
2010京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　男子ハーフマラソン29歳以下
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7006 1:12:12 和田　高明 ﾜﾀﾞ ﾀｶｱｷ BSSC 京都府
2 7055 1:13:03 渡邉　伯光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ コミネクラブ 京都府
3 7009 1:15:16 新岡　康久 ﾆｲｵｶ ﾔｽﾋｻ 京走AC 京都府
4 7092 1:15:27 田口　康介 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 大阪市立大学 大阪府
5 7045 1:16:36 片岡　哲朗 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 愛知県庁クラブ 愛知県
6 7042 1:16:46 岩月　真也 ｲﾜﾂｷ ｼﾝﾔ Ｐ‐ｍａｎ 京都府
7 7054 1:17:12 中村　智明 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 京都ランナーズ 京都府
8 7003 1:17:22 清水　宏信 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾙﾈｻﾝｽ京都桂 京都府
9 7010 1:19:24 塚本　康裕 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 京走AC 京都府

10 7040 1:21:07 金本　圭史 ｶﾈﾓﾄ ｹｲｼ 京都大学 京都府
11 7069 1:21:27 上村　彩門 ｶﾐﾑﾗ ｻｲﾓﾝ 凌霜ＡＣ 京都府
12 7047 1:21:52 荒木　悠平 ｱﾗｷ ﾕｳﾍｲ 京走ＡＣ 京都府
13 7046 1:23:10 芝野　元気 ｼﾊﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 途中が丘ＲＣ 京都府
14 7050 1:25:05 益山　高広 ﾏｽﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 下鴨中学校教員 大阪府
15 7033 1:29:02 森田　陽平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ チームササヤマ 兵庫県
16 7052 1:29:03 石田　雄太 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ - 京都府
17 7074 1:31:54 竹野　恭平 ﾀｹﾉ ｷｮｳﾍｲ - 兵庫県
18 7061 1:32:31 西　智彦 ﾆｼ ﾄﾓﾋｺ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
19 7096 1:33:16 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ - 京都府
20 7089 1:38:00 吉村　浩一 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ daiso 兵庫県
21 7032 1:39:05 津口　竜太 ﾂｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 海自舞鶴陸上部 京都府
22 7098 1:39:07 西山　直希 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｷ - 京都府
23 7034 1:39:13 秋山　源 ｱｷﾔﾏ ﾐﾅﾄ - 京都府
24 7073 1:39:27 瀬尾　和志 ｾｵ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
25 7075 1:40:11 西山　誉 ﾆｼﾔﾏ ﾎﾏﾚ - 京都府
26 7002 1:40:29 片岡　将輝 ｶﾀｵｶ ﾏｻｷ 浅田鉄工走友会 兵庫県
27 7079 1:40:32 長谷川　啓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ - 京都府
28 7086 1:40:58 太田　周人 ｵｵﾀ ｼｭｳﾄ - 京都府
29 7029 1:41:49 了源　弘太郎 ﾘｮｳｹﾞﾝ ｺｳﾀﾛｳ ＯＲＣ 兵庫県
30 7041 1:42:34 林　潤 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝ - 京都府
31 7011 1:43:07 畑段　宗隆 ﾊﾀﾀﾞﾝ ﾑﾈﾀｶ ﾁｰﾑらくちん 京都府
32 7077 1:43:31 杉本　貴則 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 東英教育ぜみ 京都府
33 7037 1:43:46 吉岡　英明 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ ＯＭＲＵＮ 京都府
34 7013 1:45:32 大藪　伸 ｵｵﾔﾌﾞ ｼﾝ ﾄﾖﾀ部品大阪 大阪府
35 7068 1:46:43 森川　大輔 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ あらべすく 京都府
36 7097 1:48:18 右田　恭兵 ﾐｷﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ - 大阪府
37 7088 1:48:23 土手下　玄徳 ﾄﾞﾃｼﾀ ﾓﾄﾉﾘ - 滋賀県
38 7023 1:49:07 北岡　諭 ｷﾀｵｶ - 京都府
39 7071 1:49:51 山田　裕之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
40 7044 1:50:02 西尾　大地 ﾆｼｵ ﾀﾞｲﾁ たちいり整形 京都府
41 7057 1:51:13 野上　直相 ﾉｶﾐ ﾅｵｽｹ - 大阪府
42 7090 1:51:15 古賀　航平 ｺｶﾞ ｺｳﾍｲ GSユアサ 京都府
43 7008 1:52:02 出野　隼平 ｲﾃﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ - 京都府
44 7083 1:53:15 藤原　由規 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ - 大阪府
45 7028 1:54:23 西原　寛貴 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ - 大阪府
46 7004 1:54:30 田端　宏紀 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ - 三重県
47 7016 1:54:42 柳橋　宏紀 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾋﾛｷ - 京都府
48 7072 1:54:48 太田　拓巳 ｵｵﾀ ﾀｸﾐ - 京都府
49 7065 1:54:58 飛永　直樹 ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ﾅｵｷ - 大阪府
50 7031 1:56:30 木下　裕治 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ オタクＲＣ 京都府
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51 7066 1:56:44 多田　明宏 ﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ＳＨＡ♪走 京都府
52 7015 1:57:31 西　雅裕 ﾆｼ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
53 7091 1:57:31 末永　稔 ｽｴﾅｶﾞ ﾐﾉﾙ - 大阪府
54 7019 1:57:53 田中　佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ - 滋賀県
55 7014 1:58:44 片岡　勇樹 ｶﾀｵｶ - 京都府
56 7094 1:58:47 小瀧　健太郎 ｵﾀﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ＳＳＲＣ 大阪府
57 7053 1:59:10 高木　淳平 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ - 京都府
58 7021 1:59:25 鼎　佑介 ｶﾅｴ ﾕｳｽｹ - 大阪府
59 7030 1:59:58 居馬　大祐 ｲﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ - 大阪府
60 7039 1:59:59 松江　直樹 ﾏﾂｴ ﾅｵｷ - 京都府
61 7084 2:00:19 前川　純一 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
62 7001 2:01:28 井上　賢三 ｲﾉｳｴ ｹﾝｿﾞｳ - 京都府
63 7018 2:03:34 岩井　雄矢 ｲﾜｲ ｶﾂﾔ - 京都府
64 7007 2:05:08 髙薄　憲吾　 ﾀｶｳｽ ｹﾝｺﾞ - 京都府
65 7005 2:05:22 大畑　真太郎 ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 広友会 京都府
66 7022 2:05:29 地野　達也 ﾁﾉ ﾀﾂﾔ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
67 7087 2:07:47 革島　武史 ｶﾜｼﾏ ﾀｹｼ 洛南天竜会 京都府
68 7049 2:08:01 梅原　裕 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳ - 京都府
69 7027 2:08:41 林　國史 ﾊﾔｼ ｸﾆﾋﾄ - 京都府
70 7085 2:09:31 関本　泰生 ｾｷﾓﾄ ﾔｽｵ - 京都府
71 7101 2:09:46 橋本　祐也 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ - 兵庫県
72 7076 2:10:14 小山田　創 ｵﾔﾏﾀﾞ ｿｳ - 京都府
73 7067 2:10:37 海老原　基徳 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾓﾄﾉﾘ - 京都府
74 7035 2:12:09 藤井　隆太 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ たちいり整形 京都府
75 7043 2:12:41 大西　慶治 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾊﾙ チーム福森 京都府
76 7081 2:12:58 山口　隼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ - 滋賀県
77 7062 2:14:41 岩村　映我 ｲﾜﾑﾗ ｴｲｶﾞ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
78 7056 2:16:06 伊藤　健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ - 京都府
79 7095 2:16:22 増岡　幹仁 ﾏｽｵｶ ﾖｼﾄ ＳＳＲＣ 大阪府
80 7080 2:20:39 木村　直也 ｷﾑﾗ  ﾅｵﾔ - 京都府
81 7051 2:21:49 岸本　圭祐 ｷｼﾓﾄ ｹｲｽｹ - 京都府
82 7059 2:23:25 川島　秀太 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳﾀ - 京都府
83 7024 2:23:38 高屋　和真 ﾀｶﾔ ｶｽﾞﾏ - 京都府
84 7020 2:24:06 岡本　容昌 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ - 滋賀県
85 7100 2:27:03 井村　龍太 ｲﾑﾗ ﾘｭｳﾀ - 兵庫県
86 7038 2:33:42 宿院　祐輔 ｼｭｸｲﾝ ﾕｳｽｹ - 京都府

2 2部　男子ハーフマラソン30歳代
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7286 1:10:14 有田　昌史 ｱﾘﾀ ﾏｻｼ 舞鶴クラブ 京都府
2 7269 1:15:04 松政　正之 ﾏﾂﾏｻ ﾏｻﾕｷ - 大阪府
3 7272 1:15:36 馬渕　慎太郎 ﾏﾌﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ - 三重県
4 7331 1:16:26 倉田　和郎 ｸﾗﾀ ｶｽﾞｵ - 京都府
5 7224 1:17:27 新発田　秀明 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 三段池RC 京都府
6 7254 1:18:05 金田　隆史 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 太陽が丘ＪＣ 京都府
7 7309 1:20:45 押領司　哲也 ｵｳﾘｮｳｼﾞ ﾃﾂﾔ 京都文教大職員 京都府
8 7223 1:22:18 中村　智彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ 村岡ﾊﾁ北SC 兵庫県
9 7258 1:22:42 伊藤　祐司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ ヤマザキ 京都府

10 7320 1:22:48 細田　亥俊 ﾎｿﾀﾞ ｲﾄｼ ＭｔｏＵＴＭＢ 大阪府
11 7261 1:23:56 藤田　千秋 ﾌｼﾞﾀ ﾁｱｷ - 京都府
12 7302 1:24:15 澤井　力 ｻﾜｲ ﾂﾄﾑ かめかめ大行進 兵庫県
13 7330 1:24:27 南井　利昭 ﾐﾅｲ ﾄｼｱｷ 西京極ＲＣ 京都府
14 7251 1:26:45 福田　一志 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ - 大阪府
15 7303 1:27:00 大谷　大 ｵｵﾀﾆ ﾀｹｼ こなさんＲＣ 兵庫県
16 7328 1:27:44 岡田　賢治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ラン京 京都府
17 7266 1:28:32 巽　繁 ﾀﾂﾐ ｼｹﾞﾙ チームさんまる 京都府
18 7202 1:29:01 江口　博 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ - 京都府
19 7250 1:29:33 新井　亮介 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ - 京都府
20 7213 1:29:53 前川　達哉 ﾏｴｶﾜ ﾀﾂﾔ - 京都府
21 7298 1:30:59 橋本　裕史 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 北須磨クラブ 兵庫県



22 7234 1:31:59 太田原　慎也 ｵｵﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ ﾁｰﾑｶﾞﾅｽ 大阪府
23 7227 1:32:10 森下　耕太郎 ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ TEAM　P-man 京都府
24 7341 1:32:39 村岡　道隆 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁﾀｶ - 京都府
25 7270 1:32:41 野木　真智 ﾉｷﾞ ﾏｻﾄﾓ いずもんず 大阪府
26 7264 1:32:57 吉田　智和 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ - 兵庫県
27 7246 1:33:01 日野　輝政 ﾋﾉ ﾃﾙﾏｻ 尼崎Ｎ・Ｒ 京都府
28 7355 1:33:24 明父　正隆 ｱﾁﾞﾁ ﾏｻﾀｶ - 京都府
29 7281 1:33:36 竹下　和宏 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 二條ふじ田 京都府
30 7279 1:33:56 高嶋　宏行 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 有田組 京都府
31 7220 1:34:26 和田　圭司 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ - 京都府
32 7212 1:35:05 中尾　憲幸 ﾅｶｵ ﾉﾘﾕｷ - 京都府
33 7205 1:35:15 北野　真吾 ｷﾀﾉ ｼﾝｺﾞ - 京都府
34 7314 1:35:22 竹岡　貴裕 ﾀｹｵｶ ﾀｶﾋﾛ - 京都府
35 7325 1:35:58 西村　友弘 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
36 7241 1:36:08 木村　良 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ - 京都府
37 7259 1:36:25 近藤　純 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ チームササヤマ 兵庫県
38 7316 1:36:50 小林　俊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 村田製作所 京都府
39 7285 1:36:54 吉島　航日子 ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｷﾋｺ - 大阪府
40 7313 1:37:16 鈴木　淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 川村Ｇ 京都府
41 7292 1:37:28 笠間　基寛 ｶｻﾏ ﾓﾄﾋﾛ - 大阪府
42 7310 1:37:32 田門　秀信 ﾀﾓﾝ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ - 兵庫県
43 7324 1:37:36 三津川　晃 ﾐﾂｶﾜ ｱｷﾗ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
44 7308 1:37:36 森山　伸彦 ﾓﾘﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ - 京都府
45 7243 1:38:32 久郷　雅和 ｸｺﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
46 7300 1:38:40 日名田　良一 ﾋﾅﾀ ﾘｮｳｲﾁ - 京都府
47 7359 1:38:55 ピジャー　ベルトラン ﾋﾟｼﾞｬｰ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ - 京都府
48 7339 1:38:56 勝田　正一 ｶﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ - 京都府
49 7296 1:39:04 ｒｙｕ　ｉｃｈｉ ﾘｭｳ ｲﾁ ＣＷ－Ｘ 京都府
50 7208 1:40:13 富松　慎嗣 ﾄﾐﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 広友会 滋賀県
51 7377 1:40:44 新谷　一路 ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾐﾁ ビオラールA 大阪府
52 7245 1:40:45 吉川　智雄 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｵ - 京都府
53 7242 1:41:16 中島　牧雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｷｵ - 大阪府
54 7291 1:41:24 亀井　良太 ｶﾒｲ ﾘｮｳﾀ 有田組 京都府
55 7235 1:41:36 中井　要 ﾅｶｲ ｶﾅﾒ - 京都府
56 7384 1:41:43 小林　佐 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｽｸ アルペン 滋賀県
57 7379 1:42:15 松田　一穂 ﾏﾂﾀﾞ ｲｯｽｲ - 京都府
58 7256 1:42:45 岩崎　昭伸 ｲﾜｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ - 京都府
59 7318 1:43:23 ｉ　ｋｅｔｕｔｓｕｗｅｃ ｲ ｸﾄｩｯｽｳｪﾁｬ - 京都府
60 7315 1:43:58 山田　学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
61 7352 1:44:26 松本　一希 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ - 京都府
62 7334 1:45:13 上野　廣志 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ - 京都府
63 7221 1:45:20 石田　博一 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ﾙﾈｯｻﾝｽ京都桂 京都府
64 7206 1:45:40 川勝　芳明 ｶﾜｶﾂ ﾖｼｱｷ - 京都府
65 7311 1:45:51 八木　光裕 ﾔｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ - 滋賀県
66 7210 1:46:09 井上　雅義 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ みやびんた 京都府
67 7338 1:46:35 今井　拓也 ｲﾏｲ ﾀｸﾔ 舞鶴赤十字病院 京都府
68 7289 1:46:39 一井　育 ｲﾁｲ ﾔｽｼ - 京都府
69 7231 1:46:50 奥村　拓次郎 ｵｸﾑﾗ ﾀｸｼﾞﾛｳ - 滋賀県
70 7219 1:48:07 内藤　義人 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾄ - 大阪府
71 7263 1:48:09 林　聖彦 ﾊﾔｼ ｷﾖﾋｺ - 京都府
72 7268 1:48:17 村上　直人 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾄ - 京都府
73 7255 1:48:32 根本　正容 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ねもリハ 京都府
74 7358 1:48:45 正木　久康 ﾏｻｷ ﾋｻﾔｽ はましん 福井県
75 7350 1:49:12 竹田　利男 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｵ - 京都府
76 7230 1:49:26 本間　敏史 ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ 京走　AC 京都府
77 7369 1:49:36 西田　政宏 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ - 兵庫県
78 7277 1:49:49 藤竹　俊輔 ﾌｼﾞﾀｹ ｼｭﾝｽｹ たちいり整形 京都府
79 7356 1:50:19 小林　賢司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ - 京都府
80 7211 1:50:28 吉永　健二 ﾖｼﾅｶﾞ - 京都府
81 7294 1:50:40 山田　卓史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ - 京都府



82 7321 1:52:10 小森　潤一郎 ｺﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ Ｂｏｏｋｓ２４ 京都府
83 7322 1:52:41 辻　修平 ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
84 7267 1:52:51 田口　裕 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ - 京都府
85 7361 1:53:34 玉島　大蔵 ﾀﾏｼﾏ ﾀﾞｲｿﾞｳ - 京都府
86 7342 1:53:37 鍋師　国彰 ﾅﾍﾞｼ ｸﾆｱｷ ＯＳＴ 京都府
87 7343 1:53:38 森津　和久 ﾓﾘﾂ ｶｽﾞﾋｻ チームＯＳＴ 大阪府
88 7204 1:53:52 小田　達也 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ ゆめﾊﾟﾚｱ 京都府
89 7244 1:54:05 高橋　雅彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ - 京都府
90 7365 1:54:21 中川　太志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 洛南天竜会 京都府
91 7273 1:54:21 酒井　友良 ｻｶｲ ﾄﾓﾖｼ あみぃご亀岡 京都府
92 7293 1:54:55 広瀬　公 ﾋﾛｾ ｺｳ フーピー 京都府
93 7304 1:55:25 堀　真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ コミネクラブ 京都府
94 7239 1:55:29 砂田　耕治 ｽﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 京都府
95 7233 1:56:12 森田　慎 ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ 京都WB 京都府
96 7225 1:56:22 武村　一磨 ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞﾏ - 京都府
97 7297 1:56:42 塩見　明 ｼｵﾐ ｱｷﾗ - 京都府
98 7366 1:56:57 吉田　篤史 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 洛南天竜会 京都府
99 7323 1:57:24 岡本　慶一 ｵｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府

100 7240 1:57:53 若林　大佐 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
101 7333 1:57:57 須貝　雅幸 ｽｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 胡蝶蘭 京都府
102 7375 1:58:09 岡島　正幸 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ ＳＳＲＣ 大阪府
103 7317 1:58:40 牛島　征一郎 ｳｼｼﾞﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ 田辺三菱ＲＣ 京都府
104 7348 1:58:42 加藤　春樹 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ - 兵庫県
105 7385 1:58:45 山口　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ - 大阪府
106 7215 1:59:00 岩森　正光 ｲﾜﾓﾘ ﾉﾌﾞﾃﾙ いわもり歯科 京都府
107 7354 1:59:08 蘆田　洋一郎 ｱｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 花ゆう 京都府
108 7368 1:59:27 森本　一平 ﾓﾘﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 喜楽会 滋賀県
109 7319 1:59:28 梶　哲夫 ｶｼﾞ ﾃﾂｵ - 大阪府
110 7248 1:59:33 岡本　大 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲ - 奈良県
111 7312 1:59:36 今井　貞夫 ｲﾏｲ ｻﾀﾞｵ - 京都府
112 7253 2:00:01 荻野　広明 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｱｷ - 大阪府
113 7344 2:00:01 堀田　昌裕 ﾎｯﾀ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
114 7262 2:00:30 万所　幸喜 ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ サンスポーツ 京都府
115 7332 2:00:47 松村　彰則 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾉﾘ ぶりスマイルズ 滋賀県
116 7290 2:00:50 岩崎　恭男 ｲﾜｻｷ ﾔｽｵ - 京都府
117 7232 2:01:03 小塩　浩理 ｺｼｵ ﾋﾛﾏｻ - 京都府
118 7238 2:01:21 後藤　道順 ｺﾞﾄｳ ﾄﾞｳｼﾞｭﾝ ﾙﾈｻﾝｽ京都山科 京都府
119 7373 2:01:25 南　慎一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ - 滋賀県
120 7380 2:01:44 飯室　等 ｲｲﾑﾛ ﾋﾄｼ 緑走会 京都府
121 7357 2:02:02 山鹿　隆史 ﾔﾏｼｶ ﾀｶｼ - 京都府
122 7216 2:03:53 坂本　暁人 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄ - 京都府
123 7307 2:03:58 原田　一生 ﾊﾗﾀﾞ ｲｯｾｲ シルック販売中 大阪府
124 7372 2:04:06 岩田　淳一 ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 兵庫県
125 7229 2:04:06 乾　倫治 ｲﾇｲ ﾄﾓﾊﾙ - 京都府
126 7340 2:04:09 溝口　健太郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ - 兵庫県
127 7265 2:04:25 照屋　倫生 ﾃﾙﾔ ﾉﾘｵ - 京都府
128 7295 2:04:58 長濱　治 ﾅｶﾞﾊﾏ ｵｻﾑ - 京都府
129 7345 2:05:12 足立　真治 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｼﾞ - 兵庫県
130 7360 2:05:46 田中　俊秀 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾃﾞ - 京都府
131 7218 2:06:19 酒井　良介 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ - 大阪府
132 7301 2:06:34 水木　勇 ﾐｽﾞｷ ｲｻﾑ - 大阪府
133 7207 2:06:37 葉山　和則 ﾊﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 広友会 大阪府
134 7236 2:06:53 長西　将樹 ｵｻﾆｼ ﾏｻｷ LaBYRiNTH 京都府
135 7283 2:07:06 酒田　宗博 ｻｶﾀ ﾑﾈﾋﾛ - 京都府
136 7327 2:08:06 太田　泰弘 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ ＴｅａｍＡＴＫ 大阪府
137 7371 2:08:12 溝下　浩二 ﾐｿﾞｼﾀ ｺｳｼﾞ - 兵庫県
138 7329 2:08:33 狩野　洋行 ｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 遙学園 京都府
139 7351 2:08:41 西村　健志 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ - 京都府
140 7336 2:09:03 村田　有規 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ - 京都府
141 7257 2:10:04 井手　博崇 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾀｶ - 京都府



142 7367 2:10:39 田中　良成 ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 洛南天竜会 京都府
143 7287 2:10:59 金子　征史 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾄ - 京都府
144 7222 2:12:17 西村　貴文 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ - 京都府
145 7284 2:14:00 西川　隆広 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 久津川小学校 京都府
146 7337 2:14:48 花川　幹生 ﾊﾅｶﾜ ﾐｷｵ - 京都府
147 7335 2:15:23 畑　正幸 ﾊﾀ ﾏｻﾕｷ - 京都府
148 7353 2:17:35 小島　崇平 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 花ゆう 京都府
149 7249 2:19:04 住山　香 ｽﾐﾔﾏ ｶｵﾙ 楽風ランナーズ 京都府
150 7228 2:19:05 藤原　芳信 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 京走ｱｽﾘｰﾄ 大阪府
151 7326 2:21:22 村山　雅司 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｼ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
152 7374 2:22:29 福田　暁 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾗ ＳＳＲＣ 大阪府
153 7376 2:22:43 野村　和也 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ＳＳＲＣ 大阪府
154 7370 2:23:45 西山　佳尚 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾋｻ - 大阪府
155 7349 2:24:36 脇野　雅行 ﾜｷﾉ ﾏｻﾕｷ - 京都府
156 7383 2:25:21 六鹿　浩二 ﾑｼｶ ｺｳｼﾞ - 滋賀県
157 7306 2:25:41 青根　弘顕 ｱｵﾈ ﾋﾛｱｷ - 大阪府
158 7247 2:27:58 北村　建児 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
159 7278 2:28:50 伊藤　盛春 ｲﾄｳ ｾｲｼｭﾝ たちいり整形 京都府
160 7364 2:29:05 田中　宏明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 洛南天竜会 兵庫県

3 3部　男子ハーフマラソン40歳代
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7457 1:10:26 吉田　雅広 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ よさの走遊会 京都府
2 7447 1:12:55 井上　孝信 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾉﾌﾞ 松尾電機AC 京都府
3 7536 1:13:08 山下　智弘 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三碓オヤジーズ 兵庫県
4 7505 1:13:35 古野　修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 桂川走友会 京都府
5 7470 1:14:22 南藤　宏和 ﾅﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 奈良市民走ろう会 奈良県
6 7497 1:16:00 奥山　諭 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ ｅＡ大阪 京都府
7 7421 1:18:55 川辺　敬 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ 三菱自動車京都 京都府
8 7530 1:19:50 井田　滋 ｲﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 大久保自衛隊 京都府
9 7544 1:20:22 山田　敏由 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ - 京都府

10 7495 1:20:59 足立　浩一 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ 京都ランナーズ 京都府
11 7432 1:22:06 辻横　常久 ﾂｼﾞﾖｺ ﾂﾈﾋｻ 宝が池STC 京都府
12 7461 1:22:14 片山　剛 ｶﾀﾔﾏ ｺﾞｳ - 京都府
13 7486 1:22:27 久保　直樹 ｸﾎﾞ ﾅｵｷ 京都陸協 京都府
14 7458 1:22:36 坊　裕行 ﾎﾞｳ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
15 7516 1:23:38 谷先　亨夫 ﾀﾆｻｷ ﾕｷｵ バッカス 兵庫県
16 7570 1:24:02 代　孝揮 ｼﾛ ﾀｶｷ - 京都府
17 7456 1:24:24 吉田　達男 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 武庫川ﾗﾝﾅｰ 兵庫県
18 7618 1:24:51 山本　幸一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ パナソニック電工 大阪府
19 7550 1:28:05 竹田　陽介 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｔａｋｅ双 大阪府
20 7500 1:28:07 湯浅　浩史 ﾕｱｻ ﾋﾛｼ 京都地裁陸上部 京都府
21 7603 1:28:10 久門　清脂 ｸﾓﾝ ｷﾖｼ - 兵庫県
22 7476 1:28:23 戸田　篤 ﾄﾀﾞ ｱﾂｼ 宝が池STC 京都府
23 7460 1:28:25 小出　正夫 ｺｲﾃﾞ ﾏｻｵ MAMI 兵庫県
24 7491 1:29:38 吉成　彰一 ﾖｼﾅﾘ ｼﾖｳｲﾁ - 大阪府
25 7481 1:29:47 石河　正直 ｲｼｺ ﾏｻﾅｵ - 京都府
26 7496 1:29:53 赤畠　光一 ｱｶﾊﾀ ｺｳｲﾁ - 京都府
27 7514 1:30:12 塩田　秀宣 ｼｵﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ - 京都府
28 7477 1:30:30 北川　貞大 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾋﾛ ｶｺﾞﾔ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 京都府
29 7535 1:30:39 根岸　善徳 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾉﾘ バンバンクラブ 北海道
30 7501 1:30:44 林　健伸 ﾊﾔｼ ﾀｹﾉﾌﾞ - 京都府
31 7428 1:31:49 藤田　学 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
32 7498 1:32:05 上田　幸司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ みにまむ 京都府
33 7507 1:32:08 片山　雅之 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾕｷ チームしらいし 大阪府
34 7441 1:32:15 松本　敏明 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｱｷ - 京都府
35 7429 1:32:25 保田　志信 ﾔｽﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 仙人会 京都府
36 7506 1:32:37 田中　教彦 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ 長田野ＡＣ 京都府
37 7527 1:32:40 辻井　直樹 ﾂｼﾞｲ ﾅｵｷ 舞鶴赤十字病院 京都府
38 7503 1:32:42 松村　一宏 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 日本電産シンポ 東京都



39 7455 1:33:10 西田　繁明 ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 京走AC 京都府
40 7445 1:33:34 押田　健一 ｵｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ おちゃRUN　ｃlub 兵庫県
41 7576 1:33:38 林　調和 ﾊﾔｼ ﾂｷｶｽﾞ はやぴー 京都府
42 7611 1:33:46 一ノ瀬　博明 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ - 兵庫県
43 7541 1:34:19 中塚　薫 ﾅｶﾂｶ ｶｵﾙ - 滋賀県
44 7526 1:34:21 小峰　誠 ｺﾐﾈ ﾏｺﾄ 総本山智積院Ｒ 京都府
45 7575 1:34:23 山本　宏志 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ トヨタＰＥ 愛知県
46 7492 1:34:25 小澤　豊 ｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 海自舞鶴陸上部 京都府
47 7599 1:35:17 池野　喜文 ｲｹﾉ ﾖｼﾌﾐ ★★★ 兵庫県
48 7509 1:35:31 山田　裕彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ - 兵庫県
49 7410 1:35:38 田村　元起 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 京都YES洛風 京都府
50 7450 1:36:22 中山　康生 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｵ - 京都府
51 7510 1:37:15 中野　勝也 ﾅｶﾉ ｶﾂﾔ チーム白石 大阪府
52 7616 1:37:46 長谷川　寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ - 京都府
53 7533 1:38:14 畑　晃典 ﾊﾀ ｱｷﾉﾘ ＪＡＮＳＳＥＮ 大阪府
54 7519 1:38:23 能口　正信 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ グッチランラン 京都府
55 7555 1:38:53 細井　勝博 ﾎｿｲ ｶﾂﾋﾛ 京都ランナーズ 京都府
56 7437 1:38:53 若山　寛 ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛｼ - 京都府
57 7612 1:38:57 中井　貞之 ﾅｶｲ ｻﾀﾞﾕｷ ゆめパレア 京都府
58 7563 1:39:23 高橋　渉 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 焼肉の花山ＲＣ 京都府
59 7434 1:39:36 中西　宏彰 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ - 京都府
60 7487 1:39:37 野村　浩晃 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｱｷ - 京都府
61 7453 1:39:39 原田　政彦 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾋｺ - 兵庫県
62 7404 1:39:48 宇野　元 ｳﾉ ﾊｼﾞﾒ - 兵庫県
63 7548 1:39:51 藤川　淳一 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＳＨＩＮ２ 京都府
64 7552 1:40:03 吉﨑　正樹 ﾖｼｻﾞｷ ﾏｻｷ - 京都府
65 7572 1:40:49 吉田　憲悟 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ - 京都府
66 7574 1:41:05 松野　宏 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ - 京都府
67 7515 1:41:07 三宅　順也 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝﾔ - 京都府
68 7459 1:41:17 船木　秀則 ﾌﾅｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾁｰﾑｺﾞﾝｼﾞﾛｳ 京都府
69 7542 1:41:26 吉竹　司 ﾖｼﾀｹ ﾂｶｻ - 京都府
70 7478 1:41:38 古勝　哲夫 ｺｶﾂ ﾃﾂｵ - 京都府
71 7626 1:41:44 Ｍａｒｋ　Ｒｏｂｉｎｓｏ ﾏｰｸ ﾛﾋﾞﾝｿﾝ - 京都府
72 7448 1:41:55 仲尾　博史 ﾅｶｵ ﾋﾛｼ P-man　ｊｒ.ｴﾅｼﾞｰ 京都府
73 7593 1:41:56 武部　勇人 ﾀｹﾍﾞ ﾊﾔﾄ - 兵庫県
74 7523 1:41:58 田中　正樹 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ ディンプス 京都府
75 7622 1:42:26 久貝　博晃 ｸｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ - 京都府
76 7592 1:42:56 田中　優加士 ﾀﾅｶ ﾕｶｼ - 京都府
77 7589 1:43:08 田代　潤 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝ 金曜走ろう会 大阪府
78 7483 1:43:24 大橋　洋 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
79 7420 1:43:42 松原　武司 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 京都府都市計画課 京都府
80 7475 1:43:51 山内　俊和 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ ﾁｰﾑ　らくちん 京都府
81 7579 1:44:00 小澄　隆 ｺｽﾞﾐ ﾀｶｼ - 兵庫県
82 7561 1:44:00 斉藤　浩史 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ チームトータス 京都府
83 7560 1:44:35 稲田　雅則 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ - 京都府
84 7580 1:44:43 斧　泰三 ｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ - 兵庫県
85 7463 1:44:54 ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ　ｼﾞﾑ ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ ｼﾞﾑ - 京都府
86 7594 1:45:10 関本　光利 ｾｷﾓﾄ ﾐﾂﾄｼ - 大阪府
87 7525 1:45:27 熊谷　義幸 ｸﾏﾀﾆ ﾖｼﾕｷ のぐっちＲＵＮ 京都府
88 7464 1:45:43 田中　誠幸 ﾀﾅｶ ｾｲｺｳ - 京都府
89 7522 1:45:53 賀内　正文 ｶｳﾁ ﾏｻﾌﾐ - 京都府
90 7508 1:45:54 西村　唯史 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
91 7605 1:46:01 梶村　純一 ｶｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 鉄人くらわんか 京都府
92 7628 1:46:14 藤ノ井　誠司 ﾌｼﾞﾉｲ ｾｲｼﾞ - 京都府
93 7567 1:46:18 粟倉　繁一 ｱﾜｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 楽風ランナーズ 京都府
94 7443 1:46:54 吉田　昌平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ - 京都府
95 7418 1:47:02 草木　大 ｸｻｷ ﾀﾞｲ 広友会 滋賀県
96 7462 1:47:09 中川　道弘 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 宝酒造㈱ 京都府
97 7627 1:47:25 四方　悟 ｼｶﾀ ｻﾄﾙ - 京都府
98 7466 1:47:30 植村　光成 ｳｴﾑﾗ ﾐﾂﾅﾘ 阪急電鉄 大阪府



99 7609 1:47:31 曽我　雄大 ｿｶﾞ ﾀｹﾋﾛ - 兵庫県
100 7517 1:47:51 稲葉　直隆 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾀｶ - 京都府
101 7482 1:47:54 竹内　康行 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ - 京都府
102 7403 1:47:55 吉川　裕也 ｷｯｶﾜ ﾋﾛﾔ - 京都府
103 7553 1:48:09 森口　忠 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
104 7480 1:48:10 和久田　正和 ﾜｸﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
105 7438 1:48:21 知花　栄 ﾁﾊﾞﾅ ｻｶｴ ㈱久津運送店 大阪府
106 7638 1:48:29 西村　弘毅 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ フィットネスクラブ ピノス 京都府
107 7424 1:49:16 洲﨑　章弘 ｽｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ - 京都府
108 7534 1:49:58 村瀬　隆士 ﾑﾗｾ ﾀｶｼ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
109 7465 1:50:01 福森　裕久 ﾌｸﾓﾘ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
110 7632 1:50:03 石川　義雄 ｲｼｶﾜ ﾖｼｵ - 京都府
111 7423 1:50:06 才村　正好 ｻｲﾑﾗ ﾏｻﾖｼ - 京都府
112 7582 1:50:27 原田　武久 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｻ - 京都府
113 7411 1:50:41 井手　規雄 ｲﾃﾞ ﾉﾘｵ ゆうひ＆みゆ 京都府
114 7573 1:50:43 人羅　浩基 ﾋﾄﾗ ﾋﾛｷ - 京都府
115 7444 1:50:59 小久江　清二 ｵｸﾞｴ ｾｲｼﾞ - 京都府
116 7637 1:51:30 山本　隆誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｾｲ - 大阪府
117 7631 1:51:30 大西　秀伸 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ - 兵庫県
118 7538 1:51:52 熊崎　哲雄 ｸﾏｻﾞｷ ﾃﾂｵ ＳＨＩＮ２ 京都府
119 7569 1:51:56 植田　聖 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ ＫＳＲ 京都府
120 7597 1:51:56 藤田　智 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ - 京都府
121 7431 1:52:13 水畑　伸治 ﾐｽﾞﾊﾀ ｼﾝｼﾞ OMRUN 京都府
122 7446 1:52:20 浅野　浩司 ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ ﾁｰﾑ　らくちん 京都府
123 7521 1:52:37 稗島　浩二 ﾋｴｼﾏ ｺｳｼﾞ - 滋賀県
124 7531 1:52:59 山田　幸一 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ たちいり整形 京都府
125 7528 1:53:16 三上　泉 ﾐｶﾐ ｷﾖｼ ＦＦＲＣ 京都府
126 7435 1:53:44 大島　達也 ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ - 大阪府
127 7568 1:53:55 奥山　豪 ｵｸﾔﾏ ﾂﾖｼ - 兵庫県
128 7590 1:54:01 村井　徹 ﾑﾗｲ ﾄｵﾙ 遙学園 京都府
129 7559 1:54:11 和島　恭士郎 ﾜｼﾞﾏ ｷｮｳｼﾛｳ くらわんか 京都府
130 7546 1:54:14 岩佐　和秀 ｲﾜｻ ｶｽﾞﾋﾃﾞ - 大阪府
131 7408 1:54:15 平野　剛 ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ - 徳島県
132 7401 1:54:24 髙木　輝 ﾀｶｷﾞ ﾃﾙ - 大阪府
133 7556 1:54:32 並川　尚史 ﾅﾐｶﾜ ﾅｵﾌﾐ - 京都府
134 7413 1:54:34 松尾　敏仁 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ - 京都府
135 7419 1:54:37 浅田　武彦 ｱｻﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 広友会 京都府
136 7629 1:54:51 松木　寿広 ﾏﾂｷ ﾄｼﾋﾛ - 京都府
137 7416 1:54:57 山本　亘 ﾔﾏﾓﾄ ﾜﾀﾙ 広友会 京都府
138 7606 1:54:58 川本　渉 ｶﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ - 京都府
139 7608 1:54:58 山田　純司 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ - 京都府
140 7422 1:54:58 玄　真一 ｹﾞﾝ ｼﾝｲﾁ - 大阪府
141 7604 1:55:25 高谷　伸夫 ﾀｶﾀﾆ ﾉﾌﾞｵ - 京都府
142 7427 1:56:03 名良橋　誠 ﾅﾗﾊｼ ﾏｺﾄ - 京都府
143 7586 1:56:31 細見　文映 ﾎｿﾐ ﾌﾐｱｷ 田辺三菱ＲＣ 兵庫県
144 7565 1:56:35 松居　秀幸 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾕｷ - 京都府
145 7613 1:57:05 原田　眞幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ - 京都府
146 7412 1:57:13 平野　慶三 ﾋﾗﾉ ｹｲｿﾞｳ TEAM　P-man 京都府
147 7454 1:57:28 野田　文隆 ﾉﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ - 京都府
148 7484 1:57:48 壬生　慎一 ﾐﾌﾞ ｼﾝｲﾁ ＯＭＲＵＮ 京都府
149 7415 1:58:43 梅津　芳一 ｳﾒﾂﾞ ﾖｼｶｽﾞ - 京都府
150 7543 1:59:21 高野　喜博 ﾀｶﾉ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
151 7554 1:59:29 松尾　安浩 ﾏﾂｵ ﾔｽﾋﾛ ＪＪクラブ 京都府
152 7540 1:59:43 上林　忠史 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ ローム 京都府
153 7578 1:59:47 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ シルック販売中 大阪府
154 7504 2:00:02 堤　弘治 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ ＳＵＮＣＡＬＬ 京都府
155 7564 2:00:06 北藤　慶彦 ｷﾀﾌｼﾞ ﾖｼﾋｺ - 兵庫県
156 7502 2:00:08 望月　勉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾄﾑ 京都シティＳＣ 京都府
157 7407 2:00:11 山口　幸治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ - 京都府
158 7537 2:00:28 星野　弘喜 ﾎｼﾉ ﾋﾛｷ ＳＨＩＮ２ 京都府



159 7511 2:00:46 谷口　純一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ かみいらず 京都府
160 7532 2:01:41 内貴　崇 ﾅｲｷ ﾀｶｼ - 京都府
161 7406 2:01:56 湯浅　信幸 ﾕｱｻ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都府
162 7493 2:02:05 喜田　恭弘 ｷﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
163 7633 2:03:07 西浦　博幸 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛﾕｷ - 兵庫県
164 7588 2:03:22 下野　英一郎 ｼﾓﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ - 京都府
165 7607 2:03:43 岩田　洋 ｲﾜﾀ ﾖｳ - 京都府
166 7621 2:03:45 武田　治 ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ はましん 福井県
167 7591 2:04:17 乾　太司 ｲﾇｲ ﾌﾄｼ - 京都府
168 7430 2:04:26 中山　攻志 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼ - 兵庫県
169 7473 2:04:50 髙橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ - 京都府
170 7474 2:05:04 西田　博明 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ - 京都府
171 7485 2:05:11 宅間　博昭 ﾀｸﾏ ﾋﾛｱｷ あらべすく 京都府
172 7512 2:05:20 山田　直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
173 7636 2:05:24 星　秀人 ﾎｼ ﾋﾃﾞﾄ - 滋賀県
174 7571 2:05:47 織田　雅彦 ｵﾀﾞ ﾏｻﾋｺ - 兵庫県
175 7595 2:07:17 松山　功 ﾏﾂﾔﾏ ｲｻｵ - 京都府
176 7584 2:07:50 太田　裕久 ｵｵﾀ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
177 7585 2:08:35 谷口　高広 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 田辺三菱ＲＣ 滋賀県
178 7635 2:08:51 近本　吉久 ﾁｶﾓﾄ ﾖｼﾋｻ g.p.m 京都府
179 7490 2:09:47 南本　忠宏 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＫＹＯＫＹＯ 京都府
180 7439 2:09:50 上田　良次 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ ﾁｰﾑ　ﾎﾟﾆｮﾎﾟﾆｮ 兵庫県
181 7436 2:10:45 松尾　博史 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ あやぼんRC 京都府
182 7617 2:10:47 松田　良介 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ - 京都府
183 7566 2:10:53 上田　勝己 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾐ 走れＫＫＳ！！ 京都府
184 7587 2:12:01 広瀬　雅史 ﾋﾛｾ ﾏｻﾌﾐ - 京都府
185 7581 2:12:02 石田　勉 ｲｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ ＲＯＤＥＭ 京都府
186 7619 2:12:21 山中　隆之 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾕｷ - 大阪府
187 7488 2:12:57 東泉　健一郎 ﾄｳｾﾝ ｹﾝｲﾁﾛｳ モンスターズ 兵庫県
188 7524 2:13:45 村尾　朋之 ﾑﾗｵ ﾄﾓﾕｷ - 大阪府
189 7602 2:14:12 西田　俊明 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 磯之上町若頭会 大阪府
190 7452 2:14:34 尾﨑　靖則 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ - 京都府
191 7630 2:15:22 小東　博和 ｺﾋｶﾞｼ ﾋﾛｶｽﾞ - 兵庫県
192 7577 2:17:14 椎村　祐一 ｼｲﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 楽風ランナーズ 京都府
193 7583 2:17:33 竹見　聖司 ﾀｹﾐ ｷﾖｼ - 兵庫県
194 7499 2:17:51 山田　拓広 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾋﾛ 楽風ランナーズ 京都府
195 7557 2:17:56 浅見　繁幸 ｱｻﾐ ｼｹﾞﾕｷ - 京都府
196 7601 2:18:58 林　大 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ - 滋賀県
197 7620 2:19:56 榎本　泰 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽｼ はましん 福井県
198 7520 2:23:08 小倉　恒憲 ｵｸﾞﾗ ﾂﾈﾉﾘ 神戸港島通信Ｒ 兵庫県
199 7479 2:23:46 小宮山　智之 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄｼ くらわんか京都 京都府
200 7545 2:29:13 窪添　唯洋 ｸﾎﾞｿﾞｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
201 7547 2:29:59 奥村　博之 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 三共精機 京都府

4 4部　男子ハーフマラソン50歳代
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7808 1:22:12 松本　一之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 亀岡ランナーズ 京都府
2 7732 1:25:09 福田　義明 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 亀岡ｸﾗﾌﾞ 大阪府
3 7743 1:25:50 濱﨑　幸弘 ﾊﾏｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ Wing.R.C 兵庫県
4 7750 1:26:23 斉藤　善之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ ﾄﾖﾀ部品大阪 大阪府
5 7831 1:28:14 万庭　浄 ﾏﾝﾊﾞ ｷﾖｼ - 兵庫県
6 7733 1:28:43 西村　みさお ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｵ - 京都府
7 7717 1:28:47 北出　吉弘 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
8 7813 1:28:53 渡部　良一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 小倉小 京都府
9 7729 1:29:46 川戸　学 ｶﾜﾄ ﾏﾅﾌﾞ 途中ヶ丘RC 京都府

10 7712 1:31:21 川橋　豊 ｶﾜﾊｼ ﾕﾀｶ - 京都府
11 7799 1:31:29 南山　栄成 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 伏見走ろう会 京都府
12 7711 1:31:46 川本　晴彦 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ - 京都府
13 7837 1:31:52 香川　修二 ｶｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ サンスポーツ 京都府
14 7810 1:32:07 大伴　五作 ｵｵﾄﾓ ｺﾞｻｸ びわこランナー 滋賀県



15 7851 1:32:25 大塚　進 ｵｵﾂｶ ｽｽﾑ 三洋電機ＲＣ 大阪府
16 7749 1:32:40 田中　彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 山科疏水ﾗﾝ魔 京都府
17 7759 1:33:21 山科　文雄 ﾔﾏｼﾅ ﾌﾐｵ 園部税務署 大阪府
18 7791 1:33:36 川辺　民昭 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾐｱｷ ＲＩＫＵＤＯ 京都府
19 7758 1:34:02 池成　治 ｲｹﾅﾘ ｵｻﾑ - 京都府
20 7763 1:34:12 乾　多留男 ｲﾇｲ ﾀﾙｵ 淀川ﾗﾝﾅｰｽﾞ 大阪府
21 7871 1:35:30 土井　正人 ﾄﾞｲ ﾏｻﾄ 京都ランナーズ 京都府
22 7779 1:35:34 三宅　荘介 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ ゆめパレア 京都府
23 7792 1:35:42 原尾　辰雄 ﾊﾗｵ ﾀﾂｵ - 兵庫県
24 7752 1:35:42 市野　和彦 ｲﾁﾉ ｶｽﾞﾋｺ ★桂酔走楽団 京都府
25 7708 1:36:27 坂根　廣昭 ｻｶﾈ ﾋﾛｱｷ - 京都府
26 7812 1:36:42 松本　英利 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ - 京都府
27 7722 1:37:40 西田　廣繁 ﾆｼﾀﾞ - 京都府
28 7753 1:37:49 楠本　彰一 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
29 7774 1:38:07 小林　和之 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 途中ヶ丘RC 京都府
30 7828 1:39:10 中佐　昌弘 ﾅｶｻ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
31 7805 1:40:28 北川　一郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ - 京都府
32 7730 1:41:03 西村　孝平 ﾆｼﾑﾗ JJｸﾗﾌﾞ 京都府
33 7829 1:41:08 山下　八寿男 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｵ - 京都府
34 7772 1:41:10 長谷川　満 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
35 7771 1:41:44 古林　正己 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ 福知山駅南RC 京都府
36 7744 1:41:44 城森　博幸 ｼﾞｮｳﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ - 大阪府
37 7731 1:42:20 古田　博光 ﾌﾙﾀ ﾋﾛﾐﾂ - 京都府
38 7839 1:42:31 中島　経郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾈｵ ｎａｃ 京都府
39 7765 1:42:48 髙岡　英明 ﾀｶｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ 岩滝RC 京都府
40 7794 1:42:49 荻野　和大 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ ★桂酔走楽団 京都府
41 7857 1:42:50 田路　正 ﾄｳｼﾞ ﾀﾀﾞｼ ガナス 大阪府
42 7746 1:43:11 竹脇　真 ﾀｹﾜｷ ﾏｺﾄ 竹脇歯科医院 京都府
43 7786 1:43:21 鈴木　崇司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ - 兵庫県
44 7811 1:43:23 木村　頼八 ｷﾑﾗ ﾖﾘﾔ 三段池ＲＣ 京都府
45 7787 1:43:34 長谷川　覚 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾙ - 京都府
46 7745 1:43:39 水谷　尚樹 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪府立大学　OB 兵庫県
47 7720 1:43:53 岡本　哲夫 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂｵ 府庁もりたｸﾗﾌﾞ 京都府
48 7806 1:44:14 黒田　巧 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
49 7817 1:44:29 三露　正 ﾐﾂﾕ ﾀﾀﾞｼ チームアヤカ 京都府
50 7713 1:44:36 西田　隆彦 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ - 京都府
51 7724 1:44:52 村井　正幸 ﾑﾗｲ ﾏｻﾕｷ - 京都府
52 7850 1:45:20 藤田　正 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 京神倉庫ＲＣ 京都府
53 7838 1:45:59 三柴　強 ﾐｼﾊﾞ ﾂﾖｼ わがままＲＣ 京都府
54 7703 1:46:00 脇坂　敏明 ﾜｷｻｶ - 京都府
55 7778 1:46:23 大澤　実 ｵｵｻﾜ ﾐﾉﾙ ブルーミング 京都府
56 7710 1:47:21 上山　二郎 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞﾛｳ - 京都府
57 7735 1:47:51 木村　要 ｷﾑﾗ ｶﾅﾒ - 京都府
58 7819 1:47:57 吉岡　均 ﾖｼｵｶ ﾋﾄｼ - 京都府
59 7782 1:48:10 澤田　明彦 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾋｺ - 京都府
60 7702 1:48:24 弓削　浩樹 ﾕｹﾞ ﾋﾛｷ 京都陸協 京都府
61 7832 1:48:41 村山　秀樹 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 柳屋ＭＲＣ 京都府
62 7795 1:48:45 草部　文靖 ｸｻﾍﾞ ﾌﾐﾔｽ - 京都府
63 7815 1:48:46 中村　善剛 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｹ - 京都府
64 7701 1:48:59 北村　三治 ｷﾀﾑﾗ ｻﾝｼﾞ - 京都府
65 7781 1:49:01 高松　英二 ﾀｶﾏﾂ ｴｲｼﾞ - 京都府
66 7856 1:49:18 小林　賀津雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾞｵ - 京都府
67 7846 1:49:46 松本　吉司 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾁｼﾞ - 京都府
68 7709 1:50:04 奥野　寿士 ｵｸﾉ - 京都府
69 7780 1:50:16 林　信之 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ - 大阪府
70 7785 1:50:29 岩井　啓三 ｲﾜｲ ｹｲｿﾞｳ 岩井歯科医院 京都府
71 7768 1:50:32 秀川　智彦 ﾋﾃﾞｶﾜ ﾄﾓﾋｺ - 兵庫県
72 7855 1:50:49 森　重之 ﾓﾘ ｼｹﾞﾕｷ 金曜走ろう会 京都府
73 7844 1:51:58 円山　敏之 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾕｷ ＫＲＬ 京都府
74 7842 1:52:41 藤浪　幹也 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾐｷﾔ 楽風ランナーズ 京都府



75 7854 1:52:46 井上　善和 ｲﾉｳｴ ﾖｼｶｽﾞ - 兵庫県
76 7836 1:52:56 四方　明彦 ｼｶﾀ ｱｷﾋｺ - 滋賀県
77 7725 1:53:25 佐々木　繁夫 ｻｻｷ ｼｹﾞｵ - 大阪府
78 7830 1:53:34 村山　敏明 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｱｷ 喜分走快 大阪府
79 7818 1:54:15 林　龍一 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ - 滋賀県
80 7822 1:54:38 森本　裕隆 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ - 京都府
81 7737 1:54:44 永田　稔博 ﾅｶﾞﾀ - 京都府
82 7845 1:54:45 井上　弘 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾑ ＫＹＢ 京都府
83 7823 1:55:30 西村　幸信 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ ＳＨＩＮ２ 京都府
84 7789 1:55:41 中谷　哲 ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ チーム　さなえ 鳥取県
85 7862 1:55:45 芝田　正美 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ - 京都府
86 7715 1:55:47 山内　浩二 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ - 京都府
87 7800 1:55:58 中村　茂一 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ - 奈良県
88 7867 1:56:23 岩井　和雄 ｲﾜｲ ｶｽﾞｵ - 京都府
89 7866 1:56:59 茅原　琢瑞 ﾁﾊﾗ ﾀｸｽﾞｲ - 大阪府
90 7827 1:57:18 山根　修一 ﾔﾏﾈ ｼｭｳｲﾁ ローム（株） 京都府
91 7868 1:57:25 松中　嘉彦 ﾏﾂﾅｶ ﾖｼﾋｺ 株式会社ネクストビジネス 滋賀県
92 7788 1:57:35 名古　和秀 ﾅｺﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ - 大阪府
93 7728 1:57:37 足立　浩生 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｷ - 京都府
94 7865 1:57:53 八百板　正志 ﾔｵｲﾀ ﾏｻｼ はましん 埼玉県
95 7704 1:58:16 小島　滋人 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾄ - 京都府
96 7858 1:58:18 井上　浩 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ ロードスター 京都府
97 7790 1:59:15 村井　博文 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ ＯＭＲＵＮ 京都府
98 7864 1:59:15 山本　幸雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ - 大阪府
99 7804 2:00:00 坂　年純 ｻｶ ﾄｼｽﾞﾐ ＫＡＣＦダイワ 京都府

100 7833 2:00:08 山本　たかし ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 京都走ろう会 京都府
101 7847 2:00:24 平田　和洋 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ＳＨＡ♪走 京都府
102 7852 2:00:52 森口　一明 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ ＮＡＶＹ 京都府
103 7824 2:01:05 武本　繁 ﾀｹﾓﾄ ｼｹﾞﾙ ＳＨＩＮ２ 京都府
104 7770 2:01:06 城下　俊二 ｼﾛｼﾀ ｼｭﾝｼﾞ - 京都府
105 7783 2:01:23 氏家　勇三 ｳｼﾞｹ ﾕｳｿﾞｳ - 京都府
106 7775 2:01:31 山梨　彰一 ﾔﾏﾅｼ ｼｮｳｲﾁ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
107 7727 2:02:08 城江　宣行 ｼﾛｴ ﾉﾌﾞﾕｷ - 兵庫県
108 7705 2:02:55 瀬野　喜代雄 ｾﾉ ｷﾖｵ - 京都府
109 7734 2:03:00 谷村　徹 ﾀﾆﾑﾗ ﾄｵﾙ - 京都府
110 7860 2:03:03 村木　秀嗣 ﾑﾗｷ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ - 滋賀県
111 7748 2:03:15 梅津　昌平 ｳﾒﾂﾞ ｼｮｳﾍｲ ｽﾀｺﾗDon 京都府
112 7762 2:03:57 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
113 7773 2:04:06 森本　美紀 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｷ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
114 7863 2:05:02 肥後　孝 ﾋｺﾞ ﾀｶｼ - 京都府
115 7755 2:05:29 河島　重信 ｶﾜｼﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ - 京都府
116 7740 2:05:35 岩崎　義正 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾏｻ - 京都府
117 7741 2:05:37 吉田　幸雄 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ - 京都府
118 7798 2:07:35 藤浦　福巳 ﾌｼﾞｳﾗ ﾌｸﾐ ＦＵＲＥ☆ＡＩ 兵庫県
119 7835 2:08:04 上村　敏郎 ｶﾐﾑﾗ ﾄｼﾛｳ - 京都府
120 7853 2:10:40 板倉　孝則 ｲﾀｸﾗ ﾀｶﾉﾘ - 京都府
121 7821 2:10:48 渡邉　寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 京都ジョガーズ 京都府
122 7726 2:10:54 福本　眞俊 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾄｼ - 京都府
123 7706 2:11:21 竹部　忠男 ﾀｹﾍﾞ ﾀﾀﾞｵ - 京都府
124 7849 2:11:30 山科　和彦 ﾔﾏｼﾅ ｶｽﾞﾋｺ ヤマトラン 大阪府
125 7742 2:12:47 森井　次郎 ﾓﾘｲ ｼﾞﾛｳ - 京都府
126 7757 2:13:07 柄崎　眞一 ｴｻｷ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
127 7807 2:13:57 河村　泰宏 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 蒲生野中学教員 京都府
128 7766 2:16:55 足立　進 ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾑ - 京都府
129 7801 2:18:16 雨森　治 ｱﾒﾓﾘ ｵｻﾑ - 京都府
130 7793 2:21:30 谷口　寿憲 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ - 京都府
131 7777 2:26:37 森松　信夫 ﾓﾘﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ 森松走生会 兵庫県
132 7714 2:27:16 谷口　達吉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾖｼ - 京都府
133 7760 2:28:29 大坂　隆 ｵｵｻｶ ﾀｶｼ 園部税務署 京都府
134 7825 2:29:23 川田原　雅直 ｶﾜﾀﾊﾗ ﾏｻﾅｵ ＳＨＩＮ２ 京都府



135 7761 2:29:43 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ - 京都府
136 7747 2:30:30 山領　正 ﾔﾏﾘｮｳ ﾀﾀﾞｼ 楽風ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府

5 5部　男子ハーフマラソン60歳以上
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 7929 1:33:54 佐古田　登 ｻｺﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ - 京都府
2 7992 1:34:54 槙野　勝治 ﾏｷﾉ ｶﾂﾊﾙ - 京都府
3 7979 1:35:16 北山　敏和 ｷﾀﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ - 和歌山県
4 7938 1:36:22 志儀　和明 ｼｷﾞ 豊中ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 大阪府
5 7926 1:37:13 斉藤　敏明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ - 京都府
6 7914 1:39:03 加藤　哲郎 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ 亀岡ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
7 7963 1:39:21 山本　俊雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 尼崎走ろう会 滋賀県
8 7966 1:39:26 村田　晃一 ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ - 京都府
9 7974 1:39:28 左々　憲治 ｻｻ ｹﾝｼﾞ サンスポーツ 京都府

10 7921 1:39:33 菅本　安治 ｽｶﾞﾓﾄ ﾔｽｼﾞ ｴﾇ.ｹｲ.ｴｽ 京都府
11 7904 1:40:54 竹原　糺 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
12 7981 1:42:08 石田　禎一 ｲｼﾀﾞ ﾃｲｲﾁ 宝が池ＳＴＣ 京都府
13 7907 1:42:17 立石　稔 ﾀﾃｲｼ ﾐﾉﾙ むこうみず 京都府
14 8003 1:42:18 井田　弘一 ｲﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ フィットネスクラブ ピノス 京都府
15 7980 1:43:49 今淵　亙治 ｲﾏﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ ＭＡＥ京都ＯＢ 京都府
16 7919 1:44:06 足立　巳喜男 ｱﾀﾞﾁ ﾐｷｵ 三田走ろう会 兵庫県
17 7967 1:44:17 鳥塚　佳男 ﾄﾘﾂｶ ﾖｼｵ 太陽が丘J.C 京都府
18 7909 1:44:47 納村　進 ﾉｳﾑﾗ ｽｽﾑ - 大阪府
19 7964 1:44:50 大槻　修 ｵｵﾂｷ ｵｻﾑ - 京都府
20 7946 1:46:39 平井　修三 ﾋﾗｲ ｼｭｳｿﾞｳ 宝が池STC 京都府
21 7965 1:46:42 小竹原　政徳 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 伊丹RC 兵庫県
22 7936 1:46:46 足立　泰規 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ - 京都府
23 7930 1:48:13 保坂　重行 ﾎｻｶ ｼｹﾞﾕｷ - 京都府
24 7905 1:48:54 山口　均 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 大阪ﾐﾝﾄJC 大阪府
25 8002 1:49:02 重谷　治男 ｼｹﾞﾀﾆ ﾊﾙｵ フィットネスクラブ ピノス 京都府
26 7954 1:49:08 西田　和夫 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ - 兵庫県
27 7968 1:49:25 山口　貴司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 桂川走友会 京都府
28 7911 1:49:31 中矢　正俊 ﾅｶﾔ ﾏｻﾄｼ - 京都府
29 7947 1:49:33 梶上　満 ｶｼﾞｳｴ - 大阪府
30 7939 1:50:11 園田　甲子郎 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ - 京都府
31 7961 1:51:24 久保　公男 ｸﾎﾞ ｷﾐｵ F･ﾀｰﾄﾙ 京都府
32 7999 1:51:27 鬼塚　義延 ｵﾆﾂﾞｶ ﾖｼﾉﾌﾞ - 大阪府
33 7928 1:51:56 脇本　進 ﾜｷﾓﾄ ｽｽﾑ 憲法を守ろう 京都府
34 7932 1:52:07 松橋　秀男 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
35 7951 1:52:41 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
36 7986 1:53:21 平尾　豊 ﾋﾗｵ ﾕﾀｶ 田辺三菱ＲＣ 大阪府
37 7990 1:53:22 北尾　元実 ｷﾀｵ ﾓﾄﾐ 山走悦楽会 京都府
38 7955 1:53:42 高田　薫 ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾙ - 京都府
39 7976 1:54:05 阿部　正二 ｱﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ - 大阪府
40 7913 1:54:37 福井　富甫 ﾌｸｲ ﾄﾐﾎ - 京都府
41 7916 1:54:58 山本　憲治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ - 京都府
42 7975 1:55:09 中村　雅夫 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ - 京都府
43 7924 1:55:14 秋田　重夫 ｱｷﾀ ｼｹﾞｵ - 大阪府
44 8004 1:55:31 中山　誠人 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾄ フィットネスクラブ　ピノス 京都府
45 7944 1:55:40 田中　郡次 ﾀﾅｶ ｸﾞﾝｼﾞ - 京都府
46 7984 1:55:52 畑井　正明 ﾊﾀｲ ﾏｻｱｷ ＳＨＩＭＺ 大阪府
47 7908 1:56:28 大嶋　章五 ｵｵｼﾏ ｼｮｳｺﾞ - 京都府
48 7931 1:56:35 大野　賢司 ｵｵﾉ ｹﾝｼﾞ ｻﾝｽﾎﾟｰﾂ亀岡 京都府
49 7923 1:56:52 上嶋　泰生 ｳｴｼﾏ ﾔｽｵ 桂川走友会 京都府
50 7960 1:56:56 菱木　寿栄次 ﾋｼｷ ｽｴｼﾞ - 京都府
51 7950 1:58:06 村山　芳登 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾄ - 京都府
52 7940 1:58:24 梅田　明朗 ｳﾒﾀﾞ ｱｷｵ ﾁｰﾑ　かもなす 京都府
53 7969 1:58:52 渋谷　眞了 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝﾘｮｳ - 京都府
54 7977 1:59:39 山本　賢二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ らんらんクラブ 京都府
55 7948 2:00:21 岡本　和憲 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ - 滋賀県



56 7983 2:00:30 阿加井　章 ｱｶｲ ｱｷﾗ 京都走ろう会 京都府
57 7927 2:01:07 小倉　康俊 ｵｸﾞﾗ ﾔｽﾄｼ (有)小倉歯車製作所 京都府
58 7993 2:01:14 森口　修 ﾓﾘｸﾞﾁ ｵｻﾑ - 京都府
59 7942 2:01:46 森　国男 ﾓﾘ ｸﾆｵ - 福井県
60 7997 2:02:05 前田　奉行 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ - 兵庫県
61 7959 2:02:26 大町　昭 ｵｵﾏﾁ ｱｷﾗ - 京都府
62 7912 2:02:40 西村　正隆 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾀｶ - 兵庫県
63 7998 2:02:50 中野　豊 ﾅｶﾉ ﾕﾀｶ - 京都府
64 7934 2:03:22 佐藤　髙司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ - 京都府
65 7906 2:03:50 福中　誠郎 ﾌｸﾅｶ ｾｲﾛｳ ｴﾙｱｲ武田 兵庫県
66 7945 2:04:10 中辻　勝一 ﾅｶﾂｼﾞ ｶﾂｲﾁ 金曜走ろう会 京都府
67 7925 2:04:16 小島　清志 ｺｼﾞﾏ ｷﾖｼ 猪野々いきな会 京都府
68 7962 2:05:09 四方　四郎 ｼｶﾀ ｼﾛｳ 岩滝RC 京都府
69 7949 2:05:26 赤石　明 ｱｶｲｼ ｱｷﾗ - 京都府
70 7982 2:06:43 三嶋　元 ﾐｼﾏ ﾊｼﾞﾒ - 大阪府
71 8001 2:06:48 御堂　隆輝 ﾐﾄﾞｳ ﾀｶﾃﾙ - 大阪府
72 7922 2:07:27 山口　正直 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾅｵ 宝が池STC 京都府
73 7933 2:08:01 寺井　一佑 ﾃﾗｲ ｲﾁﾕｳ 関西能楽研究会R･C 京都府
74 7952 2:12:51 増田　光彦 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ - 滋賀県
75 7920 2:12:58 十川　巌 ｿｶﾞﾜ ｲﾜｵ - 兵庫県
76 7972 2:13:02 岩田　徹 ｲﾜﾀ ﾄｵﾙ 京都走ろう会 大阪府
77 7985 2:13:35 西村　繁雄 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞｵ - 京都府
78 7901 2:15:13 西　豊行 ﾆｼ ﾄﾖﾕｷ - 京都府
79 7915 2:15:24 黒木　生也 ｸﾛｷ ｾｲﾔ SBLC関西 三重県
80 7943 2:16:15 江村　英治 ｴﾑﾗ ｴｲｼﾞ ｶﾐｯｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
81 7956 2:17:04 光永　忠司 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 京都走ろう会 滋賀県
82 7957 2:18:08 中村　嘉孝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 一途ｸﾗﾌﾞ 兵庫県
83 7917 2:18:42 古田　重盛 ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾓﾘ - 京都府
84 7996 2:18:44 樋口　末廣 ﾋｸﾞﾁ ｽｴﾋﾛ - 大阪府
85 7989 2:19:36 下村　敏和 ｼﾓﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ - 京都府
86 7973 2:20:59 小島　偉生 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ ＳＨＩＮ２ 京都府
87 7902 2:22:48 雨貝　孝 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 明治国際医療大 京都府
88 7903 2:23:39 川村　伸夫 ｶﾜﾑﾗ - 京都府
89 7910 2:23:55 谷口　光司 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｼﾞ - 滋賀県
90 7935 2:25:02 橋本　富次男 ﾊｼﾓﾄ ﾌｼﾞｵ - 京都府
91 7918 2:25:02 石田　賢司 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 京都府
92 7941 2:25:56 廣﨑　新 ﾋﾛｻｷ ｱﾗﾀ ﾍﾐﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ 京都府
93 7988 2:31:40 伊藤　博 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ピノス 京都府

6 6部　女子ハーフマラソン29歳以下
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 8122 1:41:44 影石　智子 ｶｹﾞｲｼ ｻﾄｺ ゆめパレア 京都府
2 8105 1:42:28 頼野　有香子 ﾖﾘﾉ ﾕｶｺ - 京都府
3 8118 1:45:08 亀谷　里紗 ｶﾒﾀﾆ ﾘｻ 京走アスリート 京都府
4 8114 1:46:24 藤田　越子 ﾌｼﾞﾀ ｴﾂｺ サンスポーツ 京都府
5 8123 1:46:55 吉村　亜耶 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔ 神戸大学マラ同 京都府
6 8111 1:47:42 永井　麻美 ﾅｶﾞｲ ｱｻﾐ - 京都府
7 8102 1:50:10 東　美和子 ｱﾂﾞﾏ ﾐﾜｺ - 京都府
8 8117 1:57:53 黒川　真奈 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅ たちいり整形 京都府
9 8107 1:59:17 土田　佳苗 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅｴ 日本電産シンポ 東京都

10 8106 1:59:17 松村　香奈 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅ 日本電産シンポ 東京都
11 8125 2:07:14 松本　諒子 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｺ 鈴木油脂工業 大阪府
12 8120 2:09:45 赤松　佳芳利 ｱｶﾏﾂ ｶｵﾘ - 大阪府
13 8115 2:10:45 安東　美香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｶ 田辺三菱ＲＣ 京都府
14 8126 2:11:41 加茂　緑 ｶﾓ ﾐﾄﾞﾘ - 京都府
15 8121 2:13:33 伊藤　彩 ｲﾄｳ ｱﾔ - 大阪府
16 8101 2:14:39 苑田　祥子 ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳｺ あらべすく 京都府
17 8103 2:14:50 西村　綾音 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾈ 火曜日夜御所走会 京都府
18 8113 2:17:31 西村　由佳梨 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶﾘ - 京都府
19 8127 2:17:57 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ - 奈良県



20 8119 2:19:01 田井中　元美 ﾀｲﾅｶ ﾓﾄﾐ - 京都府
21 8128 2:20:38 糸井　美里 ｲﾄｲ ﾐｻﾄ - 兵庫県
22 8110 2:21:57 池内　彩乃 ｲｹｳﾁ ｱﾔﾉ - 京都府
23 8130 2:30:01 常川　真子 ﾂﾈｶﾜ ﾏｺ - 京都府
24 8116 2:30:26 高橋　彩子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府

7 7部　女子ハーフマラソン30歳代
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 8218 1:33:37 杉原　裕子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｺ - 京都府
2 8217 1:35:36 石川　友江 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｴ - 兵庫県
3 8201 1:35:44 福本　かおり ﾌｸﾓﾄ ｶｵﾘ - 兵庫県
4 8205 1:39:00 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 村岡ﾊﾁ北SC 兵庫県
5 8232 1:39:14 溝辺　民 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾀﾐ - 兵庫県
6 8208 1:40:14 武谷　夏実 ﾀｹﾀﾆ ﾅﾂﾐ - 京都府
7 8230 1:44:19 長野　眞子 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｺ ＴｅａｍＡＴＫ 京都府
8 8202 1:45:25 井上　綾子 ｲﾉｳｴ ｱﾔｺ みやびんた 京都府
9 8206 1:46:30 井上　由香 ｲﾉｳｴ ﾕｶ 桂川走友会 京都府

10 8223 1:48:00 竹田　晶子 ﾀｹﾀﾞ ｱｷｺ あこちんず 大阪府
11 8219 1:48:18 小出　裕美子 ｺｲﾃﾞ ﾕﾐｺ たちいり整形 京都府
12 8224 1:48:38 駒沢　真紀 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｷ - 大阪府
13 8243 1:48:45 井上　友美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ フィットネスクラブ　ピノス 京都府
14 8221 1:51:54 五十嵐　幸子 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾁｺ - 京都府
15 8203 1:52:41 西村　こづえ ﾆｼﾑﾗ ｺﾂﾞｴ - 京都府
16 8222 1:53:26 竹村　奈美 ﾀｹﾑﾗ ﾅﾐ - 京都府
17 8210 1:56:00 藤井　留美 ﾌｼﾞｲ ﾙﾐ - 京都府
18 8207 1:57:29 藤井　昭子 ﾌｼﾞｲ ｱｷｺ - 京都府
19 8242 1:58:47 宇城　和美 ｳｼﾛ ｶｽﾞﾐ - 京都府
20 8239 1:58:48 谷利　明子 ﾀﾆｶｶﾞ ｱｷｺ - 京都府
21 8204 1:59:52 辻　友美子 ﾂｼﾞ ﾕﾐｺ ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
22 8241 2:00:49 岩谷　亜希子 ｲﾜﾀﾆ ｱｷｺ - 京都府
23 8216 2:01:13 万所　ルミ ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ﾙﾐ サンスポーツ 京都府
24 8237 2:01:54 藤本　智子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ - 京都府
25 8234 2:03:42 岩田　由起子 ｲﾜﾀ ﾕｷｺ - 京都府
26 8209 2:03:43 八木　貴子 ﾔｷﾞ ﾀｶｺ - 京都府
27 8233 2:04:08 足立　真理 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘ - 兵庫県
28 8227 2:04:49 和田　裕代 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖ - 京都府
29 8225 2:05:08 水木　陽子 ﾐｽﾞｷ ﾖｳｺ - 大阪府
30 8229 2:05:55 三宅　晶子 ﾐﾔｹ ｼｮｳｺ - 京都府
31 8228 2:05:56 森　理恵 ﾓﾘ ﾘｴ - 京都府
32 8212 2:07:40 勝川　千恵子 ｶﾂｶﾜ ﾁｴｺ ＦＭ８４５ 京都府
33 8220 2:13:22 金田　かおり ｶﾈﾀﾞ ｶｵﾘ チーム福森 京都府
34 8238 2:13:45 秋元　美穂 ｱｷﾓﾄ ﾐﾎ - 東京都
35 8235 2:16:38 八木　愛 ﾔｷﾞ ｱｲ - 京都府
36 8211 2:19:54 中川　綾子 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
37 8236 2:20:05 一ノ瀬　里歌 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ - 大阪府
38 8213 2:21:53 山本　芙紗子 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｻｺ - 京都府
39 8240 2:32:26 赤西　恵子 ｱｶﾆｼ ｹｲｺ - 京都府

8 8部　女子ハーフマラソン40歳代
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 8340 1:32:19 了源　成美 ﾘｮｳｹﾞﾝ ﾅﾙﾐ - 兵庫県
2 8303 1:32:45 西澤　美恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｴ 三田ｱｽﾘｰﾄX 兵庫県
3 8317 1:33:51 宮本　勝代 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾖ - 京都府
4 8316 1:37:58 岡村　ひろ子 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 宝が池　STC 京都府
5 8356 1:39:37 森　知左子 ﾓﾘ ﾁｻｺ 中牧ＲＣ 京都府
6 8325 1:40:18 中西　麻美 ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ - 京都府
7 8331 1:42:27 片山　聡子 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ - 京都府
8 8347 1:42:37 木俣　紀子 ｷﾏﾀ ﾉﾘｺ ＳＨＡ♪走 京都府
9 8321 1:44:28 小林　ゆかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 西京極RC 京都府

10 8327 1:45:49 花形　明子 ﾊﾅｶﾞﾀ ｱｷｺ - 京都府



11 8346 1:45:51 迎田　祥代 ｺｳﾀﾞ ｻﾁﾖ - 大阪府
12 8310 1:46:44 田中　多紀子 ﾀﾅｶ ﾀｷｺ - 京都府
13 8309 1:51:30 藤田　祝子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ - 京都府
14 8344 1:53:05 山田　亜紀子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
15 8320 1:53:45 植村　郁子 ｳｴﾑﾗ ｲｸｺ - 兵庫県
16 8304 1:56:02 稲原　早苗 ｲﾅﾊﾗ ｻﾅｴ - 京都府
17 8355 1:58:13 大西　智子 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｺ - 兵庫県
18 8318 1:58:33 小林　千月瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ - 京都府
19 8335 2:00:09 望月　はつき ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾂｷ 京都シティＳＣ 京都府
20 8336 2:00:36 谷口　ますみ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｽﾐ - 京都府
21 8343 2:02:27 吉良　明子 ｷﾗ ｱｷｺ - 兵庫県
22 8333 2:02:51 木村　久美子 ｷﾑﾗ ｸﾐｺ 睡魔～兄貴っ子!! 京都府
23 8329 2:02:59 人見　裕子 ﾋﾄﾐ ﾕｳｺ - 京都府
24 8345 2:03:49 林田　史 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌﾐ - 大阪府
25 8352 2:03:57 森　真由美 ﾓﾘ ﾏﾕﾐ - 京都府
26 8359 2:05:11 荒井　美麻 ｱﾗｲ ﾐｻ あらべすく 京都府
27 8323 2:05:32 藤原　明美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｹﾐ ﾁｰﾑ　ま組 京都府
28 8324 2:05:38 洲﨑　郁子 ｽｻﾞｷ ｲｸｺ - 京都府
29 8350 2:05:47 上田　しおみ ｳｴﾀﾞ ｼｵﾐ 糸東流本部道場 大阪府
30 8354 2:06:23 吉田　みゆき ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 金曜走ろう会 京都府
31 8338 2:08:16 岡本　玲以子 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｺ くらわんか京都 京都府
32 8349 2:08:43 安岡　篤子 ﾔｽｵｶ ｱﾂｺ 走れＫＫＳ！！ 京都府
33 8326 2:10:47 鈴木　泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ - 京都府
34 8311 2:10:56 曽根　美子 ｿﾈ ﾖｼｺ - 京都府
35 8306 2:11:06 平田　敦子 ﾋﾗﾀ ｱﾂｺ - 京都府
36 8342 2:11:30 園　伊知子 ｿﾉ ｲﾁｺ チーム福森 京都府
37 8351 2:13:07 岡本　ひろみ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ - 大阪府
38 8328 2:16:42 太田原　一枝 ｵｵﾀﾊﾗ ｶｽﾞｴ ﾁｰﾑｶﾞﾅｽ 大阪府
39 8358 2:20:16 野瀬　由美 ﾉｾ ﾕﾐ - 京都府
40 8357 2:20:34 森口　法子 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾉﾘｺ ＮＡＶＹ 京都府
41 8322 2:22:01 佐々木　直美 ｻｻｷ ﾅｵﾐ ﾄﾖﾀ部品大阪 大阪府
42 8308 2:24:34 森脇　恭子 ﾓﾘﾜｷ ｷｮｳｺ - 大阪府
43 8339 2:25:28 大木　典子 ｵｵｷ ﾉﾘｺ - 京都府
44 8319 2:26:26 松本　典子 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ - 京都府
45 8334 2:26:54 杉原　綾 ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾔ ＫＪＣ 京都府
46 8305 2:27:38 西田　栄子 ﾆｼﾀﾞ ｴｲｺ - 京都府

9 9部　女子ハーフマラソン50歳以上
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 8418 1:33:43 曽根　千鶴 ｿﾈ ﾁｽﾞﾙ 三段池RC 京都府
2 8409 1:34:32 中島　三智子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁｺ 金曜走ろう会 京都府
3 8402 1:37:05 黒川　和子 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｺ - 京都府
4 8439 1:42:57 谷　洋子 ﾀﾆ ﾋﾛｺ フィットネスクラブ ピノス 京都府
5 8416 1:43:51 脇野　満寿美 ﾜｷﾉ ﾏｽﾐ - 京都府
6 8403 1:45:57 川本　薫 ｶﾜﾓﾄ ｶｵﾙ - 京都府
7 8412 1:46:35 松尾　節子 ﾏﾂｵ ｾﾂｺ - 京都府
8 8417 1:47:10 岡本　里子 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｺ - 鳥取県
9 8421 1:47:39 大坂　眞知子 ｵｵｻｶ ﾏﾁｺ - 京都府

10 8431 1:52:50 田村　妙子 ﾀﾑﾗ ﾀｴｺ ハローランナー 京都府
11 8433 1:54:00 中村　和代 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖ - 京都府
12 8419 1:55:10 平井　明子 ﾋﾗｲ ｱｷｺ 宝が池STC 京都府
13 8405 1:57:23 河原　美雪 ｶﾜﾗ ﾐﾕｷ - 京都府
14 8432 1:58:36 永井　英美 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾐ ブルーミング 京都府
15 8428 2:00:42 岸本　美智子 ｷｼﾓﾄ ﾐﾁｺ - 京都府
16 8408 2:01:32 川本　きぬゑ ｶﾜﾓﾄ ｷﾇｴ 桂川走友会 京都府
17 8406 2:01:57 柴田　昌子 ｼﾊﾞﾀ  ﾏｻｺ ｼﾝｼﾝ 京都府
18 8425 2:04:28 乾　恵子 ｲﾇｲ ｹｲｺ 淀川ﾗﾝﾅｰｽﾞ 大阪府
19 8435 2:05:29 平岡　妙子 ﾋﾗｵｶ ﾀｴｺ - 京都府
20 8423 2:05:49 藤田　和子 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｺ ﾍﾙｽﾋﾟｱ走好会21 京都府
21 8434 2:07:45 上村　啓子 ｶﾐﾑﾗ ｹｲｺ - 京都府



22 8411 2:09:16 佐々木　玲子 ｻｻｷ ﾚｲｺ - 大阪府
23 8426 2:10:21 渡邊　むつみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂﾐ 京都武田病院 京都府
24 8437 2:12:17 小島　春美 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ サンスポ亀 京都府
25 8410 2:12:58 十川　敏子 ｿｶﾞﾜ ﾄｼｺ - 兵庫県
26 8414 2:14:42 坂和　満里子 ｻｶﾜ ﾏﾘｺ - 京都府
27 8422 2:20:11 坪内　義子 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾖｼｺ - 京都府
28 8436 2:20:50 鈴木　敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ - 愛知県
29 8415 2:20:57 髙木　千栄子 ﾀｶｷﾞ ﾁｴｺ 京都府家庭支援総合ｾﾝﾀｰ 京都府
30 8430 2:21:31 谷口　美代子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾖｺ - 京都府
31 8438 2:22:36 鈴木　節子 ｽｽﾞｷ ｾﾂｺ - 京都府
32 8407 2:24:16 朝子　美千代 ｱｻｺ ﾐﾁﾖ - 京都府

10 10部　男子10Km29歳以下（高校生以上）
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1060 0:34:25 田中　勇気 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 京都学園高校 京都府
2 1024 0:35:20 池田　崚 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ - 京都府
3 1027 0:38:50 山口　卓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ ＰＣＣＳ 京都府
4 1040 0:40:10 安井　宏樹 ﾔｽｲ ﾋﾛｷ 赤兎馬ＡＣ 大阪府
5 1011 0:42:16 山下　貴典 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ ㈱創味食品 京都府
6 1002 0:43:59 坂根　健太 ｻｶﾈ ｹﾝﾀ - 京都府
7 1017 0:44:33 飯村　健太 ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ - 京都府
8 1041 0:45:28 井尻　健一 ｲｼﾞﾘ ｹﾝｲﾁ - 京都府
9 1032 0:45:30 西村　武志 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ 遙学園 京都府

10 1025 0:45:55 山下　泰史 ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｼ - 京都府
11 10001 0:45:55 土保　雄一 ﾂﾁﾔｽ ﾕｳｲﾁ - 京都府
12 1030 0:45:55 鈴木　祐也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 遙学園 京都府
13 1022 0:46:15 丸山　朋久 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ - 京都府
14 1003 0:46:27 丸田　茂雄 ﾏﾙﾀ ｼｹﾞｵ 淺田鉄工株式会社 大阪府
15 1055 0:46:41 樋口　裕記 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛｷ - 京都府
16 1016 0:47:47 東　亮佑 ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 長尾接骨院 京都府
17 1005 0:48:04 松本　庸平 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ あらべすく 京都府
18 1039 0:48:16 中島　僚之 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ - 京都府
19 1047 0:48:22 宇津木　雅之 ｳﾂｷﾞ ﾏｻﾕｷ - 兵庫県
20 1029 0:48:42 嘉数　竜次 ｶｶｽﾞ ﾘｭｳｼﾞ 遙学園 京都府
21 1066 0:49:04 山本　剛大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ - 京都府
22 1054 0:49:29 安藤　丈智 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾄﾓ まちセン 京都府
23 1059 0:49:30 藤村　直樹 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ - 京都府
24 1020 0:49:49 安達　仁亮 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
25 1058 0:49:59 田口　敬明 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ - 京都府
26 1033 0:50:24 三木　誠 ﾐｷ ﾏｺﾄ 山田荘クラブ 京都府
27 1049 0:50:37 池田　健太郎 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ Team　H.R.B 兵庫県
28 1019 0:50:50 中田　大輔 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ 里ノ西ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
29 1031 0:51:22 向井　隼人 ﾑｶｲ ﾊﾔﾄ 遙学園 京都府
30 1056 0:51:45 佐竹　慶政 ｻﾀｹ ﾖｼﾏｻ - 京都府
31 1063 0:51:54 辻井　雅人 ﾂｼﾞｲ ﾏｻﾄ - 京都府
32 1009 0:52:00 吉村　賢三 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ - 京都府
33 1008 0:52:10 雪山　佳弘 ﾕｷﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
34 1053 0:52:36 藤原　康教 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾉﾘ TEAM山田松 京都府
35 1057 0:52:38 森田　真司 ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ - 京都府
36 1018 0:53:05 北川　貴一 ｷﾀｶﾞﾜ - 京都府
37 1062 0:53:32 原田　真吾 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ - 京都府
38 1043 0:53:55 松本　拓 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 中島クリニックRC 奈良県
39 1045 0:54:18 義田　祥弘 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 損保ジャパン 京都府
40 1026 0:54:29 湯浅　真人 ﾕｱｻ ﾏｻﾄ ＫＳＣ伏見 京都府
41 1061 0:54:39 平井　祐貴 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ - 京都府
42 1034 0:54:59 松本　尚志 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ - 兵庫県
43 1048 0:55:11 南出　修平 ﾐﾅﾐﾃﾞ ｼｭｳﾍｲ 京都学園高校 京都府
44 1028 0:55:19 若林　学 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
45 1035 0:56:47 赤木　一雅 ｱｶｷﾞ ｶｽﾞﾏｻ - 大阪府
46 1051 0:57:13 堀田　千尋 ﾎｯﾀ ﾁﾋﾛ TEAM山田松 京都府



47 1036 0:57:53 竹内　伸 ﾀｹｳﾁ ｼﾝ - 京都府
48 1037 0:58:25 岩木　健太 ｲﾜｷ ｹﾝﾀ - 京都府
49 1065 0:58:29 川口　真輝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ - 兵庫県
50 1012 0:58:45 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ ﾛｰﾑ 京都府
51 1010 0:59:21 小林　浩之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ あらべすく 京都府
52 1021 0:59:32 松尾　拓郎 ﾏﾂｵ ﾀｸﾛｳ - 大阪府
53 1004 0:59:59 桑野　圭一 ｸﾜﾉ ｹｲｲﾁ 広友会 京都府
54 1023 1:00:00 山神　真史 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｻｼ - 大阪府
55 1046 1:01:11 片山　尚彦 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾋｺ まちセン 大阪府
56 1052 1:01:27 小西　邦彦 ｺﾆｼ ｸﾆﾋｺ TEAM山田松 京都府
57 1044 1:01:49 横山　正雄 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵ みらいふ 京都府
58 1038 1:02:14 森山　尚貴 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｷ - 兵庫県
59 1050 1:04:52 川端　統介 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕﾈﾕｷ Team　H.R.B 大阪府
60 1064 1:05:14 瀧北　康太郎 ﾀｷｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ - 兵庫県
61 1007 1:06:43 田口　健介 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ - 京都府
62 1014 1:09:42 柴原　敬太 ｼﾊﾞﾊﾗ ｹｲﾀ UNDER　125 京都府

11 11部　男子10Kｍ30歳以上49歳以下
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1168 0:33:10 森　直大 ﾓﾘ ﾅｵﾋﾛ 神戸ﾕﾆﾊﾞｰSC 兵庫県
2 1125 0:33:52 農添　光陽 ﾉｳｿﾞｴ ｺｳﾖｳ TEAM　P-man 京都府
3 1217 0:35:38 山田　泰幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ - 京都府
4 1230 0:35:50 村井　悟史 ﾑﾗｲ ｻﾄｼ ＤＮＰＬ駅伝部 京都府
5 1231 0:36:51 橋田　耕一 ﾊｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ サンスポＲＣ 京都府
6 1234 0:36:58 上嶋　晃弘 ｳｴｼﾏ ｱｷﾋﾛ - 京都府
7 1182 0:37:08 西條　久智 ｻｲｼﾞｮｳ ﾋｻﾄﾓ - 京都府
8 1315 0:38:29 疋田　博愛 ﾋｷﾀ ﾋﾛﾖｼ WHC 京都府
9 1278 0:39:45 古賀　正和 ｺｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府

10 1150 0:40:16 鷹多　雅之 ﾀｶﾀ ﾏｻﾕｷ - 大阪府
11 1269 0:40:21 用害　聖太 ﾖｳｶﾞｲ ｾｲﾀ 用害鍼灸院 京都府
12 1229 0:40:26 西田　裕宣 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ サンスポ 京都府
13 1260 0:41:10 田中　公朗 ﾀﾅｶ ｷﾐｦ 琵琶ーコ 滋賀県
14 1244 0:41:36 柴田　泰孝 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾀｶ カークラブ 京都府
15 1243 0:41:41 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ - 京都府
16 1155 0:42:10 牧野　嵩文 ﾏｷﾉ ﾀｶﾌﾐ ﾁｰﾑ　ま組 京都府
17 1239 0:42:11 飯田　研 ｲｲﾀﾞ ﾐｶﾞｸ 武蔵’ｓ 京都府
18 1215 0:42:34 ハギオ　リョウイチ ﾊｷﾞｵ ﾘｮｳｲﾁ - 京都府
19 1282 0:42:42 松永　浩光 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾐﾂ - 京都府
20 1293 0:42:49 深江　真治 ﾌｶｴ ｼﾝｼﾞ - 京都府
21 1292 0:42:59 松田　昌也 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾔ 南丹→立命ＯＢ 京都府
22 1298 0:43:00 中村　一誠 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｻﾄ - 京都府
23 1238 0:43:02 守屋　政信 ﾓﾘﾔ ﾏｻﾉﾌﾞ - 京都府
24 1140 0:43:02 土屋　俊之 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾕｷ 宮高OB 滋賀県
25 1124 0:43:03 谷　悦二 ﾀﾆ ｴﾂｼﾞ - 京都府
26 1261 0:43:40 林　学 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 日本新薬駅伝部 京都府
27 1346 0:43:43 山名　智公 ﾔﾏﾅ ﾁｻﾄ WHC 京都府
28 1139 0:43:51 田辺　敦史 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 白川学園RC 京都府
29 1123 0:44:02 小見　弘 ｺﾐ ﾋﾛｼ - 京都府
30 1284 0:44:02 清水　宏修 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ - 京都府
31 1134 0:44:10 中井　和彦 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ - 兵庫県
32 1119 0:44:16 亀井　仁志 ｶﾒｲ ﾋﾄｼ ﾁｰﾑ・ﾛﾁﾞｱﾝ 滋賀県
33 1226 0:44:18 小島　健 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ - 京都府
34 1311 0:44:58 中久木　哲弥 ﾅｶｸｷ ﾃﾂﾔ 損保ジャパン 京都府
35 1250 0:45:08 前川　秀樹 ﾏｴｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ＢＴＭＵ 京都府
36 1205 0:45:20 林　武留 ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ - 大阪府
37 1300 0:45:46 横田　和昭 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｱｷ - 京都府
38 1297 0:45:52 長谷川　泰三 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｿﾞｳ - 大阪府
39 1354 0:45:56 内堀　博文 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾋﾛﾌﾐ - 京都府
40 1256 0:46:21 杉岡　孝司 ｽｷﾞｵｶ ﾀｶｼ ラン楽堂 京都府
41 1204 0:46:27 森本　学 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ - 大阪府



42 1285 0:46:33 用害　崇生 ﾖｳｶﾞｲ ﾀｶｵ - 京都府
43 1359 0:46:34 室星　直嗣 ﾑﾛﾎｼ ﾅｵﾂｸﾞ オレンジミウラ 大阪府
44 1225 0:46:47 福原　大吾 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ - 愛知県
45 1334 0:46:50 瀧本　昌俊 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾄｼ - 京都府
46 1364 0:46:58 岩瀬　信正 ｲﾜｾ ﾉﾌﾞﾏｻ - 京都府
47 1143 0:47:02 細見　宏昭 ﾎｿﾐ ﾋﾛｱｷ - 京都府
48 1206 0:47:03 小西　浩次 ｺﾆｼ ｺｳｼﾞ 絆走 京都府
49 1177 0:47:04 正田　哲也 ｼｮｳﾀ ﾃﾂﾔ - 京都府
50 1165 0:47:05 青野　泰三 ｱｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ 風run坊 京都府
51 1270 0:47:12 仲野　邦浩 ﾅｶﾉ ｸﾆﾋﾛ - 京都府
52 1197 0:47:15 塩谷　吉訓 ｼｵﾀﾆ ﾖｼﾐ 果無7LOVE 京都府
53 1283 0:47:35 竹村　一人 ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 里ノ西ランナー 京都府
54 1195 0:47:39 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
55 1351 0:47:53 斉藤　大 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ - 京都府
56 1106 0:47:53 高橋　伸雄 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 京都府社労士会 京都府
57 1280 0:47:59 臼井　透 ｳｽｲ ﾄｵﾙ - 京都府
58 1183 0:48:23 曽根　国彦 ｿﾈ ｸﾆﾋｺ - 京都府
59 1161 0:48:24 八木　智史 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ - 京都府
60 1126 0:48:28 赤松　良昭 ｱｶﾏﾂ ﾖｼｱｷ 松下徽章㈱ 京都府
61 1131 0:48:49 久世　裕久 ｸｾﾞ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
62 1324 0:48:52 上田　博之 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
63 1144 0:48:55 野原　武 ﾉﾊﾗ ﾀｹｼ ﾎﾞﾎﾞﾌﾞﾗｼﾞﾙ 京都府
64 1170 0:48:58 大西　克明 ｵｵﾆｼ ｶﾂｱｷ - 京都府
65 1254 0:49:04 有馬　隆幸 ｱﾘﾏ ﾀｶﾕｷ あんず 京都府
66 1257 0:49:06 嵯峨　直樹 ｻｶﾞ ﾅｵｷ - 京都府
67 1337 0:49:10 安藤　祐二 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ TEAM山田松 京都府
68 1157 0:49:20 岡本　顕 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ - 京都府
69 1306 0:49:36 山田　秀一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ みらいふ 京都府
70 1227 0:49:45 奥　雅史 ｵｸ ﾏｻﾌﾐ - 京都府
71 1146 0:49:52 沼田　克彦 ﾇﾏﾀ ｶﾂﾋｺ ﾗ･ﾐｰｺ 京都府
72 1171 0:49:52 沼田　国彦 ﾇﾏﾀ ｸﾆﾋｺ ﾗ･ﾐｰｺ 京都府
73 1341 0:50:04 松岡　義巳 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾐ - 大阪府
74 1312 0:50:07 山根　一哉 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾔ 損保ジャパン 京都府
75 1145 0:50:14 竹下　栄二 ﾀｹｼﾀ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
76 1356 0:50:21 坂口　久可 ｻｶｸﾞﾁ ﾋｻｶ - 京都府
77 1322 0:50:22 青木　圭沢 ｱｵｷ ｹｲﾀｸ - 京都府
78 1163 0:50:26 水谷　博喜 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ ﾏｺﾛﾝ 京都府
79 1365 0:50:27 後藤　弘雅 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ - 京都府
80 1240 0:50:39 河津　龍雄 ｶﾜﾂﾞ ﾀﾂｵ - 京都府
81 1153 0:50:39 中渡瀬　隆 ﾅｶﾜﾀｾ ﾀｶｼ ﾛﾝﾘｰｳﾙﾌ 奈良県
82 1267 0:50:44 福井　英次 ﾌｸｲ ｴｲｼﾞ - 京都府
83 1258 0:50:51 岩内　守 ｲﾜｳﾁ ﾏﾓﾙ - 京都府
84 1333 0:50:55 能勢　貴英 ﾉｾ ﾀｶﾋﾃﾞ - 京都府
85 1117 0:50:56 仲西　弘樹 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ - 京都府
86 1164 0:50:56 平野　隆司 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ - 京都府
87 1148 0:50:57 小川　敦司 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ - 京都府
88 1188 0:50:58 中西　康太 ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ - 兵庫県
89 1159 0:51:01 池田　豊若 ｲｹﾀﾞ ﾄﾖﾜｶ - 京都府
90 1114 0:51:01 佐倉　賢 ｻｸﾗ ﾏｻﾙ - 京都府
91 1118 0:51:02 岩崎　年克 ｲﾜｻｷ ﾄｼｶﾂ - 京都府
92 1201 0:51:11 中井　俊夫 ﾅｶｲ ﾄｼｵ - 大阪府
93 1313 0:51:12 松村　悦和 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 損保ジャパン 兵庫県
94 1291 0:51:13 村田　信二 ﾑﾗﾀ ｼﾝｼﾞ - 兵庫県
95 1320 0:51:19 弓削　満 ﾕｹﾞ ﾐﾂﾙ - 大阪府
96 1129 0:51:24 松本　清範 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ - 京都府
97 1236 0:51:27 谷口　明弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ - 京都府
98 1213 0:51:31 武田　寿 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ - 兵庫県
99 1162 0:51:34 内藤　智之 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ ｻﾝｺｰｽﾞ 京都府

100 1286 0:51:40 波多野　昭 ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ - 京都府
101 1147 0:51:47 楽得　能照 ﾗｸｴ ﾖｼﾃﾙ - 京都府



102 1246 0:51:51 藤光　哲也 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾃﾂﾔ - 京都府
103 1242 0:51:57 大岡　昭彦 ｵｵｵｶ ｱｷﾋｺ 越前屋 奈良県
104 1142 0:52:04 拝野　博行 ﾊｲﾉ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
105 1358 0:52:14 澤田　映 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾗ - 京都府
106 1187 0:52:15 松永　恵介 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｽｹ - 京都府
107 1326 0:52:19 植野　亮一 ｳｴﾉ ﾘｮｳｲﾁ Team　H.R.B 大阪府
108 1301 0:52:27 鷲谷　哲 ﾜｼﾀﾆ ｻﾄﾙ - 京都府
109 1248 0:52:36 塩見　昌行 ｼｵﾐ ﾏｻﾕｷ - 京都府
110 1275 0:52:37 木村　輝 ｷﾑﾗ ﾃﾙ しゅん君 京都府
111 1318 0:52:37 関谷　敏 ｾｷﾔ ｻﾄｼ - 京都府
112 1237 0:52:37 安村　英展 ﾔｽﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ - 京都府
113 1339 0:52:42 佐野　弘明 ｻﾉ ﾋﾛｱｷ - 京都府
114 1305 0:52:47 奥村　栄一 ｵｸﾑﾗ ｴｲｲﾁ みらいふ 京都府
115 1321 0:52:56 三宅　茂樹 ﾐﾔｹ ｼｹﾞｷ - 京都府
116 1263 0:53:04 森口　昌行 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ - 京都府
117 1102 0:53:05 神野　博之 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
118 1249 0:53:15 岸本　昭彦 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｺ - 京都府
119 1141 0:53:19 藤井　秀則 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 京都府
120 1128 0:53:22 宮澤　淳 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾂｼ 京環西京RT 京都府
121 1335 0:53:26 嶋川　知行 ｼﾏｶﾜ ﾄﾓﾕｷ - 京都府
122 1262 0:53:27 江藤　克彦 ｴﾄｳ ｶﾂﾋｺ - 京都府
123 1173 0:53:36 村田　冨三昭 ﾑﾗﾀ ﾌﾐｱｷ むっちRC美山 京都府
124 1179 0:53:48 小牧　保彦 ｺﾏｷ ﾔｽﾋｺ - 京都府
125 1287 0:53:49 石井　文行 ｲｼｲ ﾌﾐﾕｷ - 大阪府
126 1268 0:53:55 石角　泰次郎 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｲｼﾞﾛｳ 石角歯科医院 京都府
127 1328 0:54:00 渋谷　信宏 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ Team　H.R.B 大阪府
128 1355 0:54:05 北川　仁資 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾄｼ - 京都府
129 1319 0:54:13 曽根　久文 ｿﾈ ﾋｻﾌﾐ - 京都府
130 1332 0:54:15 横山　護 ﾖｺﾔﾏ ﾏﾓﾙ Team　H.R.B 大阪府
131 1221 0:54:15 林　秀雄 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
132 1279 0:54:16 滝花　郁男 ﾀｷﾊﾅ ｲｸｵ - 京都府
133 1304 0:54:38 沼　英章 ﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 損保ジャパン 兵庫県
134 7237 0:54:43 村山　大介 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
135 1127 0:54:47 岡　宗男 ｵｶ ﾑﾈｵ - 京都府
136 1232 0:54:49 宮田　要 ﾐﾔﾀ ｶﾅﾒ - 京都府
137 1252 0:54:54 元浜　卓三 ﾓﾄﾊﾏ ﾀｸｿﾞｳ - 京都府
138 1167 0:55:02 中川　豊 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾀｶ - 京都府
139 1303 0:55:07 中島　仁一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 中島クリニックRC 奈良県
140 1184 0:55:21 富山　英哉 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔ - 京都府
141 1210 0:55:21 菊地　英之 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ - 東京都
142 1186 0:55:24 朝倉　眞一 ｱｻｸﾗ ｼﾝｲﾁ - 京都府
143 1223 0:55:58 齋藤　和也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ - 京都府
144 1120 0:55:58 平岡　孝司 ﾋﾗｵｶ ﾀｶｼ ﾁｰﾑ・ﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
145 1152 0:55:58 木本　義幸 ｷﾓﾄ ﾖｼﾕｷ - 京都府
146 1158 0:56:01 笠次　隆弘 ｶｻﾅﾐ ﾀｶﾋﾛ - 京都府
147 1105 0:56:08 柏原　達象 ｶｼﾊﾗ ﾀﾂｿﾞｳ ゆめﾊﾟﾚ 京都府
148 1103 0:56:15 山下　大介 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 宇治消防 京都府
149 1290 0:56:17 北川　善詔 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ - 京都府
150 1110 0:56:23 荻原　博 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 広友会 滋賀県
151 1259 0:56:27 加納　真史 ｶﾉｳ ﾏｻｼ 柳池ランナーズ 京都府
152 1366 0:56:28 大田　直人 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ - 京都府
153 1199 0:56:44 栗本　善基 ｸﾘﾓﾄ ﾖｼｷ - 京都府
154 1289 0:56:51 益満　竜一郎 ﾏｽﾐﾂ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ - 大阪府
155 1208 0:56:54 吉川　忠男 ﾖｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
156 1296 0:56:55 西窪　一 ﾆｼｸﾎﾞ ﾊｼﾞﾒ - 京都府
157 1325 0:56:56 伊津　博之 ｲﾂﾞ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
158 10002 0:57:01 西村　晴久 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾋｻ - 大阪府
159 1327 0:57:03 坂部　宏司 ｻｶﾍﾞ ﾋﾛｼ Team　H.R.B 大阪府
160 1185 0:57:10 煙山　奨也 ｹﾑﾘﾔﾏ ｼｮｳﾔ 明治国際医療大学 京都府
161 1109 0:57:15 米谷　匡弘 ﾖﾈﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ - 京都府



162 1138 0:57:17 山田　一樹 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ - 京都府
163 1175 0:57:22 藤江　隆志 ﾌｼﾞｴ ﾀｶｼ - 大阪府
164 1274 0:57:32 林　知也 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ ふりぃらぢかる 京都府
165 1180 0:57:47 田村　尊彦 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋｺ - 京都府
166 1196 0:57:51 法橋　秀明 ﾎｳｷｮｳ ﾋﾃﾞｱｷ - 京都府
167 1294 0:57:57 三浦　敦 ﾐｳﾗ ｱﾂｼ オレンジミウラ 兵庫県
168 1323 0:57:59 内藤　幸績 ﾅｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ - 兵庫県
169 1361 0:58:08 橋口　直人 ﾊｼｸﾞﾁ ﾅｵﾄ - 大阪府
170 1299 0:58:12 山内　猛 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ - 京都府
171 1209 0:58:24 中西　啓文 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ - 京都府
172 1121 0:58:28 村上　裕樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑ・ﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
173 1329 0:58:43 志賀　将之 ｼｶﾞ ﾏｻﾕｷ Team　H.R.B 京都府
174 1160 0:58:51 前川　淳二 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ - 京都府
175 1363 0:58:56 秋重　誠 ｱｷｼｹﾞ ﾏｺﾄ - 京都府
176 1104 0:58:57 細見　大介 ﾎｿﾐ ﾀﾞｲｽｹ 全労済 大阪府
177 1281 0:59:01 森田　淳 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝ - 大阪府
178 1357 0:59:04 森山　孝一郎 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ - 大阪府
179 1336 0:59:10 山田　洋平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ TEAM山田松 京都府
180 1367 0:59:16 石井　大介 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ - 兵庫県
181 1277 0:59:17 秋口　達也 ｱｷｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ - 京都府
182 1174 0:59:26 西村　幸広 ﾆｼﾐﾗ ﾕｷﾋﾛ - 滋賀県
183 1317 0:59:31 髙木　勝英 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ まちセン 京都府
184 1345 0:59:32 中嶋　良輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ＳＳＲＣ 奈良県
185 1132 0:59:35 今西　数也 ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞﾔ - 京都府
186 1149 0:59:40 中川　直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ - 京都府
187 1309 0:59:43 山本　紀弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ 中島クリニックRC 奈良県
188 1194 0:59:45 田中　弘和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ - 京都府
189 1181 0:59:47 佐藤　昇三 ｻﾄｳ ｼｮｳｿﾞｳ - 京都府
190 1166 0:59:47 小中　宏三 ｺﾅｶ ｺｳｿﾞｳ - 京都府
191 1343 0:59:50 北出　哲也 ｷﾀﾃﾞ ﾃﾂﾔ ローム株式会社 京都府
192 1362 0:59:51 佐野　智 ｻﾉ ｻﾄﾙ - 京都府
193 1107 0:59:57 西田　哲也 ﾆｼﾀﾞ YEG楽風 京都府
194 1178 1:00:12 鷲谷　卓也 ﾜｼﾀﾆ ﾀｸﾔ - 京都府
195 1154 1:00:17 的場　照久 ﾏﾄﾊﾞ ﾃﾙﾋｻ - 京都府
196 1135 1:00:23 西口　昌司 ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｻｼ - 京都府
197 1136 1:00:25 田中　清 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ 壬生電機RC 京都府
198 1200 1:00:30 田中　裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
199 1130 1:00:33 浦川　智道 ｳﾗｶﾜ ﾄﾓﾐﾁ - 京都府
200 1233 1:00:51 吉島　裕登 ﾖｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 里の西ランナー 京都府
201 1338 1:01:02 中澤　彰男 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷｵ - 京都府
202 1198 1:01:17 足立　周 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳ - 京都府
203 1360 1:01:20 中山　聡 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ - 大阪府
204 1112 1:01:39 谷口　友宏 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ - 滋賀県
205 1193 1:02:00 小森　豊久 ｺﾓﾘ - 京都府
206 1111 1:02:10 後藤　司 ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ 広友会 京都府
207 1302 1:02:16 谷本　篤紀 ﾀﾆﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ - 京都府
208 1169 1:02:55 平井　優充 ﾋﾗｲ ﾏｻﾖｼ ﾋﾟｴﾛRC 京都府
209 1348 1:03:19 藤岡　一真 ﾌｼﾞｵｶ ｶｽﾞﾏ フィットネスクラブ ピノス 京都府
210 1191 1:03:34 中村　真吉 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｷﾁ - 京都府
211 1273 1:03:40 須谷　将弥 ｽﾀﾆ ﾏｻﾔ - 大阪府
212 1137 1:04:00 佐竹　寛泰 ｻﾀｹ ﾋﾛﾔｽ - 京都府
213 1203 1:04:13 佐々木　和治 ｻｻｷ ｶｽﾞﾊﾙ - 京都府
214 1176 1:04:15 阿部　清二 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ - 京都府
215 1235 1:04:44 河瀬　宗憲 ｶﾜｾ ｿｳｹﾝ - 京都府
216 7226 1:05:20 羽賀　晋太郎 ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 楽風ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
217 1316 1:05:24 田中　志敬 ﾀﾅｶ ﾕｷﾀｶ まちセン 京都府
218 1330 1:05:55 加藤　竜志 ｶﾄｳ ﾀﾂｼ Team　H.R.B 大阪府
219 1222 1:06:23 竹腰　宗大 ﾀｹｺｼ ﾑﾈﾋﾛ - 京都府
220 10003 1:06:32 樋口　孝臣 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｵﾐ - 京都府
221 1220 1:06:51 蒲田　宗明 ｶﾏﾀ ﾑﾈｱｷ - 京都府



222 1347 1:07:30 森　厚嗣 ﾓﾘ ｱﾂｼ - 京都府
223 1307 1:07:37 村上　龍也 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾔ - 滋賀県
224 1344 1:08:20 重村　周治 ｼｹﾞﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ ＳＳＲＣ 兵庫県
225 1272 1:08:32 中辻　尚志 ﾅｶﾂｼﾞ ﾀｶｼ - 京都府
226 1369 1:09:03 坪田　泰典 ﾂﾎﾞﾀ ﾔｽﾉﾘ - 兵庫県
227 1368 1:09:05 小西　淳 ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝ - 兵庫県

12 12部　男子10Kｍ50歳以上
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1434 0:37:05 岩田　忠久 ｲﾜﾀ ﾀﾀﾞﾋｻ ｳｯﾃﾞｨRC 兵庫県
2 1492 0:38:12 谷垣　忠寛 ﾀﾆｶﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ ｹｰｴｽｹｰ･ｱﾍﾞﾍﾞ 兵庫県
3 1466 0:38:41 林　亨 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 大山﨑町役場陸上部 京都府
4 1539 0:39:15 文字　正典 ﾓﾝｼﾞ ﾏｻﾉﾘ - 京都府
5 1422 0:40:31 武田　佳史 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ - 京都府
6 1518 0:41:22 谷口　宗一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 泉川中学校 京都府
7 1544 0:42:14 柴原　浩 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 府庁ランナーズ 京都府
8 1519 0:42:34 大場　聡 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ - 兵庫県
9 1549 0:43:16 小馬　敏雄 ｺｳﾏ ﾄｼｵ 山田荘クラブ 京都府

10 1534 0:43:29 後藤　満 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾙ 宝が池ＳＴＣ 京都府
11 1417 0:44:21 堀口　誠 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｺﾄ まこと助産院 京都府
12 1431 0:45:06 横山　信行 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都府
13 1555 0:46:14 野口　利雄 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾕｳ びわこランナー 京都府
14 1516 0:46:39 栢木　利和 ｶﾔｷ ﾄｼｶｽﾞ 京田辺走ろう会 京都府
15 1529 0:46:50 長岡　茂夫 ﾅｶﾞｵｶ ｼｹﾞｵ かもなす 京都府
16 1407 0:47:05 豊岡　満男 ﾄﾖｵｶ ﾐﾂｵ - 京都府
17 1536 0:47:13 米辻　幸夫 ﾖﾈﾂｼﾞ ﾕｷｵ キーストン 大阪府
18 1468 0:47:45 木村　宏造 ｷﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ - 京都府
19 1408 0:48:23 岸本　敏和 ｷｼﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ - 京都府
20 1502 0:48:26 福田　安親 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾁｶ FCｼｮｺﾗﾝ 京都府
21 1426 0:48:38 四方　美喜雄 ｼｶﾀ - 京都府
22 1487 0:48:41 奥本　徹夫 ｵｸﾓﾄ ﾃﾂｵ - 大阪府
23 1420 0:48:44 堀　悦雄 ﾎﾘ ｴﾂｵ 丹波ﾊﾋﾟｰ農園 京都府
24 1485 0:48:47 山岡　昭弘 ﾔﾏｵｶ ｱｷﾋﾛ 風run坊 京都府
25 1454 0:49:22 宮林　延宏 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ - 愛知県
26 1526 0:49:44 市川　哲 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ - 京都府
27 1419 0:50:28 川原　武 ｶﾜﾊﾗ ﾀｹｼ - 京都府
28 1542 0:50:32 今西　康人 ｲﾏﾆｼ ﾔｽﾋﾄ ＷＡＣ 京都府
29 1481 0:50:42 仲　篤男 ﾅｶ - 京都府
30 1459 0:50:55 片山　敏和 ｶﾀﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ - 京都府
31 1424 0:51:00 谷口　俊夫 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼｵ 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀県
32 1520 0:51:05 仁井　裕幸 ﾆｲ ﾋﾛﾕｷ 日本酒友の会 大阪府
33 1559 0:51:10 石川　良幸 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ - 京都府
34 1490 0:51:33 森脇　徹 ﾓﾘﾜｷ ﾄｵﾙ 里ノ西ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
35 1430 0:51:35 田中　敏昭 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ - 京都府
36 1565 0:51:50 小野　隆夫 ｵﾉ ﾀｶｵ ＫＳＲ 京都府
37 1423 0:52:20 細川　義明 ﾎｿｶﾜ ﾖｼｱｷ 保走YAN 京都府
38 1449 0:52:24 山田　裕紹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ ﾍﾙﾂ 京都府
39 1429 0:52:32 村松　裕行 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 摂津水都信金 兵庫県
40 1442 0:52:40 吉津　和洋 ﾖｼｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ﾁｰﾑ･ﾁｪｲｽ 京都府
41 1538 0:52:43 柴田　忠彦 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾋｺ - 京都府
42 1548 0:52:49 久貝　宏昭 ｸｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ - 京都府
43 1447 0:53:24 平川　和正 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ - 大阪府
44 1494 0:53:27 北川　猛 ｷﾀｶﾞﾜ - 京都府
45 1451 0:53:38 藤山　雅三 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏｻｿﾞｳ - 京都府
46 1452 0:53:44 橋本　昇市 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ ﾗｽ･ﾗﾝ 京都府
47 1458 0:53:46 上原　秀隆 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ ﾊｰﾄ 大阪府
48 1522 0:53:46 山代　忠宣 ﾔﾏｼﾛ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ - 滋賀県
49 1508 0:54:23 川勝　幸男 ｶﾜｶﾂ - 京都府
50 1547 0:54:28 吉田　英 ﾖｼﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 田辺三菱ＲＣ 京都府
51 1404 0:54:36 田中　典臣 ﾀﾅｶ ﾂﾈｵﾐ ﾁｰﾑ登坂車線 京都府



52 1540 0:54:51 堀　光一 ﾎﾘ ﾐﾂｶｽﾞ - 京都府
53 1553 0:54:53 新井　愼一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ - 大阪府
54 1498 0:54:56 杉山　俊夫 ｽｷﾞﾔﾏ - 京都府
55 1445 0:54:57 小倉　徹 ｵｸﾞﾗ ﾄｵﾙ - 京都府
56 1493 0:55:12 吉村　幸一郎 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ - 京都府
57 1530 0:55:14 本江　一博 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊｽﾞﾋﾛ サン・スポーツ 京都府
58 1418 0:55:20 平井　明彦 ﾋﾗｲ ｱｷﾋｺ - 京都府
59 1457 0:55:28 桜井　雅男 ｻｸﾗｲ ﾏｻｵ - 京都府
60 1438 0:55:43 小林　忍 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉﾌﾞ 日本新薬駅伝部 京都府
61 1504 0:55:49 山本　泰正 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ - 京都府
62 1556 0:55:52 伊東　弘隆 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ - 京都府
63 1470 0:56:13 新川　久弥 ｼﾝｶﾜ ﾋｻﾔ - 京都府
64 1517 0:56:28 谷内　秀夫 ﾔﾁ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
65 1461 0:56:30 平井　佑 ﾋﾗｲ ﾕｳ - 京都府
66 1495 0:56:30 進藤　宏一 ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ - 京都府
67 1474 0:56:30 関　孝 ｾｷ ﾀｶｼ 火曜夜御所走会 京都府
68 1414 0:56:34 木曽　進 ｷｿ ｽｽﾑ - 京都府
69 1453 0:56:39 中村　良三 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｿﾞｳ - 京都府
70 1403 0:56:59 中山　邦雄 ﾅｶﾔﾏ ｸﾆｵ - 京都府
71 1440 0:57:05 伊東　忠邦 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｸﾆ - 京都府
72 1552 0:57:08 久保　守 ｸﾎﾞ ﾏﾓﾙ - 京都府
73 1437 0:57:12 西川　定夫 ﾆｼｶﾜ ｻﾀﾞｵ - 大阪府
74 1510 0:57:17 足立　久幸 ｱﾀﾞﾁ ﾋｻﾕｷ - 京都府
75 1496 0:57:21 瓜生　啓一 ｳﾘｳ ｹｲｲﾁ ﾌﾗｲﾝｸﾞ･ﾀｰﾄﾙ 京都府
76 1402 0:57:32 山﨑　彰 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾗ - 京都府
77 1469 0:57:38 米澤　和雄 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ - 京都府
78 1467 0:57:47 福永　義人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｼﾄ - 京都府
79 1524 0:57:50 岡島　外喜紀 ｵｶｼﾞﾏ ﾄｷﾉﾘ 京都シティＳＣ 京都府
80 1546 0:57:57 北方　幸弘 ｷﾀｶﾞﾀ ﾕｷﾋﾛ 田辺三菱ＲＣ 京都府
81 1409 0:58:31 芦田　義一 ｱｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ﾋﾟｴﾛR・C 京都府
82 1415 0:58:32 北川　正博 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
83 1503 0:58:50 田村　武成 ﾀﾑﾗ - 京都府
84 1523 0:58:57 竹口　進 ﾀｹｸﾞﾁ ｽｽﾑ 京都シティＳＣ 京都府
85 1465 0:59:03 岡本　義和 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ - 京都府
86 1483 0:59:20 田尾　雅宏 ﾀｵ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
87 1541 0:59:21 新居　敏之 ﾆｲ ﾄｼﾕｷ すだちくらぶ 京都府
88 1456 0:59:21 吉田　龍一 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ - 京都府
89 1462 0:59:34 西山　良孝 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾀｶ - 京都府
90 1499 0:59:37 島田　謙二 ｼﾏﾀﾞ へるつ 京都府
91 1515 0:59:38 小澤　司 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ K.M.D.C 滋賀県
92 1563 0:59:41 吉住　一成 ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾅﾘ フィットネスクラブ ピノス 京都府
93 1433 0:59:42 長橋　晴男 ﾅｶﾞﾊｼ ﾊﾙｵ - 京都府
94 1545 1:00:03 奥仲　眞一郎 ｵｸﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ - 京都府
95 1478 1:00:10 大棚　久米夫 ｵｵﾀﾅ ｸﾒｵ - 京都府
96 1558 1:00:26 上野　定美 ｳｴﾉ ｻﾀﾞﾖｼ - 京都府
97 1412 1:00:34 藤本　省三 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ - 京都府
98 1476 1:00:35 浅井　光博 ｱｻｲ ﾐﾂﾋﾛ - 京都府
99 1427 1:00:44 松田　辰雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂｵ 日本新薬㈱ 京都府

100 1460 1:00:47 樋高　嘉治 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 出光OB 兵庫県
101 1509 1:01:08 谷山　恭次 ﾀﾆﾔﾏ ｷｮｳｼﾞ - 京都府
102 1464 1:01:18 田中　幸一 ﾀﾅｶ ﾕｷｶｽﾞ - 京都府
103 1444 1:01:21 八柳　進 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ - 京都府
104 1473 1:01:30 山下　俊幸 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾕｷ - 京都府
105 1551 1:01:32 砂原　由明 ｽﾅﾊﾗ ﾖｼｱｷ - 京都府
106 1535 1:01:46 別府　広幸 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾋﾛﾕｷ - 兵庫県
107 1537 1:01:46 宮越　正 ﾐﾔｺｼ ﾀﾀﾞｼ マラソンのつぼ 京都府
108 1550 1:01:48 山崎　利彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ - 京都府
109 1497 1:01:58 岡田　覚 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ ｱﾛｰｱｹﾞｲﾝ 京都府
110 1463 1:02:12 亀谷　益夫 ｶﾒﾀﾆ ﾏｽｵ 亀岡市上下水道部 京都府
111 1436 1:02:27 上阪　富久 ｺｳｻｶ ﾄﾐﾋｻ - 兵庫県



112 1521 1:02:33 和田　雅弘 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ワダーズ 京都府
113 1489 1:02:45 中西　剛 ﾅｶﾆｼ ﾂﾖｼ 乱 嵐
114 1435 1:02:55 宮川　滋 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ - 京都府
115 1527 1:04:08 小山　浩 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ - 滋賀県
116 1472 1:04:45 桜井　外史雄 ｻｸﾗｲ ﾄｼｵ - 京都府
117 1439 1:04:56 長瀬　洋 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｼ - 京都府
118 1410 1:05:35 前田　康雄 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｵ - 京都府
119 1543 1:05:57 横山　幸治 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ ｎａｃ 京都府
120 1562 1:06:16 小枝　登志夫 ｺｴﾀﾞ ﾄｼｵ - 滋賀県
121 1532 1:06:18 岡　高茂 ｵｶ ﾀｶｼｹﾞ 京都保健衛生専 京都府
122 1421 1:06:53 鈴木　和之 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
123 1491 1:07:14 竹中　順 ﾀｹﾅｶ - 大阪府
124 1432 1:07:17 富樫　保 ﾄｶﾞｼ ﾀﾓﾂ - 京都府
125 1475 1:07:20 由里　光一 ﾕﾘ ｺｳｲﾁ ㈱山吉 京都府
126 1484 1:07:25 北村　秀人 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ - 京都府
127 1525 1:07:27 高野瀬　英雄 ﾀｶﾉｾ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
128 1479 1:07:41 加藤　武彦 ｶﾄｳ ﾀｹﾋｺ - 京都府
129 1514 1:07:47 山田　佳司 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｼﾞ - 京都府
130 1560 1:07:53 南出　敬 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｶｼ - 京都府
131 1405 1:08:00 高井　智 ﾀｶｲ - 京都府
132 1416 1:11:54 福田　泰 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｼ - 京都府
133 1425 2:14:30 森本　進 ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾑ - 滋賀県

13 13部　女子10ｋｍ29歳以下（高校生以上）
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1617 0:38:03 高橋　佑子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 洛北陸友会 京都府
2 1607 0:40:35 大村　恵里佳 ｵｵﾑﾗ ｴﾘｶ 京走ｱｽﾘｰﾄ 京都府
3 1628 0:47:33 杉本　未来 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｷ 赤兎馬ＡＣ 京都府
4 1632 0:48:10 水原　由美 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾕﾐ - 京都府
5 1612 0:48:27 前川　沙知子 ﾏｴｶﾜ ｻﾁｺ ㈱ﾋﾞﾊﾞ 京都府
6 1638 0:49:36 小川　希美 ｵｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ - 京都府
7 1608 0:53:15 畑中　亜理 ﾊﾀﾅｶ ｱﾘ - 京都府
8 1633 0:53:16 有田　風子 ｱﾘﾀ ﾌｳｺ - 京都府
9 1641 0:53:52 うえだ　なな ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ - 京都府

10 1645 0:54:26 小林　公美 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐ フィットネスクラブ ピノス 京都府
11 1627 0:54:35 奥田　真理子 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘｺ - 京都府
12 1611 0:55:54 上野　麻実 ｳｴﾉ ﾏﾐ 長尾接骨院 京都府
13 1610 0:56:01 大塚　芙美 ｵｵﾂｷ - 兵庫県
14 1626 0:56:02 桂田　真千子 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾏﾁｺ - 京都府
15 1605 0:56:11 西岡　麻衣 ﾆｼｵｶ ﾏｲ - 京都府
16 1640 0:56:17 北野　桃香 ｷﾀﾉ ﾓﾓｶ - 大阪府
17 1618 0:56:28 木曽　明里 ｷｿ ｱｶﾘ - 京都府
18 1614 0:56:52 鈴木　あさか ｽｽﾞｷ ｱｻｶ ワダーズ 京都府
19 1650 0:57:49 藤原　美穂 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ - 京都府
20 1643 0:58:21 大杉　陽子 ｵｵｽｷﾞ ﾖｳｺ フィットネスクラブ ピノス 京都府
21 1616 0:58:25 西口　奈津子 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅﾂｺ - 京都府
22 1630 0:58:25 松田　彩恵子 ﾏﾂﾀﾞ ｻｴｺ - 奈良県
23 1631 0:58:25 近藤　愛 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ - 京都府
24 1619 0:58:36 良本　佳名子 ﾘｮｳﾓﾄ ｶﾅｺ - 大阪府
25 1609 0:58:41 李原　泰子 ﾘﾊﾗ ﾔｽｺ - 京都府
26 1635 0:58:47 水原　友美 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ - 京都府
27 1615 0:58:50 吉田　樹里 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ - 京都府
28 1624 0:58:53 垣内　直子 ｶｷｳﾁ ﾅｵｺ - 京都府
29 1606 0:59:05 冨永　摩美 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏﾐ - 京都府
30 1629 0:59:26 鈴木　睦代 ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾖ - 京都府
31 1622 0:59:55 小幡　悠子 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｺ あんず 京都府
32 1648 1:00:23 上堀　彩香 ｳｴﾎﾘ ｱﾔｶ - 京都府
33 1639 1:01:11 木下　良枝 ｷﾉｼﾀ ﾖｼｴ まちセン 京都府
34 1634 1:01:23 村木　彩乃 ﾑﾗｷ ｱﾔﾉ - 滋賀県
35 1642 1:01:32 大杉　朋子 ｵｵｽｷﾞ ﾄﾓｺ フィットネスクラブ ピノス 京都府



36 1621 1:01:34 梅垣　由佳 ｳﾒｶﾞｷ ﾕｶ - 京都府
37 1613 1:03:29 足立　美由紀 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾕｷ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
38 1647 1:03:47 石田　光代 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾖ - 京都府
39 1602 1:03:48 山﨑　順子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 広友会 京都府
40 1603 1:03:48 上田　紗恵 ｳｴﾀﾞ ｻｴ 広友会 京都府
41 1646 1:03:53 槙本　舞 ﾏｷﾓﾄ ﾏｲ - 兵庫県
42 1620 1:05:08 梶本　明希 ｶｼﾞﾓﾄ ｱｷ - 奈良県
43 1623 1:06:13 田中　美耶 ﾀﾅｶ ﾐﾔ - 京都府
44 1637 1:07:37 村上　絵里 ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ - 滋賀県
45 1649 1:09:04 中野　恵美子 ﾅｶﾉ ｴﾐｺ - 兵庫県

14 14部　女子10ｋｍ30歳以上49歳以下
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1806 0:39:50 廣岡　真理子 ﾋﾛｵｶ ﾏﾘｺ - 兵庫県
2 1729 0:40:38 橋本　良子 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｺ - 京都府
3 1733 0:41:59 川北　麻子 ｶﾜｷﾀ ｱｻｺ - 三重県
4 1769 0:42:21 上川　裕子 ｳｴｶﾜ ﾕｳｺ ミズノＲＣ 大阪府
5 1760 0:42:22 上嶋　まど華 ｳｴｼﾏ ﾏﾄﾞｶ - 京都府
6 1779 0:44:16 岡井　ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ - 京都府
7 1707 0:45:24 榎本　美和 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾜ - 兵庫県
8 1772 0:46:39 國本　理依子 ｸﾆﾓﾄ ﾘｴｺ 柳池ランナーズ 京都府
9 1774 0:46:49 佐藤　正美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ ユキちゃん 兵庫県

10 1793 0:48:09 中井　美々子 ﾅｶｲ ﾐﾐｺ - 京都府
11 1745 0:48:20 田渕　百合 ﾀﾌﾞﾁ ﾕﾘ - 京都府
12 1710 0:49:19 清水　浩子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｺ - 京都府
13 1735 0:49:29 江藤　英美 ｴﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ - 京都府
14 1801 0:50:30 古川　美保 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ フィットネスクラブ ピノス 京都府
15 1713 0:50:34 大藪　里香 ｵｵﾔﾌﾞ ﾘｶ - 京都府
16 1757 0:50:59 園村　佳世子 ｿﾉﾑﾗ ｶﾖｺ - 京都府
17 1755 0:51:06 竹下　英里 ﾀｹｼﾀ ｴﾘ タキイＲＣ 京都府
18 1789 0:51:07 遠藤　佳子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ - 京都府
19 1719 0:51:57 俵　敦子 ﾀﾜﾗ 矢田川走友会 兵庫県
20 1727 0:52:39 中川　和子 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ - 京都府
21 1702 0:52:48 岩城　美保 ｲﾜｷ ﾐﾎ - 大阪府
22 1780 0:52:54 佐々木　智子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ - 京都府
23 1777 0:52:58 横尾　浩子 ﾖｺｵ ﾋﾛｺ - 京都府
24 1761 0:53:00 戸田　陽子 ﾄﾀﾞ ﾖｳｺ - 京都府
25 1716 0:53:14 藤井　千晶 ﾌｼﾞｲ ﾁｱｷ - 京都府
26 1708 0:53:31 奥田　圭子 ｵｸﾀﾞ ｹｲｺ ﾁｰﾑ・ﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
27 1773 0:53:33 田中　淳子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ ユキちゃんＲＣ 兵庫県
28 1718 0:54:06 吉田　久子 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ - 京都府
29 1726 0:54:14 西森　愛 ﾆｼﾓﾘ ｱｲ - 兵庫県
30 1770 0:54:41 矢田　恵子 ﾔﾀﾞ ｹｲｺ ｎａｃ 大阪府
31 1767 0:54:46 山田　志保 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ - 兵庫県
32 1802 0:54:51 淡路　久美 ｱﾜｼﾞ ｸﾐ - 兵庫県
33 1737 0:54:58 内堀　忍 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
34 1717 0:55:31 馬場　直子 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｺ - 京都府
35 1749 0:55:39 窪田　和子 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｺ - 京都府
36 1753 0:56:18 齋藤　陽子 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ - 京都府
37 1725 0:56:35 西川　明美 ﾆｼｶﾜ ｱｹﾐ - 京都府
38 1800 0:56:51 遠藤　弘子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ - 京都府
39 1732 0:56:59 柳橋　千恵 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾁｴ - 京都府
40 1722 0:57:15 山本　昌代 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖ - 京都府
41 1798 0:57:41 鈴木　愛 ｽｽﾞｷ ｱｲ Team　H.R.B 大阪府
42 1705 0:58:00 山村　治子 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｺ - 京都府
43 1775 0:58:13 新里　朋子 ﾆｲｻﾞﾄ ﾄﾓｺ - 大阪府
44 1730 0:58:23 久保　由華理 ｸﾎﾞ ﾕｶﾘ - 京都府
45 1758 0:58:35 小島　珠緒 ｺｼﾞﾏ ﾀﾏｵ - 兵庫県
46 1788 0:58:52 岡本　泰子 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｺ - 京都府
47 1756 0:59:04 原田　美紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｷ - 京都府



48 1740 0:59:08 中西　隆子 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｺ - 兵庫県
49 1782 0:59:17 クラーク　グレッチェン ｸﾗｰｸ ｸﾞﾚｯﾁｪﾝ - 京都府
50 1768 0:59:28 山本　亜紀子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ - 京都府
51 1781 0:59:29 広瀬　亜季 ﾋﾛｾ ｱｷ - 京都府
52 1763 0:59:33 古川　幸子 ﾌﾙｶﾜ ｻﾁｺ - 京都府
53 1786 0:59:37 森川　久美子 ﾓﾘｶﾜ ｸﾐｺ あらべすく 京都府
54 1794 0:59:41 大屋　みのり ｵｵﾔ ﾐﾉﾘ まちセン 京都府
55 1783 1:00:03 植村　佳代 ｳｴﾑﾗ ｶﾖ - 京都府
56 1787 1:00:14 丸山　智子 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ - 滋賀県
57 1709 1:00:15 北村　幸子 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷｺ - 京都府
58 1764 1:00:24 市川　ひろみ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾐ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
59 1792 1:00:29 岡原　尚子 ｵｶﾊﾗ ﾅｵｺ - 京都府
60 1778 1:00:31 片山　翠 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ シルック販売中 京都府
61 1766 1:00:53 加藤　知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ - 京都府
62 1771 1:00:58 藤井　瞳 ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ しゃららん 京都府
63 1720 1:01:06 小山　綾美 ｺﾔﾏ ｱﾔﾐ - 京都府
64 1721 1:01:21 ・松　愛子 ｱﾍﾞﾏﾂ ｱｲｺ - 京都府
65 1805 1:01:27 結城　恵子 ﾕｳｷ ｹｲｺ - 京都府
66 1706 1:01:39 尾形　佳美 ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾐ - 滋賀県
67 1723 1:01:57 矢吹　江梨子 ﾔﾌﾞｷ ｴﾘｺ - 京都府
68 1762 1:02:09 中岡　紀子 ﾅｶｵｶ ﾉﾘｺ - 京都府
69 1739 1:02:10 小溝　龍子 ｺﾐｿﾞ ﾀﾂｺ - 京都府
70 1751 1:02:39 村尾　由美 ﾑﾗｵ ﾕﾐ - 大阪府
71 1741 1:02:41 市川　リナコ ｲﾁｶﾜ ﾘﾅｺ - 京都府
72 1776 1:03:13 江藤　ひとみ ｴﾄｳ ﾋﾄﾐ - 京都府
73 1701 1:03:33 谷口　千浪 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁﾅﾐ - 京都府
74 1804 1:03:36 澤田　真希 ｻﾜﾀﾞ ﾏｷ - 京都府
75 1750 1:04:08 宇於崎　真理 ｳｵｻﾞｷ ﾏﾘ - 京都府
76 1728 1:04:13 坂本　恵美子 ｻｶﾓﾄ ｴﾐｺ 桂川走友会 京都府
77 1731 1:04:15 関　薫 ｾｷ ｶｵﾙ 火曜の夜に御所を走る会 京都府
78 1748 1:04:27 中嶋　直子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｺ ワダーズ 京都府
79 1711 1:04:50 伴戸　玲子 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾚｲｺ - 京都府
80 1759 1:05:20 藤井　由美 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾐ パレア 京都府
81 1795 1:06:11 寺坂　多栄子 ﾃﾗｻｶ ﾀｴｺ - 京都府
82 1738 1:06:26 谷口　佳子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｺ - 京都府
83 1785 1:06:29 植村　純子 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ - 東京都
84 1797 1:07:03 菊江　由記 ｷｸｴ ﾕｷ Team　H.R.B 大阪府
85 1799 1:07:43 安達　真子 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｺ - 大阪府
86 1742 1:08:12 中野　真紀 ﾅｶﾉ ﾏｷ - 京都府

15 15部　女子10ｋｍ50歳以上
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1904 0:44:13 田路　慶子 ﾄｳｼﾞ ｹｲｺ 桂川走友会 京都府
2 1902 0:50:12 北村　米子 ｷﾀﾑﾗ ﾖﾈｺ - 京都府
3 1905 0:50:52 川端　末子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｴｺ FCｼｮｺﾗﾝ 京都府
4 1914 0:51:52 三木　鈴子 ﾐｷ ｽｽﾞｺ - 京都府
5 1936 0:52:16 鳥居　千江子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ ｎａｃ 京都府
6 1935 0:52:53 津野　まゆみ ﾂﾉ ﾏﾕﾐ きじちゃんず 京都府
7 1916 0:53:47 中島　秀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞ - 京都府
8 1934 0:55:25 橋本　幸代 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁﾖ きじちゃんず 京都府
9 1926 0:55:27 田尾　邦子 ﾀｵ ｸﾆｺ - 京都府

10 20001 0:56:57 寺元　廷美 ﾃﾗﾓﾄ ﾃｲﾐ - 京都府
11 1940 0:57:43 浅井　信子 ｱｻｲ ﾉﾌﾞｺ フィットネスクラブ ピノス 京都府
12 1931 0:58:21 森谷　安子 ﾓﾘﾔ ﾔｽｺ - 京都府
13 1932 0:59:00 山本　睦子 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｺ - 京都府
14 1923 0:59:05 細野　敦子 ﾎｿﾉ ｱﾂｺ - 京都府
15 1918 0:59:14 仲西　孝子 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｺ - 京都府
16 1937 0:59:18 樺井　久美子 ｶﾊﾞｲ ｸﾐｺ 柳池ランナーズ 京都府
17 1909 1:00:15 森本　好美 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾐ - 京都府
18 1929 1:00:52 井上　美恵子 ｲﾉｳｴ ﾐｴｺ - 福岡県



19 1922 1:01:10 佐藤　直美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ - 京都府
20 1917 1:02:04 岩井　千代子 ｲﾜｲ ﾁﾖｺ - 京都府
21 1921 1:02:18 山下　直美 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾐ - 京都府
22 1920 1:02:30 森　初代 ﾓﾘ ﾊﾂﾖ - 福井県
23 1907 1:02:57 富樫　明美 ﾄｶﾞｼ ｱｹﾐ - 京都府
24 1912 1:03:09 中村　幸枝 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｴ - 京都府
25 1927 1:03:40 小林　裕子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ あらべすく 京都府
26 20002 1:04:39 大谷　昌美 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾐ - 京都府
27 1908 1:04:54 田中　成子 ﾀﾅｶ ﾅﾘｺ - 滋賀県
28 20003 1:04:59 吉田　和子 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｺ - 京都府
29 1930 1:05:01 石田　早苗 ｲｼﾀﾞ ｻﾅｴ 太陽が丘ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 京都府
30 1913 1:05:06 山﨑　しず子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｽﾞｺ - 京都府
31 1903 1:05:42 明田　真美 ｱｹﾀ ﾏﾐ いちごCLUB 京都府
32 1910 1:05:48 西村　しのぶ ﾆｼﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ YAMATO 京都府
33 1938 1:06:07 上中　典子 ｳｴﾅｶ ﾉﾘｺ - 京都府
34 1925 1:06:29 皆本　志津子 ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｺ 亀ﾗﾝ 京都府
35 1906 1:08:42 ・松　伸子 ｱﾍﾞﾏﾂ ﾉﾌﾞｺ - 京都府

16 16部　男子5ｋｍ29歳以下（中学生以上）
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5015 0:16:00 野原　康平 ﾉﾊﾗ ｺｳﾍｲ コミネクラブ 京都府
2 5019 0:16:44 藤井　翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ コミネクラブ 京都府
3 5009 0:17:20 稲井　勇仁 ｲﾅｲ ﾕｳﾄ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都 京都府
4 5020 0:17:37 富家　稜 ﾄﾐｲｴ ﾘｮｳ コミネクラブ 京都府
5 5004 0:18:02 西村　一也 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 育親中学校 京都府
6 5001 0:18:17 河原林　治 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ - 京都府
7 5018 0:18:35 音川　悠真 ｵﾄｶﾞﾜ ﾕｳﾏ コミネクラブ 京都府
8 5025 0:18:38 田布施　翔喜朗 ﾀﾌﾞｾ ｼｮｳｷﾛｳ 遙学園 京都府
9 5017 0:19:16 中嶋　陸満 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸﾏ コミネクラブ 京都府

10 5030 0:20:05 菅　友樹 ｽｶﾞ ﾕｳｷ 遙学園 京都府
11 5022 0:20:15 木村　良 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 樫原小 京都府
12 5027 0:20:52 濱本　優弥 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 遙学園 京都府
13 5023 0:21:41 山本　悠雅 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 遙学園 京都府
14 5003 0:21:47 小溝　智暉 ｺﾐｿﾞ ﾄﾓｷ 比叡山中学校 京都府
15 5031 0:22:10 辻　将和 ﾂｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
16 5011 0:22:18 大田　隼介 ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ 和知中学校 京都府
17 5024 0:22:34 緒方　銀次朗 ｵｶﾞﾀ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 遙学園 京都府
18 5036 0:22:51 山田　宜雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｵ - 兵庫県
19 5029 0:22:55 川東　慎太郎 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｼﾝﾀﾛｳ 遙学園 京都府
20 5008 0:22:59 八木　司 ﾔｷﾞ ﾂｶｻ - 京都府
21 5032 0:23:23 上田　亮 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ - 大阪府
22 5013 0:23:47 窪田　彬 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ - 京都府
23 5037 0:24:14 西尾　憲英 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 兵庫県
24 5028 0:25:24 河野　享介 ｶﾜﾉ ｷｮｳｽｹ 遙学園 京都府
25 5002 0:26:08 南田　晶夫 ﾐﾅﾐﾀﾞ ｱｷｵ 太秦囲碁ｸRC 京都府
26 5026 0:26:14 岩本　伸也 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 遙学園 京都府
27 5007 0:26:30 木村　彰宏 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 園部税務署 京都府
28 5034 0:26:47 稲田　真也 ｲﾅﾀﾞ ｼﾝﾔ - 京都府
29 5038 0:27:12 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ - 兵庫県
30 5021 0:27:47 池田　有毅 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 荒牧中学 兵庫県
31 5033 0:31:17 久保元　鎌 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾚﾝ - 京都府
32 5005 0:31:38 友松　浩一 ﾄﾓﾏﾂ ｺｳｲﾁ 亀岡友愛園 京都府
33 5010 0:41:07 正田　健太郎 ｼｮｳﾀ ｹﾝﾀﾛｳ - 京都府
34 5006 0:41:14 村山　智章 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 丹波養護学校 京都府
35 5035 0:43:54 荒井　陽仁 ｱﾗｲ ｱｷﾋﾄ あらべすく 京都府
36 5012 1:02:10 近藤　智弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ - 京都府

17 17部　男子5ｋｍ30歳以上49歳以下
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5106 0:15:46 中井　芳聡 ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ TEAM　P-man 京都府



2 5102 0:16:36 山本　淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ - 京都府
3 5169 0:17:15 米田　亮一 ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ ＫＲＬ 大阪府
4 5183 0:17:23 谷口　宗平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾍｲ ブラザーズ 兵庫県
5 5132 0:17:38 佐藤　厚司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 舞鶴ｸﾗﾌﾞ 京都府
6 5184 0:18:06 真下　裕也 ﾏｼﾓ ﾋﾛﾔ - 京都府
7 5173 0:18:44 西尾　純二 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝｼﾞ - 大阪府
8 5191 0:18:47 西本　武史 ﾆｼﾓﾄ ﾀｹｼ 樫原 京都府
9 5126 0:18:52 栢木　大輔 ｶﾔｷ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府

10 5175 0:18:59 上谷　貴生 ｳｴﾀﾆ ﾀｶｵ - 大阪府
11 5114 0:19:03 吉田　知英 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ - 大阪府
12 5153 0:19:22 原田　康行 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾕｷ - 兵庫県
13 5158 0:19:35 柴田　学 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ ヘルスピア 京都府
14 5152 0:20:45 島田　龍男 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂｵ - 京都府
15 5195 0:20:53 永田　直人 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾄ フィットネスクラブピノス 京都府
16 5174 0:20:57 杉谷　均 ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾄｼ - 京都府
17 5171 0:21:10 岡本　泰和 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ - 京都府
18 5146 0:21:12 山中　喜昭 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｱｷ - 福井県
19 5133 0:21:19 村井　亮介 ﾑﾗｲ ﾘｮｳｽｹ ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 京都府
20 5165 0:21:24 菅　健治 ｽｶﾞ ｹﾝｼﾞ - 大阪府
21 5109 0:21:30 水口　悟 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 弥栄はごろも苑 京都府
22 5127 0:21:31 今井　一欽 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾖｼ - 京都府
23 5117 0:21:54 太田　康之 ｵｵﾀ ﾔｽﾕｷ Black　Beans 京都府
24 5157 0:22:03 八木　義明 ﾔｷﾞ ﾖｼｱｷ - 京都府
25 5162 0:22:07 青木　大祐 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
26 5189 0:22:12 北浜　俊哉 ｷﾀﾊﾏ ﾄｼﾔ - 京都府
27 5115 0:22:19 阪井　信幸 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 林R･C 京都府
28 5170 0:22:32 上田　篤人 ｳｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾄ - 兵庫県
29 5105 0:22:48 大下　雅巳 ｵｵｼﾀ ﾏｻﾐ - 京都府
30 5130 0:22:52 出野　太 ｲﾃﾞﾉ ﾌﾄｼ - 愛知県
31 5156 0:23:07 成松　和朋 ﾅﾘﾏﾂ ｶｽﾞﾄﾓ - 京都府
32 5163 0:23:08 荻野　真治 ｵｷﾞﾉ ｼﾝｼﾞ 水道協会 京都府
33 5108 0:23:29 藤岡　幸治 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳｼﾞ 三洋化成走楽会 京都府
34 5166 0:23:52 日坂　みつお ﾋｻｶ ﾐﾂｵ - 京都府
35 5159 0:23:54 川田　亨 ｶﾜﾀ ﾄｵﾙ ＬＯＦＴＹ 大阪府
36 5185 0:24:05 松井　聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ - 京都府
37 5154 0:24:56 諸星　敬一 ﾓﾛﾎｼ ｹｲｲﾁ - 京都府
38 5181 0:25:12 常塚　勲 ﾂﾈﾂﾞｶ ｲｻｵ - 京都府
39 5136 0:25:13 小田　貴之 ｵﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 京都府
40 5177 0:25:21 松木　亨 ﾏﾂｷ ﾄｵﾙ - 大阪府
41 5190 0:25:31 岸本　正弘 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
42 5118 0:25:33 三田　真平 ﾐﾀ ｼﾝﾍﾟｲ - 京都府
43 5197 0:25:41 河島　康浩 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
44 5179 0:25:44 深江　宏樹 ﾌｶｴ ﾋﾛｷ - 京都府
45 5116 0:25:49 谷口　美樹男 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｷｵ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
46 5180 0:25:58 久保元　忍 ｸﾎﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
47 5194 0:26:17 小山　敏男 ｺﾔﾏ ﾄｼｵ - 京都府
48 5161 0:26:28 高木　純 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝ - 京都府
49 5196 0:26:33 石田　清之 ｲｼﾀﾞ ｷﾖﾕｷ - 京都府
50 5123 0:26:34 片山　昭治 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ ﾌﾞﾚｲﾌﾞTC 京都府
51 5141 0:26:41 永澤　友嘉 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓﾖｼ ﾁｰﾑ　NAGASAWA 京都府
52 5122 0:26:45 長尾　秀信 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ - 京都府
53 5101 0:26:50 小柳　政則 ｺﾔﾅｷﾞ - 京都府
54 5137 0:26:54 山本　耕司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 大阪府
55 5125 0:27:05 栗林　保好 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾖｼ - 京都府
56 5167 0:27:15 任　載彬 ｲﾑ ﾁｪﾋﾞﾝ - 京都府
57 5176 0:27:17 辻　優 ﾂｼﾞ ﾏｻﾙ - 京都府
58 5134 0:27:18 植村　悠介 ｳｴﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 滋賀県
59 5107 0:27:45 福冨　実 ﾌｸﾄﾐ ﾐﾉﾙ - 京都府
60 5168 0:27:48 池田　洋一 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ケンプフェン 兵庫県
61 5140 0:27:58 谷川　陽 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳ 勝藤屋 京都府



62 5129 0:28:02 竹内　健二 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾞ - 京都府
63 5138 0:28:07 大田　有次 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 国保京丹波町和知診療所 京都府
64 5193 0:28:18 岡本　繁樹 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞｷ - 兵庫県
65 5142 0:28:23 辻　守 ﾂｼﾞ ﾏﾓﾙ - 大阪府
66 5135 0:28:54 小林　秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 京都府
67 5113 0:29:15 笹岡　慎太郎 ｻｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ - 京都府
68 5164 0:29:20 橋本　浩和 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ - 京都府
69 5186 0:29:25 来海　賢一 ｷﾏﾁ ｹﾝｲﾁ まちセン 京都府
70 5144 0:29:25 小川　智功 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ - 京都府
71 5139 0:29:27 半田　幸四朗 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ - 京都府
72 5120 0:29:34 末木　潔 ｽｴｷ ｷﾖｼ S.D.C 京都府
73 5143 0:29:58 糸矢　幸司 ｲﾄﾔ ｺｳｼﾞ - 京都府
74 5172 0:30:00 廣部　仁太郎 ﾋﾛﾍﾞ ﾆﾀﾛｳ すたこらＤＯＮ 京都府
75 5111 0:30:24 髙瀬　昌紀 ﾀｶｾ ﾏｻｷ - 京都府
76 5119 0:30:25 酒井　励 ｻｶｲ ﾂﾄﾑ さかい社労士事務所 滋賀県
77 5150 0:30:42 高木　浩明 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｱｷ Ｌｏｆｔｙ 福井県
78 5110 0:30:45 小溝　健次 ｺﾐｿﾞ ｹﾝｼﾞ - 京都府
79 5147 0:31:06 奥村　晃啓 ｵｸﾑﾗ ﾃﾙﾋﾛ 丹波養護学校 京都府
80 5131 0:31:23 田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ - 京都府
81 5112 0:33:16 吉良　敏幸 ｷﾗ ﾄｼﾕｷ - 兵庫県
82 5121 0:34:01 水元　龍男 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ - 京都府
83 5187 0:35:55 竹澤　尚人 ﾀｹｻﾞﾜ ﾅｵﾄ - 京都府
84 5128 0:36:35 黒澤　寛己 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｷ 塔南高校 京都府
85 5148 0:39:16 振本　晃治 ﾌﾙﾓﾄ ｺｳｼﾞ - 京都府
86 5151 0:43:53 大橋　聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄｼ あらべすく 京都府

18 18部　男子5ｋｍ50歳以上
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5207 0:17:34 足立　正登 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 太陽が丘JC 京都府
2 5208 0:18:13 福井　正人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 三田ｱｽﾘｰﾄX 兵庫県
3 5213 0:18:19 前田　信男 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 中牧RC 京都府
4 5222 0:18:27 山本　秀男 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 逆瀬川J&R 兵庫県
5 5229 0:18:40 山口　雅巳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐ - 京都府
6 5209 0:19:04 渡辺　潔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ ﾓﾉｺｯｸ　ﾔﾏｼﾀ 兵庫県
7 5221 0:19:49 黒田　和成 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 加古川消防RC 兵庫県
8 5259 0:19:50 西山　栄治 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
9 5267 0:20:05 辰巳　謙三 ﾀﾂﾐ ｹﾝｿﾞｳ - 兵庫県

10 5256 0:20:55 柊　秀行 ﾋｲﾗｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ｵﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ 京都府
11 5264 0:20:56 浅野　輝男 ｱｻﾉ ﾃﾙｵ 京都テンダーズ 京都府
12 5266 0:21:25 北尾　直 ｷﾀｵ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
13 5245 0:22:17 倉橋　良夫 ｸﾗﾊｼ ﾖｼｵ 福知山JC 京都府
14 5238 0:23:12 岩山　博 ｲﾜﾔﾏ ﾋﾛｼ 阪急百貨店　RC 大阪府
15 5272 0:23:39 虫明　憲史 ﾑｼｱｷ ｹﾝｼ - 京都府
16 5240 0:23:53 川崎　晴康 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾔｽ - 京都府
17 5234 0:23:57 河村　眞也 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ - 京都府
18 5233 0:24:08 徳田　美郎 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾛｳ - 京都府
19 5246 0:24:31 藤野　定 ﾌｼﾞﾉ ｻﾀﾞﾑ - 京都府
20 5220 0:24:31 永井　隆 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ - 京都府
21 5255 0:24:44 早崎　文夫 ﾊﾔｻｷ ﾌﾐｵ 大日本神風走友会 京都府
22 5237 0:24:57 大村　和弘 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 京走ｱｽﾘｰﾄ 京都府
23 5247 0:25:42 村佐　秀夫 ﾑﾗｻ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
24 5227 0:25:55 水本　徹 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ - 京都府
25 5273 0:26:03 大家　敏美 ｵｵｲｴ ﾄｼﾐ アスリート保険事務所 京都府
26 5226 0:26:09 小川　俊三 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｿﾞｳ 小川RC 京都府
27 5252 0:26:22 上羽　淳 ｳｴﾊﾞ ｱﾂｼ 亀岡商工会議所 京都府
28 5202 0:26:39 西山　美之 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾕｷ - 京都府
29 5219 0:26:42 相根　秀一 ｻｶﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 京都府
30 5224 0:26:57 梅村　豊 ｳﾒﾑﾗ ﾕﾀｶ ﾌｪｱﾚﾃﾞｨ　Z 京都府
31 5223 0:27:00 作田　定 ｻｸﾀﾞ ｻﾀﾞﾑ - 京都府
32 5212 0:27:31 堺　健 ｻｶｲ ﾀｹｼ - 京都府



33 5205 0:27:49 大重　尚忠 ｵｵｼｹﾞ ﾅｵﾀﾀﾞ - 京都府
34 5228 0:27:54 粟田　哲 ｱﾜﾀ ﾄｵﾙ 太秦囲碁ｸRC 京都府
35 5268 0:28:00 三浦　知宏 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ - 京都府
36 5250 0:28:02 池田　栄 ｲｹﾀﾞ ｻｶｴ 日本板硝子JC 京都府
37 5215 0:28:10 佐藤　正志 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ あさくらJ.C 京都府
38 5242 0:28:17 小門　洋 ｺｶﾄﾞ ﾋﾛｼ 長岡ﾍﾙﾂ 京都府
39 5243 0:28:42 西寺　達美 ﾆｼﾃﾗ ﾀﾂﾐ ｽﾀｺﾗﾄﾞﾝ 京都府
40 5218 0:28:51 細川　豊二 ﾎｿｶﾜ ﾄﾖｼﾞ - 大阪府
41 5265 0:29:02 森　登志雄 ﾓﾘ ﾄｼｵ 岸和田健康ク 大阪府
42 5269 0:29:32 吹上　裕久 ﾌｷｱｹﾞ ﾋﾛﾋｻ まちセン 京都府
43 5236 0:29:44 稲垣　浩一 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｲﾁ - 滋賀県
44 5244 0:29:57 梅原　勝行 ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾕｷ - 京都府
45 5231 0:30:31 柴田　健治 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ - 京都府
46 5214 0:30:53 足立　城幸 ｱﾀﾞﾁ ｼﾛﾕｷ 足立ﾓｰﾀｰｽ 京都府
47 5251 0:31:12 文字　一彰 ﾓｼﾞ - 京都府
48 5235 0:31:30 三浦　治 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ - 京都府
49 5225 0:31:43 瀬戸口　雄二 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ｽﾀｺﾗどん 京都府
50 5271 0:31:56 奥風　彦郁 ｵｸｶｾﾞ ﾋﾛﾌﾐ - 京都府
51 5216 0:32:07 田中　幸志 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ - 京都府
52 5248 0:32:18 田中　喜八郎 ﾀﾅｶ ｷﾊﾁﾛｳ へるつ 京都府
53 5263 0:34:11 林　敏治 ﾊﾔｼ ﾄｼﾊﾙ - 大阪府
54 5239 0:34:55 木原　泰博 ｷﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
55 5262 0:35:04 西野　重明 ﾆｼﾉ ｼｹﾞｱｷ 関西大学 大阪府
56 5230 0:35:08 田口　正登 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ - 京都府
57 5254 0:35:53 小坂　一博 ｺｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 小坂壬生川D.C 京都府
58 5211 0:35:58 川村　忍 ｶﾜﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
59 5270 0:37:09 北川　祐二 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 京神ＲＣ 滋賀県
60 5257 0:39:16 北村　秀次 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ - 京都府
61 5258 0:40:01 森　伸二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 唯我独尊 京都府

19 19部　女子5ｋｍ29歳以下（中学生以上）
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5319 0:18:51 廣川　風佳 ﾋﾛｶﾜ ﾌｳｶ - 京都府
2 5325 0:19:13 岡本　美玖 ｵｶﾓﾄ ﾐｸ 佐々木塾 京都府
3 5312 0:21:51 吉田　恵理奈 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 京都府
4 5301 0:24:12 久岡　千穂 ﾋｻｵｶ ﾁﾎ 樫原中学校 京都府
5 5336 0:24:30 小枝　蘭菜 ｺｴﾀﾞ ﾗﾝﾅ - 滋賀県
6 5318 0:25:14 稲田　佳織 ｲﾅﾀﾞ ｶｵﾘ - 大阪府
7 5324 0:27:30 藤井　真理 ﾌｼﾞｲ ﾏﾘ - 京都府
8 5310 0:27:33 樋口　ちえみ ﾋｸﾞﾁ ﾁｴﾐ - 京都府
9 5320 0:27:35 鈴木　春香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 結いの田 京都府

10 5302 0:28:19 細野　誠子 ﾎｿﾉ ｾｲｺ - 京都府
11 5311 0:28:19 櫻井　由紀 ｻｸﾗｲ ﾕｷ - 京都府
12 5306 0:28:20 細野　佐保 ﾎｿﾉ ｻﾎ - 京都府
13 5327 0:28:37 奥村　祐子 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｺ - 京都府
14 5326 0:28:51 宮澤　まゆ美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 山田荘クラブ 京都府
15 5317 0:28:55 當眞　憂己 ﾄｳﾏ ﾕｳｷ 美山ﾗﾝﾅｰｽﾞ☆ 京都府
16 5323 0:29:20 三宅　佳織 ﾐﾔｹ ｶｵﾘ - 京都府
17 5308 0:29:30 河野　里沙 ｺｳﾉ ﾘｻ 雲雀丘学園　高等部 大阪府
18 5332 0:29:49 伊藤　祐花 ｲﾄｳ ﾕｶ - 兵庫県
19 5307 0:30:10 島田　亜季 ｼﾏﾀﾞ ｱｷ - 京都府
20 5335 0:31:22 小枝　若葉 ｺｴﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ - 滋賀県
21 5309 0:31:25 沖　悠美 ｵｷ ﾋﾛﾐ - 京都府
22 5333 0:31:37 白井　晋子 ｼﾗｲ ﾕｷｺ - 京都府
23 5322 0:31:47 越野　奈津美 ｺｼﾉ ﾅﾂﾐ ＳＨＡ♪走 京都府
24 5328 0:32:16 上田　あけの ｳｴﾀﾞ ｱｹﾉ 雲雀丘柔道部 大阪府
25 5316 0:32:43 近藤　理紗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 美山ﾗﾝﾅｰｽﾞ☆ 京都府
26 5313 0:32:57 大野　由美 ｵｵﾉ ﾕﾐ - 京都府
27 5321 0:33:01 鈴木　有貴乃 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ - 大阪府
28 5334 0:33:31 大江　優子 ｵｵｴ ﾕｳｺ - 大阪府



29 5305 0:33:52 山田　昭子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ - 兵庫県
30 5330 0:35:53 稲田　晴香 ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ - 京都府
31 5340 0:36:07 小川　智美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ - 兵庫県
32 5338 0:36:10 滝川　愛 ﾀｷｶﾞﾜ ｱｲ TEAM山田松 京都府
33 5337 0:36:10 松井　里佳 ﾏﾂｲ ﾘｶ TEAM山田松 京都府
34 5339 0:36:19 吉田　千恵 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴ - 兵庫県
35 5303 0:38:57 澤井　祐子 ｻﾜｲ ﾕｳｺ - 京都府
36 5304 0:38:57 下久保　友美 ｼﾓｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ - 京都府
37 5315 0:39:02 大村　友里 ｵｵﾑﾗ ﾕﾘ - 大阪府
38 5329 0:39:03 東郷　栄美 ﾄｳｺﾞｳ ｴﾐ - 京都府

20 20部　女子5ｋｍ30歳以上49歳以下
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5404 0:21:41 石田　紀子 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘｺ - 大阪府
2 5412 0:22:12 道家　敏美 ﾄﾞｳｹ ﾄｼﾐ TRC 京都府
3 5446 0:22:14 久門　聡美 ｸﾓﾝ ｻﾄﾐ - 兵庫県
4 5423 0:23:18 出野　由桂 ｲﾃﾞﾉ ﾕｶ - 愛知県
5 5450 0:24:08 北浜　里花 ｷﾀﾊﾏ ﾘｶ - 京都府
6 5415 0:24:59 谷口　広子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｺ - 京都府
7 5416 0:25:11 仲尾　万喜子 ﾅｶｵ ﾏｷｺ P-man　ｊｒ.ｴﾅｼﾞｰ 京都府
8 5454 0:25:12 藤原　真理 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘ スタコラどん 大阪府
9 5455 0:25:24 武田　知佐 ﾀｹﾀﾞ ﾁｻ フィットネスクラブ ピノス 京都府

10 5414 0:25:33 三田　智美 ﾐﾀ ﾄﾓﾐ - 京都府
11 5422 0:26:10 奥田　真由美 ｵｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ - 京都府
12 5403 0:26:11 寺島　雅世 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻﾖ - 京都府
13 5443 0:26:36 谷田　由実子 ﾀﾆﾀﾞ ﾕﾐｺ - 京都府
14 5413 0:26:38 久岡　綾乃 ﾋｻｵｶ ｱﾔﾉ - 京都府
15 5433 0:26:39 三宅　聖子 ﾐﾔｹ ｾｲｺ - 京都府
16 5407 0:26:53 藤原　照代 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾃﾙﾖ ｽﾀｺﾗどん 京都府
17 5436 0:26:55 藤原　美樹 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｷ - 京都府
18 5425 0:27:05 俣野　めぐみ ﾏﾀﾉ - 京都府
19 5429 0:27:39 藤下　美貴 ﾌｼﾞｼﾀ ﾐｷ - 京都府
20 5420 0:27:39 木村　加津子 ｷﾑﾗ ｶﾂﾞｺ - 京都府
21 5402 0:27:46 福冨　志保 ﾌｸﾄﾐ ｼﾎ - 京都府
22 5448 0:28:30 犬塚　明日香 ｲﾇﾂﾞｶ ｱｽｶ ＳＨＡ♪走 京都府
23 5401 0:28:31 坂本　ゆり ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ - 京都府
24 5437 0:28:43 信楽　さゆり ｼｶﾞﾗｷ ｻﾕﾘ - 京都府
25 5442 0:28:52 垂水　恵光 ﾀﾙﾐ ｴｺｳ 兵庫５区ＲＣ 兵庫県
26 5440 0:28:52 福田　祐香子 ﾌｸﾀﾞ ﾕｶｺ 山田荘クラブ 京都府
27 5441 0:28:57 大槻　徳子 ｵｵﾂｷ ﾉﾘｺ - 京都府
28 5456 0:29:22 諸岡　恵 ﾓﾛｵｶ ﾒｸﾞﾐ - 京都府
29 5426 0:29:33 芳田　純子 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ｽﾀｺﾗどん 京都府
30 5408 0:29:42 浜田　えり子 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘｺ - 大阪府
31 5428 0:30:20 熊越　祐子 ｸﾏｺﾞｼ ﾕｳｺ - 滋賀県
32 5453 0:30:24 後藤　千鶴 ｺﾞﾄｳ ﾁﾂﾞﾙ スタコラどん 大阪府
33 5449 0:30:34 笹井　美岐 ｻｻｲ ﾐｷ - 京都府
34 5406 0:30:41 髙瀬　真左代 ﾀｶｾ ﾏｻﾖ - 京都府
35 5417 0:30:44 藤原　実菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾅ 京走ｱｽﾘｰﾄ 大阪府
36 5427 0:30:49 村山　理紗子 ﾑﾗﾔﾏ - 京都府
37 5457 0:30:58 山本　智恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ - 大阪府
38 5419 0:31:21 黒澤　尚子 ｸﾛｻﾜ ﾅｵｺ - 京都府
39 5430 0:31:40 小林　朋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ - 京都府
40 5409 0:32:23 森　徳子 ﾓﾘ ﾉﾘｺ - 京都府
41 5439 0:32:45 島　千秋 ｼﾏ ﾁｱｷ 山田荘クラブ 京都府
42 5444 0:32:54 宮嶋　友美 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ - 京都府
43 5452 0:32:58 小枝　志保 ｺｴﾀﾞ ｼﾎ - 滋賀県
44 5438 0:33:14 松本　美智子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｺ - 京都府
45 5418 0:33:21 髙野　文子 ﾀｶﾉ ﾌﾐｺ - 京都府
46 5405 0:33:24 山口　千賀子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶｺ - 京都府
47 5432 0:33:27 松村　千賀子 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶｺ 日本電産シンポ 京都府



48 5445 0:33:40 益満　知栄 ﾏｽﾐﾂ ﾄﾓｴ - 大阪府
49 5435 0:34:45 近藤　真由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ - 京都府
50 5410 0:35:53 小野　恭代 ｵﾉ ﾀｶﾖ - 京都府
51 5411 0:35:53 岡田　麻未 ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ - 京都府
52 5447 0:35:54 稲田　直美 ｲﾅﾀﾞ ﾅｵﾐ - 京都府
53 5424 0:36:11 森山　嘉代子 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾖｺ - 京都府

21 21部　女子5ｋｍ50歳以上
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 5507 0:21:17 大小田　ふみ子 ｵｵｺﾀﾞ ﾌﾐｺ - 京都府
2 5532 0:22:16 中谷　悦子 ﾅｶﾀﾆ ｴﾂｺ チーム　さなえ 鳥取県
3 5519 0:22:17 清水　孝子 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｺ ひまわり 京都府
4 5531 0:24:25 正木　恭子 ﾏｻｷ ｷｮｳｺ - 京都府
5 5543 0:25:32 森本　富美子 ﾓﾘﾓﾄ ﾌﾐｺ - 京都府
6 5527 0:25:58 宮本　誓子 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶｺ - 京都府
7 5533 0:26:05 金谷　裕子 ｶﾅﾔ ﾋﾛｺ - 京都府
8 5513 0:26:05 米澤　節子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｾﾂｺ - 京都府
9 5518 0:26:10 藤ノ木　暢子 ﾌｼﾞﾉｷ あらべすく 京都府

10 5502 0:26:15 藤林　納子 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ - 滋賀県
11 5539 0:26:28 田口　利絵子 ﾀｸﾞﾁ ﾘｴｺ - 京都府
12 5542 0:27:22 芝田　光代 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂﾖ - 京都府
13 5536 0:27:37 麻田　三和子 ｱｻﾀﾞ ﾐﾜｺ - 京都府
14 5517 0:28:37 長岡　恵美子 ﾅｶﾞｵｶ ｴﾐｺ かもなす 京都府
15 5515 0:29:00 河井　順子 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｺ - 京都府
16 5525 0:30:05 南藤　美代子 ﾅﾝﾄﾞｳ ﾐﾖｺ - 奈良県
17 5520 0:30:11 川崎　由美子 ｶﾜｻｷ ﾕﾐｺ - 京都府
18 5504 0:30:39 武田　多恵子 ﾀｹﾀﾞ ﾀｴｺ - 京都府
19 5526 0:30:46 足立　恵美 ｱﾀﾞﾁ ｴﾐ - 京都府
20 5524 0:31:12 文字　千代子 ﾓｼﾞ - 京都府
21 5505 0:31:15 福本　美千代 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾁﾖ - 京都府
22 5541 0:31:24 森山　真由美 ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾕﾐ - 兵庫県
23 5534 0:31:49 有賀　伸子 ｱﾘｶﾞ ﾉﾌﾞｺ ＳＨＩＮ２ 京都府
24 5512 0:31:50 瀬戸口　二三子 ｾﾄｸﾞﾁ ﾌｻｺ ｽﾀｺﾗどん 京都府
25 5530 0:31:51 谷内　幸枝 ﾔﾁ ﾕｷｴ - 京都府
26 5514 0:32:00 今堀　富美 ｲﾏﾎﾘ ZKM京都支部 京都府
27 5540 0:32:03 田中　順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ - 京都府
28 5537 0:32:12 津田　昌子 ﾂﾀﾞ ﾏｻｺ 京都走ろう会 京都府
29 5523 0:34:05 大橋　清栄 ｵｵﾊｼ - 京都府
30 5508 0:34:27 島田　久美子 ｼﾏﾀﾞ ｸﾐｺ - 京都府
31 5510 0:35:20 佐藤　好子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ - 京都府
32 5538 0:35:54 村瀬　洋子 ﾑﾗｾ ﾖｳｺ 京都走ろう会 京都府
33 5529 0:36:00 渡辺　美弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔ - 京都府
34 5516 0:36:11 徳田　栄子 ﾄｸﾀﾞ ｴｲｺ - 京都府
35 5521 0:36:32 大西　たよ子 ｵｵﾆｼ ﾀﾖｺ WAC 大阪府
36 5522 0:38:00 川﨑　恵子 ｶﾜｻｷ ｹｲｺ - 京都府
37 5528 0:38:16 岩尾　喜久枝 ｲﾜｵ ｷｸｴ ﾌﾗｲﾝｸﾞ･ﾀｰﾄﾙ 京都府
38 5544 0:39:54 阪部　光子 ｻｶﾍﾞ ﾐﾂｺ フィットネスクラブ ピノス 京都府
39 5511 0:41:04 佐々木　イツ子 ｻｻｷ ｲﾂｺ - 大阪府

22 22部　3ｋｍ一般男子の部
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3006 0:10:14 松本　実 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾙ 多紀ﾗﾝﾅｰｽﾞ 兵庫県
2 3053 0:10:19 北浜　悠樹 ｷﾀﾊﾏ ﾕｳｷ - 京都府
3 3047 0:10:23 大倉　直也 ｵｵｸﾗ ﾅｵﾔ チームピーマン 京都府
4 3041 0:10:27 奥田　邦治 ｵｸﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ - 京都府
5 3044 0:11:43 岸本　啓司 ｷｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 啓知千尚 京都府
6 3050 0:11:47 松本　勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ - 京都府
7 3038 0:12:03 小西　達也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ - 京都府
8 3056 0:13:01 野津　隆由 ﾉﾂ ﾀｶﾖｼ - 京都府
9 3032 0:13:34 湯浅　富明 ﾕｱｻ ﾄﾐｱｷ - 京都府



10 3026 0:14:00 前田　竜平 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 園部税務署 京都府
11 3030 0:14:04 達川　真弘 ﾀﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
12 3004 0:14:10 松岡　秀高 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾀｶ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
13 3025 0:14:16 藤田　真和 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ 園部税務署 京都府
14 3060 0:14:21 田中　浩史 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ サンエー会 京都府
15 3061 0:14:31 下西　雅幸 ｼﾓﾆｼ ﾏｻﾕｷ - 京都府
16 3023 0:14:35 植松　則次 ｳｴﾏﾂ ﾉﾘｼﾞ 園部税務署 京都府
17 3039 0:14:52 大田　貢 ｵｵﾀ ﾐﾂｸﾞ - 京都府
18 3009 0:14:57 柏木　隼人 ｶｼﾜｷﾞ ﾊﾔﾄ - 京都府
19 3037 0:15:00 玉井　保己 ﾀﾏｲ ﾔｽﾐ - 京都府
20 3049 0:15:23 内山　真吾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｼﾞ - 京都府
21 3027 0:15:27 関　義明 ｾｷ ﾖｼｱｷ 園部税務署 京都府
22 3034 0:15:36 中山　大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
23 3040 0:15:36 中川　隆介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ - 京都府
24 3014 0:15:45 東　義哉 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾔ - 京都府
25 3010 0:16:00 瀬尾　哲成 ｾｵ ﾃﾂﾅﾙ - 京都府
26 3017 0:16:12 草刈　春友 ｸｻｶﾘ ﾊﾙﾄﾓ 丹波桜梅園 京都府
27 3019 0:16:12 西田　裕作 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｻｸ 丹波桜梅園 京都府
28 3048 0:16:14 中野　榮一 ﾅｶﾉ ｴｲｲﾁ ＺＫＭ京都支部 京都府
29 70001 0:16:18 ブラウン　サンボーン ﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾎﾞｰﾝ チームヘラクレス 京都府
30 3059 0:16:18 和田　哲 ﾜﾀﾞ ｱｷﾗ - 京都府
31 3008 0:16:24 内藤　勝利 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ - 京都府
32 3057 0:16:32 田村　義一 ﾀﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ - 兵庫県
33 3054 0:16:45 十川　秀樹 ｿｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ - 兵庫県
34 3042 0:16:49 西田　辰巳 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ Ｌｏｆｔｙ 大阪府
35 3043 0:17:14 矢澤　均 ﾔｻﾞﾜ ﾋﾄｼ - 京都府
36 3020 0:17:51 大西　明彦 ｵｵﾆｼ ｱｷﾋｺ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
37 3058 0:18:45 井上　庸一郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｲﾁﾛｳ TEAM山田松 京都府
38 3028 0:18:46 ・田　辰治 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｼﾞ 園部税務署 京都府
39 3033 0:18:54 青山　修司 ｱｵﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ　京都第77団ﾎﾞｰｲ隊 大阪府
40 3022 0:19:13 兼田　肇 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 園部税務署 京都府
41 3029 0:19:21 松原　菊夫 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷｸｵ 園部税務署 京都府
42 3031 0:20:12 西田　一平 ﾆｼﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ - 京都府
43 3052 0:20:13 高野　誠毅 ﾀｶﾉ ﾏｻｷ スタコラドン 京都府
44 3003 0:20:23 本多　健 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ - 京都府
45 3035 0:20:42 松下　巌 ﾏﾂｼﾀ ｲﾜｵ ﾁｰﾑ　ま組 京都府
46 3005 0:21:21 井長　守 ｲﾅｶﾞ ﾏﾓﾙ ｺﾞｰﾙﾄﾞｻｯｻ 京都府
47 3024 0:21:47 井上　雅之 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ 園部税務署 京都府
48 3046 0:21:51 藤原　一也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ Ｋ＆Ｈ 京都府
49 3036 0:22:13 斉藤　功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ すたこらDON 京都府
50 3062 0:22:27 衛藤　浩征 ｴﾄｳ ﾋﾛﾕｷ Lofty 京都府
51 3016 0:23:15 見島　義和 ﾐｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 丹波桜梅園 京都府
52 3015 0:23:30 阿部　邦章 ｱﾍﾞ ｸﾆｱｷ 丹波桜梅園 京都府
53 3018 0:23:30 木下　慧 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 丹波桜梅園 京都府
54 3011 0:26:27 松村　慎二 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝｼﾞ ﾗﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 京都府
55 3013 0:26:55 山部　節夫 ﾔﾏﾍﾞ ｾﾂｵ 福)松花苑　かしのき 京都府
56 3007 0:32:40 小谷　信義 ｺﾀﾆ ﾉﾌﾞﾖｼ - 兵庫県

23 23部　3ｋｍ一般女子の部
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3133 0:11:56 野口　和美 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ うさぴょん 京都府
2 3113 0:12:26 持田　蛍 ﾓﾁﾀﾞ ﾎﾀﾙ 京走AC 京都府
3 3104 0:12:37 伊賀　直子 ｲｶﾞ ﾅｵｺ - 京都府
4 3105 0:13:35 水谷　珠美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏﾐ MRC 兵庫県
5 3149 0:14:38 北尾　幸子 ｷﾀｵ ｺｳｺ - 京都府
6 3124 0:14:58 永島　有美 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾐ - 京都府
7 3135 0:15:04 髙山　愛子 ﾀｶﾔﾏ はしろう！ﾌﾟﾘﾃｨｰｽﾞ 京都府
8 3118 0:15:07 寺尾　千佐子 ﾃﾗｵ ﾁｻｺ ｽﾀｺﾗどん 京都府
9 3144 0:15:11 岸本　知可 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓｶ 啓知千尚 京都府

10 3128 0:15:32 樋口　悦子 ﾋｸﾞﾁ ｴﾂｺ - 京都府



11 3109 0:15:47 橋本　登代子 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾖｺ - 京都府
12 3136 0:16:30 西岡　万有美 ﾆｼｵｶ ﾏﾕﾐ ｽﾀｺﾗどん 京都府
13 3131 0:16:34 浅野　豊美 ｱｻﾉ ﾄﾖﾐ ｽﾀｺﾗどん 大阪府
14 3158 0:16:38 吉倉　奈緒子 ﾖｼｸﾗ ﾅｵｺ TEAM山田松 京都府
15 3106 0:16:50 永島　清美 ﾅｶﾞｼﾏ ｷﾖﾐ - 京都府
16 3111 0:17:10 村上　朝子 ﾑﾗｶﾐ ｱｻｺ - 京都府
17 3129 0:17:15 永田　久恵 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｴ - 京都府
18 3139 0:17:19 井上　ゆみ ｲﾉｳｴ ﾕﾐ すたこらﾄﾞﾝ 京都府
19 3130 0:17:23 湯浅　千代美 ﾕｱｻ ﾁﾖﾐ - 京都府
20 3141 0:17:33 小宮山　朋子 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓｺ くらわんか京都 京都府
21 3122 0:17:36 中井　美智子 ﾅｶｲ ﾐﾁｺ - 京都府
22 3107 0:17:45 中澤　里砂 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ - 京都府
23 3132 0:17:45 福山　弘子 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾛｺ - 京都府
24 3120 0:17:47 浅井　麻美 ｱｻｲ ﾏﾐ - 滋賀県
25 3153 0:17:49 山口　真澄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｽﾐ - 京都府
26 3102 0:17:51 宮林　聡子 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｻﾄｺ - 京都府
27 3125 0:18:03 大月　かおり ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ ｽﾀｺﾗどん 京都府
28 3108 0:18:10 谷田　八千代 ﾀﾆﾀﾞ ﾔﾁﾖ - 京都府
29 3127 0:18:22 嶋谷　和夏子 ｼﾏﾀﾆ ﾜｶｺ - 京都府
30 3160 0:18:25 中村　美砂紀 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ - 京都府
31 3157 0:18:36 萩原　千裕 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ TEAM山田松 京都府
32 3123 0:18:43 永渕　通代 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾐﾁﾖ ｽﾀｺﾗどん 京都府
33 3159 0:18:45 吉丸　彩 ﾖｼﾏﾙ ｱﾔ TEAM山田松 京都府
34 3150 0:19:00 川江　純子 ｶﾜｴ ｼﾞｭﾝｺ - 京都府
35 3115 0:19:11 田中　教孝 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺｳ ﾁｰﾑ　ま組 京都府
36 3140 0:19:17 八木　厚子 ﾔｷﾞ ｱﾂｺ - 京都府
37 3138 0:19:19 中川　真実子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾐｺ - 京都府
38 3155 0:19:31 榎本　真理 ｴﾉﾓﾄ ﾏﾘ TEAM山田松 京都府
39 3101 0:19:56 山下　悦子 ﾔﾏｼﾀ ｴﾂｺ - 京都府
40 3117 0:20:13 牧野　敬子 ﾏｷﾉ ｹｲｺ ﾁｰﾑ　ま組 京都府
41 3112 0:20:20 矢吹　榛菜 ﾔﾌﾞｷ ﾊﾙﾅ - 京都府
42 3154 0:20:38 谷野　亜希 ﾀﾆﾉ ｱｷ - 京都府
43 3148 0:20:52 三上　由記 ﾐｶﾐ ﾕｷ - 京都府
44 3126 0:21:04 中上　亜耶子 ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾔｺ - 京都府
45 3116 0:21:11 日比　和江 ﾋﾋﾞ ｶｽﾞｴ ﾁｰﾑ　ま組 京都府
46 3121 0:21:29 鷹野　裕美 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 園部税務署 京都府
47 3114 0:21:43 小森　朋子 ｺﾓﾘ ﾄﾓｺ - 京都府
48 3134 0:22:03 岩崎　久美子 ｲﾜｻｷ ｸﾐｺ - 京都府
49 3103 0:22:18 内田　康子 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽｺ - 京都府
50 3145 0:23:06 森永　由香 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｶ Ｋ＆Ｈ 京都府
51 3152 0:23:25 安田　絵美 ﾔｽﾀﾞ ｴﾐ ＳＨＡ♪走 京都府
52 3147 0:23:37 藤原　ひとみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ Ｋ＆Ｈ 京都府
53 3151 0:27:38 田中　遥 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ ＳＨＡ♪走 京都府
54 3119 0:30:21 大槻　眞知枝 ｵｵﾂｷ ﾏﾁｴ - 京都府

24 24部　3ｋm中学生男子の部
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3220 0:09:34 上田　匠馬 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 西賀茂中学 京都府
2 3230 0:09:41 野津　俊太 ﾉﾂ ｼｭﾝﾀ 洛北附属中 京都府
3 3228 0:09:41 浪川　哲也 ﾅﾐｶﾜ ﾃﾂﾔ - 京都府
4 3209 0:09:43 溝口　竜也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 佐々木塾 京都府
5 3208 0:09:46 福永　祥貴 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｼｷ 佐々木塾 京都府
6 3234 0:09:52 山口　広樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ kyoto rsc 京都府
7 3231 0:09:54 古川　航大 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ - 京都府
8 3204 0:09:56 仲尾　俊祐 ﾅｶｵ ｼｭﾝｽｹ P-man　ｊｒ.ｴﾅｼﾞｰ 京都府
9 3206 0:09:59 梅原　一真 ｳﾒﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 東輝中学校 京都府

10 3216 0:10:04 丸尾　健太 ﾏﾙｵ ｹﾝﾀ 二条中学校 京都府
11 3203 0:10:07 森　理志 ﾓﾘ ﾏｻｼ 育親中学校 京都府
12 3235 0:10:15 藤井　秀帆 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾎ kyoto rsc 京都府
13 3226 0:10:20 酒井　辰也 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ 神川中学校 京都府



14 3236 0:10:20 藤原　優一 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ kyoto rsc 京都府
15 3232 0:10:21 莇　拓也 ｱｻﾞﾐ ﾀｸﾔ kyoto rsc 京都府
16 3213 0:10:32 山本　康貴 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 勝山中学校 京都府
17 3229 0:10:39 比嘉　大介 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
18 3225 0:10:48 園部　雄三 ｿﾉﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ コミネクラブ 京都府
19 3201 0:10:53 井手　雄飛 ｲﾃﾞ ﾕｳﾋ 西ノ岡中学校 京都府
20 3233 0:10:55 松井　そら ﾏﾂｲ ｿﾗ kyoto rsc 京都府
21 3215 0:10:59 笹田　匠悟 ｻｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ - 京都府
22 3238 0:11:17 田中　雄規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 双ケ丘中学校 京都府
23 3217 0:11:50 大田　博貴 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 樫原中学校 京都府
24 3219 0:11:54 深澤　瑠威 ﾌｶｻﾞﾜ ﾙｲ 久世中学校 京都府
25 3221 0:12:09 西田　一貴 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ Ｌｏｆｔｙ 大阪府
26 3214 0:12:59 玉井　靖和 ﾀﾏｲ ﾔｽｶｽﾞ 勝山中学校 京都府
27 3210 0:13:25 山本　幸暉 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 修学院中学校 京都府
28 3222 0:15:02 佐野　翔太 ｻﾉ ｼｮｳﾀ - 大阪府
29 3237 0:15:57 森下　明紀 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾉﾘ 洛北中 京都府
30 3207 0:16:09 蒲田　博彬 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ京都第77団ﾎﾞｰｲ隊 京都府
31 3205 0:16:44 酒井　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 瀬田中学校 滋賀県
32 3224 0:19:59 川田　悠介 ｶﾜﾀ ﾕｳｽｹ ＬＯＦＴＹ 大阪府

25 25部　3ｋｍ中学生女子の部
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3318 0:10:12 高田　紫帆 ﾀｶﾀﾞ ｼﾎ - 京都府
2 3325 0:10:17 松本　文佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｶ 京都市立西院中 京都府
3 3315 0:10:33 加後　美咲 ｶｺﾞ ﾐｻｷ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都 京都府
4 3304 0:10:35 長谷川　汀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 佐々木塾 京都府
5 3307 0:10:47 打谷　芽依 ｳﾁﾔ ﾒｲ 佐々木塾 京都府
6 3305 0:11:01 多田　咲美 ﾀﾀﾞ ｻｷﾐ 佐々木塾 京都府
7 3306 0:11:03 山口　愛理 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 佐々木塾 京都府
8 3320 0:11:07 新田　彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ コミネクラブ 京都府
9 3314 0:11:15 平嶋　美咲 ﾋﾗｼﾏ ﾐｻｷ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都 大阪府

10 3312 0:11:26 中　麻衣花 ﾅｶ ﾏｲｶ 醒泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
11 3301 0:11:50 林　楓華 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 花園WOLF 京都府
12 3319 0:11:59 高橋　智子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ コミネクラブ 京都府
13 3310 0:12:06 吉田　茉由 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 江陽中学校 京都府
14 3323 0:12:36 瀧脇　慧子 ﾀｷﾜｷ ｹｲｺ 桃山 京都府
15 80003 0:13:16 舩越　美里 ﾌﾅｺｼ ﾐｻﾄ 園部保育園 京都府
16 3321 0:13:28 仲野　朝咲 ﾅｶﾉ ｱｻ - 京都府
17 3302 0:20:19 矢吹　真彩 ﾔﾌﾞｷ ﾏｱﾔ - 京都府

26 26部　3ｋｍ小学生男子の部
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3434 0:10:08 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ - 京都府
2 3506 0:10:19 前原　慎吾 ﾏｴﾊﾗ ｼﾝｺﾞ - 京都府
3 3454 0:10:20 岩本　浩煕 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ 久我ノ杜小学校 京都府
4 3455 0:10:25 桜木　啓仁 ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛﾄ 久我の杜小学校 京都府
5 3466 0:10:42 稲井　雅仁 ｲﾅｲ ﾏｻﾋﾄ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都　ACE 京都府
6 3492 0:10:48 古野　元春 ﾌﾙﾉ ﾓﾄﾊﾙ 松尾小学校 京都府
7 3458 0:10:57 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 久我の杜小学校 京都府
8 3526 0:10:59 北野　太翔 ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ - 兵庫県
9 3485 0:11:02 加後　賢太郎 ｶｺﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都 京都府

10 3518 0:11:02 前原　海斗 ﾏｴﾊﾗ ｶｲﾄ - 京都府
11 3470 0:11:08 奥田　剛充 ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ - 京都府
12 3468 0:11:25 大槻　遥也 ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾔ 桂徳小学校 京都府
13 3471 0:11:28 岡本　健汰 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 久我の杜小学校 京都府
14 3514 0:11:32 杉谷　昇太郎 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ - 京都府
15 3409 0:11:33 松岡　高広 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾋﾛ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
16 3402 0:11:46 大籔　文李 ｵｵﾔﾌﾞ ｱｶﾘ 洛央小学校 京都府
17 3453 0:11:47 船木　将秀 ﾌﾅｷ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾁｰﾑｺﾞﾝｼﾞﾛｳ 京都府
18 3519 0:11:53 信藤　海南登 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ 神戸市立桜の宮小学校 兵庫県



19 3462 0:11:57 川北　健斗 ｶﾜｷﾀ ｹﾝﾄ 石薬師ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三重県
20 3487 0:11:58 堀田　智也 ﾎｯﾀ ﾄﾓﾔ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都 滋賀県
21 3423 0:11:59 渡邉　幸乃城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾞｮｳ 曽我部小学校 京都府
22 3508 0:11:59 林　将輝 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 園部第２小学校 京都府
23 3421 0:12:04 安田　健太 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀ 桂小学校 京都府
24 3480 0:12:06 西村　壮太 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ 三ノ宮小学校 京都府
25 3495 0:12:07 福冨　皐之介 ﾌｸﾄﾐ ﾀｶﾉｽｹ 二条城北小学校 京都府
26 3410 0:12:12 松岡　正裕 ﾏﾂｵｶ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
27 3484 0:12:15 山本　琉斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 百々小学校6年生 京都府
28 3482 0:12:20 山下　千弥 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 百々小学校6年生 京都府
29 3465 0:12:23 上田　裕也 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 明俊小学校 京都府
30 3494 0:12:34 山田　峻輝 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｷ - 兵庫県
31 3483 0:12:37 神村　誠太 ｶﾐﾑﾗ ｾｲﾀ 百々小学校6年生 京都府
32 3407 0:12:43 谷口　直哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 鳳徳小学校 京都府
33 3474 0:12:45 今城　樹 ｲﾏｼﾞｮｳ ｲﾂｷ TEAM　TMC 京都府
34 3469 0:12:45 小倉　光一 ｵｸﾞﾗ ｺｳｲﾁ 桂徳小学校 京都府
35 3505 0:12:46 高田　侑真 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾏ - 京都府
36 3475 0:12:47 今城　拓 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸ TEAM　TMC 京都府
37 3424 0:12:52 田辺　暖柊 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄｳ 西陣中央小学校 京都府
38 3504 0:12:52 高田　奎吾 ﾀｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ - 京都府
39 3422 0:12:52 北村　友也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 桧山小学校 京都府
40 3430 0:12:56 藤原　祐真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
41 3479 0:12:56 曽根　凪渡 ｿﾈ ﾅｷﾞﾄ 神川小学校 京都府
42 3517 0:13:03 曽我　駿哉 ｿｶﾞ ｼｭﾝﾔ - 兵庫県
43 3515 0:13:06 田中　大地 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 大井小学校 京都府
44 3530 0:13:06 和田　一空 ﾜﾀﾞ ｲｯｸｳ 岩倉南小 京都府
45 3535 0:13:08 藤原　瞭我 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｶﾞ 園部第二小学校 京都府
46 3467 0:13:08 江藤　一学 ｴﾄｳ ｲﾁｶﾞｸ - 京都府
47 3531 0:13:15 荻野　駿佑 ｵｷﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 岩倉南小 京都府
48 3510 0:13:17 森山　裕生 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 遙学園 京都府
49 3431 0:13:17 永島　純太郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
50 3460 0:13:20 達川　創士 ﾀﾂｶﾜ ｿｳｼ 桂徳小学校 京都府
51 3502 0:13:26 佐々木　工海 ｻｻｷ ﾀｸﾐ Ｐ－ｍａｎｊｒ 京都府
52 3477 0:13:26 安田　捷利 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾄｼ TEAM　P-man　Jr. 京都府
53 3501 0:13:39 粟倉　一徹 ｱﾜｸﾗ ｲｯﾃﾂ 立命館小学校 京都府
54 3427 0:13:45 瀬尾　尚登 ｾｵ ﾅｵﾄ - 京都府
55 3459 0:13:47 髙岡　翼 ﾀｶｵｶ ﾂﾊﾞｻ TEAM　TMC 京都府
56 3417 0:13:53 田端　佑基 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ - 京都府
57 3464 0:13:54 舩越　和真 ﾌﾅｺｼ ｶｽﾞﾏ 園部小学校 京都府
58 3516 0:13:55 松本　勝之 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾕｷ 京都市立西院小 京都府
59 3488 0:13:55 湯本　啓太郎 ﾕﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ - 京都府
60 3461 0:13:55 岡田　知樹 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 醒泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
61 3491 0:13:55 古野　夏生 ﾌﾙﾉ ﾅﾂｷ 松尾小学校 京都府
62 3449 0:13:57 中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ - 京都府
63 3439 0:14:02 仲尾　瞭平 ﾅｶｵ ﾘｮｳﾍｲ P-man　ｊｒ.ｴﾅｼﾞｰ 京都府
64 3456 0:14:02 髙岡　亘 ﾀｶｵｶ ﾜﾀﾙ TEAM　TMC 京都府
65 3457 0:14:04 髙岡　光 ﾀｶｵｶ ﾋｶﾙ TEAM　TMC 京都府
66 3436 0:14:05 溝尻　怜史 ﾐｿﾞｼﾘ ﾚｲｼﾞ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
67 3405 0:14:07 山下　文平 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 羽束師小学校 京都府
68 3452 0:14:07 船木　良秀 ﾌﾅｷ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾁｰﾑｺﾞﾝｼﾞﾛｳ 京都府
69 3403 0:14:07 山口　凌矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 長岡第九小学校 京都府
70 3481 0:14:16 吉田　秀太 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾀ 園部小学校 京都府
71 3493 0:14:28 奥田　大登 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ - 京都府
72 3404 0:14:30 山下　元太 ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝﾀ 羽束師小学校 京都府
73 3533 0:14:31 下西　悠生 ｼﾓﾆｼ ﾕｳ 南つつじケ丘小学校 京都府
74 3425 0:14:38 園村　康太 ｿﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 羽束師小学校 京都府
75 3497 0:14:38 矢澤　眞斗 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ - 京都府
76 3478 0:14:38 大西　晃士朗 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾛｳ TEAM　TMC 京都府
77 3473 0:14:38 中山　諒 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ TEAM　TMC 京都府
78 3512 0:14:43 吉岡　恭人 ﾖｼｵｶ ｷｮｳﾄ - 京都府



79 3442 0:14:44 加藤　元帥 ｶﾄｳ ｹﾞﾝｽｲ 向陽小学校 京都府
80 3527 0:14:44 佐野　拓実 ｻﾉ ﾀｸﾐ - 京都府
81 3511 0:14:56 小石　悠太 ｺｲｼ ﾕｳﾀ 遙学園 京都府
82 3532 0:14:59 和田　寛大 ﾜﾀﾞ ｶﾝﾀ 岩倉南小 京都府
83 3420 0:15:04 中村　大斗 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 村岡小学校 兵庫県
84 3429 0:15:10 川辺　洸輔 ｶﾜﾍﾞ ｺｳｽｹ 園部第二小学校 京都府
85 3438 0:15:30 谷口　優輝 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千代川小学校 京都府
86 3498 0:15:37 谷口　莉久 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｸ - 京都府
87 3489 0:15:38 小宮山　智也 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓﾔ ｴｰｽSC 京都府
88 3520 0:15:46 山口　瑞樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 桃山小学校 京都府
89 3446 0:15:46 片野　楓太 ｶﾀﾉ ﾌｳﾀ 摩気小学校 京都府
90 3426 0:15:47 瀬尾　勇也 ｾｵ ﾕｳﾔ 富野小学校 京都府
91 3414 0:16:01 林　風帆 ﾊﾔｼ ｶｻﾞﾎ 花園WOLF 京都府
92 3507 0:16:13 太田　迅 ｵｵﾀ ｼﾞﾝ - 京都府
93 3419 0:16:13 安田　侑真 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ 祥豊小学校 京都府
94 3450 0:16:34 中川　慶亮 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 千代川小学校 京都府
95 3428 0:16:40 馬場　一磨 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 亀岡小学校 京都府
96 3513 0:16:42 杉谷　洋輔 ｽｷﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ - 京都府
97 3415 0:16:45 藤岡　巧 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｸﾐ 京都市立伏見板橋小学校 京都府
98 3451 0:16:47 大西　哲也 ｵｵﾆｼ ﾃﾂﾔ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
99 3499 0:16:47 竹田　亘汰 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ れすく 大阪府

100 3441 0:16:50 加藤　蒼天 ｶﾄｳ ｿｳﾃﾝ 向陽小学校 京都府
101 3529 0:16:55 眞石　大義 ﾏｲｼ ﾀｲｷﾞ - 京都府
102 3528 0:17:02 田中　夢策士 ﾀﾅｶ ﾑｻｼ - 京都府
103 3496 0:17:09 矢澤　海斗 ﾔｻﾞﾜ ｶｲﾄ - 京都府
104 3445 0:17:21 松谷　直哉 ﾏﾂﾀﾆ ﾅｵﾔ - 京都府
105 3411 0:17:27 山田　健太郎 ﾔﾏﾀﾞ - 京都府
106 3440 0:18:00 酒井　聖弥 ｻｶｲ ｾｲﾔ 瀬田小学校 滋賀県
107 3413 0:18:13 林　帆那 ﾊﾔｼ ﾊﾝﾅ 花園WOLF 京都府
108 3522 0:19:17 岸本　一輝 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ - 京都府
109 3486 0:19:42 中川　貴登 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾄ 千代川小学校 京都府
110 3416 0:19:51 保田　雄志 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼ 桧山小学校 京都府
111 3437 0:19:58 冨岡　基樹 ﾄﾐｵｶ ﾓﾄｷ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
112 3523 0:20:32 谷野　弘汰 ﾀﾆﾉ ｺｳﾀ 南つつじヶ丘小学校 京都府
113 3490 0:20:44 中村　颯 ﾅｶﾑﾗ ｿｳ 鏡山小学校 京都府
114 3534 0:22:29 衛藤　大征 ｴﾄｳ ﾀｲｾｲ Lofty 京都府
115 3406 0:22:39 辻　雄大 ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 長岡5小学校 京都府
116 3433 0:24:14 石井　智也 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 長法寺小学校 京都府
117 3432 0:24:26 佐々木　夏弥 ｻｻｷ ﾅﾂﾔ - 大阪府
118 3503 0:24:41 林　和星 ﾊﾔｼ ﾀｶﾄｼ はやぴー 京都府
119 3435 0:26:28 松村　仁志 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄｼ 御室小学校 京都府

27 27部　3ｋｍ小学生女子の部
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3649 0:11:18 橋本　紗英 ﾊｼﾓﾄ ｻｴ ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ京都 京都府
2 3674 0:11:20 代　朗果 ｼﾛ ﾎｶﾞﾗｶ - 京都府
3 3657 0:11:22 杉原　鈴那 ｽｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 太秦小学校 京都府
4 3639 0:11:28 森内　純菜 ﾓﾘｳﾁ 久我ノ杜小学校 京都府
5 3630 0:11:31 井上　梨乃 ｲﾉｳｴ ﾘﾉ - 京都府
6 3637 0:11:41 川北　陽菜 ｶﾜｷﾀ ﾋﾅ 石薬師ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三重県
7 3631 0:11:51 多久　舞香 ﾀｸ ﾏｲｶ 久我の杜小学校　陸上部 京都府
8 3645 0:11:54 小西　彩月 ｺﾆｼ ｻﾂｷ 太秦小学校 京都府
9 3613 0:11:54 佐竹　今日子 ｻﾀｹ ｷｮｳｺ 光徳小学校 京都府

10 3650 0:11:55 横山　琴音 ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾈ 園部第2小学校 京都府
11 3616 0:11:57 西村　美砂 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻ 淳風小学校 京都府
12 3635 0:11:57 滝川　梨乃 ﾀｷｶﾞﾜ ﾘﾉ 久我の杜小学校 京都府
13 3632 0:12:00 小泉　杏奈 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾝﾅ 久我の杜小学校 京都府
14 3636 0:12:04 中川　愛理 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾘ 久我ノ杜小学校 京都府
15 3640 0:12:11 赤松　藻瑚 ｱｶﾏﾂ ﾓｺ 久我の杜小学校 京都府
16 3604 0:12:15 藤田　彩佳 ﾌｼﾞﾀ 立命館小学校 京都府



17 3611 0:12:40 伊賀　雪乃 ｲｶﾞ ﾕｷﾉ 吉美小学校 京都府
18 3651 0:12:51 横山　花音 ﾖｺﾔﾏ ｶﾉﾝ 園部第2小学校 京都府
19 3664 0:12:53 安井　悠 ﾔｽｲ ﾊﾙｶ 久我の杜小学校 京都府
20 3628 0:12:56 本庄　晴月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾊﾂﾞｷ 園部小学校 京都府
21 80001 0:12:56 奥　日向 ｵｸ ﾋﾅﾀ 久我の杜小学校 京都府
22 3620 0:13:03 藤原　由美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
23 3671 0:13:12 谷村　夢乃 ﾀﾆﾑﾗ ﾕﾒﾉ 日野小学校 京都府
24 3615 0:13:20 水谷　あづみ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂﾞﾐ MRC 兵庫県
25 3642 0:13:28 片山　莉子 ｶﾀﾔﾏ ﾘｺ 千代川小学校 京都府
26 3684 0:13:56 郡　絵美 ｺｵﾘ ｴﾐ 北醍醐小学校 京都府
27 3682 0:13:57 三田村　美雨 ﾐﾀﾑﾗ ﾐｳ 松尾小学校 京都府
28 3633 0:14:02 奥岸　智莉 ｵｸｷﾞｼ ｻﾄﾘ - 京都府
29 3643 0:14:19 永澤　理沙 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｻ 丹波ひかり小学校 京都府
30 3621 0:14:28 永島　直 ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
31 3679 0:14:32 柏田　悠夏 ｶｼﾜﾀﾞ ﾕｳｶ つつじヶ丘小 京都府
32 3680 0:14:32 脇野　姿 ﾜｷﾉ ｼﾅ - 京都府
33 3670 0:14:33 広瀬　茉矢 ﾋﾛｾ ﾏﾔ フーピー 京都府
34 3603 0:14:39 井手　美優 ｲﾃﾞ ﾐﾕ 第2向陽小学校 京都府
35 3619 0:14:41 土田　英里 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾘ 豊栄小学校･豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
36 3689 0:14:41 田中　愛莉 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 御室小学校 京都府
37 3626 0:14:49 西村　まひろ ﾆｼﾑﾗ ﾏﾋﾛ 丹波ひかり小学校 京都府
38 3665 0:14:50 三宅　史華 ﾐﾔｹ ﾌﾐｶ 修学院小学校 京都府
39 3623 0:14:51 沼田　結那 ﾇﾏﾀ ﾕｲﾅ ﾗ･ﾐｰｺ 京都府
40 3622 0:14:51 沼田　祐希 ﾇﾏﾀ ﾕｳｷ ﾗ･ﾐｰｺ 京都府
41 3673 0:15:03 大倉　沙耶 ｵｵｸﾗ ｻﾔ チームピーマン 京都府
42 3672 0:15:14 佐々木　菜摘 ｻｻｷ ﾅﾂﾐ Ｐ－ｍａｎＪｒ 京都府
43 3654 0:15:15 俣野　千恵子 ﾏﾀﾉ ﾁｴｺ 千代川小学校 京都府
44 3685 0:15:22 加納　里華 ｶﾉｳ ﾘｶ 嵐山東小学校 京都府
45 3687 0:15:24 斉藤　和香名 ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ - 京都府
46 3662 0:15:24 古野　芹 ﾌﾙﾉ ｾﾘ 松尾小学校 京都府
47 3678 0:15:31 藤田　有美 ﾌｼﾞﾀ ｱﾐ - 京都府
48 3660 0:15:35 柳本　愛実 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｱﾐ 絆走 京都府
49 3659 0:15:35 中村　風香 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｶ 鏡山小学校 京都府
50 3668 0:15:36 高野　美咲 ﾀｶﾉ ﾐｻｷ 小栗栖宮山 京都府
51 3669 0:15:39 竹田　季世 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖ れすく 大阪府
52 3624 0:15:40 溝尻　寧々 ﾐｿﾞｼﾘ ﾈﾈ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
53 3625 0:15:42 木本　真央 ｷﾓﾄ ﾏｵ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
54 3686 0:15:57 十川　澪月 ｿｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 猪名川小学校 兵庫県
55 3606 0:15:59 戸田　優美子 ﾄﾀﾞ ﾕﾐｺ 箕面北小学校 大阪府
56 3652 0:16:00 大田　明岬 ｵｵﾀ ｱﾐ 松陽小学校 京都府
57 3641 0:16:05 大田　奈緒子 ｵｵﾀ ﾅｵｺ 和知小学校 京都府
58 3691 0:16:08 藤原　菜月 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ 園部第二小学校 京都府
59 3627 0:16:17 西野　陽 ﾆｼﾉ ﾐﾅﾐ 丹波ひかり小学校 京都府
60 3634 0:16:18 木戸　胡桃 ｷﾄﾞ ｸﾙﾐ 丹波ひかり小学校 京都府
61 3690 0:16:18 田端　楓子 ﾀﾊﾞﾀ ﾌｳｺ 丹波ひかり小学校 京都府
62 3608 0:16:19 長澤　明子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲｺ - 京都府
63 3675 0:16:20 吉田　茉莉 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾂﾘ - 京都府
64 3681 0:16:39 松田　萌菜 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾅ チームヘラクレス 京都府
65 3610 0:16:44 伊賀　秋香 ｲｶﾞ ｼｭｳｶ 吉美小学校 京都府
66 3629 0:16:45 黒澤　光 ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ - 京都府
67 3602 0:16:56 山下　若菜 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 羽束師小学校 京都府
68 3656 0:17:20 前田　菜々子 ﾏｴﾀ 千代川小学校 京都府
69 3646 0:17:23 小西　美咲 ｺﾆｼ ﾐｻｷ 太秦小学校 京都府
70 3647 0:17:24 吉田　美咲 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 園部小学校 京都府
71 3661 0:17:43 小西　茜 ｺﾆｼ ｱｶﾈ 絆走 京都府
72 3688 0:18:09 斉藤　帆乃可 ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ - 京都府
73 3607 0:18:37 藤岡　侑子 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｷｺ 京都教育大学附属桃山小学校 京都府
74 3655 0:18:37 中川　真弥 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾔ 千代川小学校 京都府
75 3677 0:19:02 森　彩菜 ﾓﾘ ｱﾔﾅ - 京都府
76 3617 0:19:10 難波　智穂 ﾅﾝﾊﾞ ﾁﾎ 豊栄小学校･豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府



77 3614 0:19:13 田辺　紫野 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ 西陣中央小学校 京都府
78 80002 0:19:15 片野　夏央 ｶﾀﾉ ﾅｵ 摩気小学校 京都府
79 3667 0:19:21 高野　すみれ ﾀｶﾉ ｽﾐﾚ 小栗栖宮山 京都府
80 3683 0:19:26 郡　美紀 ｺｵﾘ ﾐｷ 北醍醐小学校 京都府
81 3648 0:19:37 服部　春香 ﾊｯﾄﾘ ﾊﾙｶ 樫原小学校 京都府
82 3644 0:20:00 飯田　美希 ｲｲﾀﾞ 三室戸小学校 京都府
83 3601 0:20:12 湯浅　舞音 ﾕｱｻ ﾏｲﾈ 神明小学校 京都府
84 3658 0:20:43 上田　梨七 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 大宮小学校 京都府
85 3618 0:20:44 土田　真実子 ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾐｺ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
86 3676 0:20:59 吉田　幸 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁ - 京都府
87 3666 0:21:07 岸本　千結乃 ｷｼﾓﾄ ﾁﾕﾉ 啓知千尚 京都府
88 3605 0:25:35 坂本　美音 ｻｶﾓﾄ ﾐﾈ - 京都府

28 28部　3ｋｍファミリー
順位 ナンバーカタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 231 0:13:18 佐藤　正典 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ - 京都府
2 2 0:13:21 下野　三郎 ｼﾓﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 大野小学校 京都府
3 330 0:13:22 渡部　知優里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾕﾘ 京都市立神川中学校 京都府
4 135 0:13:39 上田　脩真 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 明俊小学校 京都府
5 33 0:13:39 坂本　尚人 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾄ - 京都府
6 267 0:13:48 由村　康裕 ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
7 191 0:13:51 笹田　幹弥 ｻｻﾀﾞ ﾐｷﾔ - 京都府
8 117 0:14:01 嶋谷　柚希 ｼﾏﾀﾆ ﾕｽﾞｷ 岩滝小学校 京都府
9 9 0:14:21 塚田　健太 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 嵐山小学校 京都府

10 183 0:14:43 田畑　春樹 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙｷ - 京都府
11 84 0:14:44 上辻　愛織 ｶﾐﾂｼﾞ ﾏｦ 平盛小学校 京都府
12 204 0:14:46 塩貝　純也 ｼｵｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾔ 殿田小学校 京都府
13 264 0:14:49 辻　彩楓 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ - 京都府
14 348 0:14:57 小野　武志 ｵﾉ ﾀｹｼ - 京都府
15 350 0:14:59 小野　ひなた ｵﾉ ﾋﾅﾀ - 京都府
16 181 0:15:07 田畑　光樹 ﾀﾊﾞﾀ ﾐﾂｷ - 京都府
17 134 0:15:07 上田　一之 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
18 83 0:15:14 上辻　祐宏 ｶﾐﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 9番ﾋﾟｯﾁｬｰ 京都府
19 85 0:15:16 上辻　海愛 ｶﾐﾂｼﾞ ﾐｱ 平盛小学校 京都府
20 347 0:15:31 寒出　康弘 ｶﾝﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
21 346 0:15:31 寒出　祐紀恵 ｶﾝﾃﾞ ﾕｷｴ - 京都府
22 171 0:15:32 髙山　剛 ﾀｶﾔﾏ ﾂﾖｼ - 京都府
23 228 0:15:33 佐藤　万貴子 ｻﾄｳ ﾏｷｺ - 京都府
24 98 0:15:37 船木　梨香 ﾌﾅｷ ﾘｶ ﾁｰﾑｺﾞﾝｼﾞﾛｳ 京都府
25 278 0:15:40 久保元　乃愛 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾉｱ 和知小学校 京都府
26 194 0:15:42 齋藤　千昭 ｻｲﾄｳ SAITOFC 京都府
27 97 0:15:42 船木　伯子 ﾌﾅｷ ﾉﾘｺ ﾁｰﾑｺﾞﾝｼﾞﾛｳ 京都府
28 77 0:15:44 東　義華 ﾋｶﾞｼ ﾖｼｶ 平盛小学校 京都府
29 99 0:15:48 中野　聡 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ - 京都府
30 100 0:15:48 中野　大地 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲﾁ - 京都府
31 145 0:15:52 東出　帆貴 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾎﾀｶ ｺﾄﾌﾞｷ 京都府
32 66 0:15:54 前川　諒 ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳ 園部第二小学校 京都府
33 235 0:15:54 谷村　空佳 ﾀﾆﾑﾗ ｿﾗｶ 日野小学校 京都府
34 234 0:15:56 谷村　成彦 ﾀﾆﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ - 京都府
35 30 0:16:00 坂本　陽 ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ - 京都府
36 86 0:16:05 榎川　千穂子 ｴｶﾞﾜ ﾁﾎｺ 和知小学校 京都府
37 293 0:16:07 石田　恵 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ - 京都府
38 190 0:16:11 植田　陸斗 ｳｴﾀﾞ ﾘｸﾄ 唐橋小学校 京都府
39 329 0:16:11 植田　靖 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ TEAM山田松 京都府
40 25 0:16:12 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
41 193 0:16:17 齋藤　弘美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ SAITOFC 京都府
42 362 0:16:22 虫明　潤星 ﾑｼｱｷ ﾕﾝｿﾝ - 京都府
43 94 0:16:29 原澤　奎伍 ﾊﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ 竹野小学校 京都府
44 150 0:16:30 岩﨑　浩 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ - 京都府
45 24 0:16:30 寺島　なつき ﾃﾗｼﾏ 嵐山小学校 京都府



46 303 0:16:31 寺島　唯信 ﾃﾗｼﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ - 京都府
47 332 0:16:31 真下　康宏 ﾏｼﾓ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
48 341 0:16:32 岡本　未侑 ｵｶﾓﾄ ﾐﾕｳ - 兵庫県
49 259 0:16:33 亀山　成人 ｶﾒﾔﾏ ﾅﾙﾄ - 京都府
50 23 0:16:40 福井　雅史 ﾌｸｲ ﾏｻｼ - 京都府
51 366 0:16:43 中山　彩子 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｺ - 大阪府
52 89 0:16:44 榎川　颯輔 ｴｶﾞﾜ ｻｽｹ 和知小学校 京都府
53 142 0:16:44 東出　紀一郎 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｷｲﾁﾛｳ ｺﾄﾌﾞｷ 京都府
54 273 0:16:46 木地　さくら ｷｼﾞ ｻｸﾗ - 京都府
55 74 0:16:48 白江　喜之 ｼﾗｴ ﾖｼﾕｷ - 京都府
56 75 0:16:48 白江　隼人 ｼﾗｴ ﾊﾔﾄ - 京都府
57 167 0:16:56 川岸　真悠 ｶﾜｷﾞｼ ﾏﾕ - 大阪府
58 274 0:16:56 川岸　収一 ｶﾜｷﾞｼ ｼｭｳｲﾁ 真悠 大阪府
59 356 0:16:57 湯淺　日菜 ﾕｱｻ ﾋﾅ 羽束師小学校 京都府
60 40 0:17:00 安田　直生 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ - 京都府
61 149 0:17:03 岩﨑　千夏 ｲﾜｻｷ 園部小学校 京都府
62 147 0:17:04 堀　勝彦 ﾎﾘ ｶﾂﾋｺ - 京都府
63 357 0:17:07 湯淺　慎也 ﾕｱｻ ｼﾝﾔ - 京都府
64 148 0:17:12 堀　智哉 ﾎﾘ ﾄﾓﾔ - 京都府
65 172 0:17:22 金延　耕平 ｶﾈﾉﾌﾞ ｺｳﾍｲ 竹野小学校 京都府
66 122 0:17:24 飯田　愛美 ｲｲﾀﾞ ｱﾐ 安詳小学校 京都府
67 339 0:17:25 橋本　夏音 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂﾈ - 京都府
68 87 0:17:26 榎川　勝哉 ｴｶﾞﾜ ｶﾂﾔ - 京都府
69 294 0:17:26 石田　和弘 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ - 京都府
70 295 0:17:26 石田　明莉 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ - 京都府
71 146 0:17:28 堀　友香 ﾎﾘ ﾕｳｶ - 京都府
72 88 0:17:28 榎川　花乃子 ｴｶﾞﾜ ｶﾉｺ 和知小学校 京都府
73 257 0:17:31 仲野　和葉 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾊ - 京都府
74 199 0:17:31 上西　悠斗 ｳｴﾆｼ ﾕｳﾄ - 京都府
75 137 0:17:31 林　菜緒 ﾊﾔｼ ﾅｵ - 京都府
76 136 0:17:32 林　真紀 ﾊﾔｼ ﾏｷ - 京都府
77 176 0:17:33 町野　欽哉 ﾏﾁﾉ ｷﾝﾔ - 京都府
78 34 0:17:33 小泉　大空 ｺｲｽﾞﾐ ｵｵｿﾞﾗ - 京都府
79 175 0:17:33 町野　圭蔵 ﾏﾁﾉ ｹｲｿﾞｳ - 京都府
80 292 0:17:33 石田　千鶴 ｲｼﾀﾞ ﾁﾂﾞ - 京都府
81 104 0:17:35 奥岸　智咲 ｵｸｷﾞｼ ﾁｻｷ - 京都府
82 216 0:17:37 谷口　凌 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ - 京都府
83 31 0:17:37 坂本　要 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾒ - 京都府
84 217 0:17:38 谷口　忍 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
85 205 0:17:39 塩貝　富男 ｼｵｶﾞｲ ﾄﾐｵ - 京都府
86 64 0:17:42 芳野　未羽 ﾖｼﾉ ﾐｳ - 京都府
87 63 0:17:46 芳野　敏彦 ﾖｼﾉ ﾄｼﾋｺ - 京都府
88 219 0:17:48 長谷川　栞里 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ - 京都府
89 220 0:17:48 長谷川　澄 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ - 京都府
90 92 0:17:50 原澤　美生 ﾊﾗｻﾜ ﾐｳ 竹野小学校 京都府
91 138 0:17:52 上野　裕司 ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ - 京都府
92 140 0:17:53 上野　進一郎 ｳｴﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 嵐山東小学校 京都府
93 116 0:17:54 嶋谷　蓮 ｼﾏﾀﾆ ﾚﾝ 岩滝小学校 京都府
94 103 0:17:55 奥岸　ちひろ ｵｸｷﾞｼ ﾁﾋﾛ - 京都府
95 105 0:17:55 奥岸　忠明 ｵｸｷﾞｼ ﾀﾀﾞｱｷ - 京都府
96 265 0:18:08 辻　由美子 ﾂｼﾞ ﾕﾐｺ - 京都府
97 290 0:18:11 山下　健史 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ - 京都府
98 291 0:18:12 富田　健太 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾀ - 京都府
99 277 0:18:13 山根　美祐 ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ 和知小学校 京都府

100 177 0:18:15 岩佐　伊知郎 ｲﾜｻ ｲﾁﾛｳ - 京都府
101 305 0:18:15 四塚　俊治 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾄｼﾊﾙ teamZERO 京都府
102 306 0:18:17 四塚　琉心 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾘｭｳｼﾝ teamZERO 京都府
103 304 0:18:18 四塚　香 ﾖﾂﾂﾞｶ ｶｵﾘ teamZERO 京都府
104 365 0:18:19 中山　梨緒 ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ - 大阪府
105 325 0:18:20 門川　真也 ｶﾄﾞｶﾜ ｼﾝﾔ - 滋賀県



106 323 0:18:22 門川　りの ｶﾄﾞｶﾜ ﾘﾉ - 滋賀県
107 201 0:18:23 上西　晴美 ｳｴﾆｼ ﾊﾙﾐ - 京都府
108 260 0:18:27 亀山　愛夏 ｶﾒﾔﾏ ﾏﾅｶ - 京都府
109 342 0:18:30 岡本　宙大 ｵｶﾓﾄ ｿﾗ - 兵庫県
110 212 0:18:31 奥田　隼矢 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ - 京都府
111 343 0:18:31 岡本　梓 ｵｶﾓﾄ ｱﾂﾞｻ - 兵庫県
112 237 0:18:31 大倉　宏美 ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾐ チームピーマン 京都府
113 236 0:18:32 大倉　倭歌 ｵｵｸﾗ ﾜｶ チームピーマン 京都府
114 109 0:18:32 野上　幸聖 ﾉｶﾞﾐ ｺｳｾｲ 三原台小学校 大阪府
115 261 0:18:32 野上　和宏 ﾉｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ - 大阪府
116 182 0:18:34 田畑　典生 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ - 京都府
117 45 0:18:38 田辺　裕子 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ - 京都府
118 10 0:18:42 塚田　恭平 ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 嵐山小学校 京都府
119 229 0:18:48 佐藤　晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ - 京都府
120 186 0:18:49 黒川　正浩 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
121 184 0:18:50 黒川　京美 ｸﾛｶﾜ ｺﾄﾐ 丹波ひかり小学校 京都府
122 8 0:18:53 篠原　咲菜 ｼﾉﾊﾗ ｻﾅ 梅津小学校 京都府
123 7 0:18:54 滝浦　愼一 ﾀｷｳﾗ ｼﾝｲﾁ - 京都府
124 207 0:18:57 深澤　千秋 ﾌｶｻﾞﾜ ﾁｱｷ - 京都府
125 297 0:18:58 山内　恵実子 ﾔﾏｳﾁ ｴﾐｺ - 京都府
126 296 0:18:58 山内　一馬 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾏ - 京都府
127 232 0:18:59 川田　敦士 ｶﾜﾀ ｱﾂｼ ＬＯＦＴＹ 大阪府
128 48 0:19:01 田中　真由美 ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ - 京都府
129 251 0:19:05 若林　脩 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ - 京都府
130 252 0:19:05 若林　浩次 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ - 京都府
131 364 0:19:07 田端　航大 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 丹波ひかり小学校 京都府
132 28 0:19:08 田端　夏季 ﾀﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ - 京都府
133 51 0:19:08 神田　恵生 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 安井小学校 京都府
134 38 0:19:09 藤井　美鈴 ﾌｼﾞｲ ﾐｽｽﾞ - 京都府
135 37 0:19:09 藤井　暖風 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ - 京都府
136 218 0:19:12 谷口　純一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
137 144 0:19:13 東出　雅世 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾏｻﾖ ｺﾄﾌﾞｷ 京都府
138 143 0:19:14 東出　真翔 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾏﾅﾄ ｺﾄﾌﾞｷ 京都府
139 110 0:19:14 田中　敏夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ Team　火の鳥 京都府
140 90 0:19:15 田端　順子 ﾀﾊﾞﾀ - 京都府
141 81 0:19:15 片野　ゆき子 ｶﾀﾉ ﾕｷｺ - 京都府
142 239 0:19:21 近藤　啓佑 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 柳池ランナーズ 京都府
143 159 0:19:22 中村　太喜 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ ﾁｰﾑ中村家 京都府
144 160 0:19:23 中村　泰典 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ ﾁｰﾑ中村家 京都府
145 238 0:19:24 近藤　廣一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 柳池ランナーズ 京都府
146 106 0:19:24 奥岸　智代 ｵｸｷﾞｼ ﾁﾖ - 京都府
147 163 0:19:32 深谷　信子 ﾌｶﾔ ﾉﾌﾞｺ 療育作業所　輪の花 京都府
148 164 0:19:32 深谷　祐二 ﾌｶﾔ ﾕｳｼﾞ NPO法人　ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ 京都府
149 162 0:19:32 深谷　あきな ﾌｶﾔ ｱｷﾅ 桂徳小学校 京都府
150 161 0:19:32 深谷　はるな ﾌｶﾔ ﾊﾙﾅ 桂徳小学校 京都府
151 192 0:19:40 廣川　直子 ﾋﾛｶﾜ ﾅｵｺ - 京都府
152 243 0:19:43 平井　誠 ﾋﾗｲ ﾏｺﾄ ＴＥＡＭ　誠 京都府
153 245 0:19:43 平井　誠太郎 ﾋﾗｲ ｾｲﾀﾛｳ ＴＥＡＭ　誠 京都府
154 198 0:19:49 服部　謙佐 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｽｹ - 京都府
155 196 0:19:50 服部　夏輝 ﾊｯﾄﾘ ﾅﾂｷ 樫原小学校 京都府
156 27 0:19:51 田端　幸 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾁ - 京都府
157 213 0:19:52 奥田　深雪 ｵｸﾀﾞ ﾐﾕｷ - 京都府
158 129 0:19:55 瀧田　航太郎 ﾀｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ - 京都府
159 128 0:19:55 瀧田　好久 ﾀｷﾀ - 京都府
160 133 0:19:58 田中　千鶴 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞﾙ - 京都府
161 179 0:19:58 山内　博 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ - 京都府
162 53 0:19:58 松本　万弓 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕﾐ - 京都府
163 180 0:19:58 山内　七海 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾅﾐ 丹波ひかり小学校 京都府
164 54 0:19:58 松本　陽典 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ - 京都府
165 253 0:19:59 若林　有佳 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ - 京都府



166 153 0:20:01 城市　姫音 ｼﾞｮｳｲﾁ ﾋﾅﾈ 萱野小学校 大阪府
167 157 0:20:01 城市　亮 ｼﾞｮｳｲﾁ ﾘｮｳ - 大阪府
168 256 0:20:03 仲野　由布子 ﾅｶﾉ ﾕﾌｺ - 京都府
169 266 0:20:04 由村　佳織 ﾖｼﾑﾗ ｶｵﾘ - 京都府
170 309 0:20:04 奥田　泰久 ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ - 京都府
171 310 0:20:05 奥田　希々香 ｵｸﾀﾞ ﾉﾉｶ - 京都府
172 101 0:20:05 小門　裕子 ｺｶﾄﾞ ﾋﾛｺ - 京都府
173 268 0:20:07 由村　壮一 ﾖｼﾑﾗ ｿｳｲﾁ - 京都府
174 335 0:20:08 速水　信次 ﾊﾔﾐ ｼﾝｼﾞ - 京都府
175 336 0:20:08 速水　将真 ﾊﾔﾐ ｼｮｳﾏ - 京都府
176 39 0:20:09 安田　成人 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾄ - 京都府
177 308 0:20:16 加納　心愛 ｶﾉｳ ｺｺｱ 佛教大付属幼稚園 京都府
178 307 0:20:16 加納　正章 ｶﾉｳ ﾏｻｱｷ - 京都府
179 359 0:20:24 近本　望愛 ﾁｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ g.p.m 京都府
180 373 0:20:26 藤原　幹也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷﾔ - 京都府
181 363 0:20:27 田端　京子 ﾀﾊﾞﾀ ｷｮｳｺ - 京都府
182 276 0:20:34 久保元　さちよ ｸﾎﾞﾓﾄ ｻﾁﾖ - 京都府
183 233 0:20:36 川田　明子 ｶﾜﾀ ｱｷｺ ＬＯＦＴＹ 大阪府
184 29 0:20:37 中野　英二 ﾏｶﾉ - 京都府
185 345 0:20:43 小川　紗希 ｵｶﾞﾜ ｻｷ - 京都府
186 344 0:20:43 小川　由理 ｵｶﾞﾜ ﾕﾘ - 京都府
187 195 0:20:44 服部　秋芳 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾊ 桂陽幼稚園 京都府
188 197 0:20:44 服部　純代 ﾊｯﾄﾘ - 京都府
189 187 0:20:44 山中　温葉 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂﾊ 仁和小学校 京都府
190 185 0:20:45 山中　都希未 ﾔﾏﾅｶ ﾂｷﾐ 仁和小学校 京都府
191 32 0:20:45 坂本　幹 ｻｶﾓﾄ ｲﾂｷ - 京都府
192 13 0:20:52 人見　勘一 ﾋﾄﾐ ｶﾝｲﾁ - 京都府
193 35 0:21:02 小泉　美弥 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾔ - 京都府
194 96 0:21:09 中川　慶太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ - 京都府
195 95 0:21:09 中川　和泉 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 千代川幼稚園 京都府
196 115 0:21:19 山口　浩之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
197 114 0:21:19 山口　広陽 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾔ - 京都府
198 275 0:21:20 山根　美智代 ﾔﾏﾈ ﾐﾁﾖ - 京都府
199 73 0:21:23 渡辺　美郁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ - 京都府
200 72 0:21:25 渡辺　篤子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ - 京都府
201 12 0:21:26 人見　裕子 ﾋﾄﾐ ﾋﾛｺ - 京都府
202 11 0:21:26 人見　行彦 ﾋﾄﾐ ﾕｷﾋｺ 聖家族幼稚園 京都府
203 334 0:21:30 真下　尚己 ﾏｼﾓ ﾅｵｷ 川岡小学校 京都府
204 254 0:21:30 松田　ゆりあ ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾘｱ - 京都府
205 255 0:21:31 松田　めぐ美 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ - 京都府
206 333 0:21:31 真下　裕美 ﾏｼﾓ ﾋﾛﾐ - 京都府
207 326 0:21:37 門川　莉久 ｶﾄﾞｶﾜ ﾘｸ - 滋賀県
208 324 0:21:37 門川　朋香 ｶﾄﾞｶﾜ ﾄﾓｶ - 滋賀県
209 55 0:21:43 神田　悠生 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｾｲ 安井小学校 京都府
210 250 0:21:47 太田　政江 ｵｵﾀ ﾏｻｴ - 京都府
211 249 0:21:47 太田　陸 ｵｵﾀ ﾘｸ - 京都府
212 321 0:21:51 中川　健治 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ - 京都府
213 319 0:21:51 中川　莉子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｺ - 京都府
214 337 0:21:54 速水　直子 ﾊﾔﾐ ﾅｵｺ - 京都府
215 338 0:21:54 速水　謙吾 ﾊﾔﾐ ｹﾝｺﾞ - 京都府
216 262 0:21:54 田中　大和 ﾀﾅｶ ﾔﾏﾄ - 京都府
217 263 0:21:55 田中　諭子 ﾀﾅｶ ｻﾄｺ - 京都府
218 215 0:21:56 小峰　圭子 ｺﾐﾈ ｹｲｺ - 京都府
219 214 0:21:56 小峰　実夏 ｺﾐﾈ ﾐｶ 永興保育園 京都府
220 271 0:21:56 林　栞菜 ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ - 滋賀県
221 221 0:22:13 竹田　拓真 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 見習い 大阪府
222 174 0:22:20 北村　優斗 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ - 京都府
223 367 0:22:25 橋口　涼介 ﾊｼｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ - 大阪府
224 272 0:22:25 木地　由香里 ｷｼﾞ ﾕｶﾘ - 京都府
225 202 0:22:31 永通　秀孝 ｴｲﾂｳ ﾋﾃﾞﾀｶ DNP　ﾌｧｲﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 京都府



226 203 0:22:32 永通　直澄 ｴｲﾂｳ ﾅｵｽﾞﾐ 第4向陽小学校 京都府
227 318 0:22:32 中川　芽依 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ - 京都府
228 313 0:22:32 片野　愛理 ｶﾀﾉ ｱｲﾘ 園部小学校 京都府
229 166 0:22:33 樋口　秀則 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 京都府
230 331 0:22:33 渡部　恵美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ - 京都府
231 165 0:22:33 樋口　珠穂 ﾋｸﾞﾁ ｽｽﾞ - 京都府
232 16 0:22:34 長澤　肇 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊｼﾞﾒ - 京都府
233 19 0:22:34 長澤　香代子 ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾖｺ - 京都府
234 47 0:22:48 小山　豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ - 京都府
235 91 0:22:51 原澤　美和 ﾊﾗｻﾜ ﾐﾜ - 京都府
236 173 0:23:00 北村　弘美 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾐ - 京都府
237 358 0:23:04 湯淺　京子 ﾕｱｻ ｷｮｳｺ - 京都府
238 93 0:23:10 原澤　美空 ﾊﾗｻﾜ ﾐｸ 竹野小学校 京都府
239 200 0:23:20 上西　真那花 ｳｴﾆｼ ﾏﾅｶ - 京都府
240 15 0:23:21 川村　和美 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ - 京都府
241 79 0:23:22 片野　修実 ｶﾀﾉ ｵｻﾐ - 京都府
242 80 0:23:23 片野　颯 ｶﾀﾉ ﾊﾔﾃ - 京都府
243 287 0:23:27 乾　良大朗 ｲﾇｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 田辺三菱ＲＣ 京都府
244 289 0:23:27 乾　孝大朗 ｲﾇｲ ｺｳﾀﾛｳ 田辺三菱ＲＣ 京都府
245 288 0:23:27 乾　大作 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｻｸ 田辺三菱ＲＣ 京都府
246 126 0:23:40 伊藤　東輝 ｲﾄｳ - 京都府
247 240 0:23:41 平野　恵美 ﾋﾗﾉ ｴﾐ ＳＨＡ♪走 京都府
248 352 0:23:42 小野　温香 ｵﾉ ﾉﾄﾞｶ - 京都府
249 351 0:23:42 小野　拓真 ｵﾉ ﾀｸﾏ - 京都府
250 349 0:23:43 小野　美紀 ｵﾉ ﾐｷ - 京都府
251 354 0:23:44 遠藤　真耶 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾔ - 京都府
252 46 0:23:45 國武　敬子 ｸﾆﾀｹ ｹｲｺ - 京都府
253 78 0:23:51 冨永　浩陽 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾖｳ 山崎幼稚園 京都府
254 76 0:23:52 楠本　ひとみ ｸｽﾓﾄ ﾋﾄﾐ - 京都府
255 14 0:23:53 門下　正行 ｶﾄﾞｼﾀ ﾏｻﾕｷ - 京都府
256 188 0:23:53 山中　祥枝 ﾔﾏﾅｶ ｻﾅｴ - 京都府
257 102 0:24:04 鈴木　菜央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ - 京都府
258 139 0:24:06 上野　直美 ｳｴﾉ ﾅｵﾐ - 京都府
259 141 0:24:06 上野　瑠莉 ｳｴﾉ ﾙﾘ さくら幼稚園 京都府
260 169 0:24:11 高山　もも ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓ はしろう！ﾌﾟﾘﾃｨｰｽﾞ 京都府
261 170 0:24:12 澤谷　春子 ｻﾜﾀﾆ ﾊﾙｺ はしろう！ﾌﾟﾘﾃｨｰｽﾞ 京都府
262 119 0:24:17 綱嶋　宥太 ﾂﾅｼﾏ ﾕｳﾀ - 大阪府
263 118 0:24:29 綱嶋　明代 ﾂﾅｼﾏ ｱｷﾖ - 大阪府
264 42 0:24:30 稲守　満寿子 ｲﾅﾓﾘ ﾏｽｺ - 京都府
265 322 0:24:34 高野　香都子 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｺ - 京都府
266 302 0:24:40 郡　美結 ｺｵﾘ ﾐﾕ - 京都府
267 301 0:24:40 郡　美穂 ｺｵﾘ ﾐﾎ - 京都府
268 52 0:24:44 植田　藤羽 ｳｴﾀﾞ ﾄﾜ - 滋賀県
269 154 0:24:52 野々口　春斗 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 安詳小学校 京都府
270 158 0:24:53 松本　弘志 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ - 京都府
271 43 0:25:09 山田　杏純 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞﾐ - 京都府
272 360 0:25:35 近本　摩耶 ﾁｶﾓﾄ ﾏﾔ g.p.m 京都府
273 225 0:25:41 大八木　美悠 ｵｵﾔｷﾞ ﾐﾕｳ 辰屋珈琲 京都府
274 227 0:25:42 中島　円 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ - 京都府
275 223 0:25:46 大八木　亮平 ｵｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 辰屋珈琲 京都府
276 44 0:25:54 山田　章子 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ - 京都府
277 258 0:26:17 木村　峻輔 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ しゅん君 京都府
278 50 0:26:18 土田　奈央子 ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵｺ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
279 36 0:26:33 安田　凌雅 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ときわ幼稚園 京都府
280 18 0:26:37 長澤　守 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏﾓﾙ - 京都府
281 17 0:26:37 長澤　暢 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ - 京都府
282 368 0:26:49 衛藤　大知 ｴﾄｳ ﾀﾞｲﾁ Lofty 京都府
283 369 0:26:49 衛藤　直美 ｴﾄｳ ﾅｵﾐ Lofty 京都府
284 82 0:26:49 古田　はるみ ﾌﾙﾀ ﾊﾙﾐ - 京都府
285 26 0:27:17 大澤　弘和 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｶｽﾞ あけぼの学園るりけい寮 京都府



286 69 0:27:24 安達　百音 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾈ - 京都府
287 67 0:27:24 安達　康高 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾀｶ - 京都府
288 68 0:27:24 安達　奈美 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾐ - 京都府
289 131 0:28:00 松冨　孝司 ﾏﾂﾄﾐ ｺｳｼﾞ - 京都府
290 132 0:28:00 松冨　裕子 ﾏﾂﾄﾐ ﾋﾛｺ - 京都府
291 130 0:28:00 松冨　和紗 ﾏﾂﾄﾐ ｶｽﾞｻ 園部幼稚園 京都府
292 269 0:28:29 林　正道 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐﾁ - 滋賀県
293 270 0:28:30 林　直子 ﾊﾔｼ ﾅｵｺ - 滋賀県
294 127 0:28:49 伊藤　仁彦 ｲﾄｳ - 京都府
295 125 0:28:49 伊藤　和輝 ｲﾄｳ - 京都府
296 124 0:28:58 飯田　哲司 ｲｲﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ - 京都府
297 123 0:29:00 飯田　真帆 ｲｲﾀﾞ ﾏﾎ 篠村幼稚園 京都府
298 168 0:29:04 高山　すず ﾀｶﾔﾏ ｽｽﾞ はしろう　ﾌﾟﾘﾃｨｰｽﾞ 京都府
299 242 0:29:04 横尾　ののみ ﾖｺｵ ﾉﾉﾐ - 京都府
300 241 0:29:04 横尾　基子 ﾖｺｵ ﾓﾄｺ - 京都府
301 340 0:29:33 橋本　ちあき ﾊｼﾓﾄ ﾁｱｷ - 京都府
302 65 0:29:34 前川　江梨子 ﾏｴｶﾜ ｴﾘｺ - 京都府
303 5 0:30:05 石田　晴基 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｷ - 京都府
304 247 0:30:33 松添　奈緒 ﾏﾂｿﾞｴ ﾅｵ - 大阪府
305 248 0:30:35 松添　友美 ﾏﾂｿﾞｴ ﾄﾓﾐ - 大阪府
306 151 0:30:51 松本　世津子 ﾏﾂﾓﾄ ｾﾂｺ - 京都府
307 152 0:30:51 城市　虹璃 ｼﾞｮｳｲﾁ ﾅﾅﾘ - 大阪府
308 315 0:31:00 岸本　孝子 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｺ - 京都府
309 316 0:31:00 岸本　結衣 ｷｼﾓﾄ ﾕｲ - 京都府
310 361 0:31:28 虫明　星華 ﾑｼｱｷ ｿﾝﾌｧ - 京都府
311 327 0:32:19 大西　佑輝 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ - 京都府
312 328 0:32:22 大西　悠月 ｵｵﾆｼ ﾕﾂﾞｷ - 京都府
313 155 0:32:45 野々口　陸斗 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾘｸﾄ - 京都府
314 156 0:32:46 野々口　誠 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ - 京都府
315 312 0:32:51 片野　克重 ｶﾀﾉ ｶﾂｼｹﾞ - 京都府
316 353 0:33:57 山名　陽子 ﾔﾏﾅ ﾖｳｺ WHC 京都府
317 355 0:34:02 山名　凛里 ﾔﾏﾅ ﾘﾘ - 京都府
318 22 0:34:24 東原　虎生 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾄﾗｵ - 京都府
319 178 0:34:28 西村　知宏 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ - 滋賀県
320 6 0:34:41 石田　伸子 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺ - 京都府
321 206 0:34:50 深澤　満里留 ﾌｶｻﾞﾜ - 京都府
322 21 0:35:20 東原　桜太 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｵｳﾀ - 京都府
323 20 0:35:20 東原　草太 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｿｳﾀ - 京都府
324 70 0:35:21 渡辺　正喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ - 京都府
325 71 0:35:21 渡辺　航太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ - 京都府
326 311 0:36:54 片野　智美 ｶﾀﾉ ﾄﾓﾐ - 京都府
327 314 0:36:55 片野　陽理 ｶﾀﾉ ﾋﾖﾘ - 京都府
328 317 0:41:04 中川　菜津子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｺ - 京都府
329 320 0:41:04 中川　すみれ ﾅｶｶﾞﾜ ｽﾐﾚ - 京都府
330 244 0:45:23 平井　陽子 ﾋﾗｲ ﾖｳｺ ＴＥＡＭ　誠 京都府
331 246 0:45:24 平井　仁誠 ﾋﾗｲ ｼﾞﾝｾｲ ＴＥＡＭ　誠 京都府
332 282 0:47:08 岸根　秀成 ｷｼﾈ ﾋﾃﾞﾅﾘ どんくんズ 京都府
333 284 0:47:09 岸根　郁朗 ｷｼﾈ ｲｸﾛｳ どんくんズ 京都府
334 281 0:47:10 岸根　由美 ｷｼﾈ ﾕﾐ どんくんズ 京都府
335 283 0:47:10 岸根　貴子 ｷｼﾈ ﾀｶｺ どんくんズ 京都府


