保 達明 1079 藤野 寿夫

チーム　チドリアシ 7 476 崎本 靖朋 343 津隈 治 467 西川 直斗 1099 辻本 弘 1344 酒田 光雄 398 森 憲一郎 349 西尾 吉弘

京走アスリートクラブ 6 486 新岡 康久 519 塚本 康裕 504 西田 繁明 595 秋葉 悟 2277 亀谷 里紗 1284 石田 克人

ホシデンACウルトラチーム 6 254 中村 義夫 1059 三木 健司 253 中尾 友彦 704 李 京浩 648 粟倉 邦明 326 窪田 昭吾

MOONRUN 6 1071 室崎 一朗 600 魚尾 英生 453 山下 政義 1069 得野 浩史 1080 中野 正 1098 北戸 圭三

ラン友ウルトラ 6 318 真木 隆司 355 福田 保 656 奈佐 祥正 1009 深谷 基行 1191 榊原 淳 1387 星川 史年

Ｔｅａｍ　伊賀人 5 509 近江 和男 845 植野 真也 901 辰巳 雄一 1014 島崎 喜成 1027 今村 久弥

滋賀医大ラグビー部ＯＢ 5 893 熊谷 直和 807 宇津 貴 771 小畑 利之 1034 堺 潤 641 小泉 修一

群馬TF 5 1087 大谷 哲也 1386 酒井 常夫 1085 田口 亮 2228 野沢 利美 2134 真塩 春子

輝走倶楽部ええやん組 5 201 今西 泰彦 945 鍵 修一 271 宮城 要 1120 沢田 竜彦 2151 黒川 和子

神戸ＰＩＪＣ還暦おやじ軍団＋ヤングＫ 5 407 加藤 英生 412 福家 賢太郎 501 金巻 友也 993 森川 紀昭 997 山本 裕史

＼（^o^）／完走！！ 4 1 宮本 博司 5 神谷 了 783 安達 丈泰 2214 森崎 朱美

北須磨クラブおとこぐみ 4 1418 竹本 準一 1224 大谷 昭仁 358 清水 一行 109 三宅 慶樹

江戸一ランナーズクラブ 4 2111 高津 久美子 1263 三村 健治 894 田中 一朗 729 伊藤 勝美

ＹＭＲＣがんばるぞ！ 4 361 久一 清志 735 満尾 孝二 374 大崎 満男 689 吉田 廉

チーム・ニシムラ 4 340 小林 正史 1163 木原 崇雄 1211 馬場 春男 1292 石川 明弘

teamやんちゃ村 4 2161 西脇 えみ 2275 宇佐美 展子 2127 前田 こずえ 490 西脇 哲也

牧の里楽しく走ろう会 3 459 三浦 俊和 362 新元 一弘 1005 石原 健一

裏六甲サブスリー会　 3 384 稲次 寿史 762 中田 龍一郎 1126 野本 智司

北須磨クラブおんなぐみ 3 2233 青田 ひさみ 2003 村部 寿子 2156 石原 秀美

姫路フャイヤーマン 3 1041 井垣 守人 1042 小野 晴久 1043 井上 裕登

チームらんでぶぅ 3 819 二宮 啓樹 954 大西 信秀 1031 増田 敦生

スカイハイ 3 1348 川島 和輝 597 但馬 聡 1234 山田 和弘

ゼオス泉佐野 3 2123 澤野 千春 2124 島袋 博子 2125 木原 雅世

うたつみ 3 4 天野 一之 350 野村 豊樹 419 棚橋 尉行

Team HEY! 3 1332 松崎 秀彰 2270 池島 悦子 2269 内窪 洋子

ROLL-OUT 3 1450 木下 秀成 931 外山 貴大 817 松尾 憲

富山大学陸上競技部 3 708 安藤 賢司 1077 大塚 光哉 2245 宮原 周子
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第11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 2011/9/18　開催

グループ名 人数

YMRC一生懸命 10 6213 米岡 輝行 6282 森藤 登 7090 小泉 裕子 6221 山田 勝 7075 藤田 幸代 7068 米岡 美代子 7065 森 律子 6298 石黒 大右 6392 斉藤 智昭 7009 森本 明子

コナミスポーツクラブ香里園 8 6031 兵頭 弘幸 7059 前野 智子 6193 日下 幸二 6460 萩原 義 6027 竹村 正美 6258 西浦 正法 6194 長井 彰義 6198 夕永 順次

近畿大学学友会マラソン部 8 6492 増井 裕太 6493 松尾 尚毅 6494 足助 吉紀 6495 山口 啓太 6496 稲田 喬彦 6497 名嘉 克馬 7165 高橋 沙紀

たけうちＲＣ 6 6299 武内 満男 6296 仲井 秋雄 6146 土井 正人 6176 杉山 潔志 7019 三木 直子

Blooming【零号機】 6 6359 吉川 信行 6313 角井 康二 6152 岡田 伸太郎 7017 永井 英美 7064 西田 文江 7081 白井 知子

Blooming【初号機】 6 6312 新村 勝久 6183 六川 正也 6155 綱木 康朝 7071 森田 幸子 7088 井上 泰子 7029 和田 博美

チーム’Ｏ 6 6243 橋爪 崇 6260 橋本 泰輔 6252 高寺 正浩 6269 中山 佳雅 6306 八木 達

わか練！心の支えチーム 6 7112 桑谷 奈緒美 7151 藤田 絹子 6017 小田 健司 6160 山本 功児 6431 大槻 正輝 7163 安達 玲子

チーム・サミット 5 6216 山内 敏史 6217 石川 貴浩 6218 杉本 裕行 6219 井上 修一 6220 今井 教文

Blooming【弐号機】 5 6247 殿水 利之 7030 豊岡 功三子 7148 北岡 一枝 7103 繁富 千穂 6318 井関 雄治

枚方マスターズ 4 6001 山根 文雄 6129 近藤 康由 7046 平井 恵美子 6528 藤田 大

FCショコランと仲間たち 4 7044 浦辻 和代 6136 高梨 昭生 6351 福原 竹男 6127 廣野 貴夫

Team ZUKU 3 6019 今田 健一 6086 網野 智幸 7006 今田 寿江

ＴＵＢＡＳＡ陸上部 3 6341 高橋 聖史 6215 山口 祐二 6206 仲村 修

途中ヶ丘ＲＣ＋α 3 6393 芝野 元気 6352 上嶋 晃弘 7035 上嶋 まど華

豊中トライアスロンクラブ 3 6066 三野 朋一 6153 倉井 由章 6100 森下 立夫

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


	100kmの部
	60kmの部

