
2006京都丹波ロードレース大会

船井郡陸上競技協会
丹波自然運動公園

レース別　成績一覧

1 1部　男子10ｋｍ29歳以下
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5 0:33:17 新岡　康久 ﾆｲｵｶﾔｽﾋｻ 京走AC 京都府
2 40 0:33:25 宮地　吾朗 ﾐﾔﾁｺﾞﾛｳ 大久保自衛隊 京都府
3 51 0:34:16 三觜　啓史 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ - 京都府
4 38 0:34:49 中武　宏之 ﾅｶﾀｹﾋﾛﾕｷ 大久保自衛隊 京都府
5 46 0:36:14 上田　直矢 ｳｴﾀﾞﾅｵﾔ 大久保自衛隊 京都府
6 43 0:36:41 山崎　団 ﾔﾏｻﾞｷﾀﾞﾝ 大久保自衛隊 京都府
7 44 0:36:59 平松　隆弥 ﾋﾗﾏﾂﾀｶﾔ 大久保自衛隊 京都府
8 7 0:37:21 北野　志労 ｷﾀﾉ 株式会社マルヤマ 京都府
9 41 0:37:37 伊藤　敬太郎 ｲﾄｳｹｲﾀﾛｳ 大久保自衛隊 京都府
10 33 0:37:38 児玉　啓介 ｺﾀﾞﾏｹｲｽｹ 西舞鶴高校 京都府
11 42 0:37:54 大島　健史 ｵｵｼﾏｹﾝｼﾞ 大久保自衛隊 京都府
12 45 0:38:00 田中　康裕 ﾀﾅｶﾔｽﾋﾛ 大久保自衛隊 京都府
13 37 0:38:25 今井　純平 ｲﾏｲｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大久保自衛隊 京都府
14 67 0:38:43 山崎　哲也 ﾔﾏｻｷ ﾃﾂﾔ ローム 京都府
15 47 0:38:53 中塚　賢吾 ﾅｶﾂｶｹﾝｺﾞ 大久保自衛隊 京都府
16 36 0:38:53 土保　雄一 ﾂﾁｶｽﾕｳｲﾁ 近畿ｱｽﾘｰﾄ倶楽部 京都府
17 39 0:39:47 田中　裕真 ﾀﾅｶﾕｳﾏ 大久保自衛隊 京都府
18 62 0:41:15 小林　祐希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ - 愛知県
19 65 0:43:43 山根　恵太 ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ - 滋賀県
20 64 0:43:51 福田　大悟 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ - 京都府
21 68 0:44:11 坂井　宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
22 21 0:45:40 横田　貴久 ﾖｺﾀﾀｶﾋｻ - 京都府
23 14 0:46:30 井口　智博 ｲｸﾞﾁﾄﾓﾋﾛ 美山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
24 69 0:46:34 児嶋　岳志 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ - 大阪府
25 55 0:46:45 村田　佳智 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾄﾓ ＳＡＮＫＯ 京都府
26 25 0:46:51 俣野　雄一郎 ﾏﾀﾉﾕｳｲﾁﾛｳ 美山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
27 58 0:47:01 山本　崇之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 柳池ランナーズ 滋賀県
28 18 0:47:31 野田　晋太郎 ﾉﾀﾞｼﾝﾀﾛｳ - 大阪府
29 26 0:47:58 伴田　直也 ﾊﾝﾀﾞﾅｵﾔ - 京都府
30 48 0:48:58 森川　大輔 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
31 12 0:49:18 西原　寛貴 ﾆｼﾊﾗﾋﾛﾀｶ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
32 31 0:49:25 後藤　芳明 ｺﾞﾄｳﾖｼｱｷ - 京都府
33 66 0:49:48 山崎　大輔 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
34 11 0:49:54 平井　祐司　 ﾋﾗｲﾕｳｼﾞ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
35 15 0:50:14 伊井野　篤 ｲｲﾉｱﾂｼ - 京都府
36 76 0:50:26 小野　智史 ｵﾉ ｻﾄｼ - 京都府
37 13 0:50:33 射場　昌史 ｲﾊﾞﾏｻﾌﾐ 産業資材販売㈱ 京都府
38 73 0:51:15 北出　哲也 ｷﾀﾃﾞ ﾃﾂﾔ - 京都府
39 28 0:51:46 岩見　祐磨 ｲﾜﾐﾕｳﾏ ㈱京都マツダ 滋賀県
40 22 0:52:07 ディビッド　ホールマン ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞﾎｰﾙﾏﾝ 殿田中学校 京都府
41 27 0:52:13 岩井　雄矢 ｲﾜｲｶﾂﾔ 丹波養護学校 京都府
42 80 0:52:24 出野　豪宏 ｲﾃﾞﾉ ﾀｹﾋﾛ - 京都府
43 61 0:53:22 辻井　康平 ﾂｼﾞｲ ｺｳﾍｲ - 大阪府
44 63 0:53:32 江崎　拓 ｴｻﾞｷ ﾋﾗｸ - 大阪府
45 30 0:53:44 柏木　隼人 ｶｼﾜｷﾞﾊﾔﾄ - 京都府
46 19 0:54:16 山﨑　公暁 ﾔﾏｻﾞｷｷﾐｱｷ - 京都府
47 3 0:54:19 木下　裕治 ｷﾉｼﾀﾕｳｼﾞ 京都食品 京都府
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順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
48 59 0:54:28 溝淵　恭平 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ トリトンラン 京都府
49 20 0:56:13 山﨑　史陽 ﾔﾏｻﾞｷﾌﾐﾊﾙ - 京都府
50 75 0:56:15 細尾　洋介 ﾎｿｵ ﾖｳｽｹ - 京都府
51 78 0:56:25 中村　真吉 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｷﾁ - 京都府
52 50 0:56:40 斉藤　大明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 京都ランナーズ 大阪府
53 70 0:57:46 田中　衛 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ - 京都府
54 57 0:58:02 林　伸幸 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都府
55 52 0:58:40 牧　十吉 ﾏｷ ｼﾞｭｳｷﾁ 生田産機工業 京都府
56 79 0:58:42 島田　泰治 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞ - 京都府
57 81 0:58:47 井上　泰佑 ｲﾉｳｴ ﾀｲｽｹ - 京都府
58 74 0:59:18 加藤　淳 ｶﾄｳ ｱﾂｼ - 京都府
59 23 0:59:37 金　昌煥 ｷﾝｼｮｳｶﾝ - 京都府
60 1 1:00:05 松下　進也 ﾏﾂｼﾀｼﾝﾔ - 京都府
61 24 1:00:44 大野　一也 ｵｵﾉｶｽﾞﾔ - 京都府
62 6 1:01:03 北川　善貴 ｷﾀｶﾞﾜﾖｼﾀｶ 丹波養護学校 京都府
63 56 1:01:12 谷本　幸貞 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｷｻﾀﾞ - 和歌山県
64 60 1:01:34 福岡　宏海 ﾌｸｵｶ ﾋﾛﾐ - 大阪府
65 54 1:02:00 村岸　利彦 ﾑﾗｷﾞｼ ﾄｼﾋｺ ＳＡＮＫＯ 京都府
66 53 1:02:32 小林　浩之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
67 49 1:02:33 浦野　文孝 ｳﾗﾉ ﾌﾐﾀｶ - 京都府
68 71 1:03:20 尾亀　勝哉 ｵｶﾞﾒ ﾏｻﾔ - 大阪府
69 29 1:03:42 岡田　賢二 ｵｶﾀﾞｹﾝｼﾞ - 兵庫県
70 32 1:04:45 上村　一貴 ｳｴﾑﾗｶｽﾞｷ 西舞鶴高校 京都府
71 77 1:05:16 浦野　彬博 ｳﾗﾉ ｱｷﾋﾛ - 京都府
72 2 1:05:29 山本　浩太 ﾔﾏﾓﾄｺｳﾀ 三菱コウタロー 京都府
73 72 1:10:44 森脇　公久 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾋｻ ビックフェイス 京都府
74 8 1:16:42 金　純男 ｷﾝｽﾐｵ - 京都府
75 9 1:17:49 古川　洋平 ﾌﾙｶﾜﾖｳﾍｲ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
76 34 1:20:59 土井　まなぶ ﾄﾞｲﾏﾅﾌﾞ ﾎｰﾑｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 滋賀県

2 2部　男子10ｋｍ30歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 111 0:34:59 田中　克典 ﾀﾅｶｶﾂﾉﾘ 綾部社会福祉協議会 京都府
2 207 0:36:27 鎌田　浩之 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 99BLUES 京都府
3 103 0:37:55 森下　耕太郎 ﾓﾘｼﾀｺｳﾀﾛｳ Team　P-man 京都府
4 217 0:38:33 長澤　泰輔 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｲｽｹ - 京都府
5 232 0:38:37 大橋　優 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾙ - 大阪府
6 211 0:39:05 大植　誠 ｵｵｳｴ ﾏｺﾄ 山鳩ランチ大 奈良県
7 175 0:39:30 原　由行 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ コスパ京都 京都府
8 229 0:39:33 田中　和憲 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ - 京都府
9 180 0:39:51 奥村　康仁 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ - 京都府
10 145 0:39:52 赤畠　光一 ｱｶﾊﾀ ｺｳｲﾁ - 京都府
11 109 0:39:58 川勝　洋太 ｶﾜｶﾂﾖｳﾀ 京都学園大AC 京都府
12 102 0:40:01 上出　哲也 ｶﾐﾃﾞﾃﾂﾔ 京田辺市駅伝部 京都府
13 200 0:40:09 河田　建史 ｶﾜﾀ ﾀﾂｼ - 京都府
14 124 0:40:43 片桐　義明 ｶﾀｷﾞﾘﾖｼｱｷ - 京都府
15 141 0:40:44 足立　和弘 ｱﾀﾞﾁｶｽﾞﾋﾛ - 京都府
16 220 0:40:56 大塚　晋一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ - 京都府
17 186 0:40:59 土屋　俊之 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾕｷ - 滋賀県
18 236 0:42:11 上辻　祐宏 ｳｴﾂｼﾞ 六反田ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ 京都府
19 148 0:42:22 池　政志 ｲｹ ｾｲｼﾞ 池税理士事務所 京都府
20 228 0:42:39 岡崎　満 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾙ - 京都府
21 123 0:42:49 亀井　仁志 ｶﾒｲﾋﾄｼ チーム　ロヂアン 滋賀県
22 105 0:43:00 篠田　隆史 ｼﾉﾀﾞﾀｶﾌﾐ - 大阪府
23 213 0:43:03 田村　元起 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
24 126 0:43:23 岡本　一宏 ｵｶﾓﾄ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
25 106 0:43:53 村上　忠壽 ﾑﾗｶﾐﾀﾀﾞﾋｻ - 奈良県
26 101 0:44:13 野村　浩晃 ﾉﾑﾗﾋﾛｱｷ ㈱八木商店 京都府
27 153 0:44:24 i　ketutsuweca ｲ ｸﾄｩｯｽｳｪﾁｬ - 京都府
28 118 0:44:25 池町　員征 ｲｹﾏﾁｶｽﾞﾕｷ - 兵庫県
29 227 0:44:25 一志　学 ｲｯｼ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
30 171 0:44:49 山田　篤志 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ - 大阪府
31 174 0:45:17 竹下　栄二 ﾀｹｼﾀ ｴｲｼﾞ チームロヂアン 京都府
32 116 0:45:27 和田　満 ﾜﾀﾞ - 奈良県
33 184 0:45:58 野田　文隆 ﾉﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ - 京都府
34 137 0:46:09 吉島　裕登 ﾖｼｼﾞﾏﾋﾛﾄ 西ﾉ里ランナーズ 京都府
35 151 0:46:14 松井　崇 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ チキチキＲＣ 京都府
36 122 0:46:25 ﾏｲｹﾙ　ﾃﾞ　ﾊﾞｰ ﾏｲｹﾙﾃﾞﾊﾞｰ - 京都府
37 138 0:46:28 沼田　昌年 ﾇﾏﾀﾏｻﾄｼ ラ・ミーコ 京都府
38 150 0:47:03 守屋　政信 ﾓﾘﾔ ﾏｻﾉﾌﾞ - 京都府
39 177 0:47:12 吉村　裕志 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛｼ - 京都府
40 170 0:47:12 中島　保志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾎｼ - 京都府
41 225 0:47:17 長谷川　寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ - 京都府
42 110 0:47:20 清水　宏哉 ｼﾐｽﾞﾋﾛﾔ - 京都府
43 134 0:47:31 阿草　太吉 ｱｸﾞｻﾀｲﾖｼ 健脚倶楽部 京都府
44 104 0:47:36 下西　基文 ｼﾓﾆｼﾓﾄﾌﾐ シレーヌ 京都府
45 107 0:47:54 阿野　泰彦 ｱﾉﾔｽﾋｺ - 京都府
46 143 0:48:22 沼田　国彦 ﾇﾏﾀｸﾆﾋｺ ラ・ミーコ 京都府
47 221 0:48:26 長澤　修 ﾅｶﾞｻﾜ ｵｻﾑ - 京都府
48 230 0:48:39 久世　裕久 ｸｾﾞ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
49 125 0:48:46 平賀　大介 ﾋﾗｶﾞﾀﾞｲｽｹ - 大阪府
50 162 0:48:48 田中　宏一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ ☆☆☆ライト 京都府
51 133 0:48:57 高野　健治 ﾀｶﾉｹﾝｼﾞ - 京都府
52 181 0:49:00 野原　武 ﾉﾊﾗ ﾀｹｼ - 京都府
53 163 0:49:14 那谷　典史 ﾅﾀ ﾖｼﾌﾐ 生田産機工業 京都府
54 159 0:49:18 宅間　博昭 ﾀｸﾏ ﾋﾛｱｷ - 京都府
55 218 0:49:38 安井　祥人 ﾔｽｲ ﾖｼﾄ ビックフェイス 京都府
56 195 0:49:39 後藤　宏司 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ - 大阪府
57 130 0:49:57 田中　一成 ﾀﾅｶｶｽﾞﾅﾘ ﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰｻﾌﾞﾛｸ 京都府
58 222 0:49:58 角田　慎一 ｶｸﾀ ｼﾝｲﾁ ＮＩＳＳＩＮ 京都府
59 199 0:50:09 垣谷　智弘 ｶｷﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ - 京都府
60 131 0:50:26 三田　真平 ﾐﾀｼﾝﾍﾟｲ - 京都府
61 169 0:50:57 早瀬　わたる ﾊﾔｾ ﾜﾀﾙ - 京都府
62 136 0:50:58 西久保　秀樹 ﾆｼｸﾎﾞﾋﾃﾞｷ - 兵庫県
63 128 0:51:37 松永　茂樹 ﾏﾂﾅｶﾞｼｹﾞｷ ㈱京都マツダ 京都府
64 149 0:51:44 菊地　英之 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ - 東京都
65 198 0:52:27 船越　直樹 ﾌﾅｺｼ ﾅｵｷ 京都マツダ 京都府
66 173 0:52:29 多田　孝清 ﾀﾀﾞ ﾀｶｷﾖ ＴＡＤＤＹＲＣ 京都府
67 127 0:52:30 井上　裕嗣 ｲﾉｳｴﾋﾛﾂｸﾞ - 京都府
68 209 0:52:36 平井　輝久 ﾋﾗｲ ﾃﾙﾋｻ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
69 214 0:52:42 田井　雅也 ﾀｲ ﾏｻﾔ Ｙ２Ｃ＆Ｍ 京都府
70 144 0:52:54 岡本　仁 ｵｶﾓﾄﾋﾄｼ - 京都府
71 210 0:53:02 高野　喜博 ﾀｶﾉ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
72 167 0:53:03 宮澤　淳 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾂｼ - 京都府
73 146 0:53:08 中尾　修也 ﾅｶｵ ﾉﾌﾞﾔ 二人はセカンド 京都府
74 185 0:53:14 池尾　幸司 ｲｹｵ ｺｳｼﾞ - 大阪府
75 189 0:53:17 桂　伸也 ｶﾂﾗ ｼﾝﾔ ＢＦランナーズ 京都府
76 129 0:53:18 佐野　英博 ｻﾉﾋﾃﾞﾋﾛ - 京都府
77 204 0:53:24 馬詰　勝 ﾏﾂﾞﾒ ﾏｻﾙ 茅翔会 京都府
78 142 0:53:24 沼田　克彦 ﾇﾏﾀｶﾂﾋｺ ラ・ミーコ 京都府
79 135 0:53:26 正木　宏和 ﾏｻｷﾋﾛｶｽﾞ - 京都府
80 172 0:53:35 岩瀬　博人 ｲﾜｾ ﾋﾛﾄ がじょうかい 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
81 179 0:53:39 糸井　宏輔 ｲﾄｲ ｺｳｽｹ - 京都府
82 161 0:53:41 野村　亮雄 ﾉﾑﾗ ｱｷｵ - 京都府
83 165 0:53:43 貴島　康彰 ｷｼﾞﾏ ﾔｽｱｷ 生田産機工業 京都府
84 182 0:54:09 川口　公嗣 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ＳＡＮＫＯ 京都府
85 197 0:54:28 中路　貴文 ﾅｶｼﾞ ﾀｶﾌﾐ - 京都府
86 112 0:54:30 坂本　暁人 ｻｶﾓﾄｱｷﾄ - 京都府
87 202 0:54:52 松苗　裕久 ﾏﾂﾅｴ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
88 226 0:54:53 細見　大介 ﾎｿﾐ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
89 157 0:55:07 今西　数也 ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞﾔ - 京都府
90 117 0:55:12 岩内　守 ｲﾜｳﾁﾏﾓﾙ - 京都府
91 203 0:55:25 山本　浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ - 奈良県
92 212 0:55:25 田中　信頼 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖﾘ - 京都府
93 147 0:55:30 水野　宏之 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
94 223 0:55:33 山野　靖展 ﾔﾏﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ ＲＯＨＭＰＡＥ 京都府
95 194 0:55:46 南　昌作 ﾐﾅﾐ ｼｮｳｻｸ - 大阪府
96 132 0:56:00 大賀　克則 ｵｵｶﾞｶﾂﾉﾘ - 京都府
97 216 0:56:14 西村　晴久 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾋｻ - 大阪府
98 108 0:56:19 平野　隆司 ﾋﾗﾉﾀｶｼ NPD 京都府
99 193 0:56:46 川西　拓人 ｶﾜﾆｼ ﾀｸﾄ - 大阪府
100 119 0:56:47 松尾　博史 ﾏﾂｵﾋﾛｼ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
101 155 0:56:50 小牧　保彦 ｺﾏｷ ﾔｽﾋｺ - 京都府
102 168 0:57:21 西原　裕紀 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｷ - 京都府
103 158 0:57:22 廣島　正泰 ﾋﾛｼﾏ ﾏｻﾔｽ - 京都府
104 113 0:57:24 坂本　宏輝 ｻｶﾓﾄﾋﾛｷ - 京都府
105 187 0:57:50 村上　岳史 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ ベア・ドリーム 京都府
106 191 0:57:53 松永　典騰 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘﾄｼ - 京都府
107 121 0:58:07 村上　裕樹 ﾑﾗｶﾐﾋﾛｷ チーム・ロヂアン 京都府
108 234 0:58:31 酒井　教昭 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ - 京都府
109 166 0:58:59 塩野　忠人 ｼｵﾉ ﾀﾀﾞﾄ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
110 206 0:59:02 河原　巧 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ - 京都府
111 178 0:59:31 伊藤　猛 ｲﾄｳ ﾀｹｼ - 京都府
112 231 0:59:58 西田　哲也 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ - 京都府
113 114 1:00:05 政岡　豪 ﾏｻｵｶｺﾞｳ - 京都府
114 192 1:00:15 若林　幸作 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｻｸ チーム 京都府
115 120 1:01:24 早川　義照 ﾊﾔｶﾜﾖｼﾃﾙ 健脚倶楽部 京都府
116 164 1:01:30 北村　建児 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
117 139 1:01:40 山本　紀弘 ﾔﾏﾓﾄﾉﾘﾋﾛ - 奈良県
118 183 1:03:21 内藤　智之 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ ＳＡＮＫＯ 京都府
119 188 1:05:27 山口　雅也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ おちゃっぴず 大阪府
120 176 1:08:38 小西　健二 ｺﾆｼ ｹﾝｼﾞ 生田産機工業 京都府
121 140 1:09:08 藤江　隆志 ﾌｼﾞｴﾀｶｼ - 大阪府
122 156 1:09:16 山下　智 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ - 京都府
123 190 1:09:33 横関　真 ﾖｺｾﾞｷ ﾏｺﾄ - 京都府
124 208 1:09:53 木下　正祐 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
125 215 1:13:53 菅生　和樹 ｽｺﾞｳ ｶｽﾞｷ - 京都府
126 196 1:14:05 鹿島　かつひさ ｶｼﾏ ｶﾂﾋｻ - 愛知県
127 205 1:22:08 松塚　慎一 ﾏﾂﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ - 大阪府

3 3部　男子10ｋｍ40歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 351 0:32:36 吉田　章 ﾖｼﾀﾞｱｷﾗ ｺﾉﾐﾔ高槻ＲＣ 大阪府
2 348 0:33:25 鈴木　直政 ｽｽﾞｷﾅｵﾏｻ ダスキン山城 京都府
3 360 0:33:38 古野　修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 桂川走友会 京都府
4 308 0:34:56 小牧　智明 ｺﾏｷﾄﾓｱｷ Team　P-man 京都府
5 302 0:35:00 川辺　敬 ｶﾜﾍﾞﾀｶｼ 三菱自動車京都 京都府
6 314 0:36:00 植木　康夫 ｳｴｷﾔｽｵ 西城陽高校教諭 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
7 310 0:36:35 辻横　常久 ﾂｼﾞﾖｺツﾈﾋｻ 宝が池STC 京都府
8 335 0:36:59 小倉　範夫 ｵｸﾞﾗﾉﾘｵ - 兵庫県
9 337 0:37:18 宮本　定樹 ﾐﾔﾓﾄｻﾀﾞｷ 金田きりん公園RC 大阪府
10 343 0:37:28 児玉　栄一郎 ｺﾀﾞﾏｴｲｲﾁﾛｳ - 京都府
11 321 0:38:01 にしむらみさお ﾆｼﾑﾗﾐｻｵ 長渕会 京都府
12 393 0:38:59 八木　堅次 ﾔｷﾞ ｹﾝｼﾞ 南桑中学校 京都府
13 323 0:39:18 湯浅　浩史 ﾕｱｻﾋﾛｼ 京都地裁陸上部 京都府
14 459 0:39:26 谷口　義明 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ - 京都府
15 457 0:39:49 鷹多　雅之 ﾀｶﾀ ﾏｻﾕｷ - 大阪府
16 415 0:39:59 金山　重徳 ｶﾅﾔﾏ ｼﾞｭｳﾄｸ チーム韋駄天 京都府
17 306 0:40:28 明田　泰弘 ｱｹﾀﾞﾔｽﾋﾛ Team　P-man 京都府
18 404 0:40:36 小山　博之 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
19 333 0:41:02 古田　博光 ﾌﾙﾀﾋﾛﾐﾂ 桂川走友会 京都府
20 427 0:41:25 今井　徳郎 ｲﾏｲ ﾉﾘｵ - 滋賀県
21 330 0:41:30 上林　太志 ｳｴﾊﾞﾔｼﾌﾄｼ - 京都府
22 334 0:41:58 小山　正幸 ｺﾔﾏﾏｻﾕｷ - 京都府
23 442 0:42:04 中井　和彦 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ ちーむもも組 兵庫県
24 405 0:42:13 山西　雅洋 ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 青葉学園 京都府
25 350 0:42:50 谷口　美樹男 ﾀﾆｸﾞﾁﾐｷｵ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
26 412 0:42:52 近藤　政春 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ - 京都府
27 324 0:43:02 永江　幸一 ﾅｶﾞｴﾕｷｶｽﾞ 京田辺市役所 京都府
28 307 0:43:17 三宅　文彦 ﾐﾔｹﾌﾐﾋｺ - 兵庫県
29 315 0:43:24 宮川　太郎 ﾐﾔｶﾞﾜﾀﾛｳ - 京都府
30 309 0:43:27 山根　稔教 ﾔﾏﾈﾄｼﾉﾘ - 京都府
31 354 0:43:37 杉谷　均 ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾄｼ - 京都府
32 445 0:43:45 西川　康史 ﾆｼｶﾜ ﾔｽｼ 太陽ヶ丘ｊｃ 京都府
33 382 0:43:48 中佐　昌弘 ﾅｶｻ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
34 436 0:43:52 中西　一就 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ - 京都府
35 420 0:44:02 石田　貴幸 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ - 大阪府
36 340 0:44:06 荻野　和大 ｵｷﾞﾉｶｽﾞﾋﾛ 桂酔走楽団陸上部 京都府
37 408 0:44:17 中上　達矢 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ ＢＩＧ　１ 京都府
38 320 0:44:34 西田　隆彦 ﾆｼﾀﾞﾀｶﾋｺ ランランクラブ 京都府
39 385 0:44:56 西村　耕三 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ ゆうちゃんず 京都府
40 312 0:44:56 小見　弘 ｺﾐﾋﾛｼ - 京都府
41 362 0:45:02 仲野　邦浩 ﾅｶﾉ ｸﾆﾋﾛ - 京都府
42 322 0:45:11 馬杉　庄二 ﾏｽｷﾞｼｮｳｼﾞ - 滋賀県
43 402 0:45:15 森口　一明 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ ＮＡＶＹ 京都府
44 349 0:45:18 角谷　誠 ｶｸﾀﾆﾏｺﾄ - 兵庫県
45 303 0:45:22 平野　慶三 ﾋﾗﾉｹｲｿﾞｳ Team　P-man 京都府
46 318 0:45:42 池田　靖雄 ｲｹﾀﾞﾔｽｵ - 京都府
47 344 0:45:56 奥野　寿士 ｵｸﾉﾄｼｼﾞ - 京都府
48 392 0:45:58 越野　宏治 ｺｼﾉ ｺｳｼﾞ - 京都府
49 441 0:46:01 藤浪　幹也 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾐｷﾔ 楽風ランナーズ 京都府
50 403 0:46:09 黒田　巧 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
51 355 0:46:15 上山　弘泰 ｳｴﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ - 兵庫県
52 391 0:46:17 林　房和 ﾊﾔｼ ﾌｻｶｽﾞ - 京都府
53 423 0:46:18 北尾　直 ｷﾀｵ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
54 345 0:46:32 神尾　真貯 ｶﾐｵ - 奈良県
55 419 0:46:49 堀本　善昭 ﾎﾘﾓﾄ ﾖｼｱｷ - 京都府
56 435 0:46:52 中渡瀬　隆 ﾅｶﾜﾀｾ ﾀｶｼ 宝蔵院流槍術 奈良県
57 325 0:46:59 畑段　隆浩 ﾊﾀﾀﾞﾝﾀｶﾋﾛ - 京都府
58 369 0:47:02 吉川　忠男 ﾖｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
59 447 0:47:19 稲手　邦彦 ｲﾅﾃ ｸﾆﾋｺ ＳＥＩＳＩＮ 京都府
60 379 0:47:42 長谷川　満 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 火曜夜御所走会 京都府
61 463 0:47:48 森脇　徹 ﾓﾘﾜｷﾄｵﾙ - 京都府
62 367 0:47:53 粟倉　繁一 ｱﾜｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 京都ＹＥＧ楽風 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
63 326 0:48:18 人羅　浩基 ﾋﾄﾗﾋﾛｷ - 京都府
64 372 0:48:19 佐々木　恒光 ｻｻｷ ﾂﾈﾐﾂ - 京都府
65 311 0:48:21 豊岡　満男 ﾄﾖｵｶﾐﾂｵ - 京都府
66 364 0:48:37 大橋　洋 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
67 394 0:48:54 田中　久喜 ﾀﾅｶ ﾋｻｷ - 京都府
68 456 0:48:57 澤井　秀次 ｻﾜｲ ｼｭｳｼﾞ - 京都府
69 386 0:49:00 溝淵　智一 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ トリトンラン 京都府
70 304 0:49:01 高木　輝 ﾀｶｷﾞﾃﾙ 近畿農政局AC 大阪府
71 356 0:49:05 広野　武 ﾋﾛﾉ ﾀｹｼ トーハンスー 京都府
72 338 0:49:12 中村　信二 ﾅｶﾑﾗｼﾝｼﾞ U-Kikun 京都府
73 446 0:49:18 吉野　公敏 ﾖｼﾉ ｷﾐﾄｼ 吉野ファミリー 滋賀県
74 437 0:49:40 川見　均 ｶﾜﾐ ﾋﾄｼ ドルフィンＲＣ 京都府
75 395 0:49:59 熊崎　哲雄 ｸﾏｻﾞｷ ﾃﾂｵ ＳＡＮＫＯ 京都府
76 409 0:50:01 藤田　智 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ - 京都府
77 462 0:50:14 田中　典臣 ﾀﾅｶﾂﾈｵﾐ 登坂車線 京都府
78 407 0:50:44 高橋　伸雄 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ - 京都府
79 426 0:50:46 吉田　昌平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ - 京都府
80 371 0:51:00 常　譲二 ﾂﾈ ｼﾞｮｳｼﾞ - 京都府
81 389 0:51:03 上林　忠史 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ クラブピア 京都府
82 327 0:51:32 弓下　真司 ﾕﾐｼﾀｼﾝｼﾞ - 京都府
83 366 0:51:45 向井　正明 ﾑｶｲ ﾏｻｱｷ - 京都府
84 383 0:51:49 仁井　裕幸 ﾆｲ ﾋﾛﾕｷ 日本酒友の会 大阪府
85 451 0:51:57 山本　恭夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ - 兵庫県
86 454 0:52:13 川村　之博 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ - 兵庫県
87 398 0:52:21 信楽　和也 ｼｶﾞﾗｷ ｶｽﾞﾔ - 京都府
88 417 0:52:24 所　泰司 ﾄｺﾛ ﾔｽｼ 京都ＹＥＧ 京都府
89 461 0:52:37 渡壁　史朗 ﾜﾀｶﾍﾞ ｼﾛｳ - 広島県
90 444 0:52:49 野村　清治 ﾉﾑﾗ ｷﾖﾊﾙ - 京都府
91 368 0:52:52 山梨　彰一 ﾔﾏﾅｼ ｼｮｳｲﾁ 楽風ランナーズ 京都府
92 375 0:53:14 西本　武史 ﾆｼﾓﾄ ﾀｹｼ 嵯峨野小学校 京都府
93 387 0:53:56 加納　真史 ｶﾉｳ ﾏｻｼ 柳池ランナーズ 京都府
94 414 0:54:00 川崎　剛市 ｶﾜｻｷ ｺｳｲﾁ チーム 兵庫県
95 460 0:54:18 森脇　俊之 ﾓﾘﾜｷ ﾄｼﾕｷ - 京都府
96 438 0:54:20 三崎　寿之 ﾐｻｷ ﾄｼﾕｷ 柳池ランナーズ 京都府
97 380 0:54:30 洲崎　章弘 ｽｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 洲崎鋳工 京都府
98 434 0:54:35 内藤　禎 ﾅｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ - 兵庫県
99 341 0:54:55 木村　泰久 ｷﾑﾗﾔｽﾋｻ - 京都府
100 401 0:55:22 西村　篤史 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ ＮＡＶＹ 京都府
101 353 0:55:32 竹島　康人 ﾀｹｼﾏﾔｽﾄ 精華町役場 京都府
102 352 0:55:56 加藤　武彦 ｶﾄｳﾀｹﾋｺ - 京都府
103 377 0:56:06 鈴木　新 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ - 京都府
104 429 0:56:30 赤崎　秀希誉 ｱｶｻｷ ﾋﾃﾞｷﾖ 関西電力㈱ 京都府
105 346 0:56:35 中島　仁一 ﾅｶｼﾞﾏﾏｻｶｽﾞ 中島クリニック 奈良県
106 319 0:56:43 富樫　保 ﾄｶﾞｼﾀﾓﾂ - 京都府
107 357 0:56:50 藤勝　敏彦 ﾌｼﾞｶﾂ ﾄｼﾋｺ ベアドリーム 京都府
108 449 0:57:11 江藤　克彦 ｴﾄｳ ｶﾂﾋｺ - 京都府
109 450 0:57:43 細谷　良広 ﾎｿﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
110 443 0:58:17 山田　拓広 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾋﾛ 楽風ランナーズ 京都府
111 432 0:58:30 田尾　雅宏 ﾀｵ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
112 365 0:58:41 山本　泰正 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ - 京都府
113 378 0:58:59 山田　直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
114 455 0:59:11 浅井　和雄 ｱｻｲ ｶｽﾞｵ - 京都府
115 331 0:59:13 谷口　順一 ﾀﾆｸﾞﾁｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
116 313 0:59:19 神社　久良 - 三段池RC 京都府
117 400 0:59:22 村岡　一男 ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞｵ ＮＡＶＹ 滋賀県
118 440 0:59:27 山田　一樹 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
119 305 1:00:11 田中　豊司 ﾀﾅｶﾄﾖｼ - 京都府
120 317 1:00:50 北川　貴博 ｷﾀｶﾞﾜﾀｶﾋﾛ - 京都府
121 428 1:01:04 青松　龍雄 ｱｵﾏﾂ ﾀﾂｵ - 京都府
122 376 1:01:08 西澤　耕一 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ - 京都府
123 425 1:01:13 藤田　次郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾛｳ - 京都府
124 458 1:01:36 山領　　正 ﾔﾏﾘｮｳ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
125 381 1:01:36 窪添　唯洋 ｸﾎﾞｿﾞｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ 楽風ランナーズ 京都府
126 316 1:01:55 近藤　昭夫 ｺﾝﾄﾞｳｱｷｵ - 滋賀県
127 328 1:02:27 林　斗煥 ﾊﾔｼﾄｶﾝ - 京都府
128 374 1:02:46 吉田　昌典 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 楽風ランナーズ 京都府
129 329 1:03:30 山田　貴也 ﾔﾏﾀﾞﾀｶﾔ ㈱京都マツダ 京都府
130 424 1:03:38 田所　賢二 ﾀﾄﾞｺﾛ ｹﾝｼﾞ 楽風ランナーズ 京都府
131 439 1:03:55 鈴木　和之 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
132 336 1:04:16 森本　達成 ﾓﾘﾓﾄﾀﾂﾅﾘ 健脚倶楽部 京都府
133 396 1:04:55 木村　寿彦 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ ＳＡＮＫＯ 京都府
134 347 1:06:08 金延　英樹 ｶﾈﾉﾌﾞﾋﾃﾞｷ - 京都府
135 397 1:06:39 林　昭宏 ﾊﾔｼ ｱｷﾋﾛ ＳＡＮＫＯ 京都府
136 418 1:07:04 山南　公一 ﾔﾏﾅﾐ ｺｳｲﾁ - 京都府
137 453 1:07:54 生田　泰宏 ｲｸﾀ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
138 373 1:08:18 中西　俊泰 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾔｽ ミドレスト 京都府
139 431 1:10:55 橋坂　健治 ﾊｼｻｶ ｹﾝｼﾞ - 京都府
140 448 1:10:56 阿部　清二 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ - 京都府
141 406 1:12:12 藤原　栄仁 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴｲﾋﾄ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
142 413 1:12:50 荻野　剛 ｵｷﾞﾉ ﾂﾖｼ チームのまのま 京都府
143 411 1:13:41 小畑　一 ｵﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ おちゃっぴず 大阪府
144 416 1:21:01 田村　雅彦 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋｺ - 大阪府
145 430 1:22:19 田口　正登 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ - 京都府

4 4部　男子10ｋｍ50歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 589 0:37:24 松本　一之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 亀岡ランナーズ 京都府
2 535 0:37:43 石部　草太 ｲｼﾍﾞｿｳﾀ 京都マスターズ 京都府
3 606 0:39:22 小畑　英治 ｵﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ - 京都府
4 574 0:40:45 後藤　満 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾙ 宝が池ＳＴＣ 京都府
5 530 0:40:45 武田　佳史 ﾀｹﾀﾞﾖｼﾌﾐ - 京都府
6 613 0:41:34 日高　寿美 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻﾐ - 石川県
7 608 0:41:37 川橋　豊 ｶﾜﾊｼ ﾕﾀｶ 京都ジョガーズ 京都府
8 565 0:41:57 香山　美喜雄 ｶﾔﾏﾐｷｵ - 京都府
9 516 0:43:13 土井　展 ﾄﾞｲﾋﾗｸ 宝ヶ池STC 京都府
10 554 0:43:54 村上　明彦 ﾑﾗｶﾐｱｷﾋｺ 桂酔走楽団 京都府
11 576 0:44:22 西村　孝平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ ＪＪクラブ 京都府
12 587 0:45:13 上嶋　泰生 ｳｴｼﾏ ﾔｽｵ 桂川走友会 京都府
13 542 0:46:13 坂本　茂喜 ｻｶﾓﾄｼｹﾞｷ ﾜｲﾙﾄﾞﾛｰｳﾞｧｰ 京都府
14 558 0:46:22 今西　勉 ｲﾏﾆｼﾂﾄﾑ ｾｻﾐｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
15 555 0:46:28 岩元　雅樹 ｲﾜﾓﾄﾏｻｷ 桂酔走楽団 京都府
16 579 0:46:34 三柴　強 ﾐｼﾊﾞ ﾂﾖｼ わがままＲＣ 京都府
17 604 0:46:40 増田　優人 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾄ 京消ＡＣ 京都府
18 503 0:46:48 岩山　博 ｲﾜﾔﾏﾋﾛｼ 阪急百貨店RC 大阪府
19 533 0:46:55 八木　清友 ﾔｷﾞｷﾖﾄﾓ - 京都府
20 517 0:47:08 中山　徹 ﾅｶﾔﾏﾄｵﾙ - 京都府
21 548 0:47:14 渡辺　正次 ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻｼﾞ - 京都府
22 575 0:47:26 中谷　哲 ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ ちーむ　さなえ 兵庫県
23 581 0:47:43 山田　護 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ - 京都府
24 601 0:47:49 渡邉　寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 京都ジョガーズ 京都府
25 582 0:47:53 円山　敏之 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾕｷ ＫＲＬ 京都府
26 569 0:48:05 井田　弘一 ｲﾀﾞﾋﾛｶｽﾞ ﾋﾟﾉｽ走友会 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
27 570 0:48:28 北岡　元和 ｷﾀｵｶ ﾓﾄｶｽﾞ 向日市走遊会 京都府
28 549 0:48:36 田中　明　 ﾀﾅｶｱｷﾗ - 京都府
29 504 0:49:26 吉津　和洋 ﾖｼﾂﾞｶｽﾞﾋﾛ ﾁｰﾑ・ﾁｪｨｽ 京都府
30 520 0:49:35 番　正和 ﾂｶﾞｲﾏｻｶｽﾞ - 京都府
31 577 0:49:42 木村　卓治 ｷﾑﾗ ﾀｸｼﾞ - 兵庫県
32 597 0:49:50 柴田　忠彦 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾋｺ - 京都府
33 590 0:49:53 今西　康人 ｲﾏﾆｼ ﾔｽﾋﾄ ＷＡＣ 京都府
34 526 0:49:54 細川　義明 ﾎｱｵｶﾜﾖｼｱｷ 保走YAN 京都府
35 607 0:50:04 川原　武 ｶﾜﾊﾗ ﾀｹｼ ＥＬＳＴＡ京都 京都府
36 600 0:50:44 野畑　肇 ﾉﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾑ - 京都府
37 578 0:50:48 芝田　正美 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ - 京都府
38 557 0:50:55 岡村　祐介 ｵｶﾑﾗﾕｳｽｹ ﾎｰﾑｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 京都府
39 560 0:50:58 関　隆穂 ｾｷﾀｶﾎ ブラッドマン 京都府
40 537 0:51:18 福原　竹男 ﾌｸﾊﾗﾀｹｵ ヘルスピア21 京都府
41 532 0:51:31 江村　英治 ｴﾑﾗｴｲｼﾞ ㈱京都マツダ 京都府
42 562 0:51:34 吉田　幸雄 ﾖｼﾀﾞﾕｷｵ - 京都府
43 617 0:51:45 大石　豊 ｵｵｲｼ ﾕﾀｶ - 京都府
44 571 0:51:53 川村　伸夫 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 京美人 京都府
45 583 0:52:06 岡田　忍 ｵｶﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
46 506 0:52:08 河島　重信 ｶﾜｼﾏｼｹﾞﾉﾌﾞ - 京都府
47 618 0:52:27 坂本　広行 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ - 島根県
48 563 0:52:32 波多野　秀代士 ﾊﾀﾉﾋﾃﾞﾖｼ 波多野ＲＣ 京都府
49 610 0:52:36 小西　満 ｺﾆｼ ﾐﾂﾙ - 兵庫県
50 564 0:52:38 松本　賢治 ﾏﾂﾓﾄｹﾝｼﾞ - 京都府
51 592 0:52:40 福嶋　諭 ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ - 京都府
52 615 0:52:44 山田　裕紹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ - 京都府
53 528 0:52:58 西村　正隆 ﾆｼﾑﾗﾏｻﾀｶ - 兵庫県
54 593 0:53:02 永田　稔博 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ - 京都府
55 623 0:53:12 山本　英治 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾊﾙ - 京都府
56 614 0:53:20 小林　雅夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ - 京都府
57 572 0:53:39 藤山　雅三 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏｻｿﾞｳ - 京都府
58 536 0:53:50 上原　秀隆 ｳｴﾊﾗﾋﾃﾞﾀｶ ﾊｰﾄ㈱ 大阪府
59 512 0:54:07 岡﨑　隆一 ｵｶｻﾞｷﾘｭｳｲﾁ 枚方なぎさ高校 京都府
60 620 0:54:20 樽野　博之 ﾀﾙﾉ ﾋﾛﾕｷ - 大阪府
61 524 0:54:21 伊東　忠邦 ｲﾄｳﾀﾀﾞｸﾆ - 京都府
62 539 0:54:24 下野　操 ｼﾓﾉﾐｻｵ - 京都府
63 525 0:54:28 近沢　敏明 ﾁｶｻﾞﾜﾄｼｱｷ - 京都府
64 502 0:54:41 上阪　富久 ｺｳｻｶﾄﾐﾋｻ - 兵庫県
65 605 0:54:45 猪飼　文治 ｲｶｲ ﾌﾐﾊﾙ - 滋賀県
66 568 0:54:47 吉岡　和彦 ﾖｼｵｶｶｽﾞﾋｺ - 京都府
67 595 0:54:56 西村　幸信 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ ＳＡＮＫＯ 京都府
68 505 0:55:02 上野　正幸 ｳｴﾉﾏｻﾕｷ - 京都府
69 509 0:55:07 北橋　初 ｷﾀﾊｼﾊｼﾞﾒ - 京都府
70 552 0:55:31 中川　寛 ﾅｶｶﾞﾜﾋﾛｼ - 京都府
71 580 0:55:34 広川　繁 ﾋﾛｶﾜ ｼｹﾞﾙ - 京都府
72 594 0:55:40 西嶋　豊 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 火曜夜御所走会 京都府
73 588 0:55:44 高嶺　敏夫 ﾀｶﾐﾈ ﾄｼｵ 三灸会 京都府
74 522 0:55:47 中尾　謙一 ﾅｶｵｹﾝｲﾁ - 京都府
75 546 0:56:52 白米　和則 ｼﾗﾖﾈｶｽﾞﾉﾘ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
76 561 0:56:58 副島　博 ｿｴｼﾞﾏﾋﾛｼ 高藤建設㈱ 大阪府
77 586 0:57:06 足原　英晴 ｱｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＲｕｎＲｕｎく 大阪府
78 559 0:57:20 山田　佳司 ﾔﾏﾀﾞﾖｼｼﾞ - 京都府
79 547 0:57:25 小門　洋 ｺｶﾄﾞ - 京都府
80 584 0:57:27 芦田　道孝 ｱｼﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ めざせホノルル 京都府
81 566 0:57:58 大棚　久米夫 ｵｵﾀﾅｸﾒｵ - 京都府
82 507 0:58:20 吉田　龍一 ﾖｼﾀﾞﾘｭｳｲﾁ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
83 616 0:58:33 石田　賢司 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 京都府
84 553 0:58:34 笠間　有英 ｸｻﾏｱﾘﾌｻ 京都KTH・RC 京都府
85 598 0:58:48 足立　久幸 ｱﾀﾞﾁ ﾋｻﾕｷ - 京都府
86 585 0:59:03 岡　高茂 ｵｶ ﾀｶｼｹﾞ グンゼ京都研 京都府
87 513 0:59:15 河原林　学 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼﾏﾅﾌﾞ 殿田中学校 京都府
88 521 0:59:18 島田　謙二 ｼﾏﾀﾞｹﾝｼﾞ - 京都府
89 531 1:00:17 福田　希太郎 ﾌｸﾀﾞﾏﾚﾀﾛｳ ㈱京都マツダ 京都府
90 621 1:00:26 亀谷　益夫 ｶﾒﾀﾆ ﾏｽｵ - 京都府
91 556 1:02:20 奥村　実 ｵｸﾑﾗﾐﾉﾙ - 京都府
92 515 1:02:30 松井　健太郎 ﾏﾂｲｹﾝﾀﾛｳ 西村政春会 京都府
93 567 1:02:34 田中　正博 ﾀﾅｶﾏｻﾋﾛ 精華町役場 京都府
94 519 1:02:38 日夏　一雄 ﾋﾅﾂｶｽﾞｵ おおわだの郷 京都府
95 596 1:03:08 宮越　正 ﾐﾔｺｼ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
96 599 1:03:27 松原　祐次 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 生田産機工業 大阪府
97 523 1:07:06 田中　喜八郎 ﾀﾅｶｷﾊﾁﾛｳ - 京都府
98 518 1:07:19 角井　宏司 ｶｸｲﾋﾛｼ RWW 京都府
99 501 1:07:31 船戸　弘行 ﾌﾅﾄﾋﾛﾕｷ - 京都府
100 611 1:08:51 田中　敏博 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ - 京都府
101 551 1:08:56 井上　正明 ｲﾉｳｴﾏｻｱｷ 篠山ゆっくり走ろう会 兵庫県
102 541 1:09:14 中川　剛 ﾅｶｶﾞﾜﾂﾖｼ - 京都府
103 543 1:18:02 矢奈川　誠一 ﾔﾅｶﾞﾜｾｲｲﾁ - 京都府
104 591 1:21:11 秦　恒造 ﾊﾀ ﾂﾈｿﾞｳ 柳池ランナーズ 京都府
105 545 1:21:40 松村　春男 ﾏﾂﾑﾗﾊﾙｵ - 京都府
106 534 1:21:44 西山　美之 ﾆｼﾔﾏﾖｼﾕｷ - 京都府
107 544 1:22:39 樽谷　豊 ﾀﾙﾀﾆﾕﾀｶ - 京都府
108 603 1:23:07 江崎　雅彦 ｴｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ - 大阪府

5 5部　男子10ｋｍ60歳以上
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 758 0:42:18 嶋渡　祐三 ｼﾏﾄﾞ ﾕｳｿｳ - 大阪府
2 710 0:42:21 上田　正和 ｳｴﾀﾞﾏｻｶｽﾞ - 大阪府
3 748 0:43:36 秋田　重夫 ｱｷﾀｼｹﾞｵ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 大阪府
4 738 0:44:07 平井　修三 ﾋﾗｲｼｭｳｿﾞｳ 宝が池STC 京都府
5 732 0:44:25 奥村　良一 ｵｸﾑﾗﾘｮｳｲﾁ 奥村建具店 京都府
6 724 0:44:38 岸本　敏和 ｷｼﾓﾄﾄｼｶｽﾞ 京都新聞洛南販売所 京都府
7 731 0:45:00 出川　成正 ﾃﾞｶﾞﾜｼｹﾞﾏｻ 三菱自動車京都 京都府
8 722 0:45:42 立石　稔 ﾀﾃｲｼ - 京都府
9 706 0:46:15 谷口　俊夫 ﾀﾆｸﾞﾁﾄｼｵ 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀県
10 707 0:47:17 杉山　俊夫 ｽｷﾞﾔﾏﾄｼｵ - 京都府
11 740 0:48:07 園田　甲子郎 ｿﾏﾀﾞｺｳｼﾛｳ - 京都府
12 728 0:49:18 平井　佑 ﾋﾗｲﾕｳ - 京都府
13 718 0:49:20 安田　経久 ﾔｽﾀﾞﾂﾈﾋｻ 桂川走友会 京都府
14 753 0:49:36 前田　安宣 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ NEOB 京都府
15 717 0:49:39 曽我　昭明 ｿｶﾞﾃﾙｱｷ - 京都府
16 752 0:50:20 西岡　正義 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾖｼ ライラック 京都府
17 739 0:50:25 藤田　博三 ﾌｼﾞﾀ - 京都府
18 751 0:50:48 西田　潤市 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
19 741 0:51:04 大町　昭 ｵｵﾏﾁｱｷﾗ - 京都府
20 762 0:51:06 進藤　宏一 ｼﾝﾄﾞｳｺｳｲﾁ 京都消防O・B 京都府
21 720 0:51:30 円谷　勝 ｴﾝﾀﾆﾏｻﾙ - 兵庫県
22 754 0:51:32 西　芳樹 ﾆｼ ﾖｼｷ - 兵庫県
23 705 0:51:33 中村　誠一 ﾅｶﾑﾗｾｲｲﾁ - 大阪府
24 743 0:51:39 浅井　光博 ｱｻｲ - 京都府
25 757 0:51:55 下村　博士 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｼ - 京都府
26 756 0:52:04 林　大凱 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾖｼ - 滋賀県
27 745 0:52:27 棚倉　敏和 ﾀﾅｸﾗﾄｼｶｽﾞ ピノス 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
28 750 0:53:04 中村　良三 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｿﾞｳ - 京都府
29 703 0:53:25 中山　邦雄 ﾅｶﾔﾏｸﾆｵ - 京都府
30 709 0:53:39 田中　宏司 ﾀﾅｶﾋﾛｼ - 滋賀県
31 737 0:54:10 岡本　義男 ｵｶﾓﾄﾖｼｵ - 京都府
32 729 0:54:29 小倉　徹 ｵｸﾞﾗﾄｵﾙ - 京都府
33 708 0:54:29 平　託治 ﾀｲﾗﾀｸｼﾞ 向日市走遊会 京都府
34 723 0:55:00 樋高　嘉治 ﾋﾀﾞｶﾖｼﾊﾙ 出光OB 兵庫県
35 716 0:55:13 岡本　義和 ｵｶﾓﾄﾕｼｶｽﾞ - 京都府
36 760 0:55:25 林　信雄 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｵ - 京都府
37 711 0:56:22 谷山　恭次 ﾀﾆﾔﾏｷｮｳｼﾞ - 京都府
38 761 0:56:29 田村　武成 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼｹﾞ - 京都府
39 4 0:57:08 足立　昇 ｱﾀﾞﾁﾉﾎﾞﾙ WAO亀岡RC 京都府
40 721 0:57:13 八柳　進 ﾔｷﾞｽｽﾑ - 京都府
41 730 0:58:09 田中　庸弘 ﾀﾅｶ - 京都府
42 742 0:58:35 依藤　桂一 ﾖﾘﾌｼﾞｹｲｲﾁ ヨリフジ建設㈱ 兵庫県
43 733 0:58:50 二宮　明 ﾆﾉﾐﾔｱｷﾗ - 京都府
44 725 0:59:12 宮川　滋 ﾐﾔｶﾞﾜｼｹﾞﾙ - 京都府
45 755 1:00:26 福永　義人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｼﾄ - 京都府
46 702 1:01:30 磯山　憲治 ｲｿﾔﾏｹﾝｼﾞ 島津製作所 京都府
47 704 1:01:32 渡邊　利勝 ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｼｶﾂ - 京都府
48 701 1:04:39 長瀬　洋 ﾅｶﾞｾﾋﾛｼ - 京都府
49 719 1:05:12 細川　豊二 ﾎｿｶﾜﾄﾖｼﾞ 西村政春会 大阪府
50 759 1:05:33 小杉　庄三 ｺｽｷﾞ ｼｮｳｿﾞｳ - 京都府
51 713 1:07:40 小枝　登志夫 ｺｴﾀﾞﾄｼｵ 西村政春会 滋賀県
52 746 1:09:56 大音　満 ｵｵｵﾄﾐﾂﾙ - 京都府
53 749 1:11:46 藤本　省三 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ - 京都府
54 712 1:15:40 高井　智 ﾀｶｲｻﾄﾙ - 京都府
55 747 1:16:19 植田　益夫 ｳｴﾀﾞ - 京都府
56 736 1:18:32 平沼　長次郎 ﾋﾗﾇﾏﾁｮｳｼﾞﾛｳ - 京都府

6 6部　女子10ｋｍ29歳以下
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 822 0:47:32 樺井　美緒 ｶﾊﾞｲ ﾐｵ 柳池ランナーズ 京都府
2 823 0:47:58 石川　麻子 ｲｼｶﾜ ｱｻｺ - 大阪府
3 801 0:48:02 小森　麻由 ｺﾓﾘﾏﾕ - 京都府
4 806 0:50:15 岩﨑　吏代 ｲﾜｻｷﾘﾖ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
5 808 0:50:25 五十嵐　琴美 ｲｶﾞﾗｼｺﾄﾐ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
6 816 0:51:48 角田　亜樹奈 ﾂﾉﾀﾞｱｷﾅ - 京都府
7 836 0:53:59 増沢　由美子 ﾏｽｻﾞﾜ ﾕﾐｺ - 愛知県
8 825 0:54:25 小澤　光恵 ｵｻﾞﾜ ﾐﾂｴ チーム 京都府
9 804 0:54:35 細野　佐保 ﾎｿﾉｻﾎ - 京都府
10 812 0:55:13 福田　恵子 ﾌｸﾀﾞ - 京都府
11 827 0:55:48 須藤　典子 ｽﾄﾞｳ ﾉﾘｺ チーム韋駄天 京都府
12 802 0:55:54 田中　昌子 ﾀﾅｶﾏｻｺ - 京都府
13 813 0:56:06 小林　可奈恵 ｺﾊﾞﾔｼｶﾅｴ - 京都府
14 805 0:56:13 細野　誠子 ﾎｿﾉｾｲｺ - 京都府
15 830 0:56:37 内田　美央 ｳﾁﾀﾞ ﾐｵ - 京都府
16 829 0:57:44 芥子　麻友子 ｹｼ ﾏﾕｺ - 大阪府
17 824 0:59:04 岡田　真紀 ｵｶﾀﾞ ﾏｷ 柳池ランナーズ 京都府
18 819 0:59:40 住友　聖子 ｽﾐﾄﾓ ｻﾄｺ - 京都府
19 831 0:59:54 井上　朋子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ - 京都府
20 832 1:01:12 楠本　紘子 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛｺ - 大阪府
21 810 1:03:00 奥村　美恵 ｵｸﾑﾗﾐｴ - 京都府
22 826 1:05:16 西村　加奈子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ チーム韋駄天 京都府
23 807 1:06:16 星山　ユリカ ﾎｼﾔﾏﾕﾘｶ ﾁｰﾑ　ﾌｧｲﾌﾞ 京都府
24 828 1:09:03 米本　祥子 ﾖﾈﾓﾄ ﾖｼｺ - 大阪府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
25 803 1:11:11 船越　真紀 ﾌﾅｺｼ - 京都府
26 820 1:12:25 松田　希 ﾏﾂﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ - 京都府
27 835 1:14:55 大薮　景子 ｵｵﾔﾌﾞ ｹｲｺ - 京都府
28 834 1:14:55 井上　裕佳子 ｲﾉｳｴ ﾕｶｺ - 京都府
29 811 1:20:59 大野　亜里砂 ｵｵﾉｱﾘｻ ﾎｰﾑｽﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 京都府
30 818 1:25:52 水元　早織 ﾐｽﾞﾓﾄ ｻｵﾘ - 京都府

7 7部　女子10ｋｍ30歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 913 0:39:21 宮本　勝代 ﾐﾔﾓﾄｶﾂﾖ - 京都府
2 920 0:44:11 河合　美香 ｶﾜｲ ﾐｶ びわこ成蹊大 京都府
3 902 0:45:43 井上　由香 ｲﾉｳｴﾕｶ 桂川走遊会 京都府
4 914 0:45:46 山本　香織 ﾔﾏﾓﾄｶｵﾘ - 京都府
5 907 0:47:32 鈴木　嘉代 ｽｽﾞｷ - 京都府
6 910 0:47:34 西川　貴子 ﾆｼｶﾜｱﾂｺ 株式会社マルヤマ 京都府
7 903 0:48:01 山下　八千代 ﾔﾏｼﾀﾔﾁﾖ - 京都府
8 918 0:49:52 万木　佳代子 ﾕﾙｷﾞ ｶﾖｺ - 福井県
9 923 0:50:08 永島　宏美 ｴｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ - 兵庫県
10 908 0:50:14 伊井野　晴子 ｲｲﾉﾊﾙｺ - 京都府
11 911 0:50:36 大林　由佳 ｵｵﾊﾞﾔｼﾕｶ らんだむらん 兵庫県
12 936 0:51:49 大橋　由紀 ｵｵﾊｼ ﾕｷ - 大阪府
13 932 0:52:43 中川　和子 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ - 京都府
14 909 0:53:08 木村　加津子 ｷﾑﾗｶﾂﾞｺ - 京都府
15 937 0:53:23 高田　陽子 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｺ - 京都府
16 915 0:53:59 中　由里子 ﾅｶﾕﾘｺ - 京都府
17 931 0:54:02 佐々木　智子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ - 京都府
18 933 0:54:12 小栗　佳代子 ｵｸﾞﾘ ｶﾖｺ - 京都府
19 934 0:54:35 山村　治子 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｺ - 京都府
20 929 0:54:45 杉浦　教子 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘｺ - 滋賀県
21 924 0:55:36 広野　聖子 ﾋﾛﾉ ｾｲｺ - 兵庫県
22 940 0:56:30 酒井　薫 ｻｶｲ ｶｵﾙ - 京都府
23 939 0:56:52 八木　貴子 ﾔｷﾞ ﾀｶｺ - 京都府
24 919 0:58:51 山田　志保 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ - 兵庫県
25 938 0:59:17 藤原　明美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｹﾐ - 京都府
26 906 1:00:05 寺崎　昌美 ﾃﾗｻｷﾏｻﾐ - 京都府
27 917 1:01:36 新里　朋子 ﾆｲｻﾞﾄ ﾄﾓｺ - 大阪府
28 904 1:02:06 辻　えり子 ﾂｼﾞｴﾘｺ - 大阪府
29 912 1:02:29 松浦　小百合 ﾏﾂｳﾗｻﾕﾘ - 京都府
30 926 1:09:52 宇津崎　せつ子 ｳﾂｻﾞｷ ｾﾂｺ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
31 916 1:11:35 小牧　沙代子 ｺﾏｷ ｻﾖｺ - 京都府
32 922 1:13:16 田中　孝子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ - 京都府
33 921 1:13:16 柴田　明美 ｼﾊﾞﾀ ｱｹﾐ - 大阪府
34 925 1:15:00 住友　美智子 ｽﾐﾄﾓ ﾐﾁｺ 水口乗馬クラブ 京都府

8 8部　女子10ｋｍ40歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1037 0:43:50 平林　清海 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾐ - 京都府
2 1007 0:46:28 三木　直子 ﾐｷﾅｵｺ マラソンのつぼ 京都府
3 1036 0:48:02 平山　由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾐ - 京都府
4 1039 0:48:07 中尾　幸美 ﾅｶｵﾕｷﾐ - 京都府
5 1010 0:48:12 脇野　満寿美 ﾜｷﾉﾏｽﾐ - 京都府
6 1001 0:49:21 内堀　忍 ｳﾁﾎﾞﾘｼﾉﾌﾞ ケンリュウ 京都府
7 1027 0:49:23 藤井　靖子 ﾌｼﾞｲ ﾔｽｺ - 京都府
8 1014 0:50:30 小林　ゆかり ｺﾊﾞﾔｼﾕｶﾘ かるがもRC 京都府
9 1024 0:51:52 西村　小百合 ﾆｼﾑﾗ ｻﾕﾘ ゆうちゃんず 京都府
10 1030 0:53:06 田尾　邦子 ﾀｵ ｸﾆｺ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
11 1031 0:53:35 松下　育子 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｺ - 京都府
12 1029 0:54:11 田口　利絵子 ﾀｸﾞﾁ ﾘｴｺ - 京都府
13 1002 0:55:30 中本　眞寿美 ﾅｶﾓﾄﾏｽﾐ - 京都府
14 1025 0:56:01 樺井　久美子 ｶﾊﾞｲ ｸﾐｺ - 京都府
15 1023 0:56:01 芝田　光代 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂﾖ - 京都府
16 1018 0:56:11 北　真理子 ｷﾀﾏﾘｺ - 京都府
17 1008 0:57:10 瀬川　貴子 ｾｶﾞﾜﾋﾛｺ - 京都府
18 1011 0:57:11 富樫　明美 ﾄｶﾞｼｱｹﾐ - 京都府
19 1026 0:57:23 田中　泉 ﾀﾅｶ ｲｽﾞﾐ - 京都府
20 1022 0:57:53 岩本　敏代 ｲﾜﾓﾄﾄｼﾖ - 京都府
21 1015 0:59:39 鈴木　恵子 ｽｽﾞｷｹｲｺ - 京都府
22 1020 1:00:20 青木　寿美 ｱｵｷｺﾄﾐ 醒泉ランナーズ 京都府
23 1038 1:00:32 廣川　直子 ﾋﾛｶﾜ ﾅｵｺ - 京都府
24 1021 1:01:27 細川　善子 ﾎｿｶﾜﾖｼｺ 京都ジョガーズ 京都府
25 1032 1:02:34 伊勢　裕子 ｲｾ ﾕｳｺ 烏丸車庫ＪＣ 京都府
26 1012 1:02:50 西田　栄子 ﾆｼﾀﾞｴｲｺ - 京都府
27 1009 1:02:53 木村　久美子 ｷﾑﾗｸﾐｺ 月見会 京都府
28 1035 1:03:43 小林　裕子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ - 京都府
29 1003 1:03:47 山口　千賀子 ﾔﾏｸﾞﾁﾁｶｺ - 京都府
30 1017 1:04:14 藤川　香 ﾌｼﾞｶﾜｶｵﾘ - 京都府
31 1034 1:04:35 江藤　ひとみ ｴﾄｳ ﾋﾄﾐ - 京都府
32 1016 1:07:19 細口　実世 ﾎｿｸﾞﾁﾐﾖ - 京都府
33 1005 1:09:06 平井　寛子 ﾋﾗｲﾋﾛｺ - 京都府
34 1019 1:19:03 谷口　かおる ﾀﾆｸﾞﾁｶｵﾙ 夢と走ろう会 京都府
35 1028 1:32:52 谷　里美 ﾀﾆ ｻﾄﾐ 京都ＹＥＧ 京都府

9 9部　女子10ｋｍ50歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1105 0:41:51 河野　恭子 ｶﾜﾉｷｮｳｺ 宝ヶ池STC 京都府
2 1103 0:43:44 田路　慶子 ﾀｼﾞｹｲｺ 桂川走友会 京都府
3 1117 0:45:33 谷　洋子 ﾀﾆ ﾋﾛｺ ピノス走友会 京都府
4 1109 0:50:28 大西　千世子 ｵｵﾆｼﾁﾖｺ - 京都府
5 1115 0:50:41 大嶋　留美子 ｵｵｼﾏ ﾙﾐｺ - 京都府
6 1102 0:55:44 上野　みか子 ｳｴﾉﾐｶｺ - 京都府
7 1111 0:56:52 仲西　孝子 ﾅｶﾆｼﾀｶｺ - 京都府
8 1113 0:57:23 柴田　昌子 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｺ かるがもＲＣ 京都府
9 1112 0:58:05 荒木　美佐子 ｱﾗｷﾐｻｺ 夢と走ろう 京都府
10 1101 0:58:41 佐藤　直美 ｻﾄｳﾅｵﾐ - 京都府
11 1106 1:00:34 細野　敦子 ﾎｿﾉｱﾂｺ - 京都府
12 1108 1:01:00 板倉　弘子 ｲﾀｸﾗﾋﾛｺ - 京都府
13 1110 1:01:03 櫻井　きく ｻｸﾗｲｷｸ かるがもRC 京都府
14 1114 1:05:49 福嶋　郁子 ﾌｸｼﾏ ｲｸｺ - 京都府
15 1116 1:06:17 田中　かづ子 ﾀﾅｶ ｶﾂﾞｺ - 京都府

10 10部　女子10ｋｍ60歳以上
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1204 0:48:47 法貴　和美 ﾎｵｷｶｽﾞﾐ 京都新聞J・C 京都府
2 1203 0:50:48 平井　明子 ﾋﾗｲｱｷｺ 宝が池STC 京都府
3 1205 1:00:04 中村　幸枝 ﾅｶﾑﾗｻﾁｴ - 京都府
4 1202 1:05:06 山﨑　しず子 ﾔﾏｻｷ ヘルスピア21 京都府
5 1201 1:07:28 大橋　清栄 ｵｵﾊｼｷﾖｴ 桂川走友会 京都府

11 11部　男子5ｋｍ29歳以下
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1302 0:16:24 中井　芳聡 ﾅｶｲﾖｼｱｷ Team　P-man 京都府
2 1314 0:16:28 田島　優 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
3 1301 0:17:21 秋葉　悟 ｱｷﾊﾞｻﾄｼ 京走AC 京都府
4 1311 0:17:50 永通　秀孝 ｴｲﾂｳ ﾋﾃﾞﾀｶ - 京都府
5 1303 0:18:06 伊藤　勇気 ｲﾄｳﾕｳｷ 佛教大学 京都府
6 1312 0:19:08 早田　陽輔 ｿｳﾀﾞ ﾖｳｽｹ - 京都府
7 1305 0:21:37 坂本　強 ｻｶﾓﾄﾂﾖｼ 近畿あすり～と倶楽部 京都府
8 1309 0:23:54 山田　司 ﾔﾏﾀﾞ ﾂｶｻ - 京都府
9 1308 0:26:13 大石　健二 ｵｵｲｼ ｹﾝｼﾞ - 京都府
10 1307 0:27:02 西田　敦史 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ - 京都府
11 1315 0:28:15 武田　一登 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ - 兵庫県
12 1310 0:29:57 大田　美久 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ - 京都府
13 1313 0:34:41 石田　晴基 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｷ - 京都府

12 12部　男子5ｋｍ30歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1410 0:15:46 山端　良尚 ﾔﾏﾊﾞﾅﾖｼﾋｻ トクセン工業AC 兵庫県
2 1417 0:16:25 井上　孝信 ｲﾉｳｴﾀｶﾉﾌﾞ 前山少女ﾊﾞﾚｰ 兵庫県
3 1402 0:17:01 山本　淳史 ﾔﾏﾓﾄｱﾂｼ - 京都府
4 1403 0:18:28 神尾　崇史 ｶﾐｵﾀｶｼ - 兵庫県
5 1416 0:20:26 星野　弘喜 ﾎｼﾉﾋﾛｷ - 京都府
6 1406 0:20:43 小西　健文 ｺﾆｼﾀｹﾌﾐ 京田辺市役所駅伝部 京都府
7 1409 0:21:19 岸本　啓司 ｷｼﾓﾄｹｲｼﾞ - 京都府
8 1407 0:21:52 春田　大志 ﾊﾙﾀ - 京都府
9 1423 0:21:52 河端　義弘 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
10 1408 0:22:00 矢野　貴之 ﾔﾏﾀｶﾕｷ - 京都府
11 1424 0:24:42 竹内　健二 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾞ - 京都府
12 1421 0:24:55 田中　欣吾 ﾀﾅｶ ｷﾝｺﾞ - 島根県
13 1413 0:24:58 水谷　洋一 ﾐｽﾞﾀﾆﾖｳｲﾁ - 京都府
14 1411 0:25:26 多田　精一 ﾀﾀﾞｾｲｲﾁ - 大阪府
15 1414 0:25:35 清水　宏一 ｼﾐｽﾞｺｳｲﾁ - 大阪府
16 1426 0:25:47 廣部　仁太郎 ﾋﾛﾍﾞ ﾆﾀﾛｳ - 京都府
17 1430 0:26:11 梅本　泰史 ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾁｶ - 京都府
18 1415 0:26:23 角田　哲也 ｶｸﾀﾃﾂﾔ - 大阪府
19 1425 0:27:25 西田　宏 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ - 京都府
20 1429 0:30:43 佐々木　政嗣 ｻｻｷ ﾏｻﾂｸﾞ 生田産機工業 京都府
21 1418 0:31:44 振本　晃治 ﾌﾘﾓﾄｺｳｼﾞ チーム　ドラゴン 京都府
22 1428 0:31:59 乃一　井泉 ﾉｲﾁ ｾｲｾﾝ ビックフェイス 大阪府
23 1432 0:33:27 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ - 京都府
24 1420 0:35:17 西村　真一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ - 京都府
25 1433 0:37:36 中塚　敦 ﾅｶﾂｶ ｱﾂｼ - 京都府
26 1422 0:38:16 下野　浩幸 ｼﾓﾉ ﾋﾛﾕｷ おちゃっぴず 大阪府
27 1434 0:41:44 樋口　稔 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ - 京都府
28 1431 0:41:44 島田　利博 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ - 京都府

13 13部　男子5ｋｍ40歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1508 0:16:11 南藤　宏和 ﾅﾄﾞｳﾋﾛｶｽﾞ 奈良市民走ろう会 奈良県
2 1511 0:16:37 柿原　貴次 ｶｷﾊﾗﾀｶｼﾞ 柿原ｶｲﾛﾌﾟﾗﾃｨｯｸ 京都府
3 1504 0:17:05 杉本　敦 ｽｷﾞﾓﾄｱﾂｼ 太陽が丘JC 京都府
4 1522 0:17:07 小倉　範夫 ｵｸﾞﾗ ﾉﾘｵ - 兵庫県
5 1513 0:17:10 井樋迫　浩 ｲﾋﾞｻﾞｺﾋﾛｼ らん・RUN・乱 京都府
6 1519 0:17:36 福井　正人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 森野ＡＣ 兵庫県
7 1516 0:18:30 野木　武 ﾉｷﾞﾀｹｼ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
8 1517 0:18:46 今井　恒夫 ｲﾏｲ ﾂﾈｵ 日本板硝子ＪＣ 京都府
9 1521 0:19:01 渡部　良一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 宇治小教諭 京都府
10 1512 0:21:04 岡本　清教 ｵｶﾓﾄｷﾖﾉﾘ あけぼの学園るりけい寮 京都府
11 1501 0:22:13 真下　正寿 ﾏｼﾀﾏｻﾄｼ 由良小学校 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
12 1506 0:22:18 奥田　真 ｵｸﾀﾞﾏｺﾄ 小野先代育A学園 兵庫県
13 1524 0:23:16 德田　尚幸 ﾄｸﾀﾞ ﾅｵﾕｷ - 京都府
14 1525 0:23:34 服部　正次 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾂｸﾞ - 京都府
15 1514 0:24:17 斉藤　光人 ｻｲﾄｳﾐﾂﾋｺ 北野国農園 兵庫県
16 1518 0:25:40 中西　啓文 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ ちはるちゃん 京都府
17 1509 0:25:48 田中　敏夫 ﾀﾅｶﾄｼｵ 桧山わいわいクラブ 京都府
18 1507 0:26:53 大下　雅巳 ｵｵｼﾀﾏｻﾐ - 京都府
19 1523 0:28:11 岩佐　伊知郎 ｲﾜｻ ｲﾁﾛｳ - 京都府
20 1510 0:28:47 片山　昭治 ｶﾀﾔﾏｼｮｳｼﾞ - 京都府
21 1520 0:29:45 田中　幸志 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ - 京都府
22 1515 0:32:33 奥村　晃啓 ｵｸﾑﾗ 丹波養護学校寄宿舎 京都府
23 1505 0:44:39 生越　慎一郎 ｵｺﾞｼｼﾝｲﾁﾛｳ 丹波養護学校 京都府

14 14部　男子5ｋｍ50歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1602 0:17:41 前田　信男 ﾏｴﾀﾞﾉﾌﾞｵ 中牧RC 京都府
2 1611 0:18:20 林　亨 ﾊﾔｼﾄｵﾙ 大山崎町役場陸上部 京都府
3 1601 0:18:50 北出　吉弘 ｷﾀﾃﾞﾖｼﾋﾛ - 京都府
4 1608 0:19:13 山口　雅己 ﾔﾏｸﾞﾁﾏｻﾐ - 京都府
5 1604 0:19:21 畑　　　均 ﾊﾀﾋﾄｼ チーム姫路 兵庫県
6 1617 0:20:01 樋口　正男 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｵ 福知山ＪＣ 京都府
7 1627 0:20:10 堤　義三 ﾂﾂﾐﾖｼｿﾞｳ - 京都府
8 1616 0:20:45 守本　信一 ﾓﾘﾓﾄｼﾝｲﾁ 宝が池STC 京都府
9 1612 0:21:01 大槻　修 ｵｵﾂｷｵｻﾑ - 京都府
10 1620 0:22:07 近藤　靖 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ - 京都府
11 1606 0:23:42 岸本　道俊 ｷｼﾓﾄﾐﾁﾄｼ エムケイ㈱ 滋賀県
12 1603 0:24:08 河村　眞也 ｶﾜﾑﾗｼﾝﾔ - 京都府
13 1624 0:25:53 桂　正樹 ｶﾂﾗ ﾏｻｷ - 京都府
14 1622 0:26:08 田村　克志 ﾀﾑﾗ ｶﾂｼ - 京都府
15 1614 0:26:58 畑　和彦 ﾊﾀｶｽﾞﾋｺ 丹波養護学校 京都府
16 1607 0:27:24 木曽　進 ｷｿｽｽﾑ - 京都府
17 1610 0:27:52 梅原　勝行 ｳﾒﾊﾗｶﾂﾕｷ - 京都府
18 1623 0:30:02 木原　泰博 ｷﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
19 1625 0:32:20 大平　達雄 ｵｵﾋﾗ ﾀﾂｵ - 京都府
20 1613 0:34:47 佐藤　英雄 ｻﾄｳﾋﾃﾞｵ - 京都府
21 1621 0:36:20 安田　堅二 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 大阪府
22 1626 0:37:01 東　春夫 ｱｽﾞﾏ ﾊﾙｵ - 京都府
23 1605 0:38:03 北村　秀次 ｷﾀﾑﾗｼｭｳｼﾞ ｻﾞ･ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞGTR 京都府

15 15部　男子5ｋｍ60歳以上
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1722 0:19:26 梅田　宣喜 ｳﾒﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ - 大阪府
2 1707 0:20:15 柴山　嘉和 ｼﾊﾞﾔﾏﾖｼｶｽﾞ - 京都府
3 1705 0:20:22 小竹原　政徳 ｺﾀｹﾊﾞﾗﾏｻﾉﾘ 伊丹RC 兵庫県
4 1703 0:20:23 杉山　久一 ｽｷﾞﾔﾏﾋｻｶｽﾞ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
5 1713 0:20:48 足立　巳喜男 ｱﾀﾞﾁﾐｷｵ 三田走ろう会 兵庫県
6 1720 0:20:50 松本　寿夫 ﾏﾂﾓﾄﾄｼｵ クラブ1人 京都府
7 1702 0:21:58 藤野　定 ﾌｼﾞﾉｻﾀﾞﾑ 桂川走友会 京都府
8 1721 0:22:11 鷲田　正 ﾜｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 滋賀マスターズ 滋賀県
9 1718 0:22:39 矢野　昌伸 ﾔﾉﾏｻﾉﾌﾞ 久留米市役所 福岡県
10 1708 0:23:04 水本　徹 ﾐｽﾞﾓﾄ - 京都府
11 1716 0:23:21 吉田　和孝 ﾖｼﾀﾞｶｽﾞﾀｶ 向日市走遊会 京都府
12 1711 0:23:49 長澤　孝仁 ﾅｶﾞｻﾜﾀｶﾋﾄ - 兵庫県
13 1709 0:25:12 藤原　武紀 ﾌｼﾞﾜﾗﾀｹﾉﾘ - 大阪府
14 1715 0:27:03 中村　邦雄 ﾅｶﾑﾗｸﾆｵ - 京都府
15 1719 0:27:20 足立　城幸 ｱﾀﾞﾁｼﾛﾕｷ アダチ．モータース 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
16 1717 0:28:21 山田　克巳 ﾔﾏﾀﾞｶﾂﾐ - 京都府
17 1704 0:28:40 実方　義雄 ｼﾞﾂｶﾀﾖｼｵ 法政五月分 神奈川県
18 1701 0:30:32 石田　昌男 ｲｼﾀﾞﾏｻｵ - 京都府
19 1710 0:32:30 森　　　迪 ﾓﾘｽｽﾑ ZKM京都 京都府
20 1712 0:34:05 板倉　正人 ｲﾀｸﾗﾏｻﾄ - 京都府
21 1714 0:34:35 若松　繁 ﾜｶﾏﾂｼｹﾞﾙ - 京都府

16 16部　女子5ｋｍ29歳以下
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1802 0:25:41 土谷　こころ ﾂﾁﾔｺｺﾛ - 奈良県
2 1809 0:27:31 梅本　美樹 ｳﾒﾓﾄ ﾐｷ - 京都府
3 1801 0:28:46 粂　恭子 ｸﾒｷｮｳｺ - 京都府
4 1804 0:29:20 李　響寧 ﾘ ｷｮｳﾈｲ - 京都府
5 1808 0:30:44 青木　夢 ｱｵｷ ﾕﾒ - 京都府
6 1807 0:32:24 平沼　里菜 ﾋﾗﾇﾏ ﾘﾅ - 京都府
7 1803 0:34:04 ホン　ハナ ﾎﾝﾊﾅ - 京都府
8 1806 0:34:35 服部　佳世子 ﾊｯﾄﾘ ｶﾖｺ - 京都府

17 17部　女子5ｋｍ30歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1916 0:21:56 百瀬　綾子 ﾓﾓｾ ｱﾔｺ - 京都府
2 1911 0:22:28 伊賀　直子 ｲｶﾞﾅｵｺ スノーワールド 京都府
3 1910 0:25:18 丹羽　景子 ﾆﾜｹｲｺ - 京都府
4 1903 0:26:39 藤原　照代 ﾌｼﾞﾜﾗﾃﾙﾖ - 京都府
5 1909 0:27:11 寺尾　千佐子 ﾃﾗｵﾁｻｺ - 京都府
6 1918 0:27:56 立石　結子 ﾀﾃｲｼ ﾕｳｺ - 京都府
7 1902 0:28:02 勝本　恵理子 ｶﾂﾓﾄｴﾘｺ - 京都府
8 1907 0:28:51 大月　かおり ｵｵﾂｷｶｵﾘ - 京都府
9 1905 0:28:56 田端　順子 ﾀﾊﾞﾀｼﾞｭﾝｺ - 京都府
10 1912 0:29:42 天池　美樹 ｱﾏｲｹﾐｷ - 京都府
11 1917 0:30:33 小林　朋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ - 京都府
12 1913 0:32:56 明田　亜紀 ｱｹﾀｱｷ - 京都府
13 1904 0:33:21 近藤　真由美 ｺﾝﾄﾞｳﾏﾕﾐ - 京都府
14 1915 0:35:18 西村　真紀 ﾆｼﾑﾗ ﾏｷ - 京都府
15 1919 0:35:27 西田　千明 ﾆｼﾀﾞ ﾁｱｷ - 京都府

18 18部　女子5ｋｍ40歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2001 0:18:53 川田　千秋 ｶﾜﾀﾁｱｷ 向日市竹林走遊会 京都府
2 2005 0:19:26 野口　和美 ﾉｸﾞﾁｶｽﾞﾐ うさぴょん 京都府
3 2013 0:22:15 清水　孝子 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｺ ひまわり 京都府
4 2009 0:23:02 松宮　泰子 ﾏﾂﾐﾔﾔｽｺ - 福井県
5 2011 0:25:21 澤田　富士子 ｻﾜﾀﾞ ﾌｼﾞｺ - 京都府
6 2016 0:26:33 崎山　絵里 ｻｷﾔﾏ ｴﾘ - 京都府
7 2015 0:27:05 稲手　温子 ｲﾅﾃ ﾊﾙｺ - 京都府
8 2012 0:28:49 小森　裕子 ｺﾓﾘ ﾋﾛｺ - 京都府
9 2004 0:29:07 西村　しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ YAMATO 京都府
10 2010 0:30:49 辻　かおり ﾂｼﾞ ｶｵﾘ - 京都府
11 2002 0:32:14 成實　悦子 ﾅﾙﾐｴﾂｺ - 京都府
12 2006 0:33:00 藤井　眞寿美 ﾌｼﾞｲﾏｽﾐ 京都キャロット 京都府
13 2007 0:35:05 大西　たよ子 ｵｵﾆｼﾀﾖｺ WAC 大阪府
14 2014 0:37:28 出口　直子 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅｵｺ - 京都府

19 19部　女子5ｋｍ50歳代
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2102 0:20:11 大小田　ふみ子 ｵｵｺﾀﾞﾌﾐｺ 宝が池STC 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
2 2108 0:25:44 金谷　裕子 ｶﾅﾔ ﾋﾛｺ - 京都府
3 2104 0:27:23 久保山　多恵子 ｸﾎﾞﾔﾏﾀｴｺ 京都ﾏｽﾀｰｽﾞ 京都府
4 2107 0:27:42 中谷　悦子 ﾅｶﾀﾆ ｴﾂｺ ちーむ　さなえ 兵庫県
5 2103 0:28:44 武田　多恵子 ﾀｹﾀﾞﾀｴｺ - 京都府
6 2106 0:30:53 有賀　伸子 ｱﾘｶﾞﾉﾌﾞｺ - 京都府
7 2105 0:30:53 山本　貴栄子 ﾔﾏﾓﾄｷｴｺ - 京都府
8 2101 0:32:50 小森　朋子 ｺﾓﾘﾄﾓｺ - 京都府

20 20部　女子5ｋｍ60歳以上
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2205 0:21:41 嶋渡　和子 ｼﾏﾄﾞ ｶｽﾞｺ - 大阪府
2 2204 0:26:27 安達　恵子 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺ - 京都府
3 2202 0:27:08 南藤　美代子 ﾅﾝﾄﾞｳﾐﾖｺ 奈良市民走ろう会 奈良県
4 2203 0:29:34 桜井　美智子 ｻｸﾗｲﾐﾁｺ - 京都府
5 2201 0:33:03 今堀　富美 ｲﾏﾎﾘﾌﾐ ZKM京都支部 京都府

21 21部　5ｋｍ高校生男子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2301 0:17:27 河原林　治 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼｵｻﾑ 福知山高校三和分校 京都府
2 2306 0:17:36 今西　望 ｲﾏﾆｼﾉｿﾞﾐ 須知高等学校 京都府
3 2309 0:18:25 大槻　祐人 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 京都成章高校 京都府
4 2305 0:28:29 高橋　徹 ﾀｶﾊｼﾄｵﾙ 丹波養護学校 京都府
5 2307 0:29:25 水野　聡 ﾐｽﾞﾉｻﾄｼ 丹波養護学校 京都府
6 2303 0:31:35 西田　一平 ﾆｼﾀﾞｲｯﾍﾟｲ 丹波養護学校 京都府
7 2302 0:32:54 森　大輔 ﾓﾘﾀﾞｲｽｹ 丹波養護学校 京都府
8 2304 0:38:44 木村　太孝 ｷﾑﾗﾀｶﾕｷ 丹波養護学校 京都府

22 22部　5ｋｍ高校生女子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2401 0:20:40 宮下　華奈 ﾐﾔｼﾀｶﾅ 堀川高等学校 京都府
2 2402 0:21:16 亀井　理沙 ｶﾒｲﾘｻ 山城高等学校 京都府
3 2404 0:32:10 信朝　未紗子 ﾉﾌﾞﾄﾓﾐｻｺ 丹波養護学校 京都府
4 2406 0:42:57 岡本　郁代 ｵｶﾓﾄｲｸﾖ 丹波養護学校 京都府
5 2407 0:42:57 貴島　綾香 ｷｼﾞﾏｱﾔｶ 丹波養護学校 京都府
6 2403 0:43:17 苑田　祥子 ｿﾉﾀﾞｼｮｳｺ 丹波養護学校高等部 京都府
7 2405 0:44:39 小林　杏奈 ｺﾊﾞﾔｼｱﾝﾅ 丹波養護学校 京都府

23 23部　5km中学生男子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2504 0:18:36 野津　翔太 ﾉﾂ ｼｮｳﾀ - 京都府
2 2501 0:18:36 藤井　廉 ﾌｼﾞｲﾚﾝ 京都キャロット 京都府
3 2503 0:26:29 永田　利光 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾃﾙ - 京都府

24 24部　ファミリーの部
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3023 0:12:16 高田　紫帆 ﾀｶﾀﾞ ｼﾎ - 京都府
2 2688 0:12:26 山下　琢矢 ﾔﾏｼﾀﾀｸﾔ - 京都府
3 2873 0:12:29 道家　康生 ﾄﾞｳｹｺｳｾｲ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
4 2837 0:12:30 角田　香一郎 ｶｸﾀﾞｺｳｲﾁﾛｳ - 京都府
5 3006 0:12:34 野津　隆由 ﾉﾂ ﾀｶﾖｼ - 京都府
6 2826 0:12:35 藤井　廣司 ﾌｼﾞｲｺｳｼﾞ 京都キャロット 京都府
7 2870 0:12:50 谷貝　嵐遊 ﾀﾆｶﾞｲﾗﾝﾕｳ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
8 2829 0:12:58 佐成　健 ｻﾅﾘｹﾝ - 滋賀県
9 3042 0:13:12 鍛治　奈美恵 ｶｼﾞ ﾅﾐｴ - 京都府
10 2749 0:13:13 小林　加奈 ｺﾊﾞﾔｼｶﾅ フレンズ 京都府
11 2816 0:13:17 江本　和生 ｴﾓﾄｶｽﾞｵ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
12 2871 0:13:27 蒲田　真吾 ｶﾊﾞﾀｼﾝｺﾞ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
13 2718 0:13:39 立脇　佳央理 ﾀﾃﾜｷｶｵﾘ 立脇家疾走連合 京都府
14 2888 0:13:40 仲野　朝咲 ﾅｶﾉ ｱｻ - 京都府
15 2720 0:13:42 立脇　誠 ﾀﾃﾜｷﾏｺﾄ 立脇家疾風連合 京都府
16 2719 0:13:42 立脇　明 ﾀﾃﾜｷｱｷﾗ 立脇家疾風連合 京都府
17 2815 0:13:47 江本　健太郎 ｴﾓﾄｹﾝﾀﾛｳ - 京都府
18 2695 0:14:01 小西　悠也 ｺﾆｼﾕｳﾔ - 京都府
19 3027 0:14:12 西川　結喜菜 ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾅ - 京都府
20 2751 0:14:20 山口　孝和 ﾔﾏｸﾞﾁﾀｶｶｽﾞ フレンズ 京都府
21 2982 0:14:28 吉野　颯 ﾖｼﾉ ﾊﾔﾃ 吉野ファミリー 滋賀県
22 2722 0:14:38 中井　裕太 ﾅｶｲﾕｳﾀ - 京都府
23 2868 0:14:41 谷岡　美穂 ﾀﾆｵｶﾐﾎ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
24 2879 0:14:42 山下　凱之 ﾔﾏｼﾀﾖｼﾕｷ 詳徳小学校 京都府
25 2891 0:14:46 西村　凛 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ 三ノ宮小学校 京都府
26 2836 0:14:47 角田　みさ子 ｶｸﾀﾞﾐｻｺ - 京都府
27 2782 0:14:53 見島　義和 ﾐｼﾏﾖｼｶｽﾞ 丹波桜梅園 京都府
28 2791 0:14:54 草刈　春友 ｸｻｶﾘﾊﾙﾄﾓ 丹波桜梅園 京都府
29 2788 0:14:54 大倉　直也 ｵｵｸﾗﾅｵﾔ 丹波桜梅園 京都府
30 2852 0:14:57 中安　一貴 ﾅｶﾔｽｲｯｷ 丹波ひかり小学校 京都府
31 2715 0:14:59 山本　竣也 ﾔﾏﾓﾄｼｭﾝﾔ 竹野小学校 京都府
32 2789 0:15:00 中　翔太 ﾅｶｼｮｳﾀ 丹波ひかり小学校 京都府
33 3007 0:15:02 野津　俊太 ﾉﾂ ｼｭﾝﾀ - 京都府
34 2752 0:15:07 森脇　始人 ﾓﾘﾜｷﾊｼﾞﾒ フレンズ 京都府
35 2601 0:15:08 石田　裕明 ｲｼﾀﾞﾋﾛｱｷ - 京都府
36 2867 0:15:09 谷口　夏穂 ﾀﾆｸﾞﾁｶﾎ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
37 2820 0:15:11 鈴木　拓弥 ｽｽﾞｷﾀｸﾔ 亀岡小学校 京都府
38 2853 0:15:13 中安　紗貴 ﾅｶﾔｽｻｷ ミントネット 京都府
39 2872 0:15:13 永島　智寛 ﾅｶﾞｼﾏﾄﾓﾋﾛ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
40 2935 0:15:14 藤田　裕香 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｶ 桃山小学校 京都府
41 2640 0:15:15 前田　光一郎 ﾏｴﾀﾞｺｳｲﾁﾛｳ - 京都府
42 2884 0:15:18 小牧　未来 ｺﾏｷ ﾐｸ 桂川小学校 京都府
43 3024 0:15:18 高田　侑真 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾏ - 京都府
44 2869 0:15:25 新井　有紗 ｱﾗｲｱﾘｻ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
45 2723 0:15:34 中井　潤 ﾅｶｲｼﾞｭﾝ - 京都府
46 2754 0:15:34 中田　花菜 ﾅｶﾀﾊﾅ 園部小学校 京都府
47 2678 0:15:37 長谷川　健 ﾊｾｶﾞﾜﾀｹｼ あけぼの学園るりけい寮 京都府
48 2844 0:15:39 尾崎　智奈美 ｵｻﾞｷﾁﾅﾐ - 京都府
49 2925 0:15:41 森口　法子 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾉﾘｺ ＮＡＶＹ 京都府
50 2676 0:15:47 福井　雅史 ﾌｸｲﾏｻｼ - 京都府
51 2743 0:15:49 橋本　茅歩 ﾊｼﾓﾄﾁﾎ フレンズ 京都府
52 2698 0:15:50 足立　翔吾 ｱﾀﾞﾁｼｮｳｺﾞ - 京都府
53 2611 0:15:50 山田　衛 ﾔﾏﾀﾞﾏﾓﾙ 広沢小学校 京都府
54 2797 0:15:55 岡本　由奈 ｵｶﾓﾄﾕｳﾅ 西本梅小学校 京都府
55 2670 0:15:56 中川　魁人 ﾅｶｶﾞﾜｶｲﾄ 東宇治中学校 京都府
56 2671 0:15:57 中川　蓮 ﾅｶｶﾞﾜﾚﾝ 三室戸小学校 京都府
57 2926 0:15:59 森口　陽香 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ＮＡＶＹ 京都府
58 2739 0:16:00 北村　咲幸 ｷﾀﾑﾗｻﾕｷ - 京都府
59 2738 0:16:00 大﨑　歩美 ｵｵｻｷｱﾕﾐ フレンズ 京都府
60 2610 0:16:01 山田　文典 ﾔﾏﾀﾞﾌﾐﾉﾘ - 京都府
61 2779 0:16:01 浅田　真友子 ｱｻﾀﾞﾏﾕｺ 富本小学校 京都府
62 2740 0:16:02 西村　美咲 ﾆｼﾑﾗﾐｻｷ フレンズ 京都府
63 2745 0:16:05 野間　沙也香 ﾉﾏｻﾔｶ フレンズ 京都府
64 2716 0:16:05 堀口　滉基 ﾎﾘｸﾞﾁｺｳｷ 朝来小学校 京都府
65 2903 0:16:09 樋口　絢子 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｺ 朱雀第四小学校 京都府
66 2748 0:16:11 中井　菜摘 ﾅｶｲﾅﾂﾐ フレンズ 京都府
67 2900 0:16:12 西田　一貴 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ Ｌｏｆｔｙ 大阪府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
68 2979 0:16:13 德田　萌樹 ﾄｸﾀﾞ ﾓｴｷﾞ 三山木小学校 京都府
69 2642 0:16:13 前田　悠真 ﾏｴﾀﾞﾕｳﾏ - 京都府
70 2776 0:16:13 森　翔太 ﾓﾘｼｮｳﾀ - 京都府
71 2957 0:16:16 高橋　渚 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 五ヶ荘小学校 京都府
72 2717 0:16:17 堀口　彩子 ﾎﾘｸﾞﾁｱﾔｺ - 京都府
73 2845 0:16:17 尾崎　雅也 ｵｻﾞｷﾏｻﾔ - 京都府
74 3040 0:16:20 一瀬　彪 ｲﾁｾ ﾀｹﾙ - 京都府
75 2898 0:16:21 西田　辰巳 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ Ｌｏｆｔｙ 大阪府
76 2667 0:16:25 本多　梓 ﾎﾝﾀﾞｱｽﾞｻ 丹波ひかり小学校 京都府
77 2683 0:16:30 岩内　百花 ｲﾜｳﾁﾓﾓｶ - 京都府
78 2814 0:16:30 江本　康二郎 ｴﾓﾄｺｳｼﾞﾛｳ - 京都府
79 2892 0:16:33 藤嶋　歩里 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾕﾘ 御所南小学校 京都府
80 2890 0:16:37 西村　壮太 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ 三ノ宮小学校 京都府
81 2771 0:16:37 辻横　真琴 ﾂｼﾞﾖｺﾏｺﾄ 静原小学校 京都府
82 2889 0:16:39 西村　明洋 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ - 京都府
83 2984 0:16:40 阿部　駿吾 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｺﾞ - 京都府
84 2726 0:16:43 馬杉　明希 ﾏｽｷﾞｱｷ 膳所小学校 滋賀県
85 2616 0:16:45 北橋　萌 ｷﾀﾊｼﾒｸﾞﾐ 園部第二小学校 京都府
86 2655 0:16:47 西山　厚人 ﾆｼﾔﾏｱﾂﾋﾄ 桧山小学校 京都府
87 2899 0:16:48 西田　里美 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾐ Ｌｏｆｔｙ 大阪府
88 2965 0:16:48 佐竹　寛泰 ｻﾀｹ ﾋﾛﾔｽ - 京都府
89 2901 0:16:52 長藤　仁美 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾋﾄﾐ ＲｕｎＲｕｎく 大阪府
90 2902 0:16:52 長藤　宏美 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾋﾛﾐ ＲｕｎＲｕｎく 大阪府
91 2684 0:16:54 岩内　柚乃 ｲﾜｳﾁﾕｽﾞﾉ - 京都府
92 2920 0:16:59 渡辺　治憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾉﾘ 西大久保小学校 京都府
93 2855 0:17:00 間宮　由美子 ﾏﾐﾔﾕﾐｺ - 京都府
94 2824 0:17:03 田中　里美 ﾀﾅｶｻﾄﾐ - 京都府
95 2770 0:17:03 田中　雄規 ﾀﾅｶﾕｳｷ - 京都府
96 2856 0:17:06 間宮　仁史 ﾏﾐﾔﾋﾄｼ - 京都府
97 2854 0:17:06 間宮　菜穂 ﾏﾐﾔﾅﾎ 桃山東小学校 京都府
98 2615 0:17:08 北橋　大成 ｷﾀﾊｼﾀｲｾｲ 園部第二小学校 京都府
99 2682 0:17:14 岩内　輝美 ｲﾜｳﾁﾃﾙﾐ - 京都府
100 2689 0:17:22 大﨑　雅人 ｵｵｻｷﾏｻﾄ 竹野小学校 京都府
101 2737 0:17:28 梅原　世奈 ｳﾒﾊﾗｾﾅ フレンズ 京都府
102 2948 0:17:29 村上　彪雅 ﾑﾗｶﾐ ﾋｮｳｶﾞ - 京都府
103 2799 0:17:30 益田　智樹 ﾏｽﾀﾞﾄﾓｷ - 京都府
104 2801 0:17:30 益田　悠樹 ﾏｽﾀﾞﾕｳｷ 園部小学校 京都府
105 2841 0:17:32 西山　敬祐 ﾆｼﾔﾏｹｲｽｹ - 京都府
106 2741 0:17:33 梅原　杏奈 ｳﾒﾊﾗｱﾝﾅ フレンズ 京都府
107 2744 0:17:34 片山　慧 ｶﾀﾔﾏｹｲ フレンズ 京都府
108 2669 0:17:35 中川　美穂子 ﾅｶｶﾞﾜﾐﾎｺ - 京都府
109 2710 0:17:39 篠塚　啓汰 ｼﾉｽﾞｶｹｲﾀ 丹波ひかり小学校 京都府
110 2830 0:17:44 湊　伸彦 ﾐﾅﾄﾉﾌﾞﾋｺ - 京都府
111 2709 0:17:44 中西　智也 ﾅｶﾆｼﾄﾓﾔ 丹波ひかり小学校 京都府
112 2877 0:17:47 和田　竜成 ﾜﾀﾞﾘｭｳｾｲ - 京都府
113 2878 0:17:47 山下　太郎 ﾔﾏｼﾀﾀﾛｳ - 京都府
114 2657 0:17:47 番　尚美クレア ﾂｶﾞｲﾅｵﾐｸﾚｱ 向陽小学校 京都府
115 2887 0:17:48 仲野　由布子 ﾅｶﾉ ﾕﾌｺ - 京都府
116 2656 0:17:48 番　テリー ﾂｶﾞｲﾃﾘｰ - 京都府
117 2736 0:17:52 小林　磨歩 ｺﾊﾞﾔｼ フレンズ 京都府
118 2647 0:17:52 竹下　直希 ﾀｹｼﾀﾅｵｷ 丹波ひかり小学校 京都府
119 2613 0:17:55 中山　剛徳 ﾅｶﾔﾏﾀｶﾉﾘ - 京都府
120 2896 0:17:55 山本　幸暉 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 修学院小学校 京都府
121 2956 0:17:56 高橋　渡 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ - 京都府
122 2604 0:17:56 加藤　詩子 ｶﾄｳｳﾀｺ - 京都府
123 3044 0:17:57 八木　司 ﾔｷﾞ ﾂｶｻ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
124 2798 0:18:00 岡本　千秋 ｵｶﾓﾄﾁｱｷ - 京都府
125 2933 0:18:03 杉谷　昇太郎 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ - 京都府
126 2915 0:18:08 澤田　隆志 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ - 京都府
127 2690 0:18:08 大﨑　みどり ｵｵｻｷﾐﾄﾞﾘ - 京都府
128 2894 0:18:09 藤嶋　義孝 ﾌｼﾞｼﾏ ﾖｼﾀｶ - 京都府
129 2893 0:18:11 藤嶋　穣大 ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾞｮｳﾀ 聚楽保育所 京都府
130 2654 0:18:13 西山　喜代美 ﾆｼﾔﾏｷﾖﾐ - 京都府
131 2724 0:18:16 中井　健二 ﾅｶｲｹﾝｼﾞ - 京都府
132 2646 0:18:17 竹下　真由美 ﾀｹｼﾀﾏﾕﾐ - 京都府
133 2834 0:18:17 湊　巧也 ﾐﾅﾄﾀｸﾔ 丹波ひかり小学校 京都府
134 2619 0:18:18 岩波　健二 ｲﾜﾅﾐｹﾝｼﾞ 向日市走遊会 京都府
135 2763 0:18:21 佐野　清子 ｻﾉｷﾖｺ - 京都府
136 3039 0:18:23 一瀬　颯 ｲﾁｾ ﾊﾔﾃ - 京都府
137 2733 0:18:23 松岡　高広 ﾏﾂｵｶ チーム　ヘラクレス 京都府
138 2783 0:18:25 中　秀太 ﾅｶｼｭｳﾀ 丹波ひかり小学校 京都府
139 2880 0:18:26 和田　成志郎 ﾜﾀﾞｾｲｼﾛｳ - 京都府
140 3032 0:18:28 生田　うらら ｲｸﾀ ｳﾗﾗ - 京都府
141 2693 0:18:29 新　ゆかり ｱﾀﾗｼﾕｶﾘ フレンズ 京都府
142 2913 0:18:30 中村　有希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 日野小学校 京都府
143 2777 0:18:30 荒井　菜月 ｱﾗｲﾅﾂｷ - 京都府
144 2808 0:18:33 宮本　真帆 ﾐﾔﾓﾄﾏﾎ 守口金田きりん公園RC 大阪府
145 3004 0:18:33 木村　雅喜 ｷﾑﾗ ﾏｻｷ - 京都府
146 2612 0:18:39 山田　智世 ﾔﾏﾀﾞﾄﾓﾖ 洛陽総合高等学校 京都府
147 2638 0:18:45 山崎　将道 ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾐﾁ - 京都府
148 2643 0:18:45 高野　誠毅 ﾀｶﾉﾏｻｷ - 京都府
149 2652 0:18:46 大槻　寛人 ｵｵﾂｷﾋﾛﾄ - 京都府
150 2633 0:18:46 上田　一之 ｳｴﾀﾞｶｽﾞﾕｷ - 京都府
151 2635 0:18:46 上田　裕也 ｳｴﾀﾞﾕｳﾔ - 京都府
152 2934 0:18:47 杉谷　洋輔 ｽｷﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ - 京都府
153 3010 0:18:51 明田　美弥 ｱｹﾀ ﾐﾔ - 京都府
154 3009 0:18:52 明田　賢一 ｱｹﾀ ｹﾝｲﾁ - 京都府
155 2942 0:18:52 佐古　善夫 ｻｺ ﾖｼｵ - 京都府
156 2622 0:18:54 吉岡　恭人 ﾖｼｵｶｷｮｳﾄ 第二向陽小学校 京都府
157 2914 0:18:55 中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 日野小学校 京都府
158 3031 0:18:56 渡壁　悠登 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾕｳﾄ - 広島県
159 2714 0:18:58 山本　淳貴 ﾔﾏﾓﾄｱﾂｷ 須知幼稚園 京都府
160 2713 0:18:58 山本　博 ﾔﾏﾓﾄﾋﾛｼ - 京都府
161 2781 0:18:59 中　重雄 ﾅｶｼｹﾞｵ - 京都府
162 3021 0:19:01 上西　翔太 ｳｴﾆｼ ｼｮｳﾀ - 京都府
163 2766 0:19:02 小山　奈津 ｺﾔﾏﾅﾂ 三ノ宮小学校 京都府
164 2850 0:19:04 沼田　菜都音 ﾇﾏﾀﾅﾂﾈ 詳徳小学校 京都府
165 2696 0:19:09 小西　楓 ｺﾆｼｶｴﾃﾞ - 京都府
166 2699 0:19:09 足立　優衣 ｱﾀﾞﾁﾕｲ - 京都府
167 2980 0:19:12 祖父江　由美 ｿﾌｴ ﾕﾐ - 滋賀県
168 2804 0:19:13 大和　丈二 ﾔﾏﾄｼﾞｮｳｼﾞ 丹波養護学校 京都府
169 2932 0:19:14 杉谷　文子 ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾔｺ - 京都府
170 2765 0:19:15 小山　敦子 ｺﾔﾏｱﾂｺ - 京都府
171 2912 0:19:18 中村　一哉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ - 京都府
172 2764 0:19:21 小門　裕子 ｺｶﾄﾞﾕｳｺ - 京都府
173 2772 0:19:24 小田　燎 ｵﾀﾞｶｶﾞﾘ 久世西小学校 京都府
174 2858 0:19:25 金延　真由 ｶﾈﾉﾌﾞﾏﾕ ミントネット 京都府
175 2847 0:19:25 松谷　友香 ﾏﾂﾀﾆﾄﾓｶ ミントネット 京都府
176 2702 0:19:26 森下　真妃 ﾓﾘｼﾀﾏｷ 二の丸北小学校 京都府
177 2931 0:19:27 達川　真弘 ﾀﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
178 2929 0:19:27 達川　創士 ﾀﾂｶﾜ ｿｳｼ - 京都府
179 2687 0:19:28 山下　雅行 ﾔﾏｼﾀﾏｻﾕｷ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
180 2686 0:19:28 山下　真依 ﾔﾏｼﾀﾏｲ - 京都府
181 2668 0:19:29 本多　健 ﾎﾝﾀﾞﾀｹｼ - 京都府
182 2961 0:19:30 今川　瑞沙姫 ｲﾏｶﾞﾜ ﾐｻｷ 丹波ひかり小学 京都府
183 2987 0:19:31 坂本　尚人 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾄ - 京都府
184 2985 0:19:31 坂本　陽 ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ - 京都府
185 2960 0:19:32 今川　敏夫 ｲﾏｶﾞﾜ ﾄｼｵ - 京都府
186 2953 0:19:32 青松　美賢 ｱｵﾏﾂ ﾐｻﾄ - 京都府
187 2954 0:19:32 青松　優貴 ｱｵﾏﾂ ﾕｳｷ - 京都府
188 2955 0:19:33 青松　文恵 ｱｵﾏﾂ ﾌﾐｴ - 京都府
189 2681 0:19:33 米原　久美子 ﾖﾈﾊﾗｸﾐｺ - 京都府
190 2778 0:19:33 浅田　容子 ｱｻﾀﾞﾖｳｺ - 京都府
191 2974 0:19:34 池田　有毅 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ - 兵庫県
192 2973 0:19:34 池田　洋一 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ - 兵庫県
193 2603 0:19:40 保田　志信 ﾔｽﾀﾞｼﾉﾌﾞ 仙人会 京都府
194 2784 0:19:42 阿部　邦章 ｱﾍﾞｸﾆｱｷ 丹波桜梅園 京都府
195 2790 0:19:42 西田　裕作 ﾆｼﾀﾞﾕｳｻｸ 丹波桜梅園 京都府
196 2958 0:19:43 高橋　佑弥 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 五ヶ荘小学校 京都府
197 2641 0:19:43 前田　雅美 ﾏｴﾀﾞﾏｻﾐ - 京都府
198 2822 0:19:43 田中　愛莉 ﾀﾅｶｱｲﾘ - 京都府
199 2823 0:19:43 田中　浩史 ﾀﾅｶﾋﾛｼ - 京都府
200 2602 0:19:45 保田　雄志 ﾔｽﾀﾞﾕｳｼﾞ 仙人会Ｊ 京都府
201 2675 0:19:48 田中　千鶴 ﾀﾅｶ - 京都府
202 2825 0:19:51 森下　那海 ﾓﾘｼﾀﾅﾐ Team　P-man 京都府
203 2905 0:19:54 中島　円 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ - 京都府
204 2712 0:19:56 山本　美津子 ﾔﾏﾓﾄﾐﾂｺ - 京都府
205 2885 0:19:57 川田　亨 ｶﾜﾀ ﾄｵﾙ ＬＯＦＴＹ 大阪府
206 2886 0:19:58 川田　悠介 ｶﾜﾀ ﾕｳｽｹ ＬＯＦＴＹ 大阪府
207 2940 0:20:00 渡辺　智奈美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾐ - 京都府
208 2941 0:20:00 渡辺　克哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ - 京都府
209 2832 0:20:02 湊　芽衣 ﾐﾅﾄﾒｲ 丹波ひかり小学校 京都府
210 2711 0:20:04 篠塚　美沙 ｼﾉｽﾞｶﾐｻ 丹波ひかり小学校 京都府
211 2848 0:20:05 永澤　理沙 ﾅｶﾞｻﾜﾘｻ 丹波ひかり小学校 京都府
212 2664 0:20:06 大城　まゆみ ｵｵｼﾛﾏﾕﾐ - 京都府
213 2904 0:20:06 樋口　悦子 ﾋｸﾞﾁ ｴﾂｺ - 京都府
214 3033 0:20:07 生田　稔 ｲｸﾀ ﾐﾉﾙ - 京都府
215 2959 0:20:07 高橋　知代 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖ - 京都府
216 2631 0:20:10 片岡　信子 ｶﾀｵｶﾉﾌﾞｺ - 京都府
217 2785 0:20:12 中　愛実 ﾅｶｱｲﾐ たんばひかり小学校 京都府
218 2787 0:20:12 中　直巳 ﾅｶﾅｵﾐ - 京都府
219 2662 0:20:15 阪根　力矢 ｻｶﾈﾘｷﾔ 古川小学校 京都府
220 2666 0:20:17 太田　梨保 ｵｵﾀﾘﾎ 丹波ひかり小学校 京都府
221 2757 0:20:17 田辺　敦史 ﾀﾅﾍﾞｱﾂｼ 白川学園RC 京都府
222 2759 0:20:17 田辺　暖柊 ﾀﾅﾍﾞﾊﾙﾄｳ 西陣中央小学校 京都府
223 2665 0:20:17 太田　康之 ｵｵﾀﾔｽﾕｷ - 京都府
224 2742 0:20:23 今出　麻衣 ｲﾏﾃﾞﾏｲ フレンズ 京都府
225 2750 0:20:23 森脇　夏美 ﾓﾘﾜｷﾅﾂﾐ フレンズ 京都府
226 2768 0:20:24 大西　哲也 ｵｵﾆｼﾃﾂﾔ チーム　ヘラクレス 京都府
227 2730 0:20:24 松岡　正裕 ﾏﾂｵｶﾏｻﾋﾛ チーム　ヘラクレス 京都府
228 2731 0:20:25 松岡　秀高 ﾏﾂｵｶﾋﾃﾞﾀｶ チーム　ヘラクレス 京都府
229 2692 0:20:32 諸富　湧 ﾓﾛﾄﾐﾜｸ 深草幼稚園 京都府
230 2756 0:20:36 中田　匡恵 ﾅｶﾀﾏｻｴ - 京都府
231 2802 0:20:36 益田　美咲 ﾏｽﾀﾞﾐｻｷ 園部小学校 京都府
232 2800 0:20:37 益田　由美子 ﾏｽﾀﾞﾕﾐｺ - 京都府
233 2658 0:20:37 前田　康雄 ﾏｴﾀﾞﾔｽｵ - 京都府
234 3014 0:20:42 四方　彩菜 ｼｶﾀ ｱﾔﾅ - 京都府
235 2910 0:20:42 久保元　鎌 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾚﾝ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
236 2623 0:20:43 福山　智子 ﾌｸﾔﾏﾄﾓｺ 園部小学校 京都府
237 2624 0:20:44 福山　弘子 ﾌｸﾔﾏﾋﾛｺ - 京都府
238 2981 0:20:44 小南　香子 ｺﾐﾅﾐ ｷｮｳｺ - 滋賀県
239 2963 0:20:46 佐竹　真子 ｻﾀｹ ｼﾝｺ - 京都府
240 2908 0:20:46 久保元　忍 ｸﾎﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
241 2964 0:20:46 佐竹　今日子 ｻﾀｹ ｷｮｳｺ - 京都府
242 2895 0:20:47 山本　真莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘ 修学院小学校 京都府
243 3029 0:20:55 牧野　敬子 ﾏｷﾉ ｹｲｺ - 京都府
244 2828 0:21:03 佐成　郁乃 ｻﾅﾘｲｸﾉ - 滋賀県
245 2614 0:21:16 小枝　美代子 ｺｴﾀﾞﾐﾖｺ 西村政春会 滋賀県
246 3020 0:21:17 上西　みち代 ｳｴﾆｼ ﾐﾁﾖ - 京都府
247 2608 0:21:31 瀬尾　哲成 ｾｵﾃﾂﾅﾙ - 京都府
248 2607 0:21:31 瀬尾　尚登 ｾｵﾅｵﾄ 明輪学園 京都府
249 2927 0:21:32 寧　鉄 ﾈｲ ﾃﾂ - 京都府
250 2917 0:21:45 高木　日和 ﾀｶｷﾞ ﾋﾖﾘ ＬＯＦＴＹ 福井県
251 2773 0:21:45 村下　由樹 ﾑﾗｼﾀﾕｷ 久世西小学校 京都府
252 2882 0:21:45 堀米　敦子 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱﾂｺ ＣＭＮ 京都府
253 2883 0:21:46 堀米　武彦 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾋｺ ＣＭＮ 京都府
254 2774 0:21:46 村下　好成 ﾑﾗｼﾀﾖｼﾅﾘ - 京都府
255 3045 0:21:50 八木　旭 ﾔｷﾞ ｱｻﾋ - 京都府
256 2729 0:21:52 板倉　有希 ｲﾀｸﾗﾕｳｷ - 京都府
257 3022 0:21:52 上西　悟 ｳｴﾆｼ ｻﾄｼ - 京都府
258 2728 0:21:52 板倉　裕子 ｲﾀｸﾗﾋﾛｺ - 京都府
259 2725 0:21:54 馬杉　勇佑 ﾏｽｷﾞﾕｳｽｹ 膳所小学校 滋賀県
260 2727 0:21:54 馬杉　真由美 ﾏｽｷﾞﾏﾕﾐ - 滋賀県
261 3043 0:21:54 八木　知子 ﾔｷﾞ ﾄﾓｺ - 京都府
262 2704 0:22:08 三木　千智 ﾐｷﾁｻﾄ 慧日幼稚園 京都府
263 2732 0:22:09 松岡　純代 ﾏﾂｵｶｽﾐﾖ チーム　ヘラクレス 京都府
264 2918 0:22:11 高木　浩明 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｱｷ ＬＯＦＴＹ 福井県
265 2721 0:22:13 立脇　真佐美 ﾀﾃﾜｷﾏｻﾐ 立脇家疾風連合 京都府
266 2916 0:22:13 高木　早百合 ﾀｶｷﾞ ｻﾕﾘ ＬＯＦＴＹ 福井県
267 3017 0:22:18 中村　敏美 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾐ - 京都府
268 2986 0:22:19 坂本　要 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾒ - 京都府
269 2839 0:22:21 西山　浩 ﾆｼﾔﾏﾋﾛｼ - 京都府
270 2840 0:22:23 西山　綾佳 ﾆｼﾔﾏｱﾔｶ ミントネット 京都府
271 2866 0:22:24 小西　愛華 ｺﾆｼﾏﾅｶ ミントネットクラブ 京都府
272 2645 0:22:24 中田　美苗 ﾅｶﾀﾐﾅｴ - 京都府
273 2761 0:22:26 松田　萌菜 ﾏﾂﾀﾞﾓﾅ 御室小学校 京都府
274 2755 0:22:27 中田　善弘 ﾅｶﾀﾖｼﾋﾛ - 京都府
275 2762 0:22:27 ｻﾝﾎﾞﾝ　ﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾎﾞﾝ - 京都府
276 2644 0:22:27 中田　慎太朗 ﾅｶﾀｼﾝﾀﾛｳ - 京都府
277 2818 0:22:27 井上　ゆみ ｲﾉｳｴﾕﾐ - 京都府
278 2605 0:22:28 中山　美穂子 ﾅｶﾔﾏ - 京都府
279 2679 0:22:33 田原　英明 ﾀﾊﾗﾋﾃﾞｱｷ あけぼの学園るりけい寮 京都府
280 2876 0:22:37 田島　貴久子 ﾀｼﾞﾏｷｸｺ - 京都府
281 2875 0:22:38 田島　幸 ﾀｼﾞﾏﾐﾕｷ 長岡第10小学校 京都府
282 2697 0:22:42 足立　博 ｱﾀﾞﾁﾋﾛｼ - 京都府
283 2700 0:22:42 足立　陸翔 ｱﾀﾞﾁﾘｸﾄ - 京都府
284 2632 0:22:46 村岡　敬公 ﾑﾗｵｶﾋﾛﾏｻ - 京都府
285 3005 0:22:50 荻野　剣 ｵｷﾞﾉ ﾂﾙｷﾞ - 京都府
286 2780 0:22:52 大倉　沙耶 ｵｵｸﾗｻﾔ ﾁｰﾑ　P-man 京都府
287 2677 0:22:59 内田　康子 ｳﾁﾀﾞﾔｽｺ あけぼの学園るりけい寮 京都府
288 2639 0:23:03 國武　敬子 ｸﾆﾀｹｹｲｺ - 京都府
289 2606 0:23:07 西河　保二 ﾆｼｶﾜﾔｽｼﾞ オッサンクラブ 京都府
290 2617 0:23:08 吉原　弘美 ﾖｼﾊﾗﾋﾛﾐ - 京都府
291 2609 0:23:08 瀬尾　勇也 ｾｵﾕｳﾔ 明輪学園 京都府
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292 2618 0:23:08 吉原　宗浩 ﾖｼﾊﾗﾏｻﾋﾛ - 京都府
293 3035 0:23:11 生田　真理子 ｲｸﾀ ﾏﾘｺ - 京都府
294 2813 0:23:11 榎川　勝哉 ｴｶﾞﾜｶﾂﾔ - 京都府
295 3034 0:23:11 生田　宗 ｲｸﾀ ﾂｶｻ - 京都府
296 2810 0:23:13 榎川　花乃子 ｴｶﾞﾜｶﾉｺ - 京都府
297 2921 0:23:15 北岡　房子 ｷﾀｵｶ ﾌｻｺ - 京都府
298 2919 0:23:16 渡辺　千裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 生田産機工業㈱ 京都府
299 2863 0:23:18 藤本　正幸 ﾌｼﾞﾓﾄﾏｻﾕｷ - 京都府
300 2874 0:23:18 川村　忍 ｶﾜﾑﾗ - 京都府
301 2819 0:23:19 中村　萌夏 ﾅｶﾑﾗﾓｴｶ U-Kikun 京都府
302 2807 0:23:27 鈴木　芙生子 ｽｽﾞｷﾌｷｺ - 京都府
303 2629 0:23:28 須崎　博之 ｽｻﾞｷﾋﾛﾕｷ 松花苑かしのき 京都府
304 2705 0:23:32 鎌江　良英 ｶﾏｴﾖｼﾋﾃﾞ - 滋賀県
305 2881 0:23:33 川村　和美 ｶﾜﾑﾗ - 京都府
306 2706 0:23:33 鎌江　春華 ｶﾏｴﾊﾙｶ 大石小学校 滋賀県
307 2864 0:23:47 藤本　英子 ﾌｼﾞﾓﾄﾋﾃﾞｺ - 京都府
308 2862 0:23:47 藤本　宗磨 ﾌｼﾞﾓﾄｿｳﾏ - 京都府
309 3008 0:23:50 明田　利江 ｱｹﾀ ﾄｼｴ - 京都府
310 3011 0:23:50 明田　充 ｱｹﾀ ﾐﾂﾙ - 京都府
311 3018 0:23:55 中村　颯太 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ - 京都府
312 3016 0:23:56 中村　正俊 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ - 京都府
313 2849 0:24:00 永澤　明日香 ﾅｶﾞｻﾜｱｽｶ ミントネット 京都府
314 2833 0:24:01 谷岡　美緒 ﾀﾆｵｶﾐｵ ミントネット 京都府
315 2838 0:24:01 鈴木　花奈 ｽｽﾞｷｶﾅ ミントネット 京都府
316 2857 0:24:02 沼田　結那 ﾇﾏﾀﾕｲﾅ ラ・ミーコ 京都府
317 2842 0:24:02 荒井　俊江 ｱﾗｲﾄｼｴ - 京都府
318 2843 0:24:03 荒井　佳菜 ｱﾗｲｶﾅ - 京都府
319 2897 0:24:04 西澤　常子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾂﾈｺ - 京都府
320 2962 0:24:04 木原　真知子 ｷﾊﾗ ﾏﾁｺ - 京都府
321 2952 0:24:04 岩佐　周一 ｲﾜｻ ｼｭｳｲﾁ - 京都府
322 2930 0:24:04 達川　真紀子 ﾀﾂｶﾜ ﾏｷｺ - 京都府
323 2937 0:24:05 荻野　紗理菜 ｵｷﾞﾉ ｻﾘﾅ チームのまのま 京都府
324 2938 0:24:05 荻野　小百合 ｵｷﾞﾉ ｻﾕﾘ チームのまのま 京都府
325 2793 0:24:06 鷹野　勝英 ﾀｶﾉｶﾂﾋﾃﾞ 丹波桜梅園 京都府
326 2659 0:24:06 前田　のりみ ﾏｴﾀﾞﾉﾘﾐ - 京都府
327 2753 0:24:06 若松　孝子 ﾜｶﾏﾂﾀｶｺ - 京都府
328 2651 0:24:07 大槻　笑美 ｵｵﾂｷｴﾐ - 京都府
329 2625 0:24:09 大内　望 ｵｵｳﾁﾉｿﾞﾐ 松花苑かしのき 京都府
330 2794 0:24:09 神社　秀信 ｶﾝｼﾞｬﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 丹波桜梅園 京都府
331 2691 0:24:13 水越　悦子 ﾐｽﾞｺｼｴﾂｺ - 京都府
332 2621 0:24:16 吉岡　夏芽 ﾖｼｵｶﾅﾂﾒ 第二向陽小学校 京都府
333 2620 0:24:16 吉岡　美保 ﾖｼｵｶﾐﾎ - 京都府
334 2922 0:24:24 荻野　真治 ｵｷﾞﾉ ｼﾝｼﾞ - 京都府
335 2636 0:24:24 山崎　新次 ﾔﾏｻﾞｷｼﾝｼﾞ - 京都府
336 3028 0:24:27 松原　和恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｶｽﾞｴ - 京都府
337 2939 0:24:31 荻野　美惟 ｵｷﾞﾉ ﾐﾕｲ チームのまのま 京都府
338 2703 0:24:45 森下　英子 ﾓﾘｼﾀﾋﾃﾞｺ - 京都府
339 2835 0:25:07 安田　貴子 ﾔｽﾀﾞﾀｶｺ TEAM P-man Jr 京都府
340 2775 0:25:21 森　真帆 ﾓﾘﾏﾎ - 京都府
341 2907 0:25:23 近藤　廣一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 柳池ランナーズ 京都府
342 2906 0:25:24 近藤　啓佑 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 柳池ランナーズ 京都府
343 2821 0:25:27 鈴木　一弥 ｽｽﾞｷｶｽﾞﾔ - 京都府
344 3041 0:25:29 一瀬　真汐 ｲﾁｾ ﾏｼｵ - 京都府
345 3038 0:25:29 一瀬　進一郎 ｲﾁｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ - 京都府
346 2806 0:25:42 久保　穂波 ｸﾎﾞﾎﾅﾐ - 京都府
347 2707 0:25:44 中川　航志 ﾅｶｶﾞﾜｺｳｼ やまびこ保育園 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
348 2708 0:25:44 中川　豊 ﾅｶｶﾞﾜﾕﾀｶ 吉川野球クラブ 京都府
349 2972 0:25:47 田井　結菜 ﾀｲ ﾕｲﾅ 西大路小学校 京都府
350 2971 0:25:47 田井　有里子 ﾀｲ ﾕﾘｺ Ｙ２Ｃ＆Ｍ 京都府
351 2805 0:25:56 稲守　満寿子 ｲﾅﾓﾘﾏｽｺ - 京都府
352 2947 0:25:57 村上　巧 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ - 京都府
353 2944 0:25:58 村上　双葉 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾀﾊﾞ - 京都府
354 3019 0:26:06 飯田　哲司 ｲｲﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ - 京都府
355 2865 0:26:06 波多野　秀千代 ﾊﾀﾉﾋﾃﾞﾁﾖ 波多野ＲＣ 京都府
356 3015 0:26:11 四方　玲菜 ｼｶﾀ ﾚｲﾅ - 京都府
357 2909 0:26:12 久保元　さちよ ｸﾎﾞﾓﾄ ｻﾁﾖ - 京都府
358 2911 0:26:12 久保元　乃愛 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾉｱ - 京都府
359 3013 0:26:12 四方　由紀子 ｼｶﾀ ﾕｷｺ - 京都府
360 3030 0:26:45 松原　　南 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾅﾐ - 京都府
361 2630 0:26:47 西村　昌廣 ﾆｼﾑﾗﾏｻﾋﾛ 松花苑かしのき 京都府
362 2634 0:26:50 山崎　ももか ﾔﾏｻﾞｷﾓﾓｶ - 京都府
363 2637 0:26:50 山崎　典子 ﾔﾏｻﾞｷﾉﾘｺ - 京都府
364 2672 0:27:49 南部　亮雅 ﾅﾝﾌﾞﾘｮｳｶﾞ - 滋賀県
365 2983 0:27:50 阿部　結子 ｱﾍﾞ ﾕｲｺ - 京都府
366 2673 0:27:56 南部　佳絵 ﾅﾝﾌﾞﾖｼｴ - 滋賀県
367 2674 0:27:56 南部　雅彦 ﾅﾝﾌﾞﾏｻﾋｺ - 滋賀県
368 2928 0:28:08 金井　良子 ｶﾅｲ ﾘｮｳｺ - 京都府
369 2817 0:28:12 髙橋　昭人 ﾀｶﾊｼｱｷﾄ - 京都府
370 2803 0:28:12 佐藤　望 ｻﾄｳﾉｿﾞﾐ 丹波養護学校 京都府
371 2946 0:28:20 八木　康雄 ﾔｷﾞ ﾔｽｵ - 京都府
372 2945 0:28:20 八木　百合香 ﾔｷﾞ ﾕﾘｶ - 京都府
373 2943 0:28:21 八木　一都 ﾔｷﾞ ｲｯﾄ - 京都府
374 2735 0:28:23 安田　侑真 ﾔｽﾀﾞﾕｳﾏ トキワ幼稚園 京都府
375 2859 0:28:33 金延　耕平 ｶﾈﾉﾌﾞｺｳﾍｲ 竹野小学校 京都府
376 2846 0:28:34 松谷　直哉 ﾏﾂﾀﾆﾅｵﾔ 竹野小学校 京都府
377 2767 0:28:47 大西　明彦 ｵｵﾆｼｱｷﾋｺ チーム　ヘラクレス 京都府
378 2769 0:28:47 大西　舞衣 ｵｵﾆｼﾏｲ チーム　ヘラクレス 京都府
379 2796 0:29:18 近岡　豊二 ﾁｶｵｶﾄﾖｼﾞ - 京都府
380 2795 0:29:19 近岡　幸恵 ﾁｶｵｶｻﾁｴ - 京都府
381 3037 0:29:33 岸根　郁朗 ｷｼﾈ ｲｸﾛｳ - 京都府
382 3036 0:29:34 岸根　由美 ｷｼﾈ ﾕﾐ - 京都府
383 2734 0:29:37 大隅　芳博 ｵｵｽﾐﾖｼﾋﾛ - 京都府
384 2626 0:29:38 山部　節夫 ﾔﾏﾍﾞｾﾂｵ 松花苑かしのき 京都府
385 2627 0:29:38 徳田　正彦 ﾄｸﾀﾞﾏｻﾋｺ 松花苑かしのき 京都府
386 2685 0:30:10 森　伸二 ﾓﾘｼﾝｼﾞ ﾏﾎｶﾞﾆｰｽﾞ 京都府
387 2648 0:30:37 神田　悠生 ｶﾝﾀﾞﾕｳｾｲ - 京都府
388 2992 0:30:55 石田　伸子 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺ - 京都府
389 2995 0:31:41 門川　真也 ｶﾄﾞｶﾜ ｼﾝﾔ - 滋賀県
390 2994 0:31:48 門川　りの ｶﾄﾞｶﾜ ﾘﾉ - 滋賀県
391 2993 0:31:48 門川　朋香 ｶﾄﾞｶﾜ ﾄﾓｶ - 滋賀県
392 2996 0:31:48 門川　莉久 ｶﾄﾞｶﾜ ﾘｸ - 滋賀県
393 3002 0:31:50 森本　麗奈 ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾅ - 滋賀県
394 2970 0:31:52 田岡　あずみ ﾀｵｶ ｱｽﾞﾐ 西田岡倶楽部 京都府
395 2969 0:31:53 田岡　紀栄 ﾀｵｶ ﾉﾘｴ 西田岡倶楽部 京都府
396 2976 0:32:07 乃一　木香 ﾉｲﾁ ｺﾉｶ ビックフェイス 大阪府
397 2975 0:32:07 乃一　寛子 ﾉｲﾁ ﾋﾛｺ ビックフェイス 大阪府
398 2999 0:32:20 森本　有香子 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｶｺ - 滋賀県
399 3000 0:32:22 森本　礼子 ﾓﾘﾓﾄ ﾚｲｺ - 滋賀県
400 2998 0:32:24 森本　傳 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾀｴ - 滋賀県
401 2997 0:32:24 森本　実優 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾕ - 滋賀県
402 2661 0:32:53 阪根　一洋 ｻｶﾈｶｽﾞﾋﾛ 里ﾉ西ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
403 2663 0:32:53 阪根　敢吉 ｻｶﾈｶﾝｷﾁ - 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
404 2680 0:33:22 高橋　仁美 ﾀｶﾊｼﾋﾄﾐ - 京都府
405 3026 0:33:33 高田　幸信 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ - 京都府
406 3025 0:33:33 高田　奎吾 ﾀｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ - 京都府
407 2809 0:34:11 榎川　千穂子 ｴｶﾞﾜﾁﾎｺ - 京都府
408 2812 0:34:53 榎川　環 ｴｶﾞﾜﾀﾏｷ - 京都府
409 2811 0:35:00 榎川　颯輔 ｴｶﾞﾜｻｽｹ - 京都府
410 2831 0:35:32 黒川　京美 ｸﾛｶﾜﾕﾄﾐ 上豊田保育園 京都府
411 2977 0:37:29 西田　寿美子 ﾆｼﾀﾞ ｽﾐｺ 西田岡倶楽部 京都府
412 2978 0:37:29 西田　依央 ﾆｼﾀﾞ ｲｵ 西田岡倶楽部 京都府
413 2760 0:37:39 田辺　裕子 ﾀﾅﾍﾞﾋﾛｺ - 京都府
414 2758 0:37:39 田辺　紫野 ﾀﾅﾍﾞｼﾉ 二条保育園 京都府
415 2936 0:37:50 衛藤　大征 ｴﾄｳ ﾀｲｾｲ Ｌｏｆｔｙ 京都府
416 2649 0:37:51 大槻　誠司 ｵｵﾂｷｾｲｼﾞ - 京都府
417 2650 0:37:51 大槻　徳子 ｵｵﾂｷﾉﾘｺ - 京都府
418 2653 0:37:51 大槻　祐人 ｵｵﾂｷﾕｳﾄ - 京都府
419 2924 0:39:11 岡本　季法 ｵｶﾓﾄ ｽｴﾉﾘ ぐうたｒｕｎ 京都府
420 2923 0:39:11 岡本　優生 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ ぐうたｒｕｎ 京都府
421 2988 0:43:46 中　美加子 ﾅｶ ﾐｶｺ - 京都府
422 2991 0:43:47 中　睦実 ﾅｶ ﾑﾂﾐ - 京都府
423 2990 0:45:26 中　耕司 ﾅｶ ｺｳｼﾞ - 京都府
424 2989 0:45:27 中　栞里 ﾅｶ ｼｵﾘ - 京都府

25 25部　3ｋｍ中学生男子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3108 0:10:04 鷺坂　直希 ｻｷﾞｻｶﾅｵｷ 桃山中クラブ 京都府
2 3107 0:10:19 角田　洋輔 ｶｸﾀﾞﾖｳｽｹ - 京都府
3 3106 0:10:26 渡辺　望 ﾜﾀﾅﾍﾞﾉｿﾞﾑ 桃山中学校 京都府
4 3109 0:10:39 鈴木　究 ｽｽﾞｷｷｭｳ 桃山中学校 京都府
5 3113 0:10:39 北浜　涼 ｷﾀﾊﾏ ﾘｮｳ - 京都府
6 3114 0:10:49 野津　湧太 ﾉﾂ ﾕｳﾀ - 京都府
7 3105 0:11:13 中山　幹太 ﾅｶﾔﾏｶﾝﾀ 桃山中学校 京都府
8 3102 0:11:31 森本　賢司 ﾓﾘﾓﾄｹﾝｼﾞ 桃山中学校 京都府
9 3103 0:13:11 藤田　想太郎 ﾌｼﾞﾀｿｳﾀﾛｳ 大成中学校 京都府
10 3111 0:13:28 藤本　和磨 ﾌｼﾞﾓﾄｶｽﾞﾏ - 京都府
11 3101 0:14:10 石田　敦也 ｲｼﾀﾞｱﾂﾔ 園部中学校 京都府
12 3110 0:17:36 沼田　翔磨 ﾇﾏﾀｼｮｳﾏ 詳徳中学校 京都府

26 26部　3ｋｍ中学生女子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3224 0:10:50 細川　恵未 ﾎｿｶﾜｴﾐ 京都光華中学校 京都府
2 3222 0:10:54 小柳　美紗 ｺﾔﾅｷﾞﾐｻ 桃山中学校 京都府
3 3223 0:11:00 間宮　葵 ﾏﾐﾔｱｵｲ 桃山中学校 京都府
4 3205 0:11:00 朝日　美帆 ｱｻﾋﾐﾎ 桃山中学校 京都府
5 3210 0:11:12 竹内　美諭 ﾀｸｳﾁﾐﾕ 大成中学校 京都府
6 3202 0:11:14 川田　輝 ｶﾜﾀﾋｶﾘ 勝山中学校 京都府
7 3231 0:11:17 德田　歩乃花 ﾄｸﾀﾞ ﾎﾉｶ 田辺中学校 京都府
8 3213 0:11:18 林　菜々 ﾊﾔｼﾅﾅ 光華中学校 京都府
9 3229 0:11:21 近藤　有依 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 京都市立桃山中 京都府
10 3217 0:11:27 坂井　晴香 ｻｶｲﾊﾙｶ 桃山中学校 京都府
11 3209 0:11:35 諸富　純 ﾓﾛﾄﾐｱﾂ 洛北高校附属中学校 京都府
12 3201 0:11:54 川田　幸 ｶﾜﾀｻﾁ 勝山中学校 京都府
13 3211 0:11:55 鴨井　那々子 ｶﾓｲﾅﾅｺ 洛北中学校 京都府
14 3215 0:12:04 鳥居　真子 ﾄﾘｲﾅｵｺ - 京都府
15 3206 0:12:14 山本　南 ﾔﾏﾓﾄﾐﾅﾐ 洛北中学校 京都府
16 3204 0:12:17 竹内　愛乃 ﾀｹｳﾁﾖｼﾉ 洛北中学校 京都府
17 3225 0:12:23 鈴木　翼 ｽｽﾞｷﾂﾊﾞｻ 桃山中学校 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
18 3219 0:12:23 北尾　いづみ ｷﾀｵｲﾂﾞﾐ 洛北高校附属中学校 京都府
19 3203 0:12:31 辻横　美里 ﾂｼﾞﾖｺﾐｻﾄ 洛北中学校 京都府
20 3218 0:12:36 堤　ももか ﾂﾂﾐﾓﾓｶ 高田中学校 京都府
21 3208 0:12:42 上田　葉 ｳｴﾀﾞﾖｳ 洛北高校附属中学校 京都府
22 3216 0:13:19 三浦　由香子 ﾐｳﾗﾕｶｺ 洛北高校附属中学校 京都府
23 3220 0:13:35 坂元　沙也香 ｻｶﾓﾄｻﾔｶ 洛北高校附属中学校 京都府
24 3228 0:13:40 福本　詩織 ﾌｸﾓﾄ ｼｵﾘ 洛北附属中 京都府
25 3221 0:15:49 中尾　早織 ﾅｶｵ - 京都府
26 3214 0:16:03 佐野　美波 ｻﾉﾐﾅﾐ 嵯峨中学校 京都府
27 3226 0:17:06 仲野　和葉 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾊ - 京都府

27 27部　3ｋｍ小学生5.6年生　男子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3318 0:10:42 西村　祐紀 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 向島小学校 京都府
2 3304 0:10:52 諸富　紡 ﾓﾛﾄﾐﾂﾑ 深草小学校 京都府
3 3311 0:11:07 岡本　洸基 ｵｶﾓﾄｺｳｷ 西本梅小学校 京都府
4 3317 0:11:09 向井　滉 ﾑｶｲ ｺｳ 塔南小学校 京都府
5 3314 0:12:24 冨岡　雄太 ﾄﾐｵｶﾕｳﾀ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
6 3308 0:12:36 今西　輝 ｲﾏﾆｼﾋｶﾙ - 京都府
7 3302 0:12:50 豊岡　真毅 ﾄﾖｵｶﾏｻｷ 長岡第5小学校 京都府
8 3315 0:12:57 新井　崚真 ｱﾗｲﾘｮｳﾏ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
9 3319 0:13:23 中島　爽 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ - 京都府
10 3306 0:13:44 山内　陽介 ﾔﾏｳﾁﾖｳｽｹ 桧山小学校 京都府
11 3303 0:13:45 荻野　光 ｵｷﾞﾉｱｷﾗ 三ノ宮小学校 京都府
12 3313 0:14:11 片西　数哉 ｶﾀﾆｼｶｽﾞﾔ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
13 3316 0:14:11 奥野　浩 ｵｸﾉﾋﾛｼ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
14 3301 0:14:24 石田　朋己 ｲｼﾀﾞﾄﾓｷ 明俊小学校 京都府
15 3323 0:14:24 吉野　大海 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾐ 吉野ファミリー 滋賀県
16 3312 0:14:58 金延　剛史 ｶﾈﾉﾌﾞﾂﾖｼ 竹野小学校 京都府
17 3307 0:15:01 深澤　瑠威 ﾌｶｻﾞﾜﾙｲ 久世西小学校 京都府
18 3305 0:15:06 西野　将基 ﾆｼﾉﾏｻｷ 桧山小学校 京都府
19 3309 0:15:47 小田　龍佑 ｵﾀﾞﾘｭｳｽｹ 久世西小学校 京都府
20 3321 0:16:01 高木　祐人 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ ＬＯＦＴＹ 福井県
21 3310 0:17:05 村下　和也 ﾑﾗｼﾀｶｽﾞﾔ 久世西小学校 京都府
22 3322 0:17:50 今川　崇仁 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 丹波ひかり小学 京都府
23 3320 0:19:13 中島　健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ - 京都府
24 3324 0:20:33 中村　潤平 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ - 京都府

28 28部　3ｋｍ小学生5.6年生　女子
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3405 0:11:45 青木　奈波 ｱｵｷﾅﾅﾐ 醒泉ランナーズ 京都府
2 3407 0:11:48 角田　美菜実 ｶｸﾀﾞﾐﾅﾐ - 京都府
3 3418 0:11:58 藤田　聖奈 ﾌｼﾞﾀ ｾｲﾅ 桃山小学校 京都府
4 3423 0:12:11 廣川　風佳 ﾋﾛｶﾜ ﾌｳｶ - 京都府
5 3412 0:12:28 井上　海奈 ｲﾉｳｴﾐﾅ 前山少女ﾊﾞﾚｰ 兵庫県
6 3401 0:12:30 番　爽香ヘイリーレイ ﾂｶﾞｲｻﾔｶﾍｲﾘｰﾚｲ 向陽小学校 京都府
7 3411 0:12:53 谷口　美葉 ﾀﾆｸﾞﾁﾐﾊ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
8 3424 0:13:00 西場　千扇 ﾆｼﾊﾞ ﾁｵﾘ - 京都府
9 3403 0:14:05 近藤　芳 ｺﾝﾄﾞｳﾊﾅ 嵯峨小学校 京都府
10 3404 0:14:07 中田　優衣 ﾅｶﾀﾕｲ 園部小学校 京都府
11 3422 0:14:58 德田　陽葉里 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾖﾘ 三山木小学校 京都府
12 3415 0:15:50 杉浦　公佳 ｽｷﾞｳﾗｷﾐｶ - 京都府
13 3414 0:15:51 山下　栞奈 ﾔﾏｼﾀｶﾝﾅ 詳徳小学校 京都府
14 3408 0:15:51 沼田　佳奈里 ﾇﾏﾀｶﾅﾘ 詳徳小学校 京都府
15 3413 0:15:57 田島　歩 ﾀｼﾞﾏｱﾕﾐ 長岡第10小学校 京都府
16 3417 0:15:57 森口　明日香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｽｶ ＮＡＶＹ 京都府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
17 3410 0:16:06 道家　楓 ﾄﾞｳｹｶｴﾃﾞ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
18 3409 0:16:06 永島　祐美 ﾅｶﾞｼﾏﾕﾐ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
19 3416 0:16:23 西田　彩夏 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｶ Ｌｏｆｔｙ 大阪府
20 3402 0:18:08 大﨑　美里 ｵｵｻｷﾐｻﾄ ﾐﾝﾄﾈｯﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 京都府
21 3419 0:18:52 佐古　実央 ｻｺ ﾐｵ 細見小学校 京都府
22 3420 0:19:26 佐竹　みどり ｻﾀｹ ﾐﾄﾞﾘ - 京都府
23 3421 0:24:31 田井　千尋 ﾀｲ ﾁﾋﾛ 西大路小学校 京都府


