
大会名： 2009京都丹波ロードレース大会
開催日： 平成２１年１１月３日（火、祝）
主　催： 船井郡陸上競技協会
会　場： 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
順位ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 7007 1:14:30 越川　健 ｴﾁｶﾜ ﾀｹｼ 神戸国際大学 京都府
2 7051 1:15:04 佐々木 智範 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 日本中央競馬会 東京都
3 7058 1:15:09 小林 泰則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ - 京都府
4 7018 1:18:18 塚本　康裕 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 京走ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
5 7126 1:18:45 田口　康介 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 大阪市立大学 大阪府
6 7087 1:19:11 片岡 正尚 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京医陸上部 京都府
7 7003 1:19:29 清水　宏信 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾙﾈｻﾝｽ京都桂 京都府
8 7064 1:21:12 金本 圭史 ｶﾈﾓﾄ ｹｲｼ 京都大学 京都府

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

1 7275 1:10:46 田野 昌輝 ﾀﾉ ﾖｼﾃﾙ - 兵庫県
2 7241 1:11:57 森　直大 ﾓﾘ ﾅｵﾋﾛ 神戸ﾕﾆﾊﾞｰSC 兵庫県
3 7298 1:13:02 今西 泰彦 ｲﾏﾆｼ ﾔｽﾋｺ - 京都府
4 7358 1:16:25 三村 義雄 ﾐﾑﾗ ﾖｼｵ 東洋ゴム工業 兵庫県
5 7364 1:20:22 西尾 先生 ﾆｼｵ ｻｷｵ ケンズ京都 京都府
6 7334 1:20:58 平林 克之 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 太陽が丘ＪＣ 京都府
7 7342 1:21:15 伊藤 祐司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ - 京都府
8 7332 1:21:26 末吉 敬彦 ｽｴﾖｼ ﾀｶﾋｺ チームピーマン 京都府

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

1 7469 1:11:03 吉田　雅広 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 野田川クラブ 京都府
2 7460 1:12:47 井上　孝信 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾉﾌﾞ 松尾電機AC 京都府
3 7556 1:13:11 山下 智弘 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三碓オヤジーズ 兵庫県
4 7486 1:14:02 古野 修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 桂川走友会 京都府
5 7425 1:14:14 農添　光陽 ﾉｳｿﾞｴ ｺｳﾖｳ 京セラ 京都府
6 7593 1:16:08 奥山 諭 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ - 京都府
7 7484 1:17:27 平岡 隆志 ﾋﾗｵｶ ﾀｶｼ 宝が池ＳＴＣ 京都府
8 7452 1:17:31 坊　裕行 ﾎﾞｳ ﾋﾛﾕｷ - 京都府

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

1 7702 1:16:02 柿原　貴次 ｶｷﾊﾗ ﾀｶｼﾞ 柿原ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 京都府
2 7708 1:19:39 井内　美喜夫 ｲﾉｳﾁ ﾐｷｵ ﾁｰﾑﾋﾟｰﾏﾝ 京都府
3 7709 1:21:40 足立　正登 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 太陽が丘ＪＣ 京都府
4 7869 1:22:31 山田 厚生 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｵ 大阪市役所 大阪府
5 7749 1:22:51 福田　義明 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 亀岡ｸﾗﾌﾞ 大阪府
6 7867 1:25:22 濱崎 幸弘 ﾊﾏｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ - 兵庫県
7 7795 1:26:27 橘 章良 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾗ - 兵庫県
8 7884 1:26:48 薮本　宏幸 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ベルファミリィー 兵庫県

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

1 7926 1:29:22 坂東　廣昭 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ - 兵庫県
2 7940 1:33:11 志儀　和明 - 豊中ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 大阪府
3 7942 1:33:39 酢谷　寿美治 ｽﾀﾞﾆ ｽﾐﾊﾙ ｲｺﾞ･ﾏｱ･ﾀﾝｺ 東京都
4 7927 1:34:00 斉藤　敏明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ - 京都府
5 7939 1:34:55 米井　勝秀 ﾖﾈｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 京都創成大学 京都府
6 7932 1:35:00 村田　晃一 ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ - 京都府
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7 7960 1:35:15 本江 一博 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊｽﾞﾋﾛ サン・スポーツ 京都府
8 7917 1:36:19 松井　睦 - 太陽が丘ＪＣ 京都府

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

1 8044 1:35:53 古賀　由乃 ｺｶﾞ ﾖｼﾉ - 京都府
2 8014 1:39:18 奥 南海子 ｵｸ ﾅﾐｺ 太陽ヶ丘ＪＣ 京都府
3 8016 1:39:38 西山 朗子 ﾆｼﾔﾏ ｱｷｺ - 兵庫県
4 8015 1:41:55 頼野 有香子 ﾖﾘﾉ ﾕｶｺ - 京都府
5 8036 1:45:51 川田 美由紀 ｶﾜﾀ ﾐﾕｷ - 京都府
6 8034 1:47:50 鈴木 奈央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 関西龍舟 兵庫県
7 8002 1:47:52 小財　奈々 ｺｻﾞｲ ﾅﾅ - 京都府
8 8049 1:49:35 志水　彩華 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ .kom 京都府

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

1 8125 1:24:17 市川 恵美子 ｲﾁｶﾜ ｴﾐｺ - 兵庫県
2 8107 1:27:39 外峯　陽子 ｿﾄﾐﾈ ﾖｳｺ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
3 8141 1:31:06 藤原　美保 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ ピノス 京都府
4 8103 1:37:16 福本　かおり ﾌｸﾓﾄ ｶｵﾘ - 兵庫県
5 8104 1:38:32 中村　美穂 - 村岡ハチ北SC 兵庫県
6 8101 1:38:54 井上　由香 ｲﾉｳｴ ﾕｶ 桂川走友会 京都府
7 8102 1:39:13 百瀬　綾子 ﾓﾓｾ ｱﾔｺ - 京都府
8 8112 1:41:19 山本　香織 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ - 京都府

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

1 8226 1:30:45 宮本　勝代 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾖ - 京都府
2 8204 1:31:16 西澤　美恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｴ 三田ｱｽﾘｰﾄX 兵庫県
3 8216 1:31:58 曽根　千鶴 - 三段池RV 京都府
4 8201 1:33:33 内藤　浩美 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐ MONICA 京都府
5 8207 1:33:45 岡村　ひろ子 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 宝が池STC 京都府
6 8217 1:40:43 木村　美保 ｷﾑﾗ ﾐﾎ - 兵庫県
7 8211 1:41:13 小林　ゆかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ かるがもRC 京都府
8 8223 1:42:39 平山　由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾐ - 京都府

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

1 8337 1:35:14 黒川　和子 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｺ - 京都府
2 8313 1:42:28 川本　薫 ｶﾜﾓﾄ ｶｵﾙ - 京都府
3 8329 1:42:47 酒井　直子 ｻｶｲ ﾅｵｺ - 京都府
4 8339 1:44:00 谷　洋子 ﾀﾆ ﾋﾛｺ ピノス 京都府
5 8314 1:45:04 脇野　満寿美 ﾜｷﾉ ﾏｽﾐ - 京都府
6 8303 1:48:04 野田　明子 - 太陽が丘ＪＣ 京都府
7 8321 1:53:07 酢谷　由美 ｽﾀﾞﾆ ﾖｼﾐ ｲｺﾞ･ﾏｱ･ﾀﾝｺ 東京都
8 8301 1:53:34 柴田　昌子 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｺ かるがもRC 京都府

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

1 1009 0:32:22 野村　浩平 ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ 京都創成大学 京都府 大会新
2 1011 0:32:26 松尾　哲裕 ﾏﾂｵ ｱｷﾋﾛ 京都創成大学 京都府
3 1012 0:33:22 小林　真人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 京都創成大学 京都府
4 1010 0:33:40 柴野　和也 ｼﾊﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 京都創成大学 京都府
5 1044 0:33:45 谷奥 雄一 ﾀﾆｵｸ ﾕｳｲﾁ 舞鶴高専 京都府
6 1046 0:34:18 門馬 伸光 ﾓﾝﾏ ﾉﾌﾞﾐﾂ - 京都府
7 1040 0:34:49 桑垣 和輝 ｸﾜｶﾞｷ ｶｽﾞｷ 舞鶴高専 京都府
8 1049 0:36:51 鈴木 祐也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 遙学園 京都府

11 11部　男子10Kｍ30歳以上49歳以下
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順位ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
1 1114 0:32:35 山端　良尚 ﾔﾏﾊﾞﾅ ﾖｼﾋｻ トクセン工業 兵庫県
2 1207 0:32:57 宮本 武史 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ ＫＣＲＣ 兵庫県
3 1151 0:36:18 足立　崇 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 中牧RC 京都府
4 1279 0:36:29 村井 悟史 ﾑﾗｲ ｻﾄｼ ＤＮＰ駅伝部 京都府
5 1259 0:37:08 上嶋 晃弘 ｳｴｼﾏ ｱｷﾋﾛ - 京都府
6 1254 0:37:15 谷 秀行 ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ - 大阪府
7 1278 0:37:41 橋田 耕一 ﾊｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ - 京都府
8 1149 0:38:15 山田　泰幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ - 京都府

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

1 1484 0:36:21 山本　泰典 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 加悦走友会 京都府
2 1480 0:37:51 福本　龍吾 ﾌｸﾓﾄ ﾘｭｳｺﾞ - 兵庫県
3 1561 0:38:38 松本 一之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 亀岡ランナーズ 京都府
4 1492 0:38:42 林　亨 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 大山崎町役場陸上部 京都府
5 1551 0:39:58 北野 孝之 ｷﾀﾉ ﾀｶﾕｷ さわやかＲＣ 大阪府
6 1535 0:40:40 万庭 浄 ﾏﾝﾊﾞ ｷﾖｼ - 兵庫県
7 1408 0:40:54 武田　佳史 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ - 京都府
8 1442 0:41:04 西山　栄治 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府

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

1 1631 0:46:07 長谷川　紀実 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐ - 京都府
2 1624 0:50:18 杉本 未来 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｷ 赤兎馬ＡＣ 京都府
3 1628 0:50:51 竹村　弥生 ﾀｹﾑﾗ ﾔﾖｲ - 京都府
4 1638 0:52:13 平野　紗弓 ﾋﾗﾉ ｻﾕﾐ - 京都府
5 1609 0:53:47 嶋路 雅美 ｼﾏｼﾞ ﾏｻﾐ 新薬駅伝部 京都府
6 1626 0:54:28 石井 愛 ｲｼｲ ｱｲ 関西龍舟 大阪府
7 1630 0:54:48 大光　加奈恵 ｵｵﾐﾂ ｶﾅｴ sandoz 京都府
8 1612 0:55:02 平井 あす香 ﾋﾗｲ ｱｽｶ チームＱ 京都府

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

1 1716 0:41:22 廣岡　真理子 ﾋﾛｵｶ ﾏﾘｺ - 兵庫県
2 1701 0:44:19 中村　功美 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 火曜夜御所走会 京都府
3 1706 0:45:59 和田　美企子 ﾜﾀﾞ ﾐｷｺ - 京都府
4 1782 0:47:14 中井　美々子 ﾅｶｲ ﾐﾐｺ - 京都府
5 1788 0:48:39 藤田　祝子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ - 京都府
6 1714 0:50:32 俵　敦子 ﾀﾜﾗ ｱﾂｺ 矢田川走友会 兵庫県
7 1756 0:50:50 山内 裕子 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｺ - 京都府
8 1775 0:51:37 木村 智子 ｷﾑﾗ ﾄﾓｺ ケンズ京都 京都府

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

1 1817 0:44:06 田路　慶子 ﾄｳｼﾞ ｹｲｺ 桂川走友会 京都府
2 1804 0:49:02 川端　末子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｴｺ - 京都府
3 1824 0:49:34 三木　直子 ﾐｷ ﾅｵｺ - 京都府
4 1808 0:50:33 山田　容子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ - 京都府
5 1807 0:50:44 北村　米子 ｷﾀﾑﾗ ﾖﾈｺ - 京都府
6 1818 0:51:27 大西　千世子 ｵｵﾆｼ ﾁﾖｺ - 京都府
7 1813 0:52:01 三木　鈴子 ﾐｷ ｽｽﾞｺ 向日市走遊会 京都府
8 1814 0:54:38 灰山　由美 ﾊｲﾔﾏ ﾕﾐ かもなす 京都府

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

1 5005 0:16:09 蘆田　恵伍 ｱｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 七条中学校 京都府
2 5001 0:16:17 池田　崚 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 京都市北総合支援学校 京都府
3 5007 0:16:20 中井　芳聡 ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ TEAM P-man 京都府
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4 5038 0:16:22 新田 義樹 ﾆｯﾀ ﾖｼｷ 大谷大学 京都府
5 5015 0:16:23 新岡　康久 ﾆｲｵｶ ﾔｽﾋｻ 京走ｱｽﾘｰﾄ　ｸﾗﾌﾞ 京都府
6 5003 0:16:36 寺井　洋平 ﾃﾗｲ ﾖｳﾍｲ 園部中学校 京都府
7 5046 0:16:50 眞継 健太 ﾏﾂｸﾞ ｹﾝﾀ ケンズ京都 京都府
8 5049 0:16:51 北浜　涼 ｷﾀﾊﾏ ﾘｮｳ 北稜高校 京都府

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

1 5113 0:16:07 村上　求 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄﾑ TRC 京都府
2 5101 0:16:52 山本　淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ - 京都府
3 5127 0:17:08 佐藤　厚司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 舞鶴ｸﾗﾌﾞ 京都府
4 5110 0:17:37 永通　秀孝 ｴｲﾂｳ ﾋﾃﾞﾀｶ DFE京都 京都府
5 5112 0:18:00 森下　耕太郎 ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ TEAM P-man 京都府
6 5142 0:18:09 杉本 智 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ - 京都府
7 5108 0:18:32 加藤　孝幸 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 神戸地方法務局 京都府
8 5116 0:18:46 阪下　善博 ｻｶｼﾀ ﾖｼﾋﾛ - 兵庫県

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

1 5227 0:17:51 福井　正人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 三田ｱｽﾘｰﾄX 兵庫県
2 5237 0:17:53 亀澤　徹郎 ｶﾒｻﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ神戸 兵庫県
3 5225 0:18:15 前田　信男 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 中牧RC 京都府
4 5235 0:19:39 黒田　和成 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 加古川消防RC 兵庫県
5 5209 0:19:57 渡辺　潔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ ﾓﾉｺｯｸﾔﾏｼﾀ 兵庫県
6 5242 0:20:06 鈴木　卓寧 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔｽ - 京都府
7 5248 0:20:56 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
8 5217 0:21:35 岩波　健二 ｲﾜﾅﾐ ｹﾝｼﾞ 向日市走遊会 京都府

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

1 5335 0:18:35 加後 美咲 ｶｺﾞ ﾐｻｷ ケンズ京都 京都府
2 5341 0:19:30 山内　つかな ﾔﾏｳﾁ ﾂｶﾅ 亀岡中学校 京都府
3 5326 0:19:48 塚崎 南帆 ﾂｶｻｷ ﾅﾎ - 京都府
4 5309 0:20:12 吉田　楓苗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 亀岡中学校 京都府
5 5308 0:20:46 大林　世奈 ﾔﾏｳﾁ ﾂｶﾅ 亀岡中学校 京都府
6 5314 0:22:31 前川　沙知子 ﾏｴｶﾜ ｻﾁｺ ㈱ﾋﾞﾊﾞｽﾎﾟｰﾂ 京都府
7 5330 0:22:35 吉川 菜穂 ﾖｼｶﾜ ﾅﾎ 京都女子中 京都府
8 5337 0:23:12 吉田　恵理奈 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ team Q 京都府

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

1 5419 0:19:54 井床　善絵 ｲﾄｺ ﾖｼｴ 蘭走蘭ｸﾗﾌﾞ 兵庫県
2 5453 0:22:02 森 知左子 ﾓﾘ ﾁｻｺ 中牧ＲＣ 京都府
3 5413 0:22:10 道家　敏美 ﾄﾞｳｹ ﾄｼﾐ TRC 京都府
4 5430 0:22:15 永井　真弓 ﾅｶﾞｲ ﾏﾕﾐ - 京都府
5 5428 0:22:59 出野　由桂 ｲﾃﾞﾉ ﾕｶ - 愛知県
6 5443 0:23:01 松本 寿子 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｺ ＮＲＦ 奈良県
7 5457 0:23:21 西田 文子 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｺ ケンズ京都 京都府
8 5411 0:23:23 三田　智美 ﾐﾀ ﾄﾓﾐ - 京都府

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

1 5505 0:20:29 大小田　ふみ子ｵｵｺﾀﾞ ﾌﾐｺ - 京都府
2 5504 0:21:07 吉田　富美子 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 舞鶴ﾌｧﾙｺﾝ 京都府
3 5522 0:24:01 中谷 悦子 ﾅｶﾀﾆ ｴﾂｺ チーム　さなえ 鳥取県
4 5516 0:25:11 福井　いずみ ﾌｸｲ ｲｽﾞﾐ - 京都府
5 5530 0:25:16 米澤　節子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｾﾂｺ - 京都府
6 5520 0:26:06 森本　富美子 - - 京都府
7 5512 0:26:33 藤ノ木　暢子 ﾌｼﾞﾉｷ ﾖｳｺ - 京都府
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8 5521 0:27:27 金谷 裕子 ｶﾅﾔ ﾋﾛｺ - 京都府

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

1 3030 0:09:28 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 大会新
2 3042 0:09:38 松江　賢二 ﾏﾂｴ ｹﾝｼﾞ ﾈｯﾂﾄﾖﾀ中央大阪㈱ 大阪府
3 3047 0:10:24 佐田　六助 ｻﾀﾞ ﾛｸｽｹ 農芸高校 京都府
4 3013 0:10:29 丹治　篤志 ﾀﾝｼﾞ ｱﾂｼ 明治国際医療大学 京都府
5 3045 0:11:03 本多　剛 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾁｰﾑﾌﾞﾗｯｸﾋﾟｰﾁ 京都府
6 3057 0:11:21 内山 勇 ｳﾁﾔﾏ ｲｻﾑ ケンズ京都 京都府
7 3044 0:11:35 長谷川　雄規 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 農芸高校 京都府
8 3046 0:12:01 本多　拓 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸ 農芸高校 京都府

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

1 3129 0:11:58 野口　和美 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ うさぴょん 京都府
2 3140 0:13:19 水谷 珠美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏﾐ ＭＲＣ 兵庫県
3 3134 0:13:55 竹内　美諭 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ - 京都府
4 3117 0:13:58 安田　貴子 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｺ - 京都府
5 3113 0:14:38 岡留　早希子 ｵｶﾄﾞﾒ ｻｷｺ - 京都府
6 3146 0:15:30 岸本　知可 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓｶ - 京都府
7 3114 0:15:52 永島　清美 ﾅｶﾞｼﾏ ｷﾖﾐ - 京都府
8 3120 0:15:54 寺尾　千佐子 ﾃﾗｵ ﾁｻｺ すたこらDON 京都府

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

1 3220 0:09:15 深澤 哲也 ﾌｶｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ ふかざわ 京都府 大会新
2 3217 0:09:26 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 亀岡中学校 京都府
3 3224 0:09:53 竹中　惇 ﾀｹﾅｶ ｼﾞｭﾝ 西陵中 京都府
4 3218 0:10:06 上田 匠馬 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 西賀茂中 京都府
5 3210 0:10:08 溝口　竜也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 佐々木塾 京都府
6 3229 0:10:08 莇　拓也 ｱｻﾞﾐ 拓也 ＲＳＣ 京都府
7 3211 0:10:09 伊藤　ルカ - 佐々木塾 京都府
8 3204 0:10:26 川辺　隼也 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 園部中学校 京都府

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

1 3301 0:09:56 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 下京中学校 京都府
2 3310 0:10:28 松本 文佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｶ ケンズ京都 京都府
3 3312 0:11:48 林　楓華 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 花園ＷＬＯＦ 京都府
4 3313 0:12:20 瀧脇　慧子 ﾀｷﾜｷ ｹｲｺ 桃山 京都府
5 3311 0:12:27 恒川 由衣 ﾂﾈｶﾜ ﾕｲ ケンズ京都 滋賀県
6 3303 0:12:40 舩越　美里 ﾌﾅｺｼ ﾐｻﾄ 園部中学校 京都府
7 3305 0:13:47 谷口　夏穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 間人中学校 京都府
8 3304 0:15:31 斉藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ すたこらＤＯＮ 京都府
9 3308 0:19:41 仲野 朝咲 ﾅｶﾉ ｱｻ - 京都府

10 3302 0:29:46 松村　真美 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾐ 双ヶ丘中学校 京都府

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

1 3476 0:11:06 佐々木 政史 ｻｻｷ ﾏｻﾌﾐ Ｐ－ｍａｎｊｒ 京都府
2 3424 0:11:29 仲尾　俊祐 ﾅｶｵ ｼｭﾝｽｹ P-man　Jr.ｴﾅｼﾞｰ 京都府
3 3404 0:11:33 大薮　文李 ｵｵﾔﾌﾞ ｱﾔﾘ 醒泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
4 3402 0:11:44 中山　剛徳 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 醒泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
5 3417 0:11:48 田中　雄規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 御室小学校 京都府
6 3440 0:11:50 小野　遼太郎 ｵﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中筋小学校 京都府
7 3461 0:12:00 西村 凛 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ - 京都府
8 3484 0:12:14 加後 賢太郎 ｶｺﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ケンズ京都 京都府
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27 27部　3ｋｍ小学生女子の部
順位ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3672 0:11:07 杉原 有紀 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ケンズ京都 滋賀県
2 3622 0:11:43 中　麻衣花 ﾅｶ ﾏｲｶ 醒泉小学校 京都府
3 3653 0:11:53 代　 朗果 ｼﾛ ﾎｶﾞﾗｶ - 京都府
4 3610 0:12:19 本庄　咲月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻﾂｷ 園部小学校 京都府
5 3669 0:12:32 橋本 紗英 ﾊｼﾓﾄ ｻｴ ケンズ京都 京都府
6 3637 0:12:38 杉原　鈴那 ｽｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 京都市立太泰小学校 京都府
7 3667 0:12:59 番 尚美 ﾂｶﾞｲ ﾅｵﾐ - 京都府
8 3627 0:13:02 松本　清香 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ 西院小学校 京都府

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

1 3925 0:11:31 奥田 邦治 ｵｸﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ - 京都府
2 3962 0:13:08 藤原 嵩之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ - 京都府
3 3794 0:13:45 岩佐　智樹 ｲﾜｻ ﾄﾓｷ 長岡第九小学校 京都府
4 3751 0:13:54 八木　旭 ﾔｷﾞ ｱｻﾋ 千代川小学校 京都府
5 3952 0:13:57 荻野 学 ｵｷﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
6 3754 0:14:16 森田　浩平 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ - 京都府
7 3895 0:14:35 嶋谷　柚希 ｼﾏﾀﾆ ﾕｽﾞｷ 岩滝小学校 京都府
8 3858 0:14:43 曽根　涼稚 ｿﾈ - 京都府
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大会名： 2009京都丹波ロードレース大会
開催日： 平成２１年１１月３日（火、祝）
主　催： 船井郡陸上競技協会
会　場： 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
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 7007 1:14:30 越川　健 ｴﾁｶﾜ ﾀｹｼ 神戸国際大学 京都府
2 7051 1:15:04 佐々木 智範 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 日本中央競馬会 東京都
3 7058 1:15:09 小林 泰則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ - 京都府
4 7018 1:18:18 塚本　康裕 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 京走ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
5 7126 1:18:45 田口　康介 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 大阪市立大学 大阪府
6 7087 1:19:11 片岡 正尚 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京医陸上部 京都府
7 7003 1:19:29 清水　宏信 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾙﾈｻﾝｽ京都桂 京都府
8 7064 1:21:12 金本 圭史 ｶﾈﾓﾄ ｹｲｼ 京都大学 京都府
9 7127 1:22:25 大畑　慎治 ｵｵﾊﾀ ｼﾝｼﾞ Rungle 兵庫県

10 7027 1:22:31 荒木　悠平 - 京走ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
11 7019 1:23:50 田畑　悦和 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ - 京都府
12 7024 1:24:31 木村　嘉孝 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 桃山高校 京都府
13 7091 1:25:33 岡本 清二 ｵｶﾓﾄ ｾｲｼﾞ 京医陸部 大阪府
14 7138 1:26:58 樋口　新・ ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 京都中部広域消防組合 京都府
15 7101 1:27:06 和田 昇悟 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ - 大阪府
16 7097 1:28:07 藤本 佳祐 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ ＢＥＥＲＥＮ 兵庫県
17 7014 1:28:46 柏木　悟 ｶｼﾜｷﾞ ｻﾄﾙ - 京都府
18 7025 1:28:52 小松　翔平 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾍｲ 桃山高校 京都府
19 7026 1:29:49 藤澤　智也 - - 滋賀県
20 7055 1:29:50 森田 陽平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ チームササヤマ 兵庫県
21 7082 1:33:35 藤田 麦 ﾌｼﾞﾀ ﾑｷﾞ - 京都府
22 7107 1:34:32 伊藤 孝二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 京都陸協 京都府
23 7017 1:34:33 畑段　宗隆 ﾊﾀﾀﾞﾝ ﾑﾈﾀｶ ﾁｰﾑらくちん 京都府
24 7113 1:34:50 木籐田　空也 ｷﾄﾀﾞ ｸｳﾔ - 京都府
25 7098 1:34:51 了源 弘太郎 ﾘｮｳｹﾞﾝ ｺｳﾀﾛｳ - 兵庫県
26 7038 1:34:57 西川　亮輔 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 京都産業大学 奈良県
27 7068 1:35:06 丸永 邦裕 ﾏﾙﾅｶﾞ ｸﾆﾋﾛ ＳＨＩＮ２ 京都府
28 7109 1:35:28 木村 悠 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ ケンズ京都 京都府
29 7079 1:36:06 産賀 大輔 ｳﾌﾞｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
30 7066 1:36:23 塩貝 光司 ｼｵｶﾞｲ ｺｳｼﾞ - 京都府
31 7085 1:36:42 新井 亮介 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ - 京都府
32 7081 1:37:27 吉村 佳祐 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ - 京都府
33 7077 1:38:22 小西 和成 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 加悦谷高等学校 京都府
34 7029 1:38:27 鷺坂　直希 - 桃山高校 京都府
35 7047 1:39:05 村井　勇太 ﾑﾗｲ ﾕｳﾀ 京都産業大学 京都府
36 7028 1:39:16 渡辺　望 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾑ 京都府立高校 京都府
37 7069 1:39:22 若林 俊輔 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ - 京都府
38 7125 1:40:53 大谷　敏記 ｵｵﾀﾆ ﾄｼｷ 京都大学 京都府
39 7136 1:43:54 濱本　優貴 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ rt cheerly 大阪府
40 7052 1:44:11 森川 大輔 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
41 7133 1:44:23 奥出　裕之 ｵｸﾃﾞ ﾕｳｼﾞ - 大阪府
42 7089 1:44:50 杉浦 幹大 ｽｷﾞｳﾗ ﾐｷﾋﾛ - 兵庫県
43 7050 1:45:28 中川　和洋 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 京都産業大学 京都府
44 7046 1:46:02 片岡　勇樹 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ - 京都府
45 7114 1:46:30 三輪　恭生 ﾐﾜ ﾔｽｵ - 京都府
46 7070 1:46:33 藤竹 俊輔 ﾌｼﾞﾀｹ ｼｭﾝｽｹ - 京都府
47 7054 1:46:41 松本 謙一 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁ - 京都府
48 7120 1:47:03 蛭川　洋 ﾋﾙｶﾜ ﾋﾛｼ - 京都府
49 7099 1:49:04 山下 仰祈 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ - 京都府
50 7074 1:49:27 森 洋二 ﾓﾘ ﾖｳｼﾞ - 奈良県
51 7076 1:49:32 田中 教繁 ﾀﾅｶ ﾉﾘｼｹﾞ - 大阪府
52 7002 1:50:24 若井　清照 ﾜｶｲ ｷﾖﾃﾙ - 京都府
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53 7083 1:50:32 藤後 数也 ﾄｳｺﾞ ｶｽﾞﾔ - 京都府
54 7071 1:51:07 片岡 雄一 ｶﾀｵｶ ﾕｳｲﾁ - 兵庫県
55 7080 1:51:23 徳永 正則 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾘ - 滋賀県
56 7104 1:51:48 野儀 洋介 ﾉｷﾞ ﾖｳｽｹ - 滋賀県
57 7057 1:53:03 仲東 茂 ﾅｶﾋｶﾞｼ ｼｹﾞﾙ ｋｃｇ 滋賀県
58 7129 1:53:13 林　潤 ﾊﾔｼ ｼｭﾝ - 京都府
59 7111 1:53:34 前田　裕俊 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ - 大阪府
60 7105 1:53:45 北野 拓真 ｷﾀﾉ ﾀｸﾏ とよたファミリ 福井県
61 7022 1:54:11 堀　行夫 ﾎﾘ ﾕｷｵ ﾏｲｼﾂｳ 京都府
62 7119 1:54:58 土橋　弘樹 ﾂﾁﾊｼ ﾋﾛｷ - 大阪府
63 7031 1:54:59 畑　正幸 ﾊﾀ ﾏｻﾕｷ - 京都府
64 7088 1:55:16 牧田 尚樹 ﾏｷﾀ ﾅｵｷ - 兵庫県
65 7060 1:55:34 関 一輝 ｾｷ ｶｽﾞｷ - 京都府
66 7013 1:58:04 岩井　雄矢 ｲﾜｲ ｶﾂﾔ - 京都府
67 7072 1:58:26 河合 康佑 ｶﾜｲ ｺｳｽｹ - 大阪府
68 7034 1:59:07 井口　智博 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 美山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
69 7121 1:59:16 石川　晴悠 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾕｷ - 京都府
70 7001 1:59:21 井上　賢三 ｲﾉｳｴ ｹﾝｿﾞｳ - 京都府
71 7118 1:59:39 大貫　雅人 ｵｵﾇｷ ﾏｻﾄ - 大阪府
72 7096 2:00:03 西野 正純 ﾆｼﾉ ﾏｻｽﾞﾐ 舞鶴高専 京都府
73 7063 2:02:16 河井 俊博 ｶﾜｲ ﾄｼﾋﾛ - 京都府
74 7015 2:02:24 横田　貴久 ﾖｺﾀ ﾀｶﾋｻ - 京都府
75 7124 2:02:44 森本　紘司 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞ - 大阪府
76 7103 2:04:04 山本 晋也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ - 大阪府
77 7036 2:05:56 山領　真都 ﾔﾏﾘｮｳ ﾏｻﾄ - 京都府
78 7056 2:06:00 曽我部 智也 ｿｶﾞﾍﾞ ﾄﾓﾔ - 滋賀県
79 7116 2:06:19 西河　佳祐 ﾆｼｶﾜ ｹｲｽｹ - 京都府
80 7115 2:06:20 和田　洋平 ﾜﾀﾞ ﾖｳﾍｲ - 京都府
81 7023 2:06:52 福井　貴章 ﾌｸｲ ﾀｶｱｷ - 京都府
82 7048 2:06:57 細見　京太郎 ﾎｿﾐ ｷｮｳﾀﾛｳ - 京都府
83 7128 2:08:17 津田　隆志 ﾂﾀﾞ ﾀｶｼ - 奈良県
84 7065 2:08:32 野崎 淳平 ﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ - 大阪府
85 7044 2:08:53 竹下　雄祐 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｽｹ - 大阪府
86 7012 2:09:32 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ - 京都府
87 7095 2:11:53 中村 太智 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ ＲＣ４５ 大阪府
88 7090 2:12:19 岩田 清和 ｲﾜﾀ ｷﾖｶｽﾞ - 兵庫県
89 7049 2:13:16 杢谷　直紀 ﾓｸﾔ ﾅｵｷ - 兵庫県
90 7075 2:13:41 鳥居 直 ﾄﾘｲ ﾀﾀﾞｼ - 大阪府
91 7059 2:14:50 北村 景勝 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｶﾂ - 大阪府
92 7062 2:16:04 坂崎 功典 ｻｶｻﾞｷ ｺｳｽｹ - 京都府
93 7108 2:16:04 吾郷 聡彦 ｱｺﾞｳ ﾄｼﾋｺ - 兵庫県
94 7084 2:16:36 小山 貴正 ｺﾔﾏ ﾀｶﾏｻ - 京都府
95 7033 2:18:09 荒木　陽介 ｱﾗｷ ﾖｳｽｹ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
96 7117 2:18:22 名嘉真　謙一 ﾅｶﾏ ｹﾝｲﾁ - 大阪府
97 7045 2:18:22 池田　力哉 ｲｹﾀﾞ ﾘｷﾔ - 兵庫県
98 7086 2:19:05 三浦 征樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ - 京都府
99 7061 2:19:52 佐藤 翔大 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ - 京都府

100 7122 2:20:11 樋口　清 ﾋｸﾞﾁ ｷﾖｼ - 大阪府
101 7008 2:20:37 宇野　大地 ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ - 京都府
102 7093 2:20:40 岡本 直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ - 大阪府
103 7067 2:21:06 林 孝明 ﾊﾔｼ ﾀｶｱｷ 林の彼女作る会 大阪府
104 7132 2:24:18 奥出　健太郎 ｵｸﾃﾞ ｹﾝﾀﾛｳ - 大阪府
105 7073 2:26:04 山根 祐 ﾔﾏﾈ ﾕｳ - 大阪府
106 7021 2:34:14 北川　義隆 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ あらべすく 京都府
107 7094 2:37:07 森永 將裕 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
108 7006 2:38:45 山﨑　公暁 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ - 京都府
109 7039 2:40:39 三嶋　友也 ﾐｼﾏ ﾕｳﾔ - 京都府
110 7041 2:40:44 仲井　遼 ﾅｶｲ ﾘｮｳ - 京都府
111 7040 2:41:49 西山　翔大 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ - 京都府
112 7042 2:46:24 竹池　日出人 ﾀｹｲｹ ﾋﾃﾞﾄ - 兵庫県
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2 2部　男子ハーフマラソン30歳代

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 7275 1:10:46 田野 昌輝 ﾀﾉ ﾖｼﾃﾙ - 兵庫県
2 7241 1:11:57 森　直大 ﾓﾘ ﾅｵﾋﾛ 神戸ﾕﾆﾊﾞｰSC 兵庫県
3 7298 1:13:02 今西 泰彦 ｲﾏﾆｼ ﾔｽﾋｺ - 京都府
4 7358 1:16:25 三村 義雄 ﾐﾑﾗ ﾖｼｵ 東洋ゴム工業 兵庫県
5 7364 1:20:22 西尾 先生 ﾆｼｵ ｻｷｵ ケンズ京都 京都府
6 7334 1:20:58 平林 克之 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 太陽が丘ＪＣ 京都府
7 7342 1:21:15 伊藤 祐司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ - 京都府
8 7332 1:21:26 末吉 敬彦 ｽｴﾖｼ ﾀｶﾋｺ チームピーマン 京都府
9 7277 1:21:31 山崎 哲也 ﾔﾏｻｷ ﾃﾂﾔ ローム 京都府

10 7308 1:21:58 梶浦 義顕 ｶｼﾞｳﾗ ﾖｼｱｷ 西京都病院 京都府
11 7299 1:22:10 金田 隆史 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 太陽が丘ＪＣ 京都府
12 7280 1:22:23 藤田 千秋 ﾌｼﾞﾀ ﾁｱｷ - 京都府
13 7300 1:22:44 倉田 和郎 ｸﾗﾀ ｶｽﾞｵ - 京都府
14 7322 1:24:01 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
15 7293 1:24:15 金谷 敏行 ｶﾅﾔ ﾄｼﾕｷ 朱雀ＯＫ 京都府
16 7382 1:24:29 藤原　恵一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ ピノス 京都府
17 7266 1:24:48 北山 彰人 ｷﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾄ - 滋賀県
18 7235 1:24:59 中村　智彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ 村岡ハチ北SC 兵庫県
19 7314 1:27:01 増田 剛 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹｼ - 京都府
20 7264 1:27:24 三野輪 明 ﾐﾉﾜ ｱｷﾗ 栗東ＴＣ会計 滋賀県
21 7326 1:27:32 高橋 武宏 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋﾛ 赤い彗星ジャア 兵庫県
22 7285 1:28:16 馬杉 耕二郎 ﾊﾞｽｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ西京極ＲＣ 京都府
23 7301 1:28:41 川村 史明 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｱｷ やじきた～ず 京都府
24 7361 1:28:52 伊達 憲一 ﾀﾞﾃ ｹﾝｲﾁ - 大阪府
25 7233 1:29:50 新井　信完 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｻﾀﾞ 会社員 京都府
26 7265 1:29:55 近藤 純 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ チームササヤマ 兵庫県
27 7216 1:29:56 生島　洋一 ｲｸｼﾏ ﾖｳｲﾁ - 大阪府
28 7376 1:29:59 久郷　雅和 ｸｺﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
29 7223 1:30:12 栗林　太朗 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ FRUN 京都府
30 7230 1:30:12 泥　順彦 ﾅｽﾞﾐ ﾖｼﾋｺ 京都府立視力障害者福祉ｾﾝﾀｰ 京都府
31 7357 1:30:29 竹岡 貴裕 ﾀｹｵｶ ﾀｶﾋﾛ - 京都府
32 7340 1:30:30 尾崎 裕 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｼ - 京都府
33 7345 1:30:34 前田 洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ べぇトラ 京都府
34 7211 1:30:44 中尾　憲幸 ﾅｶｵ ﾉﾘﾕｷ - 京都府
35 7305 1:30:59 山下 道久 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾋｻ - 大阪府
36 7360 1:30:59 南井 利昭 ﾐﾅｲ ﾄｼｱｷ 西京極ＲＣ 京都府
37 7351 1:31:27 辻井 直樹 ﾂｼﾞｲ ﾅｵｷ 舞鶴赤十字病院 京都府
38 7208 1:32:03 江口　博 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ - 京都府
39 7337 1:32:05 溝口 健太郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ - 兵庫県
40 7247 1:33:01 米田　貴志 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 京都市消防局 京都府
41 7270 1:33:48 森田 康博 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
42 7320 1:34:43 山口 幸治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ - 京都府
43 7217 1:34:52 座間　篤志 ｻﾞﾏ ｱﾂｼ - 大阪府
44 7294 1:35:11 佐藤 信吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 京大再生研 埼玉県
45 7225 1:35:39 新林　紀人 ｼﾝﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾄ - 京都府
46 7290 1:35:54 安達 均 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾄｼ アオダチ 京都府
47 7221 1:36:36 川勝　芳明 ｶﾜｶﾂ ﾖｼｱｷ - 京都府
48 7368 1:37:18 長谷川　寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ - 京都府
49 7325 1:38:02 伊藤 陽之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 京都市消防局 京都府
50 7324 1:38:08 植田 真樹 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ ＲＯＤＥＭＵ 京都府
51 7346 1:38:29 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ - 京都府
52 7352 1:38:41 今井 拓也 ｲﾏｲ ﾀｸﾔ 舞鶴赤十字病院 京都府
53 7229 1:38:44 和田　圭司 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ - 京都府
54 7386 1:38:44 奥出　泰広 ｵｸﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ - 大阪府
55 7359 1:39:16 田口 毅一 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼｶｽﾞ 関西龍舟 大阪府
56 7224 1:39:20 水木　健太郎 ﾐｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ﾊﾏRC 大阪府
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57 7253 1:39:29 井上　雅義 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ - 京都府
58 7210 1:39:39 下谷　貴公 ｼﾓﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ - 岡山県
59 7220 1:39:40 和田　伸也 ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ - 京都府
60 7362 1:40:09 木下 正大 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｵ リブロング 兵庫県
61 7295 1:40:29 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ ＳＨＩＮ２ 京都府
62 7321 1:41:00 竹口 圭介 ﾀｹｸﾞﾁ ｹｲｽｹ - 京都府
63 7255 1:41:29 大村　真史 ｵｵﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ - 京都府
64 7284 1:41:31 溝渕 智也 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾄﾓﾔ 夢前川ぞい団? 兵庫県
65 7383 1:41:45 足立　健史 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ - 大阪府
66 7317 1:41:58 石本 成正 ｲｼﾓﾄ ｼｹﾞﾏｻ 石本三郎帽子店 兵庫県
67 7303 1:42:28 富家 義人 ﾄﾐｲｴ ﾖｼﾄ ソルッシュ 京都府
68 7327 1:42:52 藤田 敏 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ - 兵庫県
69 7338 1:42:57 壬生 慎一 ﾐﾌﾞ ｼﾝｲﾁ ＯＭＲＵＮ 京都府
70 7309 1:43:02 木村 如宏 ｷﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 篠山市陸協 兵庫県
71 7329 1:43:40 一井 育 ｲﾁｲ ﾔｽｼ - 京都府
72 7375 1:44:11 中　昌幸 ﾅｶ ﾏｻﾕｷ - 大阪府
73 7306 1:44:26 吉川 智雄 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｵ - 京都府
74 7202 1:44:47 辻　晶夫 ﾂｼﾞ ｱｷｵ - 京都府
75 7296 1:44:48 山田 学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ＳＨＩＮ２ 京都府
76 7387 1:45:52 矢田　圭吾 ﾔﾀﾞ ｹｲｺﾞ - 大阪府
77 7313 1:46:01 橋ヶ迫 剛 ﾊｼｶﾞｻｺ ﾀｹｼ - 京都府
78 7254 1:46:07 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
79 7379 1:46:29 林　聖彦 ﾊﾔｼ ｷﾖﾋｺ - 京都府
80 7354 1:46:35 津田 勝二 ﾂﾀﾞ ﾏｻｼﾞ - 京都府
81 7297 1:46:36 上田 洋二 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｼﾞ スタサポ 大阪府
82 7315 1:47:34 井上 一生 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ - 京都府
83 7377 1:48:16 山名　智公 ﾔﾏﾅ ﾁｻﾄ りりちゃん 京都府
84 7222 1:48:48 小田　達也 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ - 京都府
85 7348 1:49:22 野々村 有希夫 ﾉﾉﾑﾗ ﾕｷｵ - 大阪府
86 7330 1:49:39 藤井 貴文 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾌﾐ 福知山初任者研 京都府
87 7215 1:50:02 池町　員征 ｲｹﾏﾁ ｶｽﾞﾏｻ - 兵庫県
88 7287 1:50:05 広瀬 公 ﾋﾛｾ ｺｳ ＷＨＯＯＰＥＥ 京都府
89 7385 1:50:14 丸山　峰明 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾈｱｷ - 大阪府
90 7239 1:50:18 富永　敦士 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾂｼ - 京都府
91 7232 1:50:42 酒居　孝一 ｻｶｲ ｺｳｲﾁ - 兵庫県
92 7343 1:50:59 和田 一誠 ﾜﾀﾞ ｲｯｾｲ - 大阪府
93 7373 1:51:07 伯井　威 ﾊｸｲ ﾀｹｼ - 大阪府
94 7323 1:51:09 長西 将樹 ｵｻﾆｼ ﾏｻｷ ラビリンス 京都府
95 7307 1:51:27 福田 修久 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ - 京都府
96 7370 1:51:53 浅香　武司 ｱｻｶ ﾀｹｼ - 京都府
97 7339 1:51:55 坂本 興久 ｻｶﾓﾄ ｵｷﾋｻ 巴里本舗 京都府
98 7205 1:52:05 湯浅　信幸 ﾕｱｻ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都府
99 7227 1:52:25 柿谷　秀樹 ｶｷﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ ｽｰﾊﾟｰﾉｷﾞｽ 京都府

100 7381 1:52:40 永田　直人 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾄ ピノス 滋賀県
101 7209 1:52:45 岡本　均 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ - 京都府
102 7292 1:53:16 照屋 倫生 ﾃﾙﾔ ﾉﾘｵ - 京都府
103 7260 1:53:22 秋沢　貴雄 ｱｷｻﾜ ﾀｶｵ - 埼玉県
104 7389 1:53:27 細井　俊資 ﾎｿｲ ｼｭﾝｽｹ - 京都府
105 7249 1:53:30 野村　亙 ﾉﾑﾗ ﾜﾀﾙ - 大阪府
106 7234 1:53:37 中西　康太 ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ - 兵庫県
107 7243 1:54:24 髙野　健治 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ - 京都府
108 7251 1:54:30 朝日　直樹 ｱｻﾋ ﾅｵｷ - 京都府
109 7228 1:55:17 坂本　暁人 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄ - 京都府
110 7363 1:55:35 花川 幹生 ﾊﾅｶﾜ ﾐｷｵ - 京都府
111 7240 1:55:55 濵谷　大 ﾊﾏﾀﾆ ﾋﾛｼ ﾏｲｼﾂｳ 京都府
112 7218 1:55:57 阪上　栄一 ｻｶｳｴ ｴｲｲﾁ - 兵庫県
113 7271 1:55:58 長濱 治 ﾅｶﾞﾊﾏ ｵｻﾑ - 京都府
114 7272 1:56:05 村上 直人 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾄ - 京都府
115 7319 1:56:25 佐々木 智博 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ スターサップ 大阪府
116 7237 1:56:33 吉川　裕也 ｷｯｶﾜ ﾋﾛﾔ - 京都府
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117 7347 1:56:56 満 純 ﾐﾂﾙ ｼﾞｭﾝ - 京都府
118 7331 1:57:03 岩崎 昭伸 ｲﾜｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ - 京都府
119 7335 1:57:12 西脇 智徳 ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾉﾘ 兵庫５区ＲＣ 兵庫県
120 7304 1:57:30 中島 牧雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｷｵ - 大阪府
121 7369 1:57:43 岩内　守 ｲﾜｳﾁ ﾏﾓﾙ - 京都府
122 7378 1:57:52 新間　健 ｼﾝﾏ ﾀｹｼ - 大阪府
123 7267 1:59:26 高橋 雅彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ - 京都府
124 7392 1:59:45 森　寛二郎 ﾓlﾘ ｶﾝｼﾞﾛｳ rt cheerly 大阪府
125 7276 1:59:59 万所 幸喜 ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ サンスポーツ 京都府
126 7372 2:00:38 江積　善之 ｴﾂﾞﾐ ﾖｼﾕｷ - 兵庫県
127 7226 2:01:03 法橋　秀明 ﾎｳｷｮｳ ﾋﾃﾞｱｷ - 京都府
128 7288 2:01:36 西脇 高洋 ﾆｼﾜｷ ﾀｶﾋﾛ 林の彼女作る会 愛知県
129 7282 2:02:01 平岡 成介 ﾋﾗｵｶ ｾｲｽｹ - 京都府
130 7393 2:02:26 筈谷　年乙 ﾊｽﾞﾀﾆ ﾄｼﾄ - 京都府
131 7344 2:03:20 川岸 収一 ｶﾜｷﾞｼ ｼｭｳｲﾁ みつるクラブ 大阪府
132 7286 2:03:24 玉村 和之 ﾀﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 風 京都府
133 7206 2:04:10 岡本　仁 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ - 京都府
134 7356 2:05:31 狩野 洋行 ｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 遙学園 京都府
135 7259 2:05:41 井上　謙志 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ - 京都府
136 7390 2:07:16 今田　英作 ｲﾏﾀﾞ ｴｲｻｸ - 奈良県
137 7246 2:08:15 有吉　卓也 ｱﾘﾖｼ ﾀｸﾔ - 京都府
138 7219 2:09:35 公文　保浩 ｸﾓﾝ ﾔｽﾋﾛ ゆめパレア 京都府
139 7384 2:09:49 小西　禎展 ｺﾆｼ ｻﾀﾞﾉﾘ - 兵庫県
140 7341 2:10:06 奥 健一郎 ｵｸ ｹﾝｲﾁﾛｳ - 京都府
141 7212 2:10:17 渡邊　俊文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾌﾐ - 滋賀県
142 7336 2:10:56 西村 卓 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸ 金八陸上部 京都府
143 7333 2:11:21 上西 剛 ｳｴﾆｼ ﾂﾖｼ - 京都府
144 7394 2:12:49 福島　正和 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
145 7371 2:14:07 辻井　康平 ﾂｼﾞｲ ｺｳﾍｲ love4rookies 京都府
146 7261 2:14:36 和田　一平 ﾜﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ - 京都府
147 7391 2:15:37 廣見　剛利 ﾋﾛﾐ ﾀｹﾄｼ rt cheerly 大阪府
148 7245 2:15:44 若林　大佐 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
149 7201 2:16:16 神野　博之 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
150 7238 2:18:14 田中　弘和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ - 京都府
151 7312 2:18:20 唄 裕樹 ﾊﾞｲ ﾋﾛｷ - 京都府
152 7355 2:18:27 岼 秀一 ﾕﾘ ｼｭｳｲﾁ - 京都府
153 7252 2:20:35 平井　享 ﾋﾗｲ ｽｽﾑ ｶﾐﾂｸﾞAC 京都府
154 7302 2:23:01 伊藤 盛春 ｲﾄｳ ｾｲｼｭﾝ - 京都府
155 7258 2:23:46 谷　直人 ﾀﾆ ﾅｵﾄ - 大阪府
156 7380 2:24:00 今村　満幸 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾂﾕｷ ピノス 京都府
157 7274 2:26:09 北村 建児 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
158 7289 2:26:32 高地 裕也 ｺｳﾁ ﾕｳﾔ 林の彼女作る会 兵庫県
159 7244 2:28:31 伊藤　浩二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ - 大阪府
160 7262 2:30:00 ・原　孝志 ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾀｶｼ - 大阪府
161 7250 2:30:23 伊藤　隆成 ｲﾄｳ ﾀｶﾅﾘ - 京都府
162 7311 2:31:47 山本 秀一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ - 京都府
163 7291 2:33:15 住山 香 ｽﾐﾔﾏ ｶｵﾙ 楽風 京都府
164 7367 2:34:02 芹川　修一郎 ｾﾘｶﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ - 大阪府
165 7318 2:37:09 藤原 邦寛 ﾌｼﾞﾜﾗ ｸﾆﾋﾛ - 京都府
166 7374 2:48:09 三浦　雅志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ - 大阪府
167 7256 2:49:07 塩内　宏行 ｼｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
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3 3部　男子ハーフマラソン40歳代

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 7469 1:11:03 吉田　雅広 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 野田川クラブ 京都府
2 7460 1:12:47 井上　孝信 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾉﾌﾞ 松尾電機AC 京都府
3 7556 1:13:11 山下 智弘 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三碓オヤジーズ 兵庫県
4 7486 1:14:02 古野 修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 桂川走友会 京都府
5 7425 1:14:14 農添　光陽 ﾉｳｿﾞｴ ｺｳﾖｳ 京セラ 京都府
6 7593 1:16:08 奥山 諭 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ - 京都府
7 7484 1:17:27 平岡 隆志 ﾋﾗｵｶ ﾀｶｼ 宝が池ＳＴＣ 京都府
8 7452 1:17:31 坊　裕行 ﾎﾞｳ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
9 7405 1:18:07 川辺　敬 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ 三菱自動車京都 京都府

10 7482 1:20:12 竹田 陽介 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ テイクソー 大阪府
11 7409 1:20:38 足立　浩一 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
12 7421 1:20:41 小林　俊哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ Ｔ＆Ｎ　RC 京都府
13 7609 1:20:46 松井 祥文 ﾏﾂｲ ﾖｼﾌﾐ あすリード 大阪府
14 7588 1:21:29 山田 敏由 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ - 京都府
15 7578 1:22:19 奥野 潔 ｵｸﾉ ｷﾖｼ 神戸王子サブ愛 兵庫県
16 7531 1:23:30 杉山 利明 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ 火曜夜御所走会 大阪府
17 7579 1:23:33 前田 伊智朗 ﾏｴﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 夢舞台ＲＣ 兵庫県
18 7572 1:23:41 藤田 博之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
19 7433 1:23:43 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
20 7496 1:25:17 湯浅 浩史 ﾕｱｻ ﾋﾛｼ ミンタス陸上部 京都府
21 7481 1:27:00 赤畠 光一 ｱｶﾊﾀ ｺｳｲﾁ - 京都府
22 7417 1:28:02 斉藤　剛 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 太陽が丘ＪＣ 京都府
23 7480 1:28:25 上原 敦 ｳｴﾊﾗ ｱﾂｼ テイク双 兵庫県
24 7564 1:28:35 柴田 泰孝 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾀｶ - 京都府
25 7602 1:29:06 入江 賢 ｲﾘｴ ﾏｻﾙ 鉄人くらわんか 京都府
26 7554 1:29:10 大塚 保孝 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾀｶ - 兵庫県
27 7639 1:29:30 小出　正夫 ｺｲﾃﾞ ﾏｻｵ - 兵庫県
28 7464 1:29:51 森田　晋 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ 焼肉の花山RC 京都府
29 7404 1:30:04 保田　志信 ﾔｽﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 仙人会 京都府
30 7492 1:30:09 山根 昭仁 ﾔﾏﾈ ｱｷﾋﾄ - 京都府
31 7450 1:30:24 谷口　雄一 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ - 京都府
32 7506 1:31:25 黒田 晋一 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｲﾁ - 京都府
33 7465 1:32:09 戸田　篤 ﾄﾀﾞ ｱﾂｼ 宝ヶ池STC 京都府
34 7635 1:32:19 田端　之彦 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｷﾋｺ - 大阪府
35 7463 1:32:28 上林　太志 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾌﾄｼ - 京都府
36 7501 1:32:30 上田 幸司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ みにまむ 京都府
37 7419 1:32:31 田村　元起 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ - 京都府
38 7451 1:32:32 高橋　肇 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ ﾙﾈｻｽ北伊丹 兵庫県
39 7500 1:33:07 高橋 渉 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 焼肉の花山ＲＣ 京都府
40 7490 1:33:20 八木 堅次 ﾔｷﾞ ｹﾝｼﾞ 南桑中学校 京都府
41 7523 1:33:52 中山 康生 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｵ - 京都府
42 7620 1:34:06 武石　智 ﾀｹｲｼ ｻﾄｼ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
43 7517 1:34:25 藤谷 徳孝 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾉﾘﾀｶ - 大阪府
44 7551 1:34:32 山田 裕彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ - 兵庫県
45 7436 1:35:07 中西　宏彰 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ - 京都府
46 7431 1:35:32 染田　良弘 ｿﾒﾀ ﾖｼﾋﾛ 海自舞鶴陸上部 京都府
47 7499 1:35:50 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
48 7562 1:35:53 冨江 保 ﾄﾐｴ ﾀﾓﾂ - 京都府
49 7491 1:36:15 竹内 康行 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ ＮＴＴデータ 京都府
50 7621 1:36:18 古井　学 ﾌﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
51 7603 1:36:21 桑谷 正之 ｸﾜﾀﾆ ﾏｻﾕｷ - 京都府
52 7601 1:36:23 中川 雄介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ - 京都府
53 7472 1:36:27 吉田　昌平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ - 京都府
54 7642 1:36:36 森島　聖夫 ﾓﾘｼﾏ ﾏｻｵ - 大阪府
55 7534 1:36:36 司 昭彦 ﾂｶｻ ｱｷﾋｺ - 大阪府
56 7483 1:36:43 野村 浩晃 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｱｷ - 京都府
57 7432 1:37:03 林　雅樹 - - 京都府
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58 7494 1:37:04 中島 保志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾎｼ ＤＡＹＴＯＲＡ 京都府
59 7614 1:37:09 荒澤　実 ｱﾗｻﾜ ﾐﾉﾙ - 神奈川県
60 7585 1:37:09 船木 秀則 ﾌﾅｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ゴンジロウ 京都府
61 7403 1:37:11 髙野　一俊 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾄｼ 海上自衛隊舞鶴地方総監部 京都府
62 7600 1:37:20 押田 健一 ｵｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ おちゃＲＵＮｃ 兵庫県
63 7622 1:37:32 山田　亘 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 京都産業大学附属高校 大阪府
64 7497 1:37:43 畑 晃典 ﾊﾀ ｱｷﾉﾘ ＪＡＮＳＳＥＮ 大阪府
65 7423 1:37:55 田辺　敦史 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 白川学園RC 京都府
66 7612 1:38:00 尾嶋 一浩 ｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ - 京都府
67 7479 1:38:29 上山 弘泰 ｳｴﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ - 兵庫県
68 7563 1:38:40 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ - 京都府
69 7606 1:39:07 泉本 健一郎 ｲｽﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ - 京都府
70 7610 1:39:21 宮澤 一幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ - 大阪府
71 7526 1:39:23 渡邊 正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
72 7611 1:39:34 宇都宮 浩 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛｼ - 大阪府
73 7544 1:39:35 熊谷 義幸 ｸﾏﾀﾆ ﾖｼﾕｷ - 京都府
74 7407 1:39:43 永口　宏 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
75 7574 1:39:55 松野 宏 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ - 京都府
76 7540 1:40:01 藤川 淳一 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
77 7538 1:40:38 橋本 修 ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ ＪＢランナーズ 京都府
78 7511 1:40:57 須川 良太 ｽｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ふぁんらん 京都府
79 7446 1:40:59 福森　裕久 ﾌｸﾓﾘ ﾋﾛﾋｻ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
80 7411 1:41:09 洲﨑　章弘 ｽｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 洲崎鋳工㈱ 京都府
81 7566 1:41:20 三宅 順也 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝﾔ - 京都府
82 7528 1:41:24 稲葉 直隆 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾀｶ - 京都府
83 7561 1:41:37 吉田 憲悟 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ - 京都府
84 7418 1:41:40 エドワーズ　ジム - 京都福音自由教会 京都府
85 7640 1:41:46 清家　祐司 ｾｲｹ ﾕｳｼﾞ - 京都府
86 7509 1:41:59 大橋 洋 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
87 7422 1:42:09 宇野　元 ｳﾉ ﾊｼﾞﾒ - 兵庫県
88 7591 1:42:10 小国 達矢 ｵｸﾞﾆ ﾀﾂﾔ ＴｅａｍＮＡＳ 京都府
89 7493 1:42:21 宮脇 久男 ﾐﾔﾜｷ ﾋｻｵ - 兵庫県
90 7607 1:42:55 斉藤 浩史 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ チームトータス 京都府
91 7543 1:42:59 能口 正信 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ グッチランラン 京都府
92 7604 1:43:09 田代 潤 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝ 金曜走ろう会 大阪府
93 7582 1:43:15 青野 泰三 ｱｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ 風ｒｕｎ坊 京都府
94 7595 1:43:16 小峰 誠 ｺﾐﾈ ﾏｺﾄ 総本山智積院 京都府
95 7504 1:43:28 望月 勉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾄﾑ - 京都府
96 7580 1:43:32 川島 信雄 ｶﾜｼﾏ ﾉﾌﾞｵ ダイハツ 京都府
97 7636 1:43:37 林　健伸 ﾊﾔｼ ﾀｹﾉﾌﾞ - 京都府
98 7429 1:43:49 八田　和夫 ﾊｯﾀ ｶｽﾞｵ ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ 京都府
99 7515 1:43:52 中川 道弘 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ ＴａＫａＲａ 京都府

100 7440 1:43:56 松原　武司 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 京丹波町役場 京都府
101 7547 1:43:58 加藤 泰一 ｶﾄｳ ﾀｲｲﾁ ＷＡＤＡＣＨＩ 京都府
102 7448 1:44:03 田中　誠幸 ﾀﾅｶ ｾｲｺｳ - 京都府
103 7476 1:44:07 宅間 博昭 ﾀｸﾏ ﾋﾛｱｷ - 京都府
104 7447 1:44:16 平野　慶三 ﾋﾗﾉ ｹｲｿﾞｳ Team P-man 京都府
105 7475 1:44:26 田中　優加士 ﾀﾅｶ ﾕｶｼ - 京都府
106 7633 1:44:29 吉野　輝永 ﾖｼﾉ ﾃﾙﾅｶﾞ - 京都府
107 7638 1:44:31 岩佐　和秀 ｲﾜｻ ｶｽﾞﾋﾃﾞ - 大阪府
108 7535 1:44:39 梶田 昌裕 ｶｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 林の彼女作る会 大阪府
109 7596 1:44:41 北川 貞大 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾋﾛ カゴヤジャパン 京都府
110 7444 1:45:02 小畑　弘和 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｶｽﾞ - 滋賀県
111 7473 1:45:32 馬杉　庄二 ﾏｽｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 芦原会館 滋賀県
112 7630 1:45:55 宇山　淳一 ｳﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
113 7477 1:45:58 大嶋 烈 ｵｵｼﾏ ﾀｹｼ 金曜走ろう会 京都府
114 7576 1:46:03 人羅 浩基 ﾋﾄﾗ ﾋﾛｷ - 京都府
115 7608 1:46:08 森 泰章 ﾓﾘ ﾔｽｱｷ 湖池屋ＲＣ 京都府
116 7415 1:46:17 並川　尚史 ﾅﾐｶﾜ ﾅｵﾌﾐ - 京都府
117 7581 1:46:20 強田 健治 ｷｮｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 大阪府
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118 7549 1:46:22 賀内 正文 ｶｳﾁ ﾏｻﾌﾐ - 京都府
119 7557 1:46:30 奥村 一行 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ - 大阪府
120 7434 1:46:47 平野　剛 ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ - 徳島県
121 7438 1:46:56 稲田　雅則 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ - 京都府
122 7507 1:46:58 丸山 龍二 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ - 京都府
123 7584 1:47:00 石田 勉 ｲｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ ＲＯＤＥＭＵ 京都府
124 7567 1:47:04 杉本 晋造 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｿﾞｳ - 京都府
125 7428 1:47:09 浅野　清昭 - - 京都府
126 7522 1:47:11 村瀬 隆士 ﾑﾗｾ ﾀｶｼ - 京都府
127 7532 1:47:42 村瀬 茂樹 ﾑﾗｾ ｼｹﾞｷ - 京都府
128 7637 1:47:44 草木　大 ｸｻｷ ﾀﾞｲ - 滋賀県
129 7552 1:48:03 梅原 透 ｳﾒﾊﾗ ﾄｵﾙ がんばるやん 京都府
130 7442 1:48:09 浅野　浩司 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ らくちん 京都府
131 7644 1:48:27 西村　弘毅 ﾆｼﾑﾗ ピノス 京都府
132 7510 1:48:34 和島 恭士郎 ﾜｼﾞﾏ ｷｮｳｼﾛｳ 鉄人くらわんか 京都府
133 7623 1:48:44 永井　良明 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｱｷ - 京都府
134 7461 1:48:51 木田　正明　 ｷﾀﾞ ﾏｻｱｷ JR西日本RC 大阪府
135 7548 1:49:37 木村 史郎 ｷﾑﾗ ｼﾛｳ - 京都府
136 7545 1:49:38 星野 弘喜 ﾎｼﾉ ﾋﾛｷ ＳＨＩＮ２ 京都府
137 7546 1:49:38 熊崎 哲雄 ｸﾏｻﾞｷ ﾃﾂｵ ＳＨＩＮ２ 京都府
138 7617 1:49:43 中川　善文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ - 兵庫県
139 7427 1:49:58 才村　正好 - - 京都府
140 7616 1:50:00 渋谷　祥一 ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳｲﾁ - 兵庫県
141 7468 1:50:05 古勝　哲夫 ｺｶﾂ ﾃﾂｵ - 京都府
142 7646 1:50:06 仲島　潔 ﾅｶｼﾏ ｷﾖｼ - 大阪府
143 7568 1:50:40 松村 慎二 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝｼﾞ ランデザイン 京都府
144 7525 1:51:14 田中 久喜 ﾀﾅｶ ﾋｻｷ - 京都府
145 7462 1:51:22 足立　克己 ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾐ あなこんだ猪名川 兵庫県
146 7550 1:51:27 斧 泰三 ｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ - 兵庫県
147 7625 1:51:43 大藪　禎一 ｵｵﾔﾌﾞ ﾀﾀﾞｶｽﾞ - 京都府
148 7470 1:51:44 安藤　祐二 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 山田松香木店 京都府
149 7498 1:51:57 嶋田 和宏 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＦＲＵＮ 京都府
150 7406 1:52:18 野原　武 ﾉﾊﾗ ﾀｹｼ ﾎﾞﾎﾞﾌﾞﾗｼﾞﾙ 京都府
151 7420 1:52:22 静野　圭克 ｼｽﾞﾉ ﾖｼｶﾂ - 京都府
152 7541 1:52:34 佐藤 浩之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
153 7527 1:52:39 堤 弘治 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ ＳＵＮＣＡＬＬ 京都府
154 7519 1:52:42 氷上 健三 ﾋｶﾐ ｹﾝｿﾞｳ チームびび 京都府
155 7555 1:53:10 高野 喜博 ﾀｶﾉ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
156 7573 1:54:07 松島 順也 ﾏﾂｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪トヨタ 大阪府
157 7512 1:54:24 羽田 信晴 ﾊﾈﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ ふぁんらん 京都府
158 7645 1:54:51 高杉　洋 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾛｼ - 京都府
159 7618 1:54:59 北井　文人 ｷﾀｲ ﾌﾐﾋﾄ - 京都府
160 7458 1:55:06 樋口　義之 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ - 京都府
161 7542 1:55:14 小野 知哉 ｵﾉ ﾄﾓﾔ クエスチョン 兵庫県
162 7613 1:55:50 八田 好之 ﾊｯﾀ ﾖｼﾕｷ - 滋賀県
163 7474 1:56:23 大辻　浩明 ｵｵﾂｼﾞ ﾋﾛｱｷ - 京都府
164 7401 1:57:15 髙木　輝 ﾀｶｷﾞ ﾃﾙ - 大阪府
165 7416 1:57:23 中渡瀬　隆 ﾅｶﾜﾀｾ ﾀｶｼ - 奈良県
166 7575 1:57:34 小林 賀津雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾞｵ - 京都府
167 7577 1:57:34 安達 紀之 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ - 大阪府
168 7530 1:57:46 南本 忠宏 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 京都教育 京都府
169 7508 1:58:14 山下 毅 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ 大開ランナーズ 大阪府
170 7559 1:58:21 宮川 晃一 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ - 兵庫県
171 7594 1:58:30 植田 聖 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ ＫＳＲ 京都府
172 7424 1:58:38 内貴　崇 ﾅｲｷ ﾀｶｼ - 京都府
173 7455 1:58:51 松永　茂樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞｷ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
174 7605 1:58:58 宗里 浩 ﾑﾈｻﾄ ﾋﾛｼ - 広島県
175 7569 2:00:16 宮崎 朋和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ - 大阪府
176 7471 2:01:19 中山　攻志 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼ ﾗﾝﾊﾞﾄﾞ 兵庫県
177 7443 2:01:31 畑段　隆浩 ﾊﾀﾀﾞﾝ ﾀｶﾋﾛ ﾁｰﾑらくちん 京都府

8/46



順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

178 7426 2:02:20 青山　忠生 ｱｵﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ - 大阪府
179 7628 2:02:36 寺田　貢 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 走乱会 大阪府
180 7505 2:03:41 池原 弘量 ｲｹﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ - 京都府
181 7589 2:03:50 池尾 幸司 ｲｹｵ ｺｳｼﾞ チーム電建 大阪府
182 7570 2:04:43 飯田 秀一 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ - 奈良県
183 7565 2:05:20 藤田 智 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ - 京都府
184 7441 2:05:24 安田　実 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ - 京都府
185 7597 2:07:10 森景 靖浩 ﾓﾘｶｹﾞ ﾔｽﾋﾛ - 大阪府
186 7413 2:07:19 的場　照久 ﾏﾄﾊﾞ ﾃﾙﾋｻ - 京都府
187 7402 2:07:32 古川　桂史 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｼﾞ - 京都府
188 7457 2:07:57 野村　和也 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ - 大阪府
189 7599 2:08:25 小堺 憲一 ｺｻﾞｶｲ ｹﾝｲﾁ - 京都府
190 7553 2:08:26 古平 直人 ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵﾄ ベストフレンズ 滋賀県
191 7624 2:09:07 金村　貴秀 ｶﾅﾑﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ - 京都府
192 7587 2:10:22 谷口 高広 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ＭＴＰＣ 滋賀県
193 7634 2:10:23 中川　清隆 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾀｶ - 大阪府
194 7560 2:12:30 澤田 直隆 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 楽風ランナーズ 京都府
195 7485 2:12:55 小倉 恒憲 ｵｸﾞﾗ ﾂﾈﾉﾘ 神戸港島通信 兵庫県
196 7626 2:13:07 小宮山　智之 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄｼ くらわんか 京都 京都府
197 7520 2:14:04 桐村 昌幸 ｷﾘﾑﾗ ﾏｻﾕｷ チームびび 京都府
198 7467 2:14:36 浅井　勝仁 ｱｻｲ ｶﾂﾋﾄ - 京都府
199 7641 2:14:38 武田　治 ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ はましん 福井県
200 7571 2:16:05 田原 良祐 ﾀﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ ＲＣ４５ 京都府
201 7627 2:17:17 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
202 7437 2:17:56 平山　斉昭 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾘｱｷ - 徳島県
203 7489 2:20:34 中西 俊泰 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾔｽ ミドレスト 京都府
204 7430 2:20:35 脇坂　敏明 - - 京都府
205 7456 2:21:38 山田　貴也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾔ - 京都府
206 7487 2:22:11 井上 欽也 ｲﾉｳｴ ｷﾝﾔ - 京都府
207 7454 2:22:51 山内　俊和 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ ﾁｰﾑらくちん 京都府
208 7558 2:23:10 窪添 唯洋 ｸﾎﾞｿﾞｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ京都ＹＥＧ楽風 京都府
209 7539 2:25:38 八木 彰一 ﾔｷﾞ ｼｮｳｲﾁ - 京都府
210 7503 2:29:18 三輪 武彦 ﾐﾜ ﾀｹﾋｺ - 京都府
211 7583 2:29:42 三崎 寿之 ﾐｻｷ ﾄｼﾕｷ 柳池ランナーズ 京都府
212 7529 2:32:15 山田 直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
213 7615 2:32:51 澤山　浩幸 ｻﾜﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
214 7533 2:35:38 江藤 克彦 ｴﾄｳ ｶﾂﾋｺ - 京都府
215 7647 2:39:04 坂本　博士 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ - 京都府
216 7619 2:42:41 木村　章弘 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 京都コンピュータ学院 京都府
217 7629 2:47:45 小林　達弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ - 京都府
218 7632 2:49:29 吉川　和仁 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾄ - 京都府
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4 4部　男子ハーフマラソン50歳代

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 7702 1:16:02 柿原　貴次 ｶｷﾊﾗ ﾀｶｼﾞ 柿原ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 京都府
2 7708 1:19:39 井内　美喜夫 ｲﾉｳﾁ ﾐｷｵ ﾁｰﾑﾋﾟｰﾏﾝ 京都府
3 7709 1:21:40 足立　正登 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 太陽が丘ＪＣ 京都府
4 7869 1:22:31 山田 厚生 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｵ 大阪市役所 大阪府
5 7749 1:22:51 福田　義明 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 亀岡ｸﾗﾌﾞ 大阪府
6 7867 1:25:22 濱崎 幸弘 ﾊﾏｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ - 兵庫県
7 7795 1:26:27 橘 章良 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾗ - 兵庫県
8 7884 1:26:48 薮本　宏幸 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ベルファミリィー 兵庫県
9 7773 1:27:42 川戸　学 ｶﾜﾄ ﾏﾅﾌﾞ 途中ヶ丘RC 京都府

10 7871 1:28:58 安藤 明典 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ - 京都府
11 7842 1:29:12 松村 弘一 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ＲＷＳ 大阪府
12 7752 1:29:15 田頭　雅法 ﾀｶﾞｼﾗ ﾏｻﾉﾘ ﾁｰﾑ106 大阪府
13 7757 1:31:12 田中　彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 山科疏水ラン魔 京都府
14 7811 1:31:26 乾 タルオ ｲﾇｲ ﾀﾙｵ 淀川ランナーズ 大阪府
15 7847 1:32:13 桜井 一 ｻｸﾗｲ ﾊｼﾞﾒ - 京都府
16 7877 1:32:13 上田　健一 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東洋ゴム工業 大阪府
17 7746 1:32:26 川橋　豊 ｶﾜﾊｼ ﾕﾀｶ 京都ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞ 京都府
18 7714 1:32:39 楠本　彰一 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 火曜夜御所走会 京都府
19 7831 1:32:50 川本 晴彦 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ - 京都府
20 7835 1:33:32 南山 栄成 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 伏見走ろう会 京都府
21 7704 1:33:32 三宅　荘介 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ 犬川烈風隊 京都府
22 7830 1:33:37 川辺 民昭 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾐｱｷ RIKUDO 京都府
23 7718 1:33:47 古林　正已 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ 福知山駅前RC 京都府
24 7759 1:33:54 鳥居　英司 ﾄﾘｲ ｴｲｼﾞ 京都市交通局 京都府
25 7710 1:34:24 井内　重樹 ｲﾉｳﾁ ｼｹﾞｷ 千代川町体振R.C 京都府
26 7734 1:34:32 古林　武夫 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｹｵ - 兵庫県
27 7810 1:34:37 後藤 満 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾙ 宝が池ＳＴＣ 京都府
28 7865 1:35:21 小畑 英治 ｵﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ - 京都府
29 7711 1:35:37 西田　廣繁 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼｹﾞ - 京都府
30 7789 1:35:57 木村　頼八 ｷﾑﾗ ﾖﾘﾔ 三段池RC 京都府
31 7841 1:36:17 矢野 高士 ﾔﾉ ﾀｶｼ チーム１０６ 兵庫県
32 7802 1:36:18 山根 修一 ﾔﾏﾈ ｼｭｳｲﾁ ローム（株） 京都府
33 7786 1:36:29 板垣　誓 ｲﾀｶﾞｷ ﾁｶｼ 三段池RC 京都府
34 7753 1:36:43 古田　博光 ﾌﾙﾀ ﾋﾛﾐﾂ - 京都府
35 7744 1:37:13 坂根　廣昭 ｻｶﾈ ﾋﾛｱｷ - 京都府
36 7793 1:37:33 長谷川 満 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 火曜夜御所走会 京都府
37 7769 1:37:35 和田　富夫 ﾜﾀﾞ ﾄﾐｵ 加悦走友会 京都府
38 7748 1:38:17 中津　義明 ﾅｶﾂ ﾖｼｱｷ - 大阪府
39 7727 1:38:19 西村　孝平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ JJｸﾗﾌﾞ 京都府
40 7738 1:38:29 木村　要 ｷﾑﾗ ｶﾅﾒ - 京都府
41 7866 1:38:49 西村 耕三 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ - 京都府
42 7851 1:39:23 廣垣 正治 ﾋﾛｶﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 三重走友会 三重県
43 7816 1:39:43 松岡 重昭 ﾏﾂｵｶ ｼｹﾞｱｷ 姫路市役所 兵庫県
44 7771 1:39:47 中川　善博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
45 7774 1:39:56 堂本　勲 ﾄﾞｳﾓﾄ ｲｻｵ 京都はしろう会 京都府
46 7796 1:39:58 林 晴夫 ﾊﾔｼ ﾊﾙｵ - 京都府
47 7815 1:40:06 佐々木 繁隆 ｻｻｷ ｼｹﾞﾀｶ - 兵庫県
48 7782 1:40:17 福井　亘 ﾌｸｲ ﾜﾀﾙ - 京都府
49 7840 1:40:40 中村 一郎 ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾛｳ ｋｔｃ 京都府
50 7740 1:41:00 露原　努 ﾂﾕﾊﾗ ﾂﾄﾑ 鳥居進学ゼミ 京都府
51 7855 1:41:08 久保 公男 ｸﾎﾞ ｷﾐｵ Ｆ・タートルズ 京都府
52 7808 1:41:11 長谷川 覚 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾙ - 京都府
53 7767 1:41:13 山田　一男 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ SHIN2 京都府
54 7819 1:41:32 松本 吉司 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾁｼﾞ - 京都府
55 7701 1:41:35 今井　恒夫 ｲﾏｲ ﾂﾈｵ 桂川走友会 京都府
56 7856 1:41:42 羽室 毅 ﾊﾑﾛ ﾀｹｼ ＭＴＰＣ 兵庫県
57 7726 1:42:08 井上　智志 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 平松ﾗﾝﾅｰｽﾞ 兵庫県
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58 7703 1:42:31 山口　貴司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ - 京都府
59 7874 1:42:32 中村 善剛 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｹ - 京都府
60 7736 1:42:35 大川　昌守 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾓﾘ 武庫川SC 京都府
61 7846 1:43:27 佐藤 充宏 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ - 兵庫県
62 7809 1:44:05 黒田 巧 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
63 7731 1:44:06 米辻　幸夫 ﾖﾈﾂｼﾞ ﾕｷｵ FC・ｷｰｽﾄﾝ 大阪府
64 7860 1:44:09 藤長 昭雄 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｱｷｵ - 京都府
65 7765 1:44:25 奥村　和孝 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 炭山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
66 7822 1:44:33 梅夛 博実 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾛﾐ - 京都府
67 7857 1:44:47 村木 秀嗣 ﾑﾗｷ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ - 滋賀県
68 7839 1:45:02 大原 和也 ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾔ - 兵庫県
69 7758 1:45:09 中山　徹 ﾅｶﾔﾏ ﾄｵﾙ - 京都府
70 7868 1:45:16 中島 経郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾈｵ ＭＷ－Ｒ 京都府
71 7813 1:45:25 高松 英二 ﾀｶﾏﾂ ｴｲｼﾞ - 京都府
72 7844 1:45:38 西村 良孝 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾀｶ - 大阪府
73 7783 1:45:46 市野　和彦 ｲﾁﾉ ｶｽﾞﾋｺ 桂酔走楽団★ 京都府
74 7824 1:45:48 村井 正幸 ﾑﾗｲ ﾏｻﾕｷ 大日本スクリン 京都府
75 7706 1:46:10 奥野　寿士 ｵｸﾉ ﾄｼｼﾞ - 京都府
76 7806 1:46:24 林 信之 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 京都ランラボ 大阪府
77 7747 1:46:55 八木　清友 ﾔｷﾞ ｷﾖﾄﾓ - 京都府
78 7781 1:47:16 松井　進 ﾏﾂｲ ｽｽﾑ - 京都府
79 7784 1:47:51 坂田由紀夫 ｻｶﾀ ﾕｷｵ - 京都府
80 7838 1:48:24 藤浪 幹也 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾐｷﾔ 楽風ランナーズ 京都府
81 7880 1:48:29 川上　圭介 ｶﾜｶﾐ ｹｲｽｹ frun 京都府
82 7775 1:49:05 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
83 7732 1:49:14 北橋　初 ｷﾀﾊｼ ﾊｼﾞﾒ - 京都府
84 7883 1:49:25 北村　敦志 ｷﾀﾑﾗ ｱﾂｼ ピノス 京都府
85 7814 1:49:28 三柴 強 ﾐｼﾊﾞ ﾂﾖｼ わがままＲＣ 京都府
86 7764 1:49:30 和田　明宏 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ﾁｪﾘｵ 和歌山県
87 7756 1:49:48 上山　二郎 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞﾛｳ - 京都府
88 7720 1:49:55 北村　三治 ｷﾀﾑﾗ ｻﾝｼﾞ - 京都府
89 7716 1:50:04 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
90 7843 1:50:06 山本 たかし ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 京都走ろう会 京都府
91 7730 1:50:16 堤　義三 ﾂﾂﾐ ﾖｼｿﾞｳ - 京都府
92 7712 1:50:18 山内　浩二 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ - 京都府
93 7872 1:50:33 北野 俊治 ｷﾀﾉ ﾄｼﾊﾙ とよたファミリ 福井県
94 7837 1:50:43 岩井 啓三 ｲﾜｲ ｹｲｿﾞｳ 岩井歯科医院 京都府
95 7721 1:50:49 西村　八郎 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾁﾛｳ - 京都府
96 7827 1:51:02 西村 幸信 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ ＳＨＩＮ２ 京都府
97 7803 1:51:41 茨山 保隆 ｲﾊﾞﾗﾔﾏ ﾔｽﾀｶ 日本新薬駅伝部 京都府
98 7821 1:51:47 井上 弘 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾑ - 京都府
99 7858 1:51:48 渡辺 一哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ ＦＵＲＥ☆ＡＩ 京都府

100 7859 1:52:00 岩井 春樹 ｲﾜｲ ﾊﾙｷ - 京都府
101 7801 1:52:22 山梨 彰一 ﾔﾏﾅｼ ｼｮｳｲﾁ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
102 7804 1:52:24 小島 滋人 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾄ 楽風ランナーズ 京都府
103 7853 1:52:52 清水 洋輔 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ - 兵庫県
104 7812 1:53:08 中谷 哲 ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ チーム　さなえ 鳥取県
105 7833 1:53:09 赤松 弘一 ｱｶﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ うみがめＲＣ 兵庫県
106 7725 1:53:44 山下　八寿男 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｵ - 京都府
107 7768 1:53:59 岸本　和芳 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ - 京都府
108 7849 1:54:06 畑井 正明 ﾊﾀｲ ﾏｻｱｷ 清水建設 大阪府
109 7823 1:54:13 片山 保 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾓﾂ - 京都府
110 7792 1:54:27 福中 誠郎 ﾌｸﾅｶ ｾｲﾛｳ エルアイ武田 兵庫県
111 7707 1:54:29 尾崎　雅也 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾔ - 京都府
112 7780 1:54:49 関　隆穂 ｾｷ ﾀｶﾎ - 京都府
113 7754 1:54:56 保坂　重行 - 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
114 7879 1:55:13 池田　雄二 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ - 大阪府
115 7800 1:56:17 高橋 忠義 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾖｼ 海自舞鶴 京都府
116 7715 1:56:41 藤山　雅三 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏｻｿﾞｳ - 京都府
117 7787 1:56:59 城下　俊二 ｼﾛｼﾀ ｼｭﾝｼﾞ こどもみらい館 京都府
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118 7832 1:57:01 石部 邦伸 ｲｼﾍﾞ ｸﾆﾉﾌﾞ マルニックス 岡山県
119 7864 1:57:05 井上 善和 ｲﾉｳｴ ﾖｼｶｽﾞ - 兵庫県
120 7776 1:57:06 梅津　昌平 ｳﾒﾂﾞ ｼｮｳﾍｲ すたこらＤＯＮ 京都府
121 7777 1:57:32 瀬野　喜代雄 ｾﾉ ｷﾖｵ - 京都府
122 7733 1:58:06 森下　一典 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 京都ホテル 京都府
123 7790 1:58:25 佐藤　浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ - 兵庫県
124 7742 1:58:41 菱木　寿栄次 ﾋｼｷ ｽｴｼﾞ - 京都府
125 7705 1:59:19 西村　正隆 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾀｶ - 兵庫県
126 7717 1:59:44 小島　清志 ｺｼﾞﾏ ｷﾖｼ 猪野々いきな会 京都府
127 7719 2:00:00 山本　敬三 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ 中牧RC 京都府
128 7826 2:00:28 武本 繁 ﾀｹﾓﾄ ｼｹﾞﾙ ＳＨＩＮ２ 京都府
129 7761 2:01:10 松本　靖彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 東京南稜会 兵庫県
130 7875 2:02:17 城江 宣行 ｼﾛｴ ﾉﾌﾞﾕｷ - 兵庫県
131 7728 2:02:58 廣野　貴夫 - ﾍﾙｽﾋﾟｱ21 京都府
132 7878 2:04:21 寺井　一佑 ﾃﾗｲ ｲﾁﾕｳ 関西能楽研究会 京都府
133 7743 2:04:23 福嶋　諭 ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ 日本電産ｼﾝﾎﾟ 京都府
134 7882 2:04:32 尾崎　望 ｵｻﾞｷ ﾉｿﾞﾑ 民医連走ろう会 京都府
135 7755 2:04:38 佐古田　登 ｻｺﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ - 京都府
136 7850 2:06:17 峪 博 ｻｺ ﾋﾛｼ - 京都府
137 7862 2:07:07 村井 博文 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ オムラン 京都府
138 7836 2:07:19 山本 邦夫 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｵ - 京都府
139 7834 2:07:31 茅原 琢瑞 ﾁﾊﾗ ﾀｸｽﾞｲ - 和歌山県
140 7818 2:07:49 大澤 実 ｵｵｻﾜ ﾐﾉﾙ - 京都府
141 7713 2:07:51 髙木　伸夫 ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞｵ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
142 7848 2:09:15 大西 和也 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ - 兵庫県
143 7807 2:10:25 上村 敏郎 ｶﾐﾑﾗ ﾄｼﾛｳ - 京都府
144 7724 2:10:30 吉田　幸雄 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ - 京都府
145 7778 2:11:18 柄崎　眞一 ﾂｶｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
146 7722 2:13:06 永田　稔博 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ - 京都府
147 7854 2:13:12 肥後 孝 ﾋｺﾞ ﾀｶｼ 舞鶴トライアス 京都府
148 7737 2:13:54 河島　重信 ｶﾜｼﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ - 京都府
149 7799 2:14:08 石本 勝則 ｲｼﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ - 京都府
150 7772 2:14:23 西澤　龍男 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾂｵ - 京都府
151 7779 2:16:27 西　博幸 ﾆｼ ﾋﾛﾕｷ ｶﾐｯｸﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
152 7751 2:16:48 櫻井　信和 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ - 京都府
153 7745 2:18:21 足立　浩生 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｷ - 京都府
154 7739 2:19:37 石田　賢司 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 京都府
155 7829 2:21:01 川田原 雅直 ｶﾜﾀﾊﾗ ﾏｻﾅｵ ＳＨＩＮ２ 京都府
156 7863 2:21:13 栗山 隆 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｼ マクドナルド 大阪府
157 7845 2:22:37 雨森 治 ｱﾒﾓﾘ ｵｻﾑ - 京都府
158 7760 2:23:19 足立　雅三 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾐ - 京都府
159 7794 2:23:58 土屋 健司 ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾞ - 大阪府
160 7791 2:28:13 森松 信夫 ﾓﾘﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ 森松走生会 兵庫県
161 7870 2:28:27 谷口 光司 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｼﾞ - 滋賀県
162 7876 2:31:47 吉田 昌典 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 楽風ランナーズ 京都府
163 7885 2:33:27 的馬　治彦 ﾏﾄﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ - 京都府
164 7881 2:36:55 亀谷　益夫 ｶﾒﾀﾆ ﾏｽｵ - 京都府
165 7762 2:38:16 加藤　武彦 ｶﾄｳ ﾀｹﾋｺ - 京都府
166 7741 2:39:31 由里　光一 ﾕﾘ ｺｳｲﾁ - 京都府
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5 5部　男子ハーフマラソン60歳以上

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 7926 1:29:22 坂東　廣昭 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ - 兵庫県
2 7940 1:33:11 志儀　和明 - 豊中ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 大阪府
3 7942 1:33:39 酢谷　寿美治 ｽﾀﾞﾆ ｽﾐﾊﾙ ｲｺﾞ･ﾏｱ･ﾀﾝｺ 東京都
4 7927 1:34:00 斉藤　敏明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ - 京都府
5 7939 1:34:55 米井　勝秀 ﾖﾈｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 京都創成大学 京都府
6 7932 1:35:00 村田　晃一 ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ - 京都府
7 7960 1:35:15 本江 一博 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊｽﾞﾋﾛ サン・スポーツ 京都府
8 7917 1:36:19 松井　睦 - 太陽が丘ＪＣ 京都府
9 7916 1:36:22 加藤　哲郎 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ 亀岡ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府

10 7915 1:36:22 平井　修三 ﾋﾗｲ ｼｭｳｿﾞｳ 宝が池STC 京都府
11 7943 1:36:31 鳥塚　佳男 ﾄﾘﾂｶ ﾖｼｵ 太陽が丘ＪＣ 京都府
12 7946 1:38:18 小竹原　政徳 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 伊丹RC 兵庫県
13 7936 1:38:47 上田　正和 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ - 大阪府
14 7967 1:39:40 長岡 茂夫 ﾅｶﾞｵｶ ｼｹﾞｵ かもなす 京都府
15 7976 1:40:08 小原 敏雅 ｵﾊﾗ ﾄｼﾏｻ - 京都府
16 7961 1:40:31 樋口 正男 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｵ 福知山ＪＣ 京都府
17 7981 1:40:50 沖本　忠男 ｵｷﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ - 大阪府
18 7935 1:41:57 柴山　嘉和 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ - 京都府
19 7902 1:42:26 重谷　治男 ｼｹﾞﾀﾆ ﾊﾙｵ ﾋﾟﾉｽ 京都府
20 7912 1:42:56 竹原　糺 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ ｻﾝｽﾎﾟｰﾂ 京都府
21 7938 1:43:49 納村　進 ﾉｳﾑﾗ ｽｽﾑ - 大阪府
22 7987 1:44:37 井田　弘一 ｲﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ピノス 京都府
23 7954 1:46:54 中矢　正俊 ﾅｶﾔ ﾏｻﾄｼ - 京都府
24 7931 1:47:17 大野　賢司 ｵｵﾉ ｹﾝｼﾞ ｻﾝｽﾎﾟｰﾂ 京都府
25 7974 1:47:47 脇本 進 ﾜｷﾓﾄ ｽｽﾑ 憲法を守ろう 京都府
26 7914 1:48:42 立石　稔 ﾀﾃｲｼ ﾐﾉﾙ むこうみず 京都府
27 7944 1:48:55 梅田　明朗 ｳﾒﾀﾞ ｱｷｵ - 京都府
28 7923 1:48:58 松橋　秀男 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
29 7913 1:49:07 山口　均 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 浅田鉄工走友会 大阪府
30 7907 1:49:53 小倉　康俊 ｵｸﾞﾗ ﾔｽﾄｼ 小倉歯車製作所 京都府
31 7929 1:50:58 福井　富甫 ﾌｸｲ ﾄﾐﾎ - 京都府
32 7955 1:50:58 四方　雄一 ｼｶﾀ ﾕｳｲﾁ - 京都府
33 7949 1:51:48 下元　照男 ｼﾓﾓﾄ ﾃﾙｵ 三段池RC 京都府
34 7990 1:51:53 田邊　敬浩 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ - 京都府
35 7991 1:52:53 平川　和正 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ - 大阪府
36 7965 1:53:44 富原 光雄 ﾄﾐﾊﾗ ﾐﾂｵ 大阪日赤駅伝部 大阪府
37 7980 1:54:25 中村 雅夫 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ 山科川　ＲＣ 京都府
38 7970 1:54:37 石田 禎一 ｲｼﾀﾞ ﾃｲｲﾁ 宝が池ＳＴＣ 京都府
39 7962 1:54:49 御所園 利美 ｺﾞｼｮｿﾞﾉ ﾄｼﾐ - 兵庫県
40 7959 1:55:20 中原 敬次 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｼﾞ 関西明走会 京都府
41 7904 1:55:27 宮本　武 - - 富山県
42 7903 1:55:27 杉山　久一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｻｶｽﾞ 火曜日の夜御所を走る会 京都府
43 7972 1:55:53 河本 恭二 ｶﾜﾓﾄ ｷｮｳｼﾞ 愛別幼稚園 北海道
44 7985 1:55:55 村山　芳登 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾄ - 京都府
45 7978 1:56:19 阿加井 章 ｱｶｲ ｱｷﾗ 京都走ろう会 京都府
46 7958 1:57:38 大嶋 章五 ｵｵｼﾏ ｼｮｳｺﾞ ショウチャン 京都府
47 7950 1:58:29 大町　昭 ｵｵﾏﾁ ｱｷﾗ - 京都府
48 7930 1:58:50 江村　英治 ｴﾑﾗ ｴｲｼﾞ ｶﾐｯｸﾞAC 京都府
49 7973 1:59:00 坪内 久和 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾋｻｶｽﾞ 島津スキー部 京都府
50 7937 1:59:15 浜　優 ﾊﾏ ﾏｻﾙ - 大阪府
51 7956 1:59:47 若林　辰興 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵｷ - 京都府
52 7979 1:59:52 岩井 武治 ｲﾜｲ ﾀｹﾊﾙ サンスポーツ 京都府
53 7986 2:00:47 佐藤　高司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ - 京都府
54 7933 2:01:11 杉山　俊夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｵ - 京都府
55 7984 2:01:14 新井　愼一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ - 大阪府
56 7906 2:01:21 小倉　徹 ｵｸﾞﾗ ﾄｵﾙ - 京都府
57 7922 2:01:41 山本　憲治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

58 7918 2:03:05 橋爪　茂 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｹﾞﾙ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
59 7945 2:03:29 柴田　公敏 ｼﾊﾞﾀ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
60 7934 2:05:04 山口　正直 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾅｵ 宝が池STC 京都府
61 7928 2:05:17 西　豊行 ﾆｼ ﾄﾖﾕｷ - 京都府
62 7964 2:06:34 三浦 俊徳 ﾐｳﾗ ﾄｼﾉﾘ 北見工大 京都府
63 7921 2:07:44 増井　敏 ﾏｽｲ ｻﾄｼ - 京都府
64 7968 2:08:22 田中 昇 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 旭走クラブ 大阪府
65 7988 2:08:45 八尾　誠二郎 ﾔｵ ｾｲｼﾞﾛｳ ピノス 京都府
66 7901 2:10:22 川村　伸夫 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 京美人 京都府
67 7905 2:11:02 古田　重盛 ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾓﾘ - 京都府
68 7920 2:11:30 松本　昭光 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾐﾂ - 京都府
69 7953 2:12:27 廣﨑　新 ﾋﾛｻｷ ｱﾗﾀ ﾍﾐﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 京都府
70 7908 2:12:50 清水　厚次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 火曜の夜に御所を走る会 京都府
71 7919 2:12:58 十川　巌 ｿｶﾞﾜ ｲﾜｵ - 兵庫県
72 7989 2:13:20 奥田　清司 ｵｸﾀﾞ ｷﾖｼ 尼崎鈴RUN会 大阪府
73 7952 2:13:29 田村　武成 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼｹﾞ - 京都府
74 7957 2:14:42 岡 高茂 ｵｶ ﾀｶｼｹﾞ 京都保健衛生専 京都府
75 7910 2:16:21 嘉村　行史 ｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ - 埼玉県
76 7971 2:16:33 小島 偉生 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ ＳＨＩＮ２ 京都府
77 7975 2:17:00 広川 繁 ﾋﾛｶﾜ ｼｹﾞﾙ - 京都府
78 7941 2:20:00 光永　忠司 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 京都走ろう会 滋賀県
79 7983 2:29:18 桶口　末廣 ｵｹｸﾞﾁ ｽｴﾋﾛ - 大阪府
80 7925 2:35:03 渡邊　利勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶﾂ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

6 6部　女子ハーフマラソン29歳以下

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 8044 1:35:53 古賀　由乃 ｺｶﾞ ﾖｼﾉ - 京都府
2 8014 1:39:18 奥 南海子 ｵｸ ﾅﾐｺ 太陽ヶ丘ＪＣ 京都府
3 8016 1:39:38 西山 朗子 ﾆｼﾔﾏ ｱｷｺ - 兵庫県
4 8015 1:41:55 頼野 有香子 ﾖﾘﾉ ﾕｶｺ - 京都府
5 8036 1:45:51 川田 美由紀 ｶﾜﾀ ﾐﾕｷ - 京都府
6 8034 1:47:50 鈴木 奈央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 関西龍舟 兵庫県
7 8002 1:47:52 小財　奈々 ｺｻﾞｲ ﾅﾅ - 京都府
8 8049 1:49:35 志水　彩華 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ .kom 京都府
9 8004 1:49:37 藤田　越子 ﾌｼﾞﾀ ｴﾂｺ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府

10 8020 1:49:42 木村 理恵 ｷﾑﾗ ﾘｴ - 京都府
11 8047 1:50:14 亀山　玉枝 ｶﾒﾔﾏ ﾀﾏｴ - 大阪府
12 8043 1:54:16 坂本　知穂 ｻｶﾓﾄ ﾁﾎ love4rookies 大阪府
13 8041 1:54:34 畑 朋子 ﾊﾀ ﾄﾓｺ ケンズ京都 京都府
14 8025 1:55:01 山本 里奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ - 滋賀県
15 8053 1:55:57 滝本　愛菜 ﾀｷﾓﾄ ｱｲﾅ .kom 京都府
16 8021 1:56:37 西村 由佳梨 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶﾘ - 京都府
17 8012 1:58:55 荒起　彩世 ｱﾗｷ ｻﾖ - 滋賀県
18 8033 1:59:02 前田 智美 ﾏｴﾀ ﾄﾓﾐ 関西龍舟 大阪府
19 8031 2:01:56 水原 由美 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾕﾐ - 京都府
20 8017 2:10:28 中山 美保 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ - 神奈川県
21 8023 2:12:11 正法院 早織 ｼｮｳﾎｳｲﾝ ｻｵﾘ - 大阪府
22 8052 2:14:02 藤原　晴香 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ .kom 京都府
23 8035 2:14:39 木村 彩 ｷﾑﾗ ｱﾔ - 大阪府
24 8018 2:14:50 堀本 幸 ﾎﾘﾓﾄ ﾕｷ - 兵庫県
25 8040 2:16:03 田中 三生子 ﾀﾅｶ ﾐｷｺ - 奈良県
26 8030 2:16:26 尾坂 智美 ｵｻｶ ｻﾄﾐ ワンダーズ 鳥取県
27 8039 2:17:10 山本 麻希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ - 兵庫県
28 8007 2:17:15 西山　舞 ﾆｼﾔﾏ ﾏｲ ﾏｲｼﾂｳ 京都府
29 8051 2:17:31 山田　真衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ .kom 京都府
30 8005 2:19:07 樋口　理映 ﾋｸﾞﾁ ﾘｴ - 京都府
31 8032 2:19:15 水原 友美 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ - 京都府
32 8027 2:20:01 阿波 君枝 ｱﾜ ｷﾐｴ - 大阪府
33 8001 2:20:23 苑田　祥子 ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳｺ - 京都府
34 8011 2:20:36 小山　未翔 ｺﾔﾏ ﾐｶ - 京都府
35 8006 2:21:55 小田　美幸 ｵﾀﾞ ﾐﾕｷ スポっちゅクラブ 京都府
36 8003 2:22:52 大西　直子 - - 京都府
37 8050 2:29:45 藤川　明子 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷｺ .kom 京都府
38 8037 2:29:52 丹野 可奈子 ﾀﾝﾉ ｶﾅｺ - 大阪府
39 8026 2:30:25 岸本 尚子 ｷｼﾓﾄ ﾋｻｺ - 京都府
40 8013 2:35:27 桒田　麻衣 ｸﾜﾀﾞ ﾏｲ - 京都府
41 8022 2:38:37 石川 裕果 ｲｼｶﾜ ﾕｶ ＲＣ４５ 京都府
42 8048 2:42:13 舟橋　亜矢 ﾌﾅﾊｼ ｱﾔ .kom 京都府
43 8008 2:42:28 小西　ますみ ｺﾆｼ ﾏｽﾐ - 京都府
44 8042 2:48:52 野添　浩子 ﾉｿﾞｴ ﾋﾛｺ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

7 7部　女子ハーフマラソン30歳代

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 8125 1:24:17 市川 恵美子 ｲﾁｶﾜ ｴﾐｺ - 兵庫県
2 8107 1:27:39 外峯　陽子 ｿﾄﾐﾈ ﾖｳｺ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
3 8141 1:31:06 藤原　美保 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ ピノス 京都府
4 8103 1:37:16 福本　かおり ﾌｸﾓﾄ ｶｵﾘ - 兵庫県
5 8104 1:38:32 中村　美穂 - 村岡ハチ北SC 兵庫県
6 8101 1:38:54 井上　由香 ｲﾉｳｴ ﾕｶ 桂川走友会 京都府
7 8102 1:39:13 百瀬　綾子 ﾓﾓｾ ｱﾔｺ - 京都府
8 8112 1:41:19 山本　香織 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ - 京都府
9 8115 1:42:43 福永 あき子 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｷｺ ＲＷＳ 大阪府

10 8114 1:44:11 竹田 晶子 ﾀｹﾀﾞ ｱｷｺ - 大阪府
11 8108 1:46:19 井上綾子 ｲﾉｳｴ ｱﾔｺ - 京都府
12 8127 1:46:21 足立 真理 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘ - 兵庫県
13 8120 1:46:44 小出 裕美子 ｺｲﾃﾞ ﾕﾐｺ - 京都府
14 8136 1:47:07 五十嵐　幸子 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾁｺ - 京都府
15 8124 1:47:50 渡邊 京子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ - 京都府
16 8121 1:48:00 河野 晴美 ｺｳﾉ ﾊﾙﾐ １ハンドレッド 大阪府
17 8131 1:49:50 表　陽子 ｵﾓﾃ ﾖｳｺ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
18 8130 1:50:06 雪野　美鈴 ﾕｷﾉ ﾐｽｽﾞ - 京都府
19 8122 1:50:07 塩出 由香 ｼｵﾃﾞ ﾕｳｶ - 大阪府
20 8106 1:50:09 倉田　由樹子 ｸﾗﾀ ﾕｷｺ - 京都府
21 8111 1:51:34 藤本　東洋子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾖｺ - 大阪府
22 8139 1:52:40 井上　友美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ ピノス 京都府
23 8119 1:54:34 駒沢 真紀 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｷ - 大阪府
24 8135 1:59:32 中西　めぐみ ﾅｶﾆｼ ﾒｸﾞﾐ - 京都府
25 8126 1:59:56 岡本 千菜美 ｵｶﾓﾄ ﾁﾅﾐ - 京都府
26 8116 1:59:59 万所 ルミ ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ﾙﾐ サン・スポーツ 京都府
27 8109 2:00:10 井上　明子 ｲﾉｳｴ ｱｷｺ - 京都府
28 8118 2:01:07 山本 真紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ - 京都府
29 8128 2:01:34 江藤 英美 ｴﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ - 京都府
30 8143 2:02:49 岡本　幸子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ MULTI WILD 京都府
31 8140 2:03:01 岡原　尚子 ｵｶﾊﾗ ﾅｵｺ ピノス 京都府
32 8117 2:06:55 勝川 千恵子 ｶﾂｶﾜ ﾁｴｺ Ｎエナジー 京都府
33 8142 2:12:34 人見　裕子 ﾋﾄﾐ ﾕｳｺ - 京都府
34 8110 2:15:12 西村　亜希 ﾆｼﾑﾗ ｱｷ - 兵庫県
35 8123 2:17:56 中川 綾子 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ カミッグＡＣ 京都府
36 8134 2:22:46 花里　美加 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾐｶ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
37 8113 2:27:32 岡田　ひとみ ｵｶﾀﾞ ﾋﾄﾐ - 京都府
38 8132 2:33:21 向井　万貴 ﾑｶｲ ﾏｷ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
39 8133 2:40:45 藤谷　正美 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
40 8144 2:40:56 向畑　聡子 ﾑｺﾊﾀ ｻﾄｺ MULTI WILD 京都府
41 8138 2:44:24 三浦　めぐみ ﾐｳﾗ ﾒｸﾞﾐ - 大阪府

16/46



順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

8 8部　女子ハーフマラソン40歳代

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 8226 1:30:45 宮本　勝代 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾖ - 京都府
2 8204 1:31:16 西澤　美恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｴ 三田ｱｽﾘｰﾄX 兵庫県
3 8216 1:31:58 曽根　千鶴 - 三段池RV 京都府
4 8201 1:33:33 内藤　浩美 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐ MONICA 京都府
5 8207 1:33:45 岡村　ひろ子 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 宝が池STC 京都府
6 8217 1:40:43 木村　美保 ｷﾑﾗ ﾐﾎ - 兵庫県
7 8211 1:41:13 小林　ゆかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ かるがもRC 京都府
8 8223 1:42:39 平山　由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾕﾐ - 京都府
9 8212 1:42:40 田中　多紀子 ﾀﾅｶ ﾀｷｺ かもなす 京都府

10 8237 1:42:58 宮崎 由美子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾐｺ 太陽が丘ＪＣ 奈良県
11 8251 1:45:12 草野 美澄 ｸｻﾉ ﾐｽﾐ 京田辺走ろう会 京都府
12 8210 1:46:29 松宮　泰子 ﾏﾂﾐﾔ ﾔｽｺ ｽﾞｰｽﾞｰｼｰｽﾞ 福井県
13 8227 1:49:19 了源　成美 ﾘｮｳｹﾞﾝ ﾅﾙﾐ - 兵庫県
14 8206 1:50:14 鶴田　智子 - - 京都府
15 8228 1:51:19 小畑　亜由美 ｵﾊﾞﾀ ｱﾕﾐ - 京都府
16 8250 1:51:29 中西 麻美 ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ - 京都府
17 8233 1:51:30 岡山 由美 ｵｶﾔﾏ ﾕﾐ 太陽が丘ＪＣ 大阪府
18 8234 1:52:12 望月 はつき ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾂｷ - 京都府
19 8214 1:54:26 中江　任子 ﾅｶｴ ﾄｷｺ - 京都府
20 8222 1:55:15 井本　京子 ｲﾓﾄ ｷｮｳｺ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
21 8238 1:55:41 岡本 玲以子 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｺ くらわんか京都 京都府
22 8229 1:56:21 伊藤　正子 ｲﾄｳ ﾏｻｺ - 京都府
23 8253 1:57:08 齊藤　八重子 ｻｲﾄｳ ﾔｴｺ - 神奈川県
24 8245 1:57:49 木村 泰子 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 峻 京都府
25 8230 1:58:34 荒井 美麻 ｱﾗｲ ﾐｻ - 京都府
26 8248 1:59:23 藤澤 優子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｺ - 京都府
27 8225 2:01:54 宇治田　由美子 ｳｼﾞﾀ ﾕﾐｺ - 大阪府
28 8209 2:01:56 松本　典子 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ - 京都府
29 8239 2:02:59 渡邊 美香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ - 京都府
30 8235 2:03:09 小島 春美 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ - 京都府
31 8242 2:04:50 上田 しおみ ｳｴﾀﾞ ｼｵﾐ スタサポ 大阪府
32 8220 2:05:15 内堀　忍 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
33 8236 2:05:28 乾 けいこ ｲﾇｲ ｹｲｺ 淀川ランナーズ 大阪府
34 8255 2:06:20 松井　さゆり ﾏﾂｲ ｻﾕﾘ - 京都府
35 8208 2:06:36 宮本　真名美 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
36 8323 2:08:46 稲田　直美 ｲﾅﾀﾞ ﾅｵﾐ ピノス 京都府
37 8202 2:09:21 山村　治子 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｺ - 京都府
38 8240 2:11:40 田中 泉 ﾀﾅｶ ｲｽﾞﾐ - 京都府
39 8221 2:12:42 島　あゆみ ｼﾏ ｱﾕﾐ - 滋賀県
40 8232 2:12:51 中田 昭子 ﾅｶﾀ ｱｷｺ - 京都府
41 8224 2:12:56 野瀬　由美 ﾉｾ ﾕﾐ - 京都府
42 8247 2:13:03 永本 明美 ﾅｶﾞﾓﾄ ｱｹﾐ - 京都府
43 8203 2:14:53 平田　敦子 ﾋﾗﾀ ｱﾂｺ - 京都府
44 8219 2:15:13 藤原　明美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｹﾐ ﾁｰﾑま組 京都府
45 8218 2:16:29 伊藤　枝里子 ｲﾄｳ ｴﾘｺ - 京都府
46 8213 2:18:22 曽根　美子 ｿﾈ ﾖｼｺ - 京都府
47 8243 2:19:24 山本 陽子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ - 京都府
48 8244 2:23:58 多治比 実邦 ﾀｼﾞﾋ ﾐﾎ - 大阪府
49 8241 2:24:31 杉原 綾 ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾔ 駒沢公園ＪＣ 京都府
50 8231 2:29:04 大木 典子 ｵｵｷ ﾉﾘｺ - 京都府
51 8252 2:31:30 安藤 えつ子 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ - 京都府
52 8254 2:41:03 武石　香 ﾀｹｲｼ ｶｵﾘ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

9 9部　女子ハーフマラソン50歳以上

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 8337 1:35:14 黒川　和子 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｺ - 京都府
2 8313 1:42:28 川本　薫 ｶﾜﾓﾄ ｶｵﾙ - 京都府
3 8329 1:42:47 酒井　直子 ｻｶｲ ﾅｵｺ - 京都府
4 8339 1:44:00 谷　洋子 ﾀﾆ ﾋﾛｺ ピノス 京都府
5 8314 1:45:04 脇野　満寿美 ﾜｷﾉ ﾏｽﾐ - 京都府
6 8303 1:48:04 野田　明子 - 太陽が丘ＪＣ 京都府
7 8321 1:53:07 酢谷　由美 ｽﾀﾞﾆ ﾖｼﾐ ｲｺﾞ･ﾏｱ･ﾀﾝｺ 東京都
8 8301 1:53:34 柴田　昌子 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｺ かるがもRC 京都府
9 8316 1:54:45 小玉　芳子 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｺ - 京都府

10 8304 1:56:34 平井　明子 ﾋﾗｲ ｱｷｺ 宝が池STC 京都府
11 8338 1:57:50 森井　靖子 ﾓﾘｲ ﾔｽｺ ピノス 京都府
12 8308 1:58:14 田村　妙子 ﾀﾑﾗ ﾀｴｺ - 京都府
13 8334 2:00:42 野口 由美 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾐ 梅小路快走会 京都府
14 8305 2:02:11 坂本　よし子 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｺ - 大阪府
15 8317 2:02:31 入江　まり子 - - 京都府
16 8324 2:07:09 森谷　安子 ﾓﾘﾔ ﾔｽｺ - 京都府
17 8325 2:08:01 髙木　千栄子 ﾀｶｷﾞ ﾁｴｺ 京都府庁 京都府
18 8331 2:10:26 上村 啓子 ｶﾐﾑﾗ ｹｲｺ - 京都府
19 8309 2:12:57 十川　敏子 ｿｶﾞﾜ ﾄｼｺ - 兵庫県
20 8319 2:14:03 松本　敦子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｺ 東京南稜会 兵庫県
21 8312 2:15:09 杉浦　つたよ - - 大阪府
22 8336 2:18:40 渡辺　由佳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶｺ 回生堂薬局 京都府
23 8307 2:18:56 坪内　義子 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾖｼｺ - 京都府
24 8326 2:19:43 関　加代子 - ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
25 8333 2:20:00 朝子 美千代 ｱｻｺ ﾐﾁﾖ がんばるやん 京都府
26 8302 2:21:19 浅井　信子 ｱｻｲ ﾉﾌﾞｺ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
27 8315 2:21:42 福嶋　郁子 ﾌｸｼﾏ ｲｸｺ - 京都府
28 8306 2:22:39 佐野　和美 ｻﾉ ｶｽﾞﾐ - 大阪府
29 8320 2:27:42 坂和　満里子 ｻｶﾜ ﾏﾘｺ - 京都府
30 8311 2:32:52 富山　美智子 ﾄﾐﾔﾏ ﾐﾁｺ - 大阪府
31 8322 2:34:33 富樫　明美 ﾄｶﾞｼ ｱｹﾐ - 京都府
32 8328 2:37:14 南部　久美子 ﾅﾝﾌﾞ ｸﾐｺ - 京都府
33 8335 2:41:03 能美　有子 ﾉｳﾐ ﾕｳｺ ﾁｰﾑｻｶﾅ 大阪府
34 8330 2:41:52 池原 比登美 ｲｹﾊﾗ ﾋﾄﾐ - 京都府
35 8327 2:42:28 小西　千鶴 ｺﾆｼ ﾁｽﾞﾙ 福知山JC 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

10 10部　男子10Km29歳以下（高校生以上）

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 1009 0:32:22 野村　浩平 ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ 京都創成大学 京都府 大会新
2 1011 0:32:26 松尾　哲裕 ﾏﾂｵ ｱｷﾋﾛ 京都創成大学 京都府
3 1012 0:33:22 小林　真人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 京都創成大学 京都府
4 1010 0:33:40 柴野　和也 ｼﾊﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 京都創成大学 京都府
5 1044 0:33:45 谷奥 雄一 ﾀﾆｵｸ ﾕｳｲﾁ 舞鶴高専 京都府
6 1046 0:34:18 門馬 伸光 ﾓﾝﾏ ﾉﾌﾞﾐﾂ - 京都府
7 1040 0:34:49 桑垣 和輝 ｸﾜｶﾞｷ ｶｽﾞｷ 舞鶴高専 京都府
8 1049 0:36:51 鈴木 祐也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 遙学園 京都府
9 1042 0:37:30 野村 伊久磨 ﾉﾑﾗ ｲｸﾏ 舞鶴高専 京都府

10 1053 0:38:48 安井 宏樹 ﾔｽｲ ﾋﾛｷ 赤兎馬ＡＣ 大阪府
11 1022 0:39:57 渡邊　晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 農芸高校 京都府
12 1014 0:40:38 山口　由二朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ - 京都府
13 1013 0:41:14 石田　雄太 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 京走ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
14 1004 0:41:33 坂根　健太 - - 京都府
15 1047 0:41:33 速水 遼 ﾊﾔﾐ ﾘｮｳ 遙学園 京都府
16 1045 0:42:27 飯村 健太 ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ - 京都府
17 1041 0:43:02 山口 卓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ チーム河原口 京都府
18 1008 0:43:50 山下　貴典 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ - 京都府
19 1062 0:44:29 亀山　光暁 ｶﾒﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 龍谷大学 京都府
20 1017 0:44:41 中田　大輔 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
21 1019 0:44:56 髙岸　俊幸 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ - 京都府
22 1033 0:44:59 小倉 一晃 ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞｱｷ 小倉歯車製作所 兵庫県
23 1020 0:46:50 山上　勇次 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ - 京都府
24 1030 0:47:07 竹若　慎一 ﾀｹﾜｶ ｼﾝｲﾁ - 京都府
25 1005 0:47:10 畑井　歩 ﾊﾀｲ ｱﾕﾑ - 大阪府
26 1059 0:47:11 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ - 京都府
27 1039 0:48:11 児嶋 岳志 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ - 兵庫県
28 1048 0:48:23 若林 聖 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ 遙学園 京都府
29 1001 0:49:40 松本　拓 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 中島ｸﾘﾆｯｸRC 奈良県
30 1065 0:50:00 赤木　一雅 ｱｶｷﾞ ｶｽﾞﾏｻ ﾛｰﾑ株式会社 大阪府
31 1066 0:50:21 浜本　宗明 ﾊﾏﾓﾄ ﾑﾈｱｷ チームQ 京都府
32 1063 0:50:52 藤村　直樹 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ - 京都府
33 1002 0:51:06 松本　庸平 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ - 京都府
34 1043 0:51:14 畠田 智史 ﾊﾀﾀﾞ ｻﾄｼ 赤兎馬ＡＣ 京都府
35 1032 0:51:24 木下 裕治 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ ケイ・ファーム 京都府
36 1036 0:51:39 松江 直樹 ﾏﾂｴ ﾅｵｷ - 京都府
37 1016 0:51:41 森脇　光 ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 神戸外大AC 京都府
38 1060 0:51:58 森田　真司 ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ - 京都府
39 1035 0:52:20 宿院 祐輔 ｼｭｸｲﾝ ﾕｳｽｹ - 京都府
40 1054 0:52:48 新原 泰 ｼﾝﾊﾗ ﾔｽｼ - 京都府
41 1006 0:52:50 松田　佳人 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 園部中学校 京都府
42 1029 0:53:00 小川　保弘 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
43 1057 0:53:11 宮村　浩平 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ sandoz 愛知県
44 1027 0:54:17 藤原　康教 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾉﾘ 山田松香木店 京都府
45 1034 0:54:54 御嶽 隆佑 ﾐﾀｹ ﾘｭｳﾕｳ 智積院 兵庫県
46 1050 0:54:55 小川 成人 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ - 和歌山県
47 1064 0:55:01 江間　保之 ｴﾏ ﾔｽﾕｷ team 4s 京都府
48 1058 0:56:53 藤田　直毅 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ - 京都府
49 1015 0:57:02 宇都　将浩 ｳﾄ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
50 1051 0:57:02 向出 和幸 ﾑｶｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
51 1061 0:57:24 北出　哲也 ｷﾀﾃﾞ ﾃﾂﾔ - 京都府
52 1024 0:58:11 松尾　拓郎 ﾏﾂｵ ﾀｸﾛｳ - 大阪府
53 1025 0:58:14 小西　邦彦 ｺﾆｼ ｸﾆﾋｺ 山田松香木店 京都府
54 1056 0:58:14 尾上　貴昭 ｵﾉｳｴ ﾀｶｱｷ TAKUMIマラソン部 茨城県
55 1026 0:58:35 堀田　千尋 ﾎｯﾀ ﾁﾋﾛ 山田松香木店 京都府
56 1037 0:59:08 田中 寛大 ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ - 京都府
57 1003 0:59:49 小林　浩之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ あらべすく 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

58 1023 1:00:50 山之口　大介 ﾔﾏﾉｸﾁ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
59 1007 1:07:40 細谷　陽一 ﾎｿﾀﾆ ﾖｳｲﾁ 絶対会 京都府

11 11部　男子10Kｍ30歳以上49歳以下

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 1114 0:32:35 山端　良尚 ﾔﾏﾊﾞﾅ ﾖｼﾋｻ トクセン工業 兵庫県
2 1207 0:32:57 宮本 武史 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ ＫＣＲＣ 兵庫県
3 1151 0:36:18 足立　崇 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 中牧RC 京都府
4 1279 0:36:29 村井 悟史 ﾑﾗｲ ｻﾄｼ ＤＮＰ駅伝部 京都府
5 1259 0:37:08 上嶋 晃弘 ｳｴｼﾏ ｱｷﾋﾛ - 京都府
6 1254 0:37:15 谷 秀行 ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ - 大阪府
7 1278 0:37:41 橋田 耕一 ﾊｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ - 京都府
8 1149 0:38:15 山田　泰幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ - 京都府
9 1238 0:38:46 大歳 研悟 ｵｵﾄｼ ｹﾝｺﾞ ＮＲＦ 奈良県

10 1273 0:38:49 八田 貴史 ﾊｯﾀ ﾀｶｼ 精華ＡＣ 京都府
11 1258 0:40:50 三浦 敦 ﾐｳﾗ ｱﾂｼ オレンジミウラ 兵庫県
12 1230 0:40:55 岩城 耕一 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁ すいすい丸 京都府
13 1223 0:40:55 飯田 研 ｲｲﾀﾞ ﾐｶﾞｸ - 京都府
14 1130 0:41:08 岡　弘志 ｵｶ ﾋﾛｼ - 京都府
15 1239 0:41:18 土屋 俊之 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾕｷ 宮津高校ＯＢ 滋賀県
16 1116 0:41:21 長尾　健也 - 舞鶴走ろう会 京都府
17 1262 0:41:39 河野 隆志 ｺｳﾉ ﾀｶｼ 東洋紙業ＡＣ 大阪府
18 1165 0:42:52 西田　繁明 - 京走ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都府
19 1277 0:43:02 原田 幸三 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ ＪＦＥ 京都府
20 1124 0:43:10 中井　和彦 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ ちーむもも組 兵庫県
21 1196 0:43:15 安達　孝彦 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋｺ 株式会社ﾄﾚﾝﾃﾞｨ 京都府
22 1104 0:43:30 下野　純一 ｼﾓﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京麩半兵衛 京都府
23 1255 0:43:36 林 学 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 日本新薬駅伝部 京都府
24 1257 0:43:42 用害 聖太 ﾖｳｶﾞｲ ｾｲﾀ 用害往診鍼灸院 京都府
25 1328 0:43:45 飯室　等 ｲｲﾑﾛ ﾋﾄｼ - 京都府
26 1106 0:43:50 谷　悦二 ﾀﾆ ｴﾂｼﾞ - 京都府
27 1139 0:44:07 竹下　栄二 ﾀｹｼﾀ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
28 1308 0:44:18 越野　宏治 ｺｼﾉ ﾋﾛｼﾞ 伊勢田 京都府
29 1112 0:44:43 和田　満 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾙ - 奈良県
30 1244 0:44:47 ハギオ リョウイチ ﾊｷﾞｵ ﾘｮｳｲﾁ - 京都府
31 1241 0:44:48 守屋 政信 ﾓﾘﾔ ﾏｻﾉﾌﾞ - 京都府
32 1125 0:44:52 小見　弘 ｺﾐ ﾋﾛｼ - 京都府
33 1218 0:45:00 西田 裕宣 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ - 京都府
34 1287 0:45:00 田代 尚樹 ﾀｼﾛ ﾅｵｷ オレンジ三浦 兵庫県
35 1177 0:45:06 植村　光成 ｳｴﾑﾗ ﾐﾂﾅﾘ 阪急電鉄株式会社 大阪府
36 1247 0:45:20 井上 幸一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ - 大阪府
37 1251 0:45:29 平井 誠 ﾋﾗｲ ﾏｺﾄ ｔｅａｍ　Ｑ 京都府
38 1307 0:45:32 有馬　智彦 ｱﾘﾏ ﾄﾓﾋｺ - 京都府
39 1252 0:45:50 山本 雅史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ - 京都府
40 1296 0:45:54 村田　佳智 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾄﾓ - 京都府
41 1159 0:45:58 亀井　仁志 ｶﾒｲ ﾋﾄｼ ﾁｰﾑ・ﾛﾁﾞｱﾝ 滋賀県
42 1249 0:46:08 長谷川 泰三 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｿﾞｳ - 大阪府
43 1271 0:46:21 吉田 浩士 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 京都府
44 1126 0:46:26 山口　仁孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ - 京都府
45 1340 0:46:38 中村　一誠 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｻﾄ - 京都府
46 1168 0:46:45 小川　正照 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾃﾙ - 京都府
47 1122 0:46:51 岡本　一宏 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ - 京都府
48 1332 0:47:02 加藤　祐一 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ - 京都府
49 1305 0:47:02 斉藤　敦雄 ｻｲﾄｳ ｱﾂｵ - 滋賀県
50 1176 0:47:04 牧野　崇文 ﾏｷﾉ ﾀｶﾌﾐ ﾁｰﾑま組 京都府
51 1256 0:47:13 室星 直嗣 ﾑﾛﾎｼ ﾅｵﾂｸﾞ オレンジ三浦 大阪府
52 1288 0:47:15 甲斐荘 正裕 ｶｲﾉｼｮｳ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
53 1215 0:47:24 吉島 裕登 ﾖｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 里の西ランナー 京都府
54 1191 0:47:30 引間　修 - - 京都府
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55 1309 0:47:48 田井　康弘 ﾀｲ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
56 1302 0:47:58 岩水　篤史 ｲﾜﾐｽﾞ ｱﾂｼ - 京都府
57 1169 0:47:59 山本　豊和 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｶｽﾞ - 京都府
58 1306 0:48:00 上坂　陽太郎 ｳｴｻｶ ﾖｳﾀﾛｳ TAC 京都府
59 1115 0:48:01 西郷　久二 ｻｲｺﾞｳ ﾋｻｼﾞ 海上自衛隊 京都府
60 1140 0:48:04 岡本　顕 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ - 京都府
61 1211 0:48:09 高橋 伸雄 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 京都府社労士会 京都府
62 1245 0:48:11 赤松 良昭 ｱｶﾏﾂ ﾖｼｱｷ - 京都府
63 1233 0:48:24 西山 雅通 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ 絶対会 京都府
64 1303 0:48:26 酒井　友良 ｻｶｲ ﾄﾓﾖｼ あみぃご亀岡 京都府
65 1276 0:48:26 杉岡 孝司 ｽｷﾞｵｶ ﾀｶｼ トレンディ 京都府
66 1265 0:48:27 乾 大作 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｻｸ ＭＴＰＣ 京都府
67 1242 0:48:31 竹村 一人 ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞﾄ - 京都府
68 1281 0:48:34 八木 泰知 ﾔｷﾞ ﾀｲｼﾞ 姫路市役所 兵庫県
69 1326 0:48:44 弘田　創 ﾋﾛﾀ ﾊｼﾞﾒ 奇天屋 京都府
70 1240 0:48:45 仲野 邦浩 ﾅｶﾉ ｸﾆﾋﾛ - 京都府
71 1158 0:48:59 八木　智史 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ - 京都府
72 1117 0:49:01 岩崎　年克 - - 京都府
73 1164 0:49:02 中村　泰典 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ - 京都府
74 1103 0:49:15 阪井　信幸 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都府
75 1210 0:49:22 岩森 正光 ｲﾜﾓﾘ ﾉﾌﾞﾃﾙ いわもり歯科 京都府
76 1270 0:49:24 後藤 隆 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ - 京都府
77 1152 0:49:27 三田　真平 ﾐﾀ ｼﾝﾍﾟｲ - 京都府
78 1190 0:49:32 田中　学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
79 1107 0:49:36 山本　恭夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 山本鍼灸整骨院 兵庫県
80 1133 0:49:37 上田　博之 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
81 1180 0:49:37 森　洋幸 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ - 大阪府
82 1134 0:49:53 藤岡　幸治 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳｼﾞ 三洋化成走楽会 京都府
83 1315 0:50:10 中村　洋一 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｲﾁ ﾛｰﾑ株式会社 京都府
84 1182 0:50:17 曽根　国彦 ｿﾈ ｸﾆﾋｺ - 京都府
85 1194 0:50:17 谷口　仁志 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾄｼ - 京都府
86 1202 0:50:18 沼田　克彦 ﾇﾏﾀ ｶﾂﾋｺ ﾗ･ﾐｰｺ 京都府
87 1110 0:50:47 久世　裕久 ｸｾﾞ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
88 1206 0:50:52 稲垣 靖 ｲﾅｶﾞｷ ﾔｽｼ ＦＲＣ２００４ 京都府
89 1105 0:50:54 古賀　弘 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ - 京都府
90 1317 0:50:57 和田　昌俊 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾄｼ ﾛｰﾑ株式会社 京都府
91 1261 0:51:15 大嶋 公生 ｵｵｼﾏ ｷﾐｵ ｍｓ‐ｗｏラン 京都府
92 1304 0:51:20 東前　周平 ﾋｶﾞｼﾏｴ ｼｭｳﾍｲ - 大阪府
93 1224 0:51:26 宮前 良一 ﾐﾔﾏｴ ﾘｮｳｲﾁ - 大阪府
94 1280 0:51:34 野上 和宏 ﾉｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ - 大阪府
95 1163 0:51:55 仲西　弘樹 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ - 京都府
96 1219 0:52:05 野口 武志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 絶対会 京都府
97 1204 0:52:14 原 由行 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ - 京都府
98 1291 0:52:17 上床 耕司 ｳﾜﾄｺ ｺｳｼﾞ - 兵庫県
99 1203 0:52:18 河津 龍雄 ｶﾜﾂﾞ ﾀﾂｵ - 京都府

100 1118 0:52:22 宮澤　淳 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾂｼ 京環西京RT 京都府
101 1293 0:52:32 山野 靖展 ﾔﾏﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ ＲＯＨＭ創出 京都府
102 1289 0:52:34 岩崎 恭男 ｲﾜｻｷ ﾔｽｵ - 京都府
103 1295 0:52:35 下山　勲 ｼﾓﾔﾏ ｲｻｵ - 京都府
104 1237 0:52:58 森口 昌行 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ - 京都府
105 1325 0:53:01 稲葉　聡至 ｲﾅﾊﾞ ｿｳｼ 奇天屋 京都府
106 1297 0:53:02 山口　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ - 京都府
107 1286 0:53:10 吉川 薫 ﾖｼｶﾜ ｶｵﾙ - 京都府
108 1119 0:53:16 上田　良次 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ - 兵庫県
109 1198 0:53:18 内藤　智之 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 三光機工㈱ 京都府
110 1248 0:53:21 吉川 忠男 ﾖｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
111 1123 0:53:22 山田　修 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 中島ｸﾘﾆｯｸRC 奈良県
112 1187 0:53:23 楽得　能照 ﾗｸｴ ﾖｼﾃﾙ - 京都府
113 1310 0:53:26 太田　裕久 ｵｵﾀ ﾋﾛﾋｻ - 京都府
114 1321 0:53:30 森山　孝一郎 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ - 大阪府
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115 1174 0:53:31 中村　信ニ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ - 京都府
116 1179 0:53:33 井上　裕嗣 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾂｸﾞ - 京都府
117 1264 0:53:44 赤井 秋人 ｱｶｲ ｱｷﾋﾄ - 京都府
118 1148 0:53:53 八木　輝 ﾔｷﾞ ｱｷﾗ ﾁｰﾑﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
119 1143 0:53:57 西村　幸宏 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ - 滋賀県
120 1283 0:54:03 加納 真史 ｶﾉｳ ﾏｻｼ 柳池ランナーズ 京都府
121 1129 0:54:14 永木　清貴 ﾅｶﾞｷ ｷﾖﾀｶ - 大阪府
122 1316 0:54:18 井原　肇 ｲﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ ﾛｰﾑ株式会社 滋賀県
123 1228 0:54:23 松宮 利昌 ﾏﾂﾐﾔ ﾄｼﾏｻ - 奈良県
124 1229 0:54:25 椎村 祐一 ｼｲﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 楽風ランナーズ 京都府
125 1205 0:54:26 梶 博 ｶｼﾞ ﾋﾛｼ - 兵庫県
126 1246 0:54:26 金子 征史 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾄ - 京都府
127 1300 0:54:31 重岡　修司 ｼｹﾞｵｶ ｼｭｳｼﾞ - 滋賀県
128 1222 0:54:34 元浜 卓三 ﾓﾄﾊﾏ ﾀｸｿﾞｳ - 京都府
129 1137 0:54:34 藤井　秀則 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 京都府
130 1284 0:54:36 浜野 政勝 ﾊﾏﾉ ﾏｻｶﾂ - 京都府
131 1132 0:54:42 相根　秀一 ｻｶﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 京都府
132 1184 0:54:45 山田　洋平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 山田松香木店 京都府
133 1128 0:54:53 西村　晴久 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾋｻ - 大阪府
134 1216 0:54:55 眞石 英之 ﾏｲｼ ﾋﾃﾞﾕｷ - 京都府
135 1327 0:55:06 澤谷　純一 ｻﾜﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
136 1127 0:55:13 平野　隆司 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ - 京都府
137 1189 0:55:26 山本　紀弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ - 奈良県
138 1212 0:55:26 岸本 昭彦 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｺ - 京都府
139 1322 0:55:32 莇　一博 ｱｻﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ＲＳＣ 京都府
140 1178 0:55:33 山本　泰正 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ 京都信用金庫 京都府
141 1226 0:55:34 大角 竜之輔 ｵｵｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ - 京都府
142 1183 0:55:40 杉原　秀基 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ - 京都府
143 1324 0:55:46 原　正太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 奇天屋 京都府
144 1145 0:55:50 羽賀　晋太郎 ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ - 京都府
145 1311 0:56:08 田中　清 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ 壬生電機RC 京都府
146 1109 0:56:08 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
147 1197 0:56:16 ・田　武司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ - 京都府
148 1221 0:56:24 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ - 京都府
149 1227 0:56:31 菊地 英之 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ - 東京都
150 1192 0:56:33 小牧　保彦 ｺﾏｷ ﾔｽﾋｺ - 京都府
151 1108 0:57:01 阪根　将貴 ｻｶﾈ ﾏｻﾀｶ ｼﾞｿﾞｰﾍﾞｱｰ 京都府
152 1338 0:57:05 坂部　宏司 ｻｶﾍﾞ ﾋﾛｼ - 大阪府
153 1342 0:57:15 田村　尊彦 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋｺ - 京都府
154 1131 0:57:22 本間　忠相 ﾎﾝﾏ ﾀﾀﾞｽｹ 絶対会 大阪府
155 1235 0:57:24 西原 裕紀 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｷ - 京都府
156 1171 0:57:32 広野　武 ﾋﾛﾉ ﾀｹｼ ﾄｰﾊﾝSPA 京都府
157 1146 0:57:38 村上　裕樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑ・ﾛﾁﾞｱﾝ 京都府
158 1334 0:57:43 圓山　龍幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ - 兵庫県
159 1144 0:57:48 中西　啓文 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ - 京都府
160 1266 0:58:10 多田 芳美 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾐ ＭＴＰＣ 京都府
161 1175 0:58:11 四方　学 ｼｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
162 1102 0:58:11 近藤　昭夫 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ - 滋賀県
163 1335 0:58:12 渋谷　信宏 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ - 大阪府
164 1142 0:58:15 広渡　秀一 ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 京都府
165 1330 0:58:27 寺村　嘉人 ﾃﾗﾑﾗ ﾖｼﾄ - 京都府
166 1155 0:58:27 藤江　隆志 ﾌｼﾞｴ ﾀｶｼ - 大阪府
167 1225 0:58:29 藤岡 一真 ﾌｼﾞｵｶ ｶｽﾞﾏ - 京都府
168 1156 0:58:31 林田　丈治 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｹﾊﾙ - 京都府
169 1173 0:58:43 菅原　佑幾 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｷ - 滋賀県
170 1253 0:58:49 鈴木 新 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ - 京都府
171 1341 0:59:05 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ - 奈良県
172 1136 0:59:24 柏原　達象 ｶｼﾊﾗ ﾀﾂｿﾞｳ ゆめパレ 京都府
173 1150 0:59:25 細見　大介 ﾎｿﾐ ﾀﾞｲｽｹ 全労済 大阪府
174 1301 0:59:45 秋山　智大 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ - 京都府
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175 1339 0:59:48 前田　佳孝 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾀｶ - 大阪府
176 1195 1:00:03 金延　英樹 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾋﾃﾞｷ - 京都府
177 1161 1:00:04 関口　順治 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ - 京都府
178 1166 1:00:22 山本　佑司 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ ﾓﾄｽﾍﾟｰｽWO　ﾏﾗｿﾝ部 京都府
179 1186 1:00:41 中村　真吉 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｷﾁ - 京都府
180 1185 1:00:42 小中　宏三 ｺﾅｶ ｺｳｿﾞｳ - 京都府
181 1263 1:00:47 西田 哲也 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ ＹＥＧ楽風 京都府
182 1320 1:01:06 鶴見　大輔 ﾂﾙﾐ ﾀﾞｲｽｹ - 埼玉県
183 1121 1:01:20 山田　一樹 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ - 京都府
184 1154 1:01:30 平井　優充 ﾋﾗｲ ﾏｻﾖｼ ピエロRC. 京都府
185 1331 1:01:39 長嶋　靖之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽｼ - 京都府
186 1236 1:01:51 伊藤 敦 ｲﾄｳ ｱﾂｼ - 京都府
187 1329 1:02:00 七里　教証 ｼﾁﾘ ﾉﾘｱｷ - 京都府
188 1135 1:02:26 拝野　博行 ﾊｲﾉ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
189 1172 1:02:51 浦川　智道 ｳﾗｶﾜ ﾄﾓﾐﾁ - 京都府
190 1170 1:03:02 松本　清範 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ - 京都府
191 1113 1:03:23 桑野　孝生 ｸﾜﾉ ﾀｶｵ YKK AP 大阪府
192 1231 1:03:24 蒲田 宗明 ｶﾏﾀ ﾑﾈｱｷ - 京都府
193 1111 1:03:37 鈴木　和之 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
194 1312 1:03:37 阿部　清二 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ - 京都府
195 1217 1:03:45 喜多 正一 ｷﾀ ﾏｻｲﾁ 小川歯科医院 大阪府
196 1157 1:03:52 ・田　昌史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 京都YEG楽風RUNNERS 京都府
197 1336 1:04:12 志賀　将之 ｼｶﾞ ﾏｻﾕｷ - 京都府
198 1250 1:04:19 小林 靖生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｵ 楽風ランナーズ 京都府
199 1162 1:04:29 髙橋　完実 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ - 京都府
200 1188 1:04:50 林　大雅 ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ - 京都府
201 1232 1:04:55 竹腰 宗大 ﾀｹｺｼ ﾑﾈﾋﾛ - 京都府
202 1167 1:05:41 黒澤　寛己 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｷ 塔南高校 京都府
203 1313 1:06:33 峙　和寛 ｿﾜ ｶｽﾞﾋﾛ - 兵庫県
204 1220 1:07:41 塩見 哲郎 ｼｵﾐ ﾃﾂﾛｳ チームびび 京都府
205 1299 1:08:06 大川　晃一 ｵｵｶﾜ ｺｳｲﾁ 絶対会 京都府
206 1298 1:08:13 木下　貴雄 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｵ - 兵庫県
207 1267 1:08:25 信治 択佳 ﾉﾌﾞｼﾞ ﾀｸﾖｼ - 京都府
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12 12部　男子10Kｍ50歳以上

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 1484 0:36:21 山本　泰典 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 加悦走友会 京都府
2 1480 0:37:51 福本　龍吾 ﾌｸﾓﾄ ﾘｭｳｺﾞ - 兵庫県
3 1561 0:38:38 松本 一之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 亀岡ランナーズ 京都府
4 1492 0:38:42 林　亨 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 大山崎町役場陸上部 京都府
5 1551 0:39:58 北野 孝之 ｷﾀﾉ ﾀｶﾕｷ さわやかＲＣ 大阪府
6 1535 0:40:40 万庭 浄 ﾏﾝﾊﾞ ｷﾖｼ - 兵庫県
7 1408 0:40:54 武田　佳史 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ - 京都府
8 1442 0:41:04 西山　栄治 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
9 1533 0:41:55 大場 聡 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ - 兵庫県

10 1496 0:42:46 上田　俊夫 - ﾗﾝRUN乱 京都府
11 1406 0:43:06 堀口　誠 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｺﾄ まこと助産院 京都府
12 1555 0:44:06 荻野 和大 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ ★桂酔走楽団 京都府
13 1431 0:45:35 横山　信行 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都府
14 1553 0:46:16 衣川 寿一 ｷﾇｶﾞﾜ ﾋｻｶｽﾞ - 兵庫県
15 1552 0:46:32 西田 隆彦 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ - 京都府
16 1574 0:46:36 田井　高宏 ﾀｲ ﾀｶﾋﾛ - 大阪府
17 1414 0:47:31 豊岡　満男 ﾄﾖｵｶ ﾐﾂｵ - 京都府
18 1500 0:47:33 足立　泰規 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ - 京都府
19 1410 0:47:35 村上　正光 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐﾂ 上・予 京都府
20 1578 0:47:54 宮尾　賢司 ﾐﾔｵ ｹﾝｼ - 京都府
21 1503 0:48:24 森脇　徹 ﾓﾘﾜｷ ﾄｵﾙ 里西ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
22 1459 0:48:30 園田　甲子郎 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ - 京都府
23 1558 0:48:35 野口 健幸 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹﾕｷ 梅小路快走会 京都府
24 1419 0:48:37 岸本　敏和 ｷｼﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 京都新聞洛南販売所 京都府
25 1446 0:48:49 作田　定 - - 京都府
26 1547 0:48:55 市川 哲 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ - 京都府
27 1556 0:49:31 大槻 暁 ｵｵﾂｷ ｱｷﾗ - 京都府
28 1566 0:49:38 山代　忠宣 ﾔﾏｼﾛ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ - 滋賀県
29 1563 0:49:53 山下 秀幸 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 西八屋 京都府
30 1507 0:50:14 片山　敏和 ｶﾀﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ - 京都府
31 1451 0:50:25 橋本　昇市 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ - 京都府
32 1543 0:50:37 森口 一明 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ ＮＡＶＹ 京都府
33 1501 0:50:38 大石　豊 - - 京都府
34 1430 0:50:52 細川　義明 ﾎｿｶﾜ ﾖｼｱｷ 保走YAN 京都府
35 1415 0:50:59 前田　哲 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂ - 京都府
36 1499 0:51:01 足立　秀雄 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
37 1571 0:51:11 渡邊　三夫 ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾂｵ - 京都府
38 1539 0:51:11 柴田 忠彦 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾋｺ - 京都府
39 1404 0:51:18 上原　秀隆 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ ﾊｰﾄ 大阪府
40 1436 0:51:31 平井　佑 ﾋﾗｲ ﾕｳ - 京都府
41 1441 0:51:38 ・津　和洋 ﾖｼﾂﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ﾁｰﾑ・ﾁｪｲｽ 京都府
42 1518 0:51:42 松木　実 ﾏﾂｷ ﾐﾉﾙ - 京都府
43 1564 0:51:47 岡西 秀郎 ｵｶﾆｼ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
44 1469 0:51:52 河津　隆志 ｶﾜﾂﾞ ﾀｶｼ 東山高校 京都府
45 1447 0:52:03 田中　敏昭 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ KTH-RC 京都府
46 1537 0:52:07 仁井 裕幸 ﾆｲ ﾋﾛﾕｷ 日本酒友の会 大阪府
47 1522 0:52:09 関　孝 ｾｷ ﾀｶｼ 火曜夜御所走会 京都府
48 1422 0:52:23 西　芳樹 ﾆｼ ﾖｼｷ ZKM兵庫 兵庫県
49 1425 0:52:37 吉岡　和彦 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋｺ - 京都府
50 1423 0:52:39 三浦　一樹 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｷ 長岡京走友会 京都府
51 1531 0:52:39 田尻 善治 ﾀｼﾞﾘ ﾖｼﾊﾙ 滋賀父ちゃんズ 京都府
52 1421 0:52:55 田中　典臣 ﾀﾅｶ ﾂﾈｵﾐ 登坂車線 京都府
53 1416 0:52:56 谷口　俊夫 ﾀｲｸﾞﾁ ﾄｼｵ 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ 滋賀県
54 1486 0:53:00 原　淳 ｱﾗ ｱﾂｼ - 京都府
55 1554 0:53:05 吉田 英 ﾖｼﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ＭＴＰＣ 京都府
56 1550 0:53:06 今西 康人 ｲﾏﾆｼ ﾔｽﾋﾄ ＷＡＣ 京都府
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57 1502 0:53:15 川勝　幸男 ｶﾜｶﾂ ﾕｷｵ - 京都府
58 1434 0:53:22 村松　裕行 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 摂津水都信用金庫 兵庫県
59 1559 0:53:26 森本 裕隆 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ - 京都府
60 1497 0:53:44 山形　芳弘 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
61 1445 0:53:57 山田　裕紹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ - 京都府
62 1489 0:54:04 新川　久弥 ｼﾝｶﾜ ﾋｻﾔ - 京都府
63 1435 0:54:19 中村　良三 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｿﾞｳ - 京都府
64 1562 0:54:21 久貝 宏昭 ｸｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ - 京都府
65 1462 0:54:28 川原　武 ｶﾜﾊﾗ ﾀｹｼ - 京都府
66 1510 0:54:35 中尾　謙一 ﾅｶｵ ｹﾝｲﾁ - 京都府
67 1479 0:54:44 福原　竹男 ﾌｸﾊﾗ ﾀｹｵ ﾍﾙｽﾋﾟｱ21走好会 京都府
68 1407 0:54:46 中山　邦雄 ﾅｶﾔﾏ ｸﾆｵ - 京都府
69 1458 0:54:46 大島　和夫 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｵ 西村政春会 兵庫県
70 1429 0:54:48 田之口　勇 ﾀﾉｸﾁ ｲｻﾑ - 京都府
71 1403 0:55:01 浅井　光博 ｱｻｲ ﾐﾂﾋﾛ - 京都府
72 1505 0:55:03 四方　四郎 ｼｶﾀ ｼﾛｳ 岩滝RC 京都府
73 1405 0:55:05 谷口　達・ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾖｼ - 京都府
74 1477 0:55:08 浪江　正 ﾅﾐｴ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
75 1515 0:55:11 谷内　秀夫 ﾔﾁ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
76 1504 0:55:15 黒木　生也 ｸﾛｷ ｾｲﾔ ＳＢＬＣ関西 三重県
77 1536 0:55:17 小林 忍 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉﾌﾞ 日本新薬 京都府
78 1473 0:55:18 広田　永寿 ﾋﾛﾀ ﾅｶﾞﾄｼ - 京都府
79 1495 0:55:18 仲　篤男 ﾅｶ ｱﾂｵ - 京都府
80 1576 0:55:25 中山　誠人 ﾅｶﾔﾏ - 京都府
81 1474 0:55:29 岡本　義男 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｵ - 京都府
82 1514 0:55:44 西川　定夫 ﾆｼｶﾜ ｻﾀﾞｵ - 大阪府
83 1433 0:55:44 上阪　富久 ｺｳｻｶ ﾄﾐﾋｻ - 兵庫県
84 1476 0:55:51 木村　宏造 ｷﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ - 京都府
85 1440 0:55:53 山﨑　彰 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾗ - 京都府
86 1560 0:55:56 久保 守 ｸﾎﾞ ﾏﾓﾙ - 京都府
87 1542 0:55:58 西村 篤史 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ ＮＡＶＹ 京都府
88 1463 0:56:06 下村　博士 - ZKM京都支部 京都府
89 1567 0:56:07 伊東　弘隆 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ - 京都府
90 1565 0:56:22 番 正和 ﾂｶﾞｲ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
91 1452 0:56:33 伊東　忠邦 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｸﾆ - 京都府
92 1498 0:56:34 依田　光広 ﾖﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 京都市上下水道局 京都府
93 1529 0:56:37 木村 卓治 ｷﾑﾗ ﾀｸｼﾞ - 兵庫県
94 1513 0:56:49 吉田　龍一 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ - 京都府
95 1478 0:56:57 足立　久幸 ｱﾀﾞﾁ ﾋｻﾕｷ - 京都府
96 1456 0:57:07 進藤　宏一 ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ - 京都府
97 1455 0:57:09 樋高　嘉治 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 出光OB 兵庫県
98 1581 0:57:20 瓜生　啓一 ｳﾘｳ ｹｲｲﾁ フライング・タートル 京都府
99 1526 0:57:23 田中　清志 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ 火曜の夜に御所を走る会 京都府

100 1520 0:57:26 長澤　孝人 ﾅｶﾞｻﾜ - 兵庫県
101 1538 0:57:30 宮越 正 ﾐﾔｺｼ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
102 1449 0:57:31 岡本　義和 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ - 京都府
103 1401 0:57:37 西岡　正義 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾖｼ KK・ﾓｰﾄﾞﾗｲﾗｯｸ 京都府
104 1470 0:57:46 山領　正 ﾔﾏﾘｮｳ ﾀﾀﾞｼ - 京都府
105 1575 0:57:52 米澤　和雄 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ ピノス 京都府
106 1573 0:57:52 辰巳　禎浩 ﾀﾂﾐ ｻﾀﾞﾋﾛ - 京都府
107 1466 0:58:05 石津　良昭 ｲｼﾂﾞ ﾖｼｱｷ RCY 大阪府
108 1438 0:58:12 髙橋　重夫 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ - 京都府
109 1516 0:58:13 岡田　覚 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ ｱﾛｰｱｹﾞｲﾝ 京都府
110 1570 0:58:24 前田　良明 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｱｷ 走乱会 大阪府
111 1426 0:59:13 木曽　進 ｷｿ ｽｽﾑ - 京都府
112 1527 0:59:14 北方　幸弘 ｷﾀｶﾀ ﾕｷﾋﾛ - 京都府
113 1475 0:59:20 近澤　敏明 ﾁｶｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ - 京都府
114 1541 0:59:28 村岡 一男 ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞｵ ＮＡＶＹ 滋賀県
115 1481 0:59:30 八柳　進 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ - 京都府
116 1483 0:59:36 島田　謙ニ ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ へるつ 京都府
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117 1427 0:59:37 松本　一夫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ - 京都府
118 1467 0:59:41 谷山　恭次 ﾀﾆﾔﾏ ｷｮｳｼﾞ - 京都府
119 1490 0:59:54 平岩　松生 ﾋﾗｲﾜ ﾏﾂｵ びわこﾗﾝﾅｰｽﾞ 滋賀県
120 1460 0:59:57 棚倉　敏和 ﾀﾅｸﾗ ﾄｼｶｽﾞ ﾋﾟﾉｽ走友会 京都府
121 1465 0:59:58 田尾　雅宏 ﾀｵ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
122 1545 0:59:59 林 房和 ﾊﾔｼ ﾌｻｶｽﾞ 東ヲカヤＲ・Ｃ 京都府
123 1493 1:00:25 福永　義人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｼﾄ - 京都府
124 1569 1:00:34 松井　常孝 ﾏﾂｲ ﾂﾈﾀｶ - 京都府
125 1450 1:00:42 前田　康雄 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｵ - 京都府
126 1461 1:01:07 奥村　実 ｵｸﾑﾗ ﾐﾉﾙ - 京都府
127 1548 1:01:09 松田 辰雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂｵ - 京都府
128 1412 1:01:35 宮川　滋 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 日吉の里 京都府
129 1508 1:01:47 白米　和則 ｼﾗﾖﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
130 1577 1:01:50 吉住　一成 ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾅﾘ ピノス 京都府
131 1488 1:02:07 大棚　久米夫 ｵｵﾀﾅ ｸﾒｵ - 京都府
132 1485 1:02:19 植田　博 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ - 京都府
133 1413 1:02:28 澤井　恒二 ｻﾜｲ ｺｳｼﾞ - 京都府
134 1457 1:02:47 小西　康之 ｺﾆｼ ﾔｽﾕｷ - 京都府
135 1453 1:03:00 長瀬　洋 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｼ - 京都府
136 1437 1:03:05 小枝　登志夫 ｺｴﾀﾞ ﾄｼｵ 西村政春会 滋賀県
137 1482 1:03:24 北川　正博 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
138 1432 1:03:28 船戸　弘行 ﾌﾅﾄ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
139 1546 1:03:33 出原 利三 ｲｽﾞﾊﾗ ﾄｼｿﾞｳ - 京都府
140 1444 1:03:34 河原林　学 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
141 1443 1:03:51 蓑部　雄一郎 ﾐﾉﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 京都府
142 1519 1:04:05 筒井　研一 - - 京都府
143 1464 1:04:13 木村　茂 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ - 京都府
144 1411 1:04:33 磯山　憲治 ｲｿﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 島津ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造 京都府
145 1487 1:04:41 八木　正浩 - - 京都府
146 1534 1:04:44 竹口 進 ﾀｹｸﾞﾁ ｽｽﾑ - 京都府
147 1524 1:05:03 山田　佳司 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｼﾞ - 京都府
148 1454 1:05:07 藤本　省三 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ - 京都府
149 1580 1:05:45 土田　哲也 ﾂﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ - 大阪府
150 1572 1:06:04 山下　俊幸 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾕｷ - 京都府
151 1494 1:06:22 北村　秀人 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ - 京都府
152 1528 1:06:29 高野瀬 英雄 ﾀｶﾉｾ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

13 13部　女子10ｋｍ29歳以下（高校生以上）

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 1631 0:46:07 長谷川　紀実 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐ - 京都府
2 1624 0:50:18 杉本 未来 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｷ 赤兎馬ＡＣ 京都府
3 1628 0:50:51 竹村　弥生 ﾀｹﾑﾗ ﾔﾖｲ - 京都府
4 1638 0:52:13 平野　紗弓 ﾋﾗﾉ ｻﾕﾐ - 京都府
5 1609 0:53:47 嶋路 雅美 ｼﾏｼﾞ ﾏｻﾐ 新薬駅伝部 京都府
6 1626 0:54:28 石井 愛 ｲｼｲ ｱｲ 関西龍舟 大阪府
7 1630 0:54:48 大光　加奈恵 ｵｵﾐﾂ ｶﾅｴ sandoz 京都府
8 1612 0:55:02 平井 あす香 ﾋﾗｲ ｱｽｶ チームＱ 京都府
9 1620 0:55:38 池 紗恵子 ｲｹ ｻｴｺ - 京都府

10 1617 0:55:56 福澤 裕美 ﾌｸｻﾞﾜ ﾕﾐ - 京都府
11 1608 0:56:04 西岡　麻衣 ﾆｼｵｶ ﾏｲ - 京都府
12 1637 0:56:07 田邊　愛梨 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ - 京都府
13 1611 0:56:09 住友 聖子 ｽﾐﾄﾓ ｻﾄｺ チームシトラス 京都府
14 1614 0:56:13 松浦 春奈 ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙﾅ - 大阪府
15 1635 0:56:54 上見　美智子 ｳﾜﾐ ﾐﾁｺ - 京都府
16 1604 0:56:59 伊藤　麻衣 - ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
17 1607 0:57:24 古河　志織 ﾌﾙｶﾜ ｼｵﾘ - 京都府
18 1629 0:57:34 金光　朋子 ｶﾈﾐﾂ ﾄﾓｺ - 京都府
19 1613 0:57:44 坂本 尚美 ｻｶﾓﾄ ｻｵﾘ - 大阪府
20 1602 0:57:57 春摘　早香 - - 京都府
21 1636 0:59:00 星川　未里 ﾎｼｶﾜ ﾐｻﾄ .kom 京都府
22 1634 0:59:55 和田　瑛子 ﾜﾀﾞ ｴｲｺ - 京都府
23 1615 1:00:20 西田 知佳 ﾆｼﾀﾞ ﾁｶ - 京都府
24 1633 1:00:39 原田　祐里 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾘ - 京都府
25 1621 1:00:45 津野 都 ﾂﾉ ﾐﾔｺ - 愛知県
26 1606 1:01:10 西村　綾音 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾈ 火曜日の夜に御所を走る会 京都府
27 1605 1:02:59 加藤　朝美 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ - 京都府
28 1603 1:03:10 中村　智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ - 京都府
29 1618 1:03:36 長瀬 美奈 ﾅｶﾞｾ ﾐﾅ - 京都府
30 1616 1:05:31 唄 美保 ﾊﾞｲ ﾐﾎ - 京都府
31 1610 1:06:11 山下 育美 ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ - 京都府

14 14部　女子10ｋｍ30歳以上49歳以下

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 1716 0:41:22 廣岡　真理子 ﾋﾛｵｶ ﾏﾘｺ - 兵庫県
2 1701 0:44:19 中村　功美 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 火曜夜御所走会 京都府
3 1706 0:45:59 和田　美企子 ﾜﾀﾞ ﾐｷｺ - 京都府
4 1782 0:47:14 中井　美々子 ﾅｶｲ ﾐﾐｺ - 京都府
5 1788 0:48:39 藤田　祝子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ - 京都府
6 1714 0:50:32 俵　敦子 ﾀﾜﾗ ｱﾂｺ 矢田川走友会 兵庫県
7 1756 0:50:50 山内 裕子 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｺ - 京都府
8 1775 0:51:37 木村 智子 ｷﾑﾗ ﾄﾓｺ ケンズ京都 京都府
9 1708 0:51:43 吉村　晴美 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾐ - 大阪府

10 1776 0:52:28 山本 亜裕美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ ケンズ京都 京都府
11 1791 0:52:52 上田　民代 ｳｴﾀﾞ ﾀﾐﾖ はうす 京都府
12 1728 0:53:01 大八木　智子 ｵｵﾔｷﾞﾄﾓｺ - 京都府
13 1738 0:53:12 馬場　直子 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｺ - 京都府
14 1768 0:53:19 桑谷 久美子 ｸﾜﾀﾆ ｸﾐｺ - 京都府
15 1730 0:53:19 青木　寿美 ｱｵｷ ｺﾄﾐ 京都ｼﾞｮｶﾞｰｽﾞ 京都府
16 1715 0:53:31 中川　和子 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ - 京都府
17 1783 0:53:43 笹島　静江 ｻｻｼﾞﾏ ｼｽﾞｴ ピノス 京都府
18 1703 0:54:09 山田　志保 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ - 兵庫県
19 1778 0:54:24 新里　朋子 ﾆｲｻﾞﾄ ﾄﾓｺ - 大阪府
20 1727 0:54:35 八木　貴子 ﾔｷﾞ ﾀｶｺ - 京都府
21 1709 0:54:35 松下　育子 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｺ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

22 1747 0:54:37 田渕 百合 ﾀﾌﾞﾁ ﾕﾘ - 京都府
23 1742 0:54:47 小島 珠緒 ｺｼﾞﾏ ﾀﾏｵ - 兵庫県
24 1741 0:54:50 太田 麻貴 ｵｵﾀ ﾏｷ - 京都府
25 1713 0:55:23 田尾　邦子 ﾀｵ ｸﾆｺ - 京都府
26 1711 0:55:27 中本　眞寿美 ﾅｶﾓﾄ ﾏｽﾐ - 京都府
27 1784 0:55:34 古川　美保 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ ピノス 京都府
28 1758 0:56:11 田部 佳子 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ - 大阪府
29 1763 0:56:18 中村 紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ - 京都府
30 1767 0:56:20 長谷川 かおり ﾊｾｶﾞﾜ ｶｵﾘ - 京都府
31 1717 0:56:26 山本　昌代 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖ - 京都府
32 1720 0:56:32 西川　明美 ﾆｼｶﾜ ｱｹﾐ - 京都府
33 1710 0:57:27 藤井　千晶 ﾌｼﾞｲ ﾁｱｷ - 京都府
34 1777 0:57:43 荒澤　和枝 ｱﾗｻﾜ ｶｽﾞｴ - 神奈川県
35 1754 0:57:47 岡本 泰子 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｺ - 京都府
36 1743 0:57:49 江藤 ひとみ ｴﾄｳ ﾋﾄﾐ - 京都府
37 1726 0:57:51 黒田　美幸 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾕｷ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
38 1704 0:57:53 北村　幸子 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷｺ - 京都府
39 1769 0:58:13 西村 小百合 ﾆｼﾑﾗ ｻﾕﾘ - 京都府
40 1723 0:58:22 山形　元子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾓﾄｺ - 京都府
41 1766 0:58:35 中村 光佐子 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｺ - 京都府
42 1774 0:58:42 八田 恵 ﾊｯﾀ ﾒｸﾞﾐ - 滋賀県
43 1702 0:58:55 州﨑　郁子 ｽｻﾞｷ ｲｸｺ - 京都府
44 1718 0:59:00 多田　佳子 ﾀﾀﾞ ﾖｼｺ - 京都府
45 1773 0:59:31 杉山 祐子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ - 大阪府
46 1786 0:59:48 寺坂　多栄子 ﾃﾗｻｶ ﾀｴｺ - 京都府
47 1780 1:00:12 山口　巳幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ - 京都府
48 1733 1:00:18 関　薫 ｾｷ ｶｵﾙ 火曜御所走会 京都府
49 1740 1:00:21 堀留 陽子 ﾎﾘﾄﾞﾒ ﾖｳｺ - 京都府
50 1734 1:00:23 小野　哉美 ｵﾉ ｶﾅﾐ - 京都府
51 1779 1:00:57 三浦　理恵 ﾐｳﾗ ﾘｴ love4rookies 兵庫県
52 1762 1:01:09 上松 久子 ｳｴﾏﾂ ﾋｻｺ ＴｅａｍＮＡＳ 京都府
53 1789 1:01:19 和田　典子 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ MULTI WILD 京都府
54 1725 1:01:40 兵頭　邦代 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｸﾆﾖ - 大阪府
55 1772 1:01:42 市川 理奈子 ｲﾁｶﾜ ﾘﾅｺ - 京都府
56 1729 1:02:08 清水　紀子 - - 京都府
57 1790 1:02:12 平田　由香 ﾋﾗﾀ ﾕｶ はうす 京都府
58 1770 1:02:29 津田 彰子 ﾂﾀﾞ ｼｮｳｺ ずーずーしーず 福井県
59 1724 1:02:34 小山　綾美 ｺﾔﾏ ｱﾔﾐ - 京都府
60 1737 1:03:45 石田　佳寿子 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｺ NPO法人ｸﾛｰﾊﾞｰ・ｻｰﾋﾞｽ 京都府
61 1765 1:03:57 森脇 恭子 ﾓﾘﾜｷ ｷｮｳｺ - 大阪府
62 1739 1:04:01 芳野　一美 ﾖｼﾉ ﾋﾄﾐ - 京都府
63 1705 1:04:02 安田　祐美子 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾐｺ - 大阪府
64 1781 1:04:17 好浦　由利子 ﾖｼｳﾗ ﾕﾘｺ - 京都府
65 1732 1:04:38 坂田　敦子 ｻｶﾀ ｱﾂｺ - 京都府
66 1731 1:05:23 宇野　訓佳 - - 京都府
67 1748 1:05:24 中川 美代子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾖｺ - 京都府
68 1722 1:05:54 石黒　維 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷ 京都福音自由教会 京都府
69 1757 1:06:07 杉本 百代 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓﾖ - 京都府
70 1750 1:06:55 藤井 由美 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾐ - 京都府
71 1707 1:10:08 小林　雅美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

15 15部　女子10ｋｍ50歳以上

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 1817 0:44:06 田路　慶子 ﾄｳｼﾞ ｹｲｺ 桂川走友会 京都府
2 1804 0:49:02 川端　末子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｴｺ - 京都府
3 1824 0:49:34 三木　直子 ﾐｷ ﾅｵｺ - 京都府
4 1808 0:50:33 山田　容子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ - 京都府
5 1807 0:50:44 北村　米子 ｷﾀﾑﾗ ﾖﾈｺ - 京都府
6 1818 0:51:27 大西　千世子 ｵｵﾆｼ ﾁﾖｺ - 京都府
7 1813 0:52:01 三木　鈴子 ﾐｷ ｽｽﾞｺ 向日市走遊会 京都府
8 1814 0:54:38 灰山　由美 ﾊｲﾔﾏ ﾕﾐ かもなす 京都府
9 1830 0:55:21 津野 まゆみ ﾂﾉ ﾏﾕﾐ きじちゃんず 京都府

10 1836 0:56:11 御所園　ゆみ子 ｺﾞｼｮｿﾞﾉ ﾕﾐｺ - 兵庫県
11 1828 0:56:30 山本 睦子 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｺ - 京都府
12 1816 0:56:39 田口　利絵子 ﾀｸﾞﾁ ﾘｴｺ - 京都府
13 1829 0:56:44 橋本 幸代 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁﾖ きじちゃんず 京都府
14 1809 0:57:23 佐藤　直美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ - 京都府
15 1832 0:58:00 樺井 久美子 ｶﾊﾞｲ ｸﾐｺ 柳池ランナーズ 京都府
16 1812 0:58:06 春摘　紀代美 ﾊﾙﾂﾐ ｷﾖﾐ - 京都府
17 1801 0:58:47 加藤　詩子 ｶﾄｳ ｳﾀｺ - 京都府
18 1831 0:58:58 安達 恵子 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺ - 京都府
19 1806 0:59:25 堀　左斗美 ﾎﾘ ｻﾄﾐ - 京都府
20 1811 0:59:51 小林　裕子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ あらべすく 京都府
21 1826 0:59:59 林 朋子 ﾊﾔｼ ﾄﾓｺ 東ヲカヤＲ．Ｃ 京都府
22 1839 1:00:43 清家　直子 ｾｲｹ ﾅｵｺ - 京都府
23 1840 1:02:28 皆本　志津子 ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｺ - 京都府
24 1785 1:03:29 平岩　弘子 ﾋﾗｲﾜ ﾋﾛｺ びわこランナーズ 滋賀県
25 1821 1:04:07 大谷　昌美 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾐ - 京都府
26 1820 1:04:36 吉田　和子 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｺ - 京都府
27 1815 1:04:40 山﨑　しず子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｽﾞｺ - 京都府
28 1819 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
29 1827 1:05:04 出原 倭代 ｲｽﾞﾊﾗ ｼｽﾞﾖ - 京都府
30 1841 1:05:58 田中　京子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ - 京都府
31 1837 1:06:04 山下　直美 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾐ - 京都府

16 16部　男子5ｋｍ29歳以下（中学生以上）

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 5005 0:16:09 蘆田　恵伍 ｱｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 七条中学校 京都府
2 5001 0:16:17 池田　崚 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 京都市北総合支援学校 京都府
3 5007 0:16:20 中井　芳聡 ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ TEAM P-man 京都府
4 5038 0:16:22 新田 義樹 ﾆｯﾀ ﾖｼｷ 大谷大学 京都府
5 5015 0:16:23 新岡　康久 ﾆｲｵｶ ﾔｽﾋｻ 京走ｱｽﾘｰﾄ　ｸﾗﾌﾞ 京都府
6 5003 0:16:36 寺井　洋平 ﾃﾗｲ ﾖｳﾍｲ 園部中学校 京都府
7 5046 0:16:50 眞継 健太 ﾏﾂｸﾞ ｹﾝﾀ ケンズ京都 京都府
8 5049 0:16:51 北浜　涼 ｷﾀﾊﾏ ﾘｮｳ 北稜高校 京都府
9 5045 0:16:51 稲井 勇仁 ｲﾅｲ ﾕｳﾄ ケンズ京都 京都府

10 5027 0:16:54 平木　雄翔 ﾋﾗｷ ﾕｳﾄ - 京都府
11 5044 0:16:58 杉原 賞紀 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ ケンズ京都 滋賀県
12 5037 0:17:12 森 勇躍 ﾓﾘ ﾕｳﾔｸ 株式会社山武 京都府
13 5013 0:18:01 和辻　雄仁 ﾜﾂｼﾞ ﾀｹﾄ - 京都府
14 5006 0:18:19 河原林　治 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ - 京都府
15 5016 0:19:35 竹田　智裕 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ - 京都府
16 5008 0:20:23 圷　勝則 ｱｸﾂ ｶﾂﾉﾘ - 大阪府
17 5051 0:20:24 河添　達仁 ｶﾜｿﾞｴ ﾀﾂﾋﾄ - 京都府
18 5020 0:20:53 大坪　達弥 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀﾂﾔ すたこらDON 京都府
19 5035 0:21:18 三村 尚哉 ﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ 松尾中学校 京都府
20 5034 0:22:14 辻 和鷹 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾀｶ - 京都府
21 5019 0:22:22 大塚　充 ｵｵﾂｶ ﾐﾂﾙ すたこらDON 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

22 5012 0:22:30 織部　将人 ｵﾘﾍﾞ ﾏｻﾄ - 京都府
23 5014 0:22:45 中　智輝 ﾅｶ ﾄﾓｷ - 京都府
24 5036 0:23:02 八尾 良太 ﾊﾁｵ ﾘｮｳﾀ - 京都府
25 5039 0:23:14 森山 展行 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 遙学園 京都府
26 5023 0:23:16 煙山　奨也 ｹﾑﾘﾔﾏ ｼｮｳﾔ ふりーらぢかる 京都府
27 5011 0:23:17 辻本　正貴 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 松尾中学校 京都府
28 5040 0:23:35 金子 隆哉 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾔ 遙学園 京都府
29 5018 0:23:54 幸田　翔太 ｺｳﾀﾞ ｼｮｳﾀ わがままRC 京都府
30 5043 0:24:02 田茂 和輝 ﾀﾓ ｶｽﾞｷ 遙学園 京都府
31 5022 0:24:16 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ すたこらDON 京都府
32 5024 0:24:48 神内　伸晃 ｼﾞﾝﾅｲ ﾉﾌﾞｱｷ ふりーらぢかる 京都府
33 5009 0:25:20 神﨑　裕人 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾄ - 京都府
34 5021 0:25:27 平澤　健一朗 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ すたこらDON 京都府
35 5041 0:27:05 小野 晃 ｵﾉ ﾋｶﾙ 遙学園 京都府
36 5004 0:27:06 南田　晶夫 ﾐﾅﾐﾀﾞ ｱｷｵ - 京都府
37 5048 0:27:09 山本　章聖 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｾｲ - 京都府
38 5042 0:27:09 坂本 司 ｻｶﾓﾄ ﾂｶｻ 遙学園 京都府
39 5028 0:27:21 黒瀬　亮 - the B.O.Cs+Tin 京都府
40 5030 0:28:13 吉田　亮太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ - 京都府
41 5050 0:28:33 水野　豊 - - -
42 5053 0:28:39 酒井　大紀 ｻｶｲ ﾀｲｷ - 京都府
43 5017 0:34:42 大西　佑輝 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 西村政春会 京都府
44 5002 0:36:10 森　大輔 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
45 5010 0:36:11 西田　一平 ﾆｼﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ - 京都府
46 5026 0:42:46 生田　純一 ｲｸﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 千葉県
47 5047 0:43:47 荒井　陽仁 ｱﾗｲ ｱｷﾋﾄ - 京都府

17 17部　男子5ｋｍ30歳以上49歳以下

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 5113 0:16:07 村上　求 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄﾑ TRC 京都府
2 5101 0:16:52 山本　淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ - 京都府
3 5127 0:17:08 佐藤　厚司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 舞鶴ｸﾗﾌﾞ 京都府
4 5110 0:17:37 永通　秀孝 ｴｲﾂｳ ﾋﾃﾞﾀｶ DFE京都 京都府
5 5112 0:18:00 森下　耕太郎 ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ TEAM P-man 京都府
6 5142 0:18:09 杉本 智 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ - 京都府
7 5108 0:18:32 加藤　孝幸 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 神戸地方法務局 京都府
8 5116 0:18:46 阪下　善博 ｻｶｼﾀ ﾖｼﾋﾛ - 兵庫県
9 5168 0:18:50 西本　武史 ﾆｼﾓﾄ ﾀｹｼ - 京都府

10 5123 0:19:22 仲尾　博史 ﾅｶｵ ﾋﾛｼ 齋藤建築設計事務所 京都府
11 5138 0:19:26 四方 孝平 ｼｶﾀ ﾀｶﾋﾗ 日東精工 京都府
12 5151 0:19:33 原田 康行 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾕｷ - 兵庫県
13 5159 0:19:36 深蔵 心理 ﾌｶｸﾗ ｼﾝﾘ ふかクラブ 京都府
14 5133 0:19:37 武田 充弘 ﾀｹﾀ ﾐﾂﾋﾛ ナイトランＡＣ 京都府
15 5172 0:20:19 柴田　学 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ ランデザイン 京都府
16 5111 0:20:26 磯﨑　正夫 ｲｿｻﾞｷ ﾏｻｵ - 兵庫県
17 5163 0:20:27 山中　喜昭 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｱｷ - 福井県
18 5141 0:20:41 岸本 啓司 ｷｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ チームちゆなお 京都府
19 5107 0:21:13 大下　雅巳 ｵｵｼﾀ ﾏｻﾐ - 京都府
20 5119 0:22:04 谷口　美樹男 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｷｵ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
21 5160 0:22:50 和久田　正和 ﾜｸﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ - 京都府
22 5157 0:22:55 正田 哲也 ｼｮｳﾀ ﾃﾂﾔ - 京都府
23 5124 0:22:57 岡本　清教 ｵｶﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ - 京都府
24 5139 0:23:07 川田 亨 ｶﾜﾀ ﾄｵﾙ ＬＯＦＴＹ 大阪府
25 5130 0:23:16 出野　太 ｲﾃﾞﾉ ﾌﾄｼ - 愛知県
26 5161 0:23:21 三宅　茂樹 ﾐﾔｹ ｼｹﾞｷ - 京都府
27 5165 0:23:54 北浜　俊哉 ｷﾀﾊﾏ ﾄｼﾔ - 京都府
28 5147 0:24:42 中瀬 貴之 ﾅｶｾ ﾀｶﾕｷ - 京都府
29 5128 0:24:50 中谷　直樹 ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ - 京都府
30 5166 0:25:25 細見　宏昭 ﾎｿﾐ ﾋﾛｱｷ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

31 5115 0:25:36 西寺　達美 - すたこらDON 京都府
32 5102 0:25:46 山内　慶 ﾔﾏｳﾁ ｹｲ - 京都府
33 5109 0:26:03 ミラー　ディビッド ﾐﾗｰ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ - 京都府
34 5156 0:26:09 久保元 忍 ｸﾎﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
35 5120 0:26:12 斉藤　光人 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾄ - 兵庫県
36 5169 0:26:15 栗本　祥志 ｸﾘﾓﾄ ﾖｼﾕｷ - 奈良県
37 5106 0:26:29 田中　敏夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ Team火の鳥 京都府
38 5155 0:26:30 竹本 享平 ﾀｹﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ - 滋賀県
39 5167 0:27:00 田中　俊之 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ - 京都府
40 5118 0:27:01 廣部　仁太郎 ﾋﾛﾍﾞ ﾆﾀﾛｳ すたこらDON 京都府
41 5146 0:27:10 速水 和行 ﾊﾔﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ - 京都府
42 5158 0:27:47 林 知也 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ ふりーらぢかる 京都府
43 5154 0:27:50 甲斐 崇衛 ｶｲ ﾀｶｴ - 京都府
44 5153 0:27:52 田島 正晴 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ - 京都府
45 5148 0:28:06 渡辺 保彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋｺ - 京都府
46 5114 0:28:07 半田　幸四朗 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ - 京都府
47 5121 0:28:09 片山　昭治 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ ﾌﾞﾚｲﾌﾞTC 京都府
48 5170 0:28:24 内藤　幸績 ﾅｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ - 兵庫県
49 5164 0:28:58 辻尾　健宏 ﾂｼﾞｵ ﾀﾃﾋﾛ 走乱会 大阪府
50 5129 0:28:59 川本　哲平 ｶﾜﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ - 滋賀県
51 5126 0:28:59 村上　貴俊 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄｼ - 京都府
52 5131 0:30:15 横野　聡一朗 ﾖｺﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 京神倉庫㈱ 大阪府
53 5103 0:30:32 酒井　励 ｻｶｲ ﾂﾄﾑ - 滋賀県
54 5140 0:31:07 河原 巧 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ Ｔｅａｍ０２ 京都府
55 5143 0:31:09 西村 八起 ﾆｼﾑﾗ ﾔｵｷ - 大阪府
56 5132 0:32:24 高木 浩明 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｱｷ Ｌｏｆｔｙ 福井県
57 5152 0:32:35 木下 正祐 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
58 5137 0:37:05 鷦鷯 毅 ｻｻｷﾞ ﾀｹｼ - 京都府
59 5162 0:38:17 山本　敏盛 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾓﾘ - 京都府
60 5122 0:42:55 西村　昌廣 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ かしのき 京都府
61 5135 0:43:47 大橋 聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄｼ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

18 18部　男子5ｋｍ50歳以上

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 5227 0:17:51 福井　正人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 三田ｱｽﾘｰﾄX 兵庫県
2 5237 0:17:53 亀澤　徹郎 ｶﾒｻﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ神戸 兵庫県
3 5225 0:18:15 前田　信男 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 中牧RC 京都府
4 5235 0:19:39 黒田　和成 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 加古川消防RC 兵庫県
5 5209 0:19:57 渡辺　潔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ ﾓﾉｺｯｸﾔﾏｼﾀ 兵庫県
6 5242 0:20:06 鈴木　卓寧 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔｽ - 京都府
7 5248 0:20:56 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
8 5217 0:21:35 岩波　健二 ｲﾜﾅﾐ ｹﾝｼﾞ 向日市走遊会 京都府
9 5247 0:22:13 岩山　博 ｲﾜﾔﾏ ﾋﾛｼ 阪急百貨店RC 大阪府

10 5239 0:22:15 倉橋　良夫 ｸﾗﾊｼ ﾖｼｵ ｻﾆﾀﾘｰ京都 京都府
11 5231 0:23:30 河村　眞也 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ - 京都府
12 5245 0:23:35 藤野　定 ﾌｼﾞﾉ ｻﾀﾞﾑ 光陽ｶｰﾎﾞﾝ製作所 京都府
13 5230 0:24:39 永井　隆 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ - 京都府
14 5229 0:24:43 早崎　文夫 ﾊﾔｻｷ ﾌﾐｵ 大日本神風走友会 京都府
15 5211 0:25:31 佐藤　英雄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ - 京都府
16 5218 0:25:36 曽我　昭明 ｿｶﾞ ﾃﾙｱｷ - 京都府
17 5236 0:25:42 徳田　美郎 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾛｳ - 京都府
18 5213 0:25:57 小川　俊三 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｿﾞｳ 小川RC 京都府
19 5250 0:26:13 梅木　晃 ｳﾒｷ ｱｷﾗ 京神倉庫㈱ 京都府
20 5256 0:26:46 齋藤 千昭 ｻｲﾄｳ ﾁｱｷ ＳＡＩＴＯＦＣ 京都府
21 5212 0:27:26 大重　尚忠 ｵｵｼｹﾞ ﾅｵﾀﾀﾞ - 京都府
22 5204 0:27:48 堺　健 ｻｶｲ ﾀｹｼ - 京都府
23 5254 0:28:12 中谷 契己 ﾅｶﾀﾆ ｹｲｼﾞ 正道会館姫路 兵庫県
24 5203 0:28:15 西山　美之 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾕｷ - 京都府
25 5258 0:29:15 上羽　淳 ｳｴﾊﾞ ｱﾂｼ - 京都府
26 5234 0:29:21 佐々木　英雄 - 佐々木塾 京都府
27 5255 0:29:33 宮内 勝 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾙ - 大阪府
28 5221 0:29:42 細川　豊二 ﾎｿｶﾜ ﾄﾖｼﾞ - 大阪府
29 5202 0:29:59 足立　城幸 - 足立ﾓｰﾀｰｽ 京都府
30 5233 0:30:12 古和田　昌司 ｺﾜﾀﾞ ﾏｻｼ ｽﾀｺﾗ･ﾄﾞﾝ 京都府
31 5224 0:30:12 瀬戸口　雄二 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ スタコラどん 京都府
32 5219 0:30:38 藤井　智 ﾌｼﾞｲ ｻﾄｼ - 京都府
33 5246 0:30:44 梅原　勝行 ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾕｷ - 京都府
34 5222 0:30:51 山田　道治 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾊﾙ 山田君と走ろう会 大阪府
35 5241 0:30:57 吉田　和孝 - 向日市走遊会 京都府
36 5220 0:31:14 三浦　治 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ - 京都府
37 5253 0:31:25 西野 重明 ﾆｼﾉ ｼｹﾞｱｷ 関西大学 大阪府
38 5257 0:33:08 高野　誠毅 ﾀｶﾉ ﾏｻｷ sutakoraDON 京都府
39 5252 0:34:28 林 敏治 ﾊﾔｼ ﾄｼﾊﾙ - 大阪府
40 5226 0:36:44 田口　正登 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ - 京都府

19 19部　女子5ｋｍ29歳以下（中学生以上）

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 5335 0:18:35 加後 美咲 ｶｺﾞ ﾐｻｷ ケンズ京都 京都府
2 5341 0:19:30 山内　つかな ﾔﾏｳﾁ ﾂｶﾅ 亀岡中学校 京都府
3 5326 0:19:48 塚崎 南帆 ﾂｶｻｷ ﾅﾎ - 京都府
4 5309 0:20:12 吉田　楓苗 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 亀岡中学校 京都府
5 5308 0:20:46 大林　世奈 ﾔﾏｳﾁ ﾂｶﾅ 亀岡中学校 京都府
6 5314 0:22:31 前川　沙知子 ﾏｴｶﾜ ｻﾁｺ ㈱ﾋﾞﾊﾞｽﾎﾟｰﾂ 京都府
7 5330 0:22:35 吉川 菜穂 ﾖｼｶﾜ ﾅﾎ 京都女子中 京都府
8 5337 0:23:12 吉田　恵理奈 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ team Q 京都府
9 5321 0:24:23 小牧　未来 ｺﾏｷ ﾐｸ 桂中学校 京都府

10 5304 0:25:04 三木　いつか ﾐｷ ｲﾂｶ 向日市走遊会 京都府
11 5338 0:25:55 谷田　綾子 ﾀﾆﾀﾞ ｱﾔｺ - 京都府
12 5306 0:26:06 深見　映里子 ﾌｶﾐ ｴﾘｺ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

13 5312 0:27:43 小枝　若葉 ｺｴﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 西村政春会 滋賀県
14 5301 0:28:57 矢吹　榛菜 ﾔﾌﾞｷ ﾊﾙﾅ - 京都府
15 5313 0:29:02 小枝　蘭菜 ｺｴﾀﾞ ﾗﾝﾅ 西村政春会 滋賀県
16 5328 0:29:08 野村 美緒 ﾉﾑﾗ ﾐｵ - 京都府
17 5317 0:29:10 大野　由美 ｵｵﾉ ﾕﾐ - 京都府
18 5318 0:29:16 泉　晶子 ｲｽﾞﾐ ｱｷｺ ふりーらぢかる 京都府
19 5329 0:30:54 奥村 祐子 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｺ - 京都府
20 5310 0:31:33 西川　茉佑 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ - 京都府
21 5311 0:32:00 中　千晶 ﾅｶ ﾁｱｷ - 京都府
22 5333 0:32:38 尾幸 久美子 ｵｺｳ ｸﾐｺ - 京都府
23 5302 0:33:35 矢吹　真彩 ﾔﾌﾞｷ ﾏｱﾔ - 京都府
24 5307 0:34:23 武知　佑美 ﾀｹﾁ ﾕﾐ - 京都府
25 5319 0:35:15 當眞　憂己 ﾄｳﾏ ﾕｳｷ 美山 ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
26 5316 0:35:32 齋　和香子 ｲﾂｷ ﾜｶｺ - 京都府
27 5334 0:36:05 三輪 裕美 ﾐﾜ ﾋﾛﾐ - 京都府
28 5324 0:36:07 浦田 小夜子 ｳﾗﾀ ｻﾖｺ - 京都府
29 5331 0:36:07 入江 好美 ｲﾘｴ ｺﾉﾐ - 京都府
30 5323 0:36:40 織田　志穂 ｵﾘﾀ ｼﾎ - 京都府
31 5325 0:37:24 宮内 裕子 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛｺ - 大阪府
32 5336 0:38:17 山本　美奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ - 京都府
33 5315 0:42:44 井上　侑香 ｲﾉｳｴ ﾕｳｶ - 滋賀県
34 5340 0:42:45 藤井　亜樹子 ﾌｼﾞｲ ｱｷｺ - 京都府

20 20部　女子5ｋｍ30歳以上49歳以下

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 5419 0:19:54 井床　善絵 ｲﾄｺ ﾖｼｴ 蘭走蘭ｸﾗﾌﾞ 兵庫県
2 5453 0:22:02 森 知左子 ﾓﾘ ﾁｻｺ 中牧ＲＣ 京都府
3 5413 0:22:10 道家　敏美 ﾄﾞｳｹ ﾄｼﾐ TRC 京都府
4 5430 0:22:15 永井　真弓 ﾅｶﾞｲ ﾏﾕﾐ - 京都府
5 5428 0:22:59 出野　由桂 ｲﾃﾞﾉ ﾕｶ - 愛知県
6 5443 0:23:01 松本 寿子 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｺ ＮＲＦ 奈良県
7 5457 0:23:21 西田 文子 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｺ ケンズ京都 京都府
8 5411 0:23:23 三田　智美 ﾐﾀ ﾄﾓﾐ - 京都府
9 5452 0:24:08 谷田 由実子 ﾀﾆﾀﾞ ﾕﾐｺ - 京都府

10 5417 0:25:26 仲尾　万喜子 ﾅｶｵ ﾏｷｺ - 京都府
11 5462 0:26:00 北浜　里花 ｷﾀﾊﾏ ﾘｶ - 京都府
12 5437 0:26:02 森口 法子 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾉﾘｺ ＮＡＶＹ 京都府
13 5406 0:26:10 木村　加津子 ｷﾑﾗ ｶﾂﾞｺ - 京都府
14 5442 0:26:10 大江 茂美 ｵｵｴ ｼｹﾞﾐ - 京都府
15 5444 0:26:14 三宅 聖子 ﾐﾔｹ ｾｲｺ - 京都府
16 5410 0:26:19 吉田　敬子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ - 京都府
17 5429 0:26:27 久末　祐子 - - 京都府
18 5404 0:26:55 坂本　ゆり ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ - 京都府
19 5409 0:27:08 藤原　照代 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙﾖ すたこらDON 京都府
20 5436 0:27:11 八木 愛 ﾔｷﾞ ｱｲ - 京都府
21 5463 0:27:15 増谷　奈穂子 ﾏｽﾀﾆ ﾅｵｺ - 京都府
22 5427 0:28:02 俣野　めぐみ ﾏﾀﾉ ﾒｸﾞﾐ - 京都府
23 5403 0:28:25 寺島　雅世 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻﾖ - 京都府
24 5454 0:28:26 田中 美紀 ﾀﾅｶ ﾐｷ - 京都府
25 5466 0:28:31 岡本　明子 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ はうす 京都府
26 5449 0:28:52 橋 志野 ﾊｼ ｼﾉ - 京都府
27 5401 0:28:52 中林　綾乃 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ ｵﾘｰﾌﾞの会 京都府
28 5445 0:29:07 大槻 徳子 ｵｵﾂｷ ﾉﾘｺ - 京都府
29 5435 0:29:37 垂水 恵光 ﾀﾙﾐ ｴｺｳ 兵庫５区ＲＣ 兵庫県
30 5459 0:29:48 岩内　輝美 ｲﾜｳﾁ ﾃﾙﾐ - 京都府
31 5425 0:29:55 南　香 ﾐﾅﾐ ｶｵﾘ - 京都府
32 5464 0:30:21 木村　純子 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ - 京都府
33 5441 0:30:39 高野 直子 ﾀｶﾉ ﾅｵｺ - 京都府
34 5440 0:31:04 船越 日出美 ﾌﾅｺｼ ﾋﾃﾞﾐ - 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

35 5426 0:31:20 伊達　千夏 ﾀﾞﾃ ﾁﾅﾂ - 京都府
36 5461 0:31:23 寺田　きよ江 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾖｴ 走乱会 大阪府
37 5458 0:31:23 藤原　加奈子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅｺ - 京都府
38 5422 0:31:28 金ケ江　さおり ｶﾅｶﾞｴ ｻｵﾘ - 京都府
39 5416 0:31:37 原澤　真希子 ﾊﾗｻﾜ ﾏｷｺ - 京都府
40 5455 0:32:32 小林 朋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ - 京都府
41 5465 0:32:35 安馬　和美 ｱﾝﾏ ｶｽﾞﾐ はうす 京都府
42 5423 0:32:39 八木　憲子 - the B.O.Cs+Tin 京都府
43 5424 0:32:39 ブルックス静 - the B.O.Cs+Tin 京都府
44 5405 0:32:57 倉島　久美子 ｸﾗｼﾏ ｸﾐｺ - 京都府
45 5448 0:33:15 落合 加奈子 ｵﾁｱｲ ｶﾅｺ - 京都府
46 5407 0:33:29 矢吹　江梨子 - - 京都府
47 5432 0:35:04 小牧　沙代子 ｺﾏｷ ｻﾖｺ 日新受配電ｼｽﾃﾑ㈱ 京都府
48 5456 0:35:06 橋本 幸子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｺ ＡＶＲＣ 京都府
49 5412 0:35:24 沼田　香織 ﾇﾏﾀ ｶｵﾘ ラ・ミーコ 京都府
50 5450 0:36:05 千原 いつみ ﾁﾊﾗ ｲﾂﾐ - 大阪府
51 5439 0:36:20 近藤 真由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ - 京都府
52 5446 0:36:37 宮内 悦子 ﾐﾔｳﾁ ｴﾂｺ - 大阪府
53 5460 0:37:17 山本　美沙 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻ - 京都府
54 5434 0:37:52 谷 里美 ﾀﾆ ｻﾄﾐ 京都ＹＥＧ楽風 京都府
55 5415 0:38:05 小枝　志保 ｺｴﾀﾞ ｼﾎ 西村政春会 滋賀県
56 5421 0:39:38 岡本　桂以子 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺ - 兵庫県
57 5433 0:43:47 森川 久美子 ﾓﾘｶﾜ ｸﾐｺ - 京都府

21 21部　女子5ｋｍ50歳以上

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 5505 0:20:29 大小田　ふみ子 ｵｵｺﾀﾞ ﾌﾐｺ - 京都府
2 5504 0:21:07 吉田　富美子 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 舞鶴ﾌｧﾙｺﾝ 京都府
3 5522 0:24:01 中谷 悦子 ﾅｶﾀﾆ ｴﾂｺ チーム　さなえ 鳥取県
4 5516 0:25:11 福井　いずみ ﾌｸｲ ｲｽﾞﾐ - 京都府
5 5530 0:25:16 米澤　節子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｾﾂｺ - 京都府
6 5520 0:26:06 森本　富美子 - - 京都府
7 5512 0:26:33 藤ノ木　暢子 ﾌｼﾞﾉｷ ﾖｳｺ - 京都府
8 5521 0:27:27 金谷 裕子 ｶﾅﾔ ﾋﾛｺ - 京都府
9 5526 0:27:40 齋藤 弘美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ ＳＡＩＴＯＦＣ 京都府

10 5508 0:27:45 藤林　納子 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ - 滋賀県
11 5514 0:27:49 細野　敦子 ﾎｿﾉ ｱﾂｺ - 京都府
12 5506 0:27:51 久保山　多恵子 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾀｴｺ 京都ﾏｽﾀｰｽﾞ 京都府
13 5511 0:28:00 河井　順子 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｺ - 京都府
14 5501 0:30:23 武田　多恵子 ﾀｹﾀﾞ ﾀｴｺ - 京都府
15 5507 0:30:26 瀬戸口　二三子 ｾﾄｸﾞﾁ ﾌｻｺ スタコラどん 京都府
16 5517 0:30:33 谷内　幸枝 ﾔﾁ ﾕｷｴ - 京都府
17 5524 0:33:31 小島 一美 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ ＳＨＩＮ２ 京都府
18 5523 0:33:31 有賀 伸子 ｱﾘｶﾞ ﾉﾌﾞｺ ＳＨＩＮ２ 京都府
19 5502 0:34:27 今堀　富美 ｲﾏﾎﾘ ﾌﾐ ZKM京都支部 京都府
20 5509 0:34:32 石田　幸子 ｲｼﾀﾞ ｻﾁｺ - 京都府
21 5515 0:35:14 岩尾　喜久枝 ｲﾜｵ ｷｸｴ 亀ラン 京都府
22 5529 0:35:21 尾崎　恭子 ｵｻﾞｷ ｷｮｳｺ 民医連走ろう会 京都府
23 5519 0:35:47 大西　たよ子 ｵｵﾆｼ ﾀﾖｺ WAC 大阪府
24 5503 0:36:32 中山　美穂子 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎｺ - 京都府
25 5531 0:37:50 阪部　光子 ｻｶﾍﾞ ﾐﾂｺ ピノス 京都府
26 5525 0:38:12 宮内 サチ子 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｺ - 大阪府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

22 22部　3ｋｍ一般男子の部

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3030 0:09:28 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 大会新
2 3042 0:09:38 松江　賢二 ﾏﾂｴ ｹﾝｼﾞ ﾈｯﾂﾄﾖﾀ中央大阪㈱ 大阪府
3 3047 0:10:24 佐田　六助 ｻﾀﾞ ﾛｸｽｹ 農芸高校 京都府
4 3013 0:10:29 丹治　篤志 ﾀﾝｼﾞ ｱﾂｼ 明治国際医療大学 京都府
5 3045 0:11:03 本多　剛 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾁｰﾑﾌﾞﾗｯｸﾋﾟｰﾁ 京都府
6 3057 0:11:21 内山 勇 ｳﾁﾔﾏ ｲｻﾑ ケンズ京都 京都府
7 3044 0:11:35 長谷川　雄規 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 農芸高校 京都府
8 3046 0:12:01 本多　拓 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸ 農芸高校 京都府
9 3015 0:12:46 坂根　雅英 ｻｶﾈ ﾏｻﾋﾃﾞ - 京都府

10 3067 0:12:51 笠次　良爾 ｶｻﾅﾐ ﾘｮｳｼﾞ 奈良教育大学 京都府
11 3062 0:13:15 野津　隆由 ﾉﾂ ﾀｶﾖｼ - 京都府
12 3061 0:13:49 多田　豊志 ﾀﾀﾞ ｱﾂｼ - 京都府
13 3023 0:13:49 藤田　真和 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ 園部税務署 京都府
14 3017 0:14:00 田中　浩史 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ - 京都府
15 3064 0:14:11 丹羽　雅也 ﾆﾜ ﾏｻﾔ - 京都府
16 3021 0:14:24 植松　則次 ｳｴﾏﾂ ﾉﾘｼﾞ 園部税務署 京都府
17 3039 0:14:48 玉井　保己 ﾀﾏｲ ﾔｽﾐ - 京都府
18 3048 0:14:58 大田　貢 ｵｵﾀ ﾐﾂｸﾞ - 京都府
19 3010 0:14:58 越川　拓磨 ｴﾁｶﾜ ﾀｸﾏ 日東精工 京都府
20 3006 0:15:11 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
21 3020 0:15:25 木村　彰宏 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 園部税務署 京都府
22 3031 0:15:38 百野　賢一 ﾋｬｸﾉ ｹﾝｲﾁ - 京都府
23 3051 0:15:58 西田　裕作 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｻｸ 丹波桜梅園 京都府
24 3053 0:15:58 草刈　春友 ｸｻｶﾘ ﾊﾙﾄﾓ 丹波桜梅園 京都府
25 3027 0:15:59 関　義明 ｾｷ ﾖｼｱｷ 園部税務署 京都府
26 3007 0:16:09 内藤　勝利 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ - 京都府
27 3059 0:16:25 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
28 3060 0:16:25 前田　光一郎 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ - 京都府
29 3004 0:16:32 松岡　秀高 - ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
30 3029 0:16:44 池田　洋一 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ｹﾝﾌﾟﾌｪﾝ 兵庫県
31 3032 0:17:09 林　孝典 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 京都福音自由教会 京都府
32 3024 0:17:19 松原　菊夫 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷｸｵ 園部税務署 京都府
33 3025 0:17:27 兼田　肇 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 園部税務署 京都府
34 3014 0:17:40 上辻　祐宏 ｶﾐﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 太陽が丘ＪＣ 京都府
35 3026 0:17:40 片山　敏夫 ｶﾀﾔﾏ ﾄｼｵ 園部税務署 京都府
36 3052 0:17:42 見島　義和 ﾐｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 丹波桜梅園 京都府
37 3022 0:18:22 吉田　辰治 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｼﾞ 園部税務署 京都府
38 3009 0:19:02 中野　英二 ﾅｶﾉ ｴｲｼﾞ - 京都府
39 3008 0:19:04 本多　健 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ - 京都府
40 3035 0:19:44 須崎　博之 ｽｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ かしのき 京都府
41 3033 0:19:45 威徳　宏和 ｲﾄｸ ﾋﾛｶｽﾞ かしのき 京都府
42 3003 0:20:11 井長　守 ｲﾅｶﾞ ﾏﾓﾙ ｺﾞｰﾙﾄﾞｻｯｻ 京都府
43 3012 0:20:23 小串　高久 ｵｸﾞｼ ﾀｶﾋｻ - 京都府
44 3019 0:20:26 島本　卓也 ｼﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 園部税務署 京都府
45 3040 0:21:32 奥村　晃啓 ｵｸﾑﾗ ﾃﾙﾋﾛ 丹波養護学校寄宿舎 京都府
46 3049 0:21:33 阿部　邦章 ｱﾍﾞ ｸﾆｱｷ 丹波桜梅園 京都府
47 3050 0:21:33 木下　慧 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 丹波桜梅園 京都府
48 3018 0:22:16 高石　智基 ﾀｶｲｼ ﾄﾓｷ 園部税務署 京都府
49 1294 0:22:46 大槻　紘平 ｵｵﾂｷ ｺｳﾍｲ love4rookies 京都府
50 3058 0:23:27 今井　伸夫 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞｵ - 京都府
51 3001 0:24:19 西河　保二 ﾆｼｶﾜ ﾔｽｼﾞ - 京都府
52 3043 0:24:43 田原　英明 ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ あけぼの学園るりけい寮 京都府
53 3016 0:26:39 村山　智章 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｱｷ - 京都府
54 3034 0:26:40 山部　節夫 ﾔﾏﾍﾞ ｾﾂｵ かしのき 京都府
55 3005 0:26:48 大沢　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
56 3065 0:27:00 衛藤　浩征 ｴﾄｳ ﾋﾛﾕｷ LOFTY 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

57 3011 0:27:11 粟倉　繁一 ｱﾜｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 楽風ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
58 3056 0:28:18 世木 善幸 ｾｷ ﾖｼﾕｷ - 京都府

23 23部　3ｋｍ一般女子の部

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3129 0:11:58 野口　和美 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ うさぴょん 京都府
2 3140 0:13:19 水谷 珠美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏﾐ ＭＲＣ 兵庫県
3 3134 0:13:55 竹内　美諭 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ - 京都府
4 3117 0:13:58 安田　貴子 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｺ - 京都府
5 3113 0:14:38 岡留　早希子 ｵｶﾄﾞﾒ ｻｷｺ - 京都府
6 3146 0:15:30 岸本　知可 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓｶ - 京都府
7 3114 0:15:52 永島　清美 ﾅｶﾞｼﾏ ｷﾖﾐ - 京都府
8 3120 0:15:54 寺尾　千佐子 ﾃﾗｵ ﾁｻｺ すたこらDON 京都府
9 3108 0:16:06 田中　里美 ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ - 京都府

10 3119 0:16:35 野渕　美智子 ﾉﾌﾞﾁ ﾐﾁｺ ﾃﾞｺﾒｰﾗｰｽﾞ 京都府
11 3148 0:16:45 浅野　豊美 ｱｻﾉ ﾄﾖﾐ - 大阪府
12 3149 0:16:46 近藤　香澄 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ - 大阪府
13 3103 0:16:49 宮林　聡子 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｻﾄｺ - 京都府
14 3132 0:16:50 阪本　美和 ｻｶﾓﾄ ﾐﾜ - 大阪府
15 3125 0:16:50 松本　奈保子 - - 兵庫県
16 3123 0:17:01 永田　久恵 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｴ - 京都府
17 3136 0:17:30 三露 宏恵 ﾐﾂﾕ ﾋﾛｴ チームアヤカ 京都府
18 3127 0:17:34 河井　麻樹 ｶﾜｲ ﾏｷ - 京都府
19 3107 0:17:43 的野　早苗 ﾏﾄﾉ ｻﾅｴ ﾅｰｽﾗﾝﾅｰ 京都府
20 3128 0:17:45 井上　ゆみ ｲﾉｳｴ ﾕﾐ - 京都府
21 3121 0:17:57 樋口　悦子 ﾋｸﾞﾁ ｴﾂｺ - 京都府
22 3133 0:18:01 馬杉　真由美 ﾏｽｷﾞ ﾏﾕﾐ ﾁｰﾑ真由美 滋賀県
23 3112 0:18:14 大月　かおり ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ すたこらDON 京都府
24 3143 0:18:17 勝目 美穂 ｶﾂﾒ ﾐﾎ - 滋賀県
25 3101 0:18:28 今井　知枝 ｲﾏｲ ﾁｴ - 京都府
26 4062 0:18:34 嶋谷　和夏子 ｼﾏﾀﾆ ﾜｶｺ - 京都府
27 3147 0:18:40 十川　温子 ｿｶﾞﾜ ｱﾂｺ - 兵庫県
28 3110 0:18:42 木村　照奈 ｷﾑﾗ ﾃﾙﾅ 園部税務署 京都府
29 3122 0:19:00 松本　浩実 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ - 京都府
30 3137 0:19:07 広瀬 賛子 ﾋﾛｾ ﾖｼｺ ＷＨＯＯＰＥＥ 京都府
31 3141 0:19:14 井口 アユコ ｲｸﾞﾁ ｱﾕｺ - 兵庫県
32 3144 0:19:26 前田　雅美 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾐ - 京都府
33 3111 0:19:30 古和田　昭枝 ｺﾜﾀﾞ ｱｷｴ ｽﾀｺﾗ･ﾄﾞﾝ 京都府
34 3138 0:19:41 仲野 和葉 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾊ - 京都府
35 3145 0:19:44 宇山　晶子 ｳﾔﾏ ｱｷｺ - 京都府
36 3105 0:19:56 小泉　美弥 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾔ ﾅｰｽﾗﾝﾅｰ 京都府
37 3135 0:20:32 瀬戸　久美子 ｾﾄ ｸﾐｺ - 京都府
38 3115 0:20:34 徳田　栄子 ﾄｸﾀﾞ ｴｲｺ - 京都府
39 3130 0:20:37 滝川　愛 ﾀｷｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 山田松香木店 京都府
40 3131 0:20:37 松井　里佳 ﾏﾂｲ ﾘｶ 山田松香木店 京都府
41 3109 0:20:58 鷹野　裕美 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 園部税務署 京都府
42 3124 0:21:00 牧野　敬子 ﾏｷﾉ ｹｲｺ ﾁｰﾑま組 京都府
43 3139 0:21:35 仲野 由布子 ﾅｶﾉ ﾕﾌｺ - 京都府
44 3102 0:21:39 内田　康子 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽｺ あけぼの学園るりけい寮 京都府
45 3142 0:21:55 三上 由記 ﾐｶﾐ ﾕｷ すたこらＤＯＮ 京都府
46 3106 0:22:51 広藤　友子 ﾋﾛﾌｼﾞ ﾄﾓｺ ナースランナー 大阪府
47 3116 0:25:55 石野　加奈美 ｲｼﾉ ｶﾅﾐ 丹波養護学校 京都府

36/46



順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

24 24部　3ｋm中学生男子の部

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3220 0:09:15 深澤 哲也 ﾌｶｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ ふかざわ 京都府 大会新
2 3217 0:09:26 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 亀岡中学校 京都府
3 3224 0:09:53 竹中　惇 ﾀｹﾅｶ ｼﾞｭﾝ 西陵中 京都府
4 3218 0:10:06 上田 匠馬 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 西賀茂中 京都府
5 3210 0:10:08 溝口　竜也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 佐々木塾 京都府
6 3229 0:10:08 莇　拓也 ｱｻﾞﾐ 拓也 ＲＳＣ 京都府
7 3211 0:10:09 伊藤　ルカ - 佐々木塾 京都府
8 3204 0:10:26 川辺　隼也 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 園部中学校 京都府
9 3202 0:10:39 松本　秀光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 樫原中学校 京都府

10 3223 0:10:51 川田原　怜偉 ｶﾜﾀﾊﾗ ﾚｲ 京都市立樫原中学校 京都府
11 3230 0:11:04 藤井　秀帆 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾎ ＲＳＣ 京都府
12 3228 0:11:22 松井　そら ﾏﾂｲ ｿﾗ ＲＳＣ 京都府
13 3222 0:11:33 高久　洸輝 ﾀｶｸ ﾋﾛｷ 京都市立樫原中学校 京都府
14 3227 0:11:41 藤原　優一 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ - 京都府
15 3212 0:12:08 深澤　瑠威 ﾌｶｻﾞﾜ ﾙｲ 久世中学校 京都府
16 3216 0:12:48 谷口　恭平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 大宅小学校 京都府
17 3226 0:12:50 畑内　公輔 ﾊﾀｳﾁ ｺｳｽｹ ＲＳＣ 京都府
18 3206 0:12:52 百野　弘樹 ﾋｬｸﾉ ﾋﾛｷ 大枝中学校 京都府
19 3215 0:13:01 大田　博貴 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 樫原中学校 京都府
20 3203 0:13:19 石井　悠貴 ｲｼｲ ﾕｳｷ 二条中学校 京都府
21 3208 0:13:35 荒田　皓介 ｱﾗﾀ ｺｳｽｹ 二条中学校 京都府
22 3207 0:13:50 竹田　直裕 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 桃山中学校 京都府
23 3213 0:14:46 玉井　靖和 ﾀﾏｲ ﾔｽｶｽﾞ 勝山中学校 京都府
24 3205 0:15:46 中川　蓮 - - 京都府
25 3219 0:26:48 川田 悠介 ｶﾜﾀ ﾕｳｽｹ ＬＯＦＴ 大阪府

25 25部　3ｋｍ中学生女子の部

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3301 0:09:56 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 下京中学校 京都府
2 3310 0:10:28 松本 文佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｶ ケンズ京都 京都府
3 3312 0:11:48 林　楓華 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 花園ＷＬＯＦ 京都府
4 3313 0:12:20 瀧脇　慧子 ﾀｷﾜｷ ｹｲｺ 桃山 京都府
5 3311 0:12:27 恒川 由衣 ﾂﾈｶﾜ ﾕｲ ケンズ京都 滋賀県
6 3303 0:12:40 舩越　美里 ﾌﾅｺｼ ﾐｻﾄ 園部中学校 京都府
7 3305 0:13:47 谷口　夏穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 間人中学校 京都府
8 3304 0:15:31 斉藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ すたこらＤＯＮ 京都府
9 3308 0:19:41 仲野 朝咲 ﾅｶﾉ ｱｻ - 京都府

10 3302 0:29:46 松村　真美 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾐ 双ヶ丘中学校 京都府

26 26部　3ｋｍ小学生男子の部

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3476 0:11:06 佐々木 政史 ｻｻｷ ﾏｻﾌﾐ Ｐ－ｍａｎｊｒ 京都府
2 3424 0:11:29 仲尾　俊祐 ﾅｶｵ ｼｭﾝｽｹ P-man　Jr.ｴﾅｼﾞｰ 京都府
3 3404 0:11:33 大薮　文李 ｵｵﾔﾌﾞ ｱﾔﾘ 醒泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
4 3402 0:11:44 中山　剛徳 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 醒泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
5 3417 0:11:48 田中　雄規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 御室小学校 京都府
6 3440 0:11:50 小野　遼太郎 ｵﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中筋小学校 京都府
7 3461 0:12:00 西村 凛 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ - 京都府
8 3484 0:12:14 加後 賢太郎 ｶｺﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ケンズ京都 京都府
9 3458 0:12:18 古野 元春 ﾌﾙﾉ ﾓﾄﾊﾙ 松尾小学校 京都府

10 3428 0:12:22 中　涼太 ﾅｶ ﾘｮｳﾀ 醒泉小学校 京都府
11 3475 0:12:23 船木 将秀 ﾌﾅｷ ﾏｻﾋﾃﾞ ゴンジロウ 京都府
12 3460 0:12:25 西村 壮太 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ - 京都府
13 3483 0:12:56 堀田 智也 ﾎｯﾀ ﾄﾓﾔ ケンズ京都 滋賀県
14 3434 0:13:02 石黒　侑治 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳｼﾞ 京都福音自由教会 京都府
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順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

15 3504 0:13:02 笠次　優爾 ｶｻﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 高の原小学校 京都府
16 3409 0:13:03 田辺　暖柊 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄｳ 西陣中央小学校 京都府
17 3487 0:13:20 奥田　剛充 ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ - 京都府
18 3465 0:13:23 山田 峻輝 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｷ - 兵庫県
19 3438 0:13:28 松本　丈一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｮｳｲﾁﾛ - 京都府
20 3442 0:13:28 笹田　匠悟 ｻｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ - 京都府
21 3448 0:13:39 石田　雄琉 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 丹波ひかり小学校 京都府
22 3443 0:13:41 山本　幸暉 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 修学院小学校 京都府
23 3429 0:13:42 和田　成志郎 ﾜﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ つつじヶ丘小学校 京都府
24 3482 0:13:54 林 将輝 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 園部第二小学校 京都府
25 3430 0:14:06 和田　竜成 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ つつじヶ丘小学校 京都府
26 3481 0:14:07 河野 亨介 ｶﾜﾉ ｷｮｳｽｹ 遙学園 京都府
27 3466 0:14:09 清水 琢登 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 高倉小学校 京都府
28 3406 0:14:10 松岡　高広 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾋﾛ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
29 3425 0:14:12 永島　純太郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝﾀﾛ豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
30 3471 0:14:14 杉谷 昇太郎 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ - 京都府
31 3412 0:14:20 谷口　優輝 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千代川小学校 京都府
32 3505 0:14:29 笠次　純爾 ｶｻﾅﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 高の原小学校 京都府
33 3499 0:14:33 丹羽　英寿 ﾆﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ - 京都府
34 3437 0:14:34 安田　捷利 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾄｼ P-man　Jr. 京都府
35 3477 0:14:37 佐々木 工海 ｻｻｷ ﾀｸﾐ Ｐ－ｍａｎｊｒ 京都府
36 3500 0:14:37 藤田　悠介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 立命館小学校 京都府
37 3414 0:14:41 小林　信吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｺﾞ 綾部小学校 京都府
38 3455 0:14:45 井上　翼 ｲﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ - 京都府
39 3415 0:14:52 上西　翔太 ｳｴﾆｼ ｼｮｳﾀ 桧山小学校 京都府
40 3457 0:14:53 古野 夏生 ﾌﾙﾉ ﾅﾂｷ 松尾小学校 京都府
41 3479 0:14:56 浜本 優弥 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 遙学園 京都府
42 3467 0:14:57 澤 龍星 ｻﾜ ﾘｭｳｾｲ 高倉小学校 京都府
43 3449 0:14:58 田中　大地 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ - 京都府
44 3470 0:14:58 吉岡 恭人 ﾖｼｵｶ ｷｮｳﾄ - 京都府
45 3426 0:14:59 橋　孝志郎 ﾊｼ ｺｳｼﾛｳ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
46 3408 0:15:02 酒井　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 瀬田小学校 滋賀県
47 3447 0:15:05 馬杉　勇佑 ﾏｽｷﾞ ﾕｳｽｹ ﾁｰﾑ真由美 滋賀県
48 3502 0:15:08 加藤　穂高 ｶﾄｳ ﾎﾀﾞｶ 樫原小 京都府
49 3427 0:15:11 荒田　脩平 ｱﾗﾀ ｼｭｳﾍｲ 正親小学校 京都府
50 3497 0:15:11 阿部　駿吾 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｺﾞ - 京都府
51 3468 0:15:17 三村 悠人 ﾐﾑﾗ ﾕｳﾄ 嵐山東小学校 京都府
52 3490 0:15:19 林　風帆 ﾊﾔｼ ｶｻﾞﾎ 花園ＷＯＬＦ 京都府
53 3463 0:15:20 井上 拓大 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾋﾛ - 京都府
54 3453 0:15:26 田端　佑基 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ - 京都府
55 3423 0:15:44 足立　巧希 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｷ 日野小学校 京都府
56 3405 0:15:46 松岡　正裕 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
57 3478 0:15:46 川東 慎太郎 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｼﾝﾀﾛｳ遙学園 京都府
58 3416 0:15:47 岡本　顕太 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ - 京都府
59 3480 0:16:01 岩本 伸也 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 遙学園 京都府
60 3473 0:16:03 野口 大智 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ - 京都府
61 3495 0:16:09 宇山　創大 ｳﾔﾏ ｿｳﾀ - 京都府
62 3445 0:16:17 大西　哲也 ｵｵﾆｼ ﾃﾂﾔ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
63 3432 0:16:25 加藤　元帥 ｶﾄｳ ｹﾞﾝｽｲ 向陽小学校 京都府
64 3433 0:16:26 小林　春人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 砂川小学校 京都府
65 3486 0:16:32 奥田　大登 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ - 京都府
66 3496 0:16:38 太田　迅 ｵｵﾀ ｼﾞﾝ - 京都府
67 3420 0:16:43 池田　有毅 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ ｹﾝﾌﾟﾌｪﾝ 兵庫県
68 3441 0:16:45 中村　大斗 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 村岡ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 兵庫県
69 3492 0:16:58 平野　弥起 ﾋﾗﾉ ﾔｵｷ - 京都府
70 3439 0:17:02 山岸　・ ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｽｸ 嵐山東小学校 京都府
71 3474 0:17:07 渡邉 直斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 保津小学校 京都府
72 3494 0:17:08 前田　悠真 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾏ - 京都府
73 3403 0:17:24 保田　雄志 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼ 桧山小学校 京都府
74 3462 0:17:52 岡本 昌己 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ - 京都府
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ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

75 3498 0:18:06 十川　裕太 ｿｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 猪名川小学校 兵庫県
76 3472 0:18:17 杉谷 洋輔 ｽｷﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ - 京都府
77 3436 0:18:20 安田　敏悠 ﾔｽﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 千代川小学校 京都府
78 3503 0:18:22 高橋　海舟 ﾀｶﾊｼ ｶｲｼｭｳ 桂川小学校 京都府
79 3407 0:18:33 酒井　聖弥 ｻｶｲ ｾｲﾔ 瀬田小学校 滋賀県
80 3456 0:18:35 竹田 亘汰 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ - 大阪府
81 3459 0:18:36 中西 泰介 ﾅｶﾆｼ ﾀｲｽｹ ミドレスト 京都府
82 3489 0:18:48 林　帆那 ﾊﾔｼ ﾊﾝﾅ 花園ＷＯＬＦ 京都府
83 3431 0:19:00 加藤　蒼天 ｶﾄｳ ｿｳﾃﾝ 向陽小学校 京都府
84 3422 0:19:06 山田　健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 安詳小学校 京都府
85 3413 0:19:25 小泉　大空 ｺｲｽﾞﾐ ｵｵｿﾞﾗ 西院小学校 京都府
86 3488 0:19:30 今井　伸哉 ｲﾏｲ ｼﾝﾔ - 京都府
87 3491 0:20:31 平野　夏希 ﾋﾗﾉ ﾅﾂｷ - 京都府
88 3446 0:21:11 西村　大翔 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ - 兵庫県
89 3421 0:22:35 石井　智也 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 長法寺小学校 京都府
90 3401 0:22:36 辻　雄大 ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 長岡第5小学校 京都府
91 3469 0:23:39 大槻 寛人 ｵｵﾂｷ ﾋﾛﾄ - 京都府
92 3501 0:27:00 衛藤　大征 ｴﾄｳ ﾀｲｾｲ LOFTY 京都府
93 3493 0:28:09 谷野　弘汰 ﾀﾆﾉ ｺｳﾀ 亀岡市立南つつじヶ丘小学校 京都府
94 3451 0:28:09 馬場　一磨 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 亀岡小学校 京都府
95 3418 0:29:46 松村　仁志 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾄｼ 御室小学校 京都府
96 3452 0:30:57 猪田　大幹 ｲﾀﾞ ﾀｲｷ 丹波ひかり小学校 京都府

27 27部　3ｋｍ小学生女子の部

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3672 0:11:07 杉原 有紀 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ケンズ京都 滋賀県
2 3622 0:11:43 中　麻衣花 ﾅｶ ﾏｲｶ 醒泉小学校 京都府
3 3653 0:11:53 代　 朗果 ｼﾛ ﾎｶﾞﾗｶ - 京都府
4 3610 0:12:19 本庄　咲月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻﾂｷ 園部小学校 京都府
5 3669 0:12:32 橋本 紗英 ﾊｼﾓﾄ ｻｴ ケンズ京都 京都府
6 3637 0:12:38 杉原　鈴那 ｽｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 京都市立太泰小学校 京都府
7 3667 0:12:59 番 尚美 ﾂｶﾞｲ ﾅｵﾐ - 京都府
8 3627 0:13:02 松本　清香 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ 西院小学校 京都府
9 3635 0:13:04 小野　恵 ｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 中筋小学校 京都府

10 3646 0:13:10 佐竹　今日子 ｻﾀｹ ｷｮｳｺ 光徳小学校 京都府
11 3630 0:13:17 森　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 園部小学校 京都府
12 3638 0:13:19 横山　琴音 ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾈ 園部第二小学校 京都府
13 3609 0:13:39 本庄　晴月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾊﾂﾞｷ 園部小学校 京都府
14 3639 0:13:48 横山　花音 ﾖｺﾔﾏ 園部第二小学校 京都府
15 3652 0:14:06 代　 彩希 ｼﾛ ｱﾔﾈ - 京都府
16 3608 0:14:36 行時　里佳 ﾕｸﾄｷ ﾘｶ - 京都府
17 3666 0:14:37 佐々木 菜摘 ｻｻｷ ﾅﾂﾐ Ｐ－ｍａｎｊｒ 京都府
18 3633 0:14:51 大倉　沙耶 ｵｵｸﾗ ｻﾔ TEAM P-man 京都府
19 3613 0:15:03 小林　千裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 綾部小学校 京都府
20 3625 0:15:04 岡本　由奈 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 西本梅小学校 京都府
21 3656 0:15:12 広瀬 茉矢 ﾋﾛｾ ﾏﾔ 大井小学校 京都府
22 3649 0:15:19 竹田 季世 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖ - 大阪府
23 3655 0:15:20 広瀬 未羽 ﾋﾛｾ ﾐｳ ＷＨＯＯＰＥＥ 京都府
24 3611 0:15:31 上辻　愛織 ｶﾐﾂｼﾞ ﾏｦ 平盛小学校 京都府
25 3619 0:15:31 土田　英里 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾘ 豊栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都府
26 3620 0:15:37 永澤　理沙 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｻ 丹波ひかり小学校 京都府
27 3680 0:15:38 加納　里華 ｶﾉｳ ﾘｶ 嵐山東小学校 京都府
28 3659 0:15:48 中村 紗英 ﾅｶﾑﾗ ｻｴ 第３向陽小学校 京都府
29 3632 0:15:57 黒田　明梨 ｸﾛﾀﾞ ｱｶﾘ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
30 3685 0:15:58 高橋　伶奈 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 桂川小学校 京都府
31 3662 0:16:04 三宅 史華 ﾐﾔｹ ﾌﾐｶ - 京都府
32 3605 0:16:15 長澤　明子 - - 京都府
33 3650 0:16:17 古野 芹 ﾌﾙﾉ ｾﾘ 松尾小学校 京都府
34 3678 0:16:21 松田　萌菜 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾅ チームヘラクレス 京都府

39/46



順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

35 3628 0:16:22 太田　梨保 ｵｵﾀ ﾘﾎ 丹波ひかり小学校 京都府
36 3647 0:16:27 久末　音乃 ﾋｻｽｴ ｵﾄﾉ - 京都府
37 3615 0:16:28 辻本　瑞季 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 嵐山東小学校 京都府
38 3603 0:16:31 郡　絵美 ｺｵﾘ ｴﾐ 北醍醐小学校 京都府
39 3644 0:16:40 中野　里奈 ﾅｶﾉ ﾘﾅ - 京都府
40 3677 0:16:41 岩内　柚乃 ｲﾜｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 園部第二小学校 京都府
41 3624 0:16:41 西村　まひろ ﾆｼﾑﾗ ﾏﾋﾛ 丹波ひかり小学校 京都府
42 3623 0:16:41 西野　陽 ﾆｼﾉ ﾐﾅﾐ 丹波ひかり小学校 京都府
43 3660 0:16:46 吉田 茉莉 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾂﾘ - 京都府
44 3631 0:16:48 黒田　光梨 ｸﾛﾀﾞ ﾋｶﾘ ｻﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ 京都府
45 3642 0:17:04 中谷　千尋 ﾅｶﾀﾆ ﾁﾋﾛ - 京都府
46 3616 0:17:07 岡本　祐季 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 嵐山東小学校 京都府
47 3679 0:17:22 宇山　美思 ｳﾔﾏ ﾐｺﾄ - 京都府
48 3654 0:17:29 三露 彩夏 ﾐﾂﾕ ｱﾔｶ チームアヤマ 京都府
49 3612 0:17:40 上辻　海愛 ｶﾐﾂｼﾞ ﾐｱ 平盛小学校 京都府
50 3636 0:17:42 中村　萌夏 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ - 京都府
51 3681 0:17:44 十川　澪月 ｿｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 猪名川小学校 兵庫県
52 3634 0:17:48 森田　加乃 ﾓﾘﾀ ｶﾉ 吉美小学校 京都府
53 3665 0:17:55 水谷 あづみ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂﾞﾐ 川西東谷小学校 兵庫県
54 3641 0:18:16 大田　明岬 ｵｵﾀ ｱﾐ 松陽小学校 京都府
55 3664 0:18:17 吉岡 夏芽 ﾖｼｵｶ ﾅﾂﾒ - 京都府
56 3648 0:19:17 久末　楓 ﾋｻｽｴ ｶｴﾃﾞ 亀岡小学校 京都府
57 3674 0:19:23 師水　麻衣 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ - 京都府
58 3640 0:19:33 飯田　愛美 ｲｲﾀﾞ ｱﾐ 安詳小学校 京都府
59 3602 0:19:57 湯浅　舞音 ﾕｱｻ ﾏｲﾈ 神明小学校 京都府
60 3675 0:20:08 宮武　里奈 ﾐﾔﾀｹ ﾘﾅ - 京都府
61 3614 0:20:36 田中　愛莉 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 御室小学校 京都府
62 3657 0:20:49 伊藤 遥 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ - 京都府
63 3643 0:21:11 西村　優果 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ - 兵庫県
64 3601 0:21:27 保田　茉優 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 桧山小学校 京都府
65 3617 0:22:14 林　真純 - 京都福音自由教会 京都府
66 3618 0:22:15 林　加穂 ﾊﾔｼ ｶﾎ 京都福音自由教会 京都府
67 3673 0:23:00 師水　南奈 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ - 京都府
68 3676 0:23:29 今井　萌映 ｲﾏｲ ﾓｴ - 京都府
69 3629 0:24:20 谷岡　美緒 ﾀﾆｵｶ ﾐｵ 丹波ひかり小学校 京都府
70 3663 0:24:24 大槻 笑美 ｵｵﾂｷ ｴﾐ - 京都府
71 3621 0:24:27 永澤　明日香 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｽｶ 丹波ひかり小学校 京都府
72 3604 0:24:31 坂本　美音 ｻｶﾓﾄ ﾐﾈ - 京都府
73 3607 0:27:06 粟倉　なつみ ｱﾜｸﾗ ﾅﾂﾐ 立命館小学校 京都府
74 3682 0:28:55 土田　真実子 ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾐｺ 豊栄小学校 京都府
75 3684 0:31:36 是枝　映衣 ｺﾚｴﾀﾞ ｴｲ - 京都府
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28 28部　3ｋｍファミリー

順位
ナンバー
カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考

1 3925 0:11:31 奥田 邦治 ｵｸﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ - 京都府
2 3962 0:13:08 藤原 嵩之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ - 京都府
3 3794 0:13:45 岩佐　智樹 ｲﾜｻ ﾄﾓｷ 長岡第九小学校 京都府
4 3751 0:13:54 八木　旭 ﾔｷﾞ ｱｻﾋ 千代川小学校 京都府
5 3952 0:13:57 荻野 学 ｵｷﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ - 京都府
6 3754 0:14:16 森田　浩平 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ - 京都府
7 3895 0:14:35 嶋谷　柚希 ｼﾏﾀﾆ ﾕｽﾞｷ 岩滝小学校 京都府
8 3858 0:14:43 曽根　涼稚 ｿﾈ - 京都府
9 3784 0:14:44 中川　魁人 - - 京都府

10 3859 0:14:46 曽根　凪渡 ｿﾈ - 京都府
11 3961 0:14:52 藤原 沙耶 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ - 京都府
12 3752 0:14:52 八木　司 ﾔｷﾞ ﾂｶｻ 大成中学校 京都府
13 3731 0:15:00 松谷　友香 ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾓｶ ﾐﾝﾄﾈｯﾄ 京都府
14 3730 0:15:21 松谷　直哉 - ﾐﾝﾄﾈｯﾄ 京都府
15 3744 0:15:28 塚田　健太 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 嵐山小学校 京都府
16 3938 0:15:29 谷口 莉久 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｸ - 京都府
17 3758 0:15:33 舩越　和真 ﾌﾅｺｼ ｶｽﾞﾏ 園部小学校 京都府
18 3957 0:15:33 船木 良秀 ﾌﾅｷ ﾖｼﾋﾃﾞ ゴンジロウ 京都府
19 3893 0:15:40 金延　耕平 ｶﾈﾉﾌﾞ ｺｳﾍｲ - 京都府
20 3889 0:15:41 牧田　尚之 ﾏｷﾀ ﾅｵﾕｷ - 京都府
21 3760 0:15:46 福井　雅史 ﾌｸｲ ﾏｻｼ - 京都府
22 4027 0:15:49 佐井　宥斗 ｻｲ ﾋﾛﾄ - 京都府
23 4026 0:15:50 佐井　佳孝 ｻｲ ﾖｼﾀｶ - 京都府
24 3980 0:15:53 久保元 鎌 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾚﾝ - 京都府
25 3704 0:15:54 下野　三郎 ｼﾓﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 大野小学校 京都府
26 3705 0:15:55 下野　幹太 ｼﾓﾉ ｶﾝﾀ 美山中学校 京都府
27 3977 0:16:03 山根 美祐 ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ 和知小学校 京都府
28 3841 0:16:06 笹田　幹弥 ｻｻﾀﾞ ﾐｷﾔ - 京都府
29 3894 0:16:08 金延　真由 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾏﾕ - 京都府
30 3807 0:16:11 松本　勝之 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾕｷ 西院小学校 京都府
31 3979 0:16:11 正田 瑞穂 ｼｮｳﾀ ﾐｽﾞﾎ 和知小学校 京都府
32 3806 0:16:11 松本　勝已 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ - 京都府
33 4042 0:16:15 寒出　祐紀恵 ｶﾝﾃﾞ ﾕｷｴ - 京都府
34 3927 0:16:18 辻 彩楓 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ - 京都府
35 3852 0:16:28 川勝　強志 ｶﾜｶﾂ ﾂﾖｼ - 京都府
36 3862 0:16:29 大西　明彦 ｵｵﾆｼ ｱｷﾋｺ ﾁｰﾑﾍﾗｸﾚｽ 京都府
37 4043 0:16:43 寒出　康弘 ｶﾝﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
38 3983 0:16:47 堀米 武彦 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾋｺ ＣＭＮ 京都府
39 3702 0:16:50 滝浦　愼一 ﾀｷｳﾗ ｼﾝｲﾁ - 京都府
40 3921 0:16:52 木村 裕佑 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ - 京都府
41 3924 0:16:52 木村 篤史 ｷﾑﾗ ｱﾂｼ - 京都府
42 3978 0:16:54 久保元 乃愛 ｸﾎﾞﾓﾄ ﾉｱ 和知小学校 京都府
43 3861 0:16:55 久保穂波 ｸﾎﾞ ﾎﾅﾐ 和知小学校 京都府
44 3997 0:16:57 平野　元弥 ﾋﾗﾉ ﾓﾄﾔ - 京都府
45 3824 0:16:57 下西　悠生 ｼﾓﾆｼ ﾕｳ - 京都府
46 3826 0:16:57 下西　雅幸 ｼﾓﾆｼ ﾏｻﾕｷ - 京都府
47 3976 0:17:02 由村 康裕 ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ - 京都府
48 3711 0:17:03 坂本　陽 ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ - 京都府
49 3872 0:17:06 河﨑　通代 ｶﾜｻｷ ﾐﾁﾖ - 京都府
50 3882 0:17:06 俣野　小百合 ﾏﾀﾉ ｻﾕﾘ - 京都府
51 3860 0:17:08 久保　七海 ｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 和知小学校 京都府
52 3703 0:17:09 篠原　咲菜 ｼﾉﾊﾗ ｻﾅ 梅津小学校 京都府
53 3739 0:17:09 白江　喜之 ｼﾗｴ ﾖｼﾕｷ - 京都府
54 3738 0:17:09 白江　俊介 ｼﾗｴ ｼｭﾝｽｹ 園部第二小学校 京都府
55 3781 0:17:14 中川　慶亮 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 千代川小学校 京都府
56 3908 0:17:15 中川　真弥 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾔ 千代川小学校 京都府
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57 3963 0:17:17 奥田 由行 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾕｷ - 京都府
58 4024 0:17:19 堀　勝彦 ﾎﾘ ｶﾂﾋｺ - 京都府
59 4025 0:17:22 堀　友香 ﾎﾘ ﾕｳｶ - 京都府
60 3883 0:17:29 俣野　千恵子 ﾏﾀﾉ ﾁｴｺ 千代川小学校 京都府
61 4002 0:17:32 上野　勝則 ｳｴﾉ ｶﾂﾉﾘ - 京都府
62 4003 0:17:32 上野　帆貴 ｳｴﾉ ﾎﾀｶ 川岡小学校 京都府
63 3753 0:17:34 森田　美砂子 ﾓﾘﾀ ﾐｻｺ - 京都府
64 3783 0:17:40 中川　美穂子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾎｺ - 京都府
65 3821 0:17:43 中川　愛 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ - 京都府
66 3706 0:17:43 野原　蒼 ﾉﾊﾗ ｱｵｲ ﾍﾟﾝｼﾙﾀﾞｰﾂ 京都府
67 3799 0:17:48 稲川　裕輔 ｲﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ - 京都府
68 3916 0:17:49 稲川　晃太郎 ｲﾅｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ - 京都府
69 3839 0:17:56 榎川　千穂子 ｴｶﾞﾜ ﾁﾎｺ 和知小学校 京都府
70 3896 0:18:10 嶋谷　蓮 ｼﾏﾀﾆ ﾚﾝ 岩滝小学校 京都府
71 4052 0:18:21 高橋　弘行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
72 4050 0:18:26 加藤　ちよみ ｶﾄｳ ﾁﾖﾐ - 京都府
73 4051 0:18:27 加藤　利梓 ｶﾄｳ ｶｽﾞｼ 樫原小 京都府
74 4046 0:18:30 川端　楓 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｴﾃﾞ - 京都府
75 4045 0:18:30 川端　知枝美 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｴﾐ - 京都府
76 4047 0:18:30 川端　柊志 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ - 京都府
77 4044 0:18:30 川端　茂也 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾔ - 京都府
78 3975 0:18:38 由村 佳織 ﾖｼﾑﾗ ｶｵﾘ - 京都府
79 3951 0:18:45 鈴木 友唯 ｽｽﾞｷ ﾕｲ - 京都府
80 3941 0:18:46 谷口 純一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 京都府
81 3969 0:18:46 深澤 拓志 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀｸｼﾞ ふかざわ 京都府
82 3837 0:18:49 榎川　勝哉 ｴｶﾞﾜ ｶﾂﾔ - 京都府
83 3723 0:18:52 田中　千鶴 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞﾙ - 京都府
84 3958 0:18:56 船木 梨香 ﾌﾅｷ ﾘｶ ゴンジロウ 京都府
85 3840 0:18:59 榎川　颯輔 ｴｶﾞﾜ ｻｽｹ わちｴﾝｼﾞｪﾙ 京都府
86 3999 0:19:08 町井　栞菜 ﾏﾁｲ ｶﾝﾅ - 大阪府
87 4029 0:19:10 岩崎　浩 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ - 京都府
88 4028 0:19:10 岩崎　千夏 ｲﾜｻｷ ﾁﾅﾂ - 京都府
89 3759 0:19:12 舩越　友美 ﾌﾅｺｼ ﾄﾓﾐ 園部小学校 京都府
90 3886 0:19:15 黒川　正浩 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾋﾛ - 京都府
91 3887 0:19:15 黒川　京美　 ｸﾛｶﾜ ｺﾄﾐ - 京都府
92 3905 0:19:16 沼田　結那 ﾇﾏﾀ ﾕｲﾅ ﾗ・ﾐｰｺ 京都府
93 3845 0:19:19 谷村　空佳 ﾀﾆﾑﾗ ｿﾗｶ - 京都府
94 3846 0:19:19 谷村　成彦 ﾀﾆﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ - 京都府
95 3801 0:19:20 東原　虎生 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾄﾗｵ - 京都府
96 3800 0:19:21 東原　草太 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｿｳﾀ - 京都府
97 3802 0:19:22 東原　桜太 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｵｳﾀ - 京都府
98 4008 0:19:26 仲畑　賢作 ﾅｶﾊﾀ ｹﾝｻｸ - 京都府
99 4009 0:19:26 仲畑　徹 ﾅｶﾊﾀ ﾄｵﾙ - 京都府

100 3965 0:19:27 奥田 真由美 ｵｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ - 京都府
101 3922 0:19:31 木村 真優 ｷﾑﾗ ﾏﾕ - 京都府
102 3923 0:19:31 影山 浩一 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ - 長野県
103 4055 0:19:32 押山　裕人 ｵｼﾔﾏ ﾕｳﾄ - 京都府
104 3973 0:19:35 齋藤 奈未 ｻｲﾄｳ ﾅﾐ ＳＡＩＴＯＦＣ 京都府
105 3871 0:19:35 安田　侑真 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ 祥豊小学校 京都府
106 3970 0:19:35 近藤 啓佑 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 柳池ランナーズ 京都府
107 3971 0:19:35 近藤 廣一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 柳池ランナーズ 京都府
108 3972 0:19:36 齋藤 信介 ｻｲﾄｳ ｼﾝｽｹ ＳＡＩＴＯＦＣ 京都府
109 4059 0:19:38 四塚　俊治 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾄｼﾊﾙ - 京都府
110 3761 0:19:38 米原　久美子 ﾖﾈﾊﾗ ｸﾐｺ - 京都府
111 4060 0:19:38 四塚　香 ﾖﾂﾂﾞｶ ｶｵﾘ - 京都府
112 4056 0:19:39 四塚　琉心 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾘｭｳｼﾝ - 京都府
113 4057 0:19:40 押山　伸次郎 ｵｼﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ - 京都府
114 3926 0:19:43 辻 由美子 ﾂｼﾞ ﾕﾐｺ - 京都府
115 3943 0:19:43 古平 英子 ｺﾀﾞｲﾗ ｴｲｺ ベストフレンズ 滋賀県
116 3998 0:19:44 町井　昌宏 ﾏﾁｲ ﾏｻﾋﾛ - 大阪府
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117 3906 0:19:44 沼田　祐希 ﾇﾏﾀ ﾕｳｷ ﾗ･ﾐｰｺ 京都府
118 3810 0:19:45 小畑　美空 ｵﾊﾞﾀ ﾐｸ 羽束師小学校 京都府
119 4058 0:19:48 押山　雅美 ｵｼﾔﾏ ﾏｻﾐ - 京都府
120 3881 0:19:52 俣野　多恵子 ﾏﾀﾉ ﾀｴｺ 千代川小学校 京都府
121 3873 0:19:56 河﨑　未桜 ｶﾜｻｷ 千代川小学校 京都府
122 3898 0:19:58 東出　紀一郎 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｷｲﾁﾛｳ - 京都府
123 3811 0:20:00 小畑　美翔 ｵﾊﾞﾀ ﾐｶ - 京都府
124 3834 0:20:03 ・田　貞美 ﾖｼﾀﾞ ｻﾀﾞﾐ - 京都府
125 3835 0:20:03 辻本　龍哉 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 伏見小学校 奈良県
126 3795 0:20:04 岩佐　伊知郎 ｲﾜｻ ｲﾁﾛｳ - 京都府
127 3899 0:20:06 東出　真翔 ﾋｶﾞｼﾃﾞ - 京都府
128 3816 0:20:07 山中　勝仁 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾋﾄ - 京都府
129 3815 0:20:07 山中　温葉 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂﾊ 仁和小学校 京都府
130 3814 0:20:07 山中　都希未 ﾔﾏﾅｶ ﾂｷﾐ 聚楽保育所 京都府
131 3964 0:20:08 森山 嘉代子 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾖｺ - 京都府
132 3750 0:20:09 片岡　信子 ｶﾀｵｶ ﾉﾌﾞｺ - 京都府
133 3748 0:20:11 若林　有佳 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ - 京都府
134 3713 0:20:13 坂本　要 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾒ - 京都府
135 3897 0:20:14 東出　雅世 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾏｻﾖ - 京都府
136 3747 0:20:15 若林　脩 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ - 京都府
137 3749 0:20:15 若林　浩次 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ - 京都府
138 3960 0:20:16 藤原 一也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ - 京都府
139 3766 0:20:17 中塚　敦 ﾅｶﾂｶ ｱﾂｼ あけぼの学園八木寮 京都府
140 3733 0:20:19 山口　浩之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
141 3838 0:20:19 榎川　花乃子 ｴｶﾞﾜ ｶﾉｺ 和知小学校 京都府
142 3734 0:20:20 山口　智美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ - 京都府
143 3732 0:20:20 山口　広陽 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾔ - 京都府
144 3786 0:20:25 谷崎　泰弘 ﾀﾆｻﾞ ｷﾔｽﾋﾛ けやき坂小学校 兵庫県
145 3787 0:20:25 谷崎　弘晃 ﾀﾆｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ - 兵庫県
146 3942 0:20:26 古平 義行 ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾕｷ ベストフレンズ 滋賀県
147 3932 0:20:27 岡本 卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ - 京都府
148 3812 0:20:27 澤田　有梨 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 桂小学校 京都府
149 3933 0:20:27 岡本 和己 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ - 京都府
150 3813 0:20:28 澤田　千浩 ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ - 京都府
151 3717 0:20:29 長澤　肇 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊｼﾞﾒ - 京都府
152 3721 0:20:30 長澤　守 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏﾓﾙ - 京都府
153 4061 0:20:30 押山　海人 ｵｼﾔﾏ ｶｲﾄ - 京都府
154 3836 0:20:37 大倉　倭歌 ｵｵｸﾗ ﾜｶ TEAM P-man 京都府
155 3870 0:20:38 植田　靖 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ 山田松香木店 京都府
156 3929 0:20:54 瀧田 好久 ﾀｷﾀ ﾖｼﾋｻ べネワン大阪 京都府
157 3928 0:20:54 瀧田 航太郎 ﾀｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ - 京都府
158 3876 0:20:58 中野　洋 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ - 京都府
159 3877 0:20:58 中野　琴美 ﾅｶﾉ ｺﾄﾐ - 京都府
160 3890 0:20:59 牧田　侑子 ﾏｷﾀ ﾕｳｺ - 京都府
161 3854 0:21:04 上野　裕司 ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ - 京都府
162 3856 0:21:04 上野　進一郎 ｳｴﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ - 京都府
163 3911 0:21:04 芳野　未羽 ﾖｼﾉ ﾐｳ - 京都府
164 3910 0:21:05 芳野　敏彦 ﾖｼﾉ ﾄｼｺ - 京都府
165 3712 0:21:21 坂本　幹 ｻｶﾓﾄ ｲﾂｷ - 京都府
166 4021 0:21:21 竹中　月 ﾀｹﾅｶ ﾙﾅ 福西小 京都府
167 4020 0:21:22 竹中　寿美子 ﾀｹﾅｶ ｽﾐｺ - 京都府
168 3714 0:21:22 坂本　尚人 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾄ - 京都府
169 4018 0:21:22 速水　将真 ﾊﾔﾐ ｼｮｳﾏ - 京都府
170 4019 0:21:22 速水　信次 ﾊﾔﾐ ｼﾝｼﾞ - 京都府
171 3987 0:21:24 奥田　深雪 ｵｸﾀﾞ ﾐﾕｷ - 京都府
172 3988 0:21:24 奥田　隼矢 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ - 京都府
173 3885 0:21:29 渡辺　美郁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ - 京都府
174 3993 0:21:29 門川　りの ｶﾄﾞｶﾜ ﾘﾉ - 滋賀県
175 3917 0:21:30 野田 晋平 ﾉﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ファインアート 京都府
176 3992 0:21:30 門川　真也 ｶﾄﾞｶﾜ ｼﾝﾔ - 滋賀県
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177 3918 0:21:31 野田 愛子 ﾉﾀﾞ ｱｲｺ 川岡小学校 京都府
178 3737 0:21:34 谷口　広子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｺ - 京都府
179 3736 0:21:34 谷口　智紀 - 千代川小学校 京都府
180 3776 0:21:41 大谷　明子 ｵｵﾀﾆ ｱｷｺ - 京都府
181 3779 0:21:41 大谷　直也 ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ - 京都府
182 3940 0:21:42 谷口 忍 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
183 3939 0:21:43 谷口 凌 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ - 京都府
184 3743 0:21:45 塚田　恭平 ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 佛教大学附属幼稚園 京都府
185 3959 0:21:47 藤原 ひとみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ - 京都府
186 3818 0:21:53 藤井　凌介 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ - 京都府
187 3804 0:21:57 小林　美優 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 砂川小学校 京都府
188 3803 0:21:58 小林　亜沙美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ - 京都府
189 4038 0:22:07 森本　礼子 ﾓﾘﾓﾄ ﾚｲｺ - 滋賀県
190 4036 0:22:08 森本　有香子 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｶｺ - 滋賀県
191 4039 0:22:08 森本　麗奈 ﾓﾘﾓﾄ ﾚﾅ - 滋賀県
192 4041 0:22:08 森本　傳 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾀｴ - 滋賀県
193 3718 0:22:09 田辺　裕子 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ - 京都府
194 3720 0:22:09 田辺　紫野 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ 西陣中央小学校 京都府
195 3817 0:22:11 藤井　知宝 ﾌｼﾞｲ ﾁﾎ - 京都府
196 3867 0:22:15 谷口　正彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ - 京都府
197 4040 0:22:19 森本　直毅 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾀｹ - 滋賀県
198 4037 0:22:20 森本　実優 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾕ - 滋賀県
199 3726 0:22:29 山本　江美子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐｺ - 京都府
200 3793 0:22:31 神田　悠生 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｾｲ 安井小学校 京都府
201 3741 0:22:40 塚田　啓介 ﾂｶﾀﾞ ｹｲｽｹ - 京都府
202 4032 0:22:51 小島　　淳子 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｺ - 京都府
203 3884 0:22:56 渡辺　正喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ - 京都府
204 3774 0:22:58 近澤　正喜 ﾁｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ - 京都府
205 3775 0:22:58 近澤　勇斗 ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ - 京都府
206 3757 0:23:01 稲元　勝彦 ｲﾅﾓﾄ ｶﾂﾋｺ - 京都府
207 3710 0:23:01 郡　美紀 ｺｵﾘ ﾐｷ 北醍醐小学校 京都府
208 3828 0:23:06 早田　柚子稀 ﾊﾔﾀ 千代川小学校 京都府
209 3827 0:23:06 早田　圭吾 ﾊﾔﾀ ｹｲｺﾞ - 京都府
210 3982 0:23:06 久保元 さちよ ｸﾎﾞﾓﾄ ｻﾁﾖ - 京都府
211 3716 0:23:15 松本　万弓 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕﾐ - 京都府
212 3981 0:23:21 正田 健太郎 ｼｮｳﾀ ｹﾝﾀﾛｳ - 京都府
213 3777 0:23:25 大谷　瑞花 ｵｵﾀﾆ ﾐｽﾞｶ - 京都府
214 3888 0:23:31 牧田　千満子 ﾏｷﾀ ﾁﾏｺ - 京都府
215 3937 0:23:35 島田 陽向 ｼﾏﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 西京極小学校 京都府
216 3715 0:23:37 松本　陽典 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ - 京都府
217 3729 0:23:37 川村　忍 ｶﾜﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ - 京都府
218 3778 0:23:40 大谷　真祐子 ｵｵﾀﾆ ﾏﾕｺ - 京都府
219 3735 0:23:44 井上　耕作 ｲﾉｳｴ ｺｳｻｸ ﾁｰﾑ亀人 京都府
220 3936 0:23:57 島田 英行 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ - 京都府
221 3765 0:24:01 芦田　将之 ｱｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ あけぼの学園八木寮 京都府
222 3763 0:24:02 樋口　稔 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ あけぼの学園八木寮 京都府
223 3920 0:24:03 時松 愛 ﾄｷﾏﾂ ｱｲ - 兵庫県
224 3919 0:24:03 時松 秀男 ﾄｷﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ - 兵庫県
225 3822 0:24:03 中川　宜之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ - 京都府
226 3820 0:24:03 中川　壮太 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ - 京都府
227 3770 0:24:04 辻　克美 ﾂｼﾞ ｶﾂﾐ - 京都府
228 3771 0:24:05 辻　華奈恵 ﾂｼﾞ ｶﾅｴ - 京都府
229 3756 0:24:06 今井　信一 ｲﾏｲ ｼﾝｲﾁ 園部税務署 京都府
230 3767 0:24:07 島田　利博 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ あけぼの学園八木寮 京都府
231 3944 0:24:10 高野 優花 ﾀｶﾉ ﾕｳｶ - 京都府
232 3728 0:24:11 川村　和美 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ - 京都府
233 3945 0:24:11 高野 すみれ ﾀｶﾉ ｽﾐﾚ 小栗栖 京都府
234 3974 0:24:21 由村 壮一 ﾖｼﾑﾗ ｿｳｲﾁ - 京都府
235 3830 0:24:26 早田　志穂子 ﾊﾔﾀ - 京都府
236 3829 0:24:27 早田　秋憂 ﾊﾔﾀ ｼｭｳ 千代川幼稚園 京都府
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237 3746 0:24:32 西村　桂子 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺ 綾姫 京都府
238 3785 0:24:33 菊地　武一 ｷｸﾁ　ﾌﾞｲﾁ - 京都府
239 3745 0:24:34 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 綾部幼稚園 京都府
240 3892 0:24:36 田中　大和 ﾀﾅｶ ﾔﾏﾄ - 京都府
241 3740 0:24:37 國武　敬子 ｸﾆﾀｹ ｹｲｺ - 京都府
242 3891 0:24:37 田中　諭子 ﾀﾅｶ ｻﾄｺ - 京都府
243 3968 0:24:44 小峰 実夏 ｺﾐﾈ ﾐｶ 永興保育園 京都府
244 3833 0:24:54 ・田　安政 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾏｻ - 京都府
245 3991 0:24:54 門川　朋香 ｶﾄﾞｶﾜ ﾄﾓｶ - 滋賀県
246 3994 0:24:54 門川　莉久 ｶﾄﾞｶﾜ ﾘｸ - 滋賀県
247 3909 0:25:01 中川　貴登 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾄ 千代川小学校 京都府
248 4011 0:25:16 仲畑　恭吾 ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｺﾞ - 京都府
249 4010 0:25:21 仲畑　ユウコ ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｺ - 京都府
250 3772 0:25:24 久保　葵 ｸﾎﾞ ｱｵｲ - 京都府
251 3773 0:25:25 久保　由華理 ｸﾎﾞ ﾕｶﾘ - 京都府
252 3907 0:25:29 中川　真実子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾐｺ - 京都府
253 4023 0:25:29 真下　尚己 ﾏｼﾓ ﾅｵｷ - 京都府
254 4022 0:25:29 真下　裕美 ﾏｼﾓ ﾋﾛﾐ - 京都府
255 3930 0:25:34 瀧田 なおみ ﾀｷﾀ ﾅｵﾐ - 京都府
256 3832 0:25:40 秋山　浩子 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｺ ｺｽﾓﾃﾞｭｴｯﾄ 京都府
257 3990 0:25:45 宮武　亜衣 ﾐﾔﾀｹ ｱｲ - 京都府
258 3789 0:25:46 安達　康高 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾀｶ - 京都府
259 3955 0:25:46 野口 倫生 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾘｷ - 京都府
260 3956 0:25:47 野口 千皓 ﾉｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ - 京都府
261 3989 0:25:47 宮武　弥生 ﾐﾔﾀｹ ﾔﾖｲ - 京都府
262 3865 0:25:51 谷口　かりん ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 大宅小学校 京都府
263 3866 0:25:51 谷口　直子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｺ - 京都府
264 3742 0:25:53 稲守　満寿子 ｲﾅﾓﾘ ﾏｽｺ - 京都府
265 3874 0:26:28 野間　温名 ﾉﾏ ﾊﾙﾅ - 京都府
266 3875 0:26:30 野間　裕貴 ﾉﾏ ﾕｷ - 京都府
267 3903 0:26:30 田端　夏季 ﾀﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ - 京都府
268 3913 0:26:31 川﨑　佑梨乃 ｶﾜｻｷ ﾕﾘﾉ - 京都府
269 3708 0:26:35 湯浅　みゆき ﾕｱｻ ﾐﾕｷ - 京都府
270 3709 0:26:35 湯浅　幸祐 ﾕｱｻ ｺｳｽｹ 広野幼稚園 京都府
271 3780 0:26:47 中川　慶太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ - 京都府
272 3782 0:26:48 中川　和泉 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 千代川幼稚園 京都府
273 3931 0:26:49 川田 敦士 ｶﾜﾀ ｱﾂｼ ＬＯＦＴＹ 大阪府
274 4014 0:27:14 太田　陸 ｵｵﾀ ﾘｸ - 京都府
275 4015 0:27:15 太田　政江 ｵｵﾀ ﾏｻｴ - 京都府
276 3850 0:27:24 樋口　秀則 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 京都府
277 3851 0:27:25 樋口　珠穂 ﾋｸﾞﾁ ｽｽﾞ - 京都府
278 3831 0:27:48 日下　佳子 ｸｻｶ ｹｲｺ ｺｽﾓﾃﾞｭｴｯﾄ 京都府
279 4001 0:27:59 加納　心愛 ｶﾉｳ ｺｺｱ 佛大付属幼稚園 京都府
280 4000 0:28:00 加納　正章 ｶﾉｳ ﾏｻｱｷ レックス 京都府
281 3984 0:28:05 冨永 摩美 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏﾐ - 京都府
282 3986 0:28:08 楠本 ひとみ ｸｽﾓﾄ ﾋﾄﾐ - 京都府
283 3985 0:28:09 冨永 浩陽 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾖｳ - 京都府
284 3808 0:28:19 深澤　満里留 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾙ - 京都府
285 3809 0:28:19 深澤　千秋 ﾌｶｻﾞﾜ ﾁｱｷ - 京都府
286 3857 0:28:22 上野　瑠莉 ｳｴﾉ ﾙﾘ - 京都府
287 3855 0:28:23 上野　直美 ｳｴﾉ ﾅｵﾐ - 京都府
288 3719 0:28:24 長澤　暢 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ - 京都府
289 3722 0:28:24 長澤　香代子 ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾖｺ - 京都府
290 3946 0:28:26 平井 誠太郎 ﾋﾗｲ ｾｲﾀﾛｳ ｔｅａｍ　Ｑ 京都府
291 3947 0:28:26 平井 陽子 ﾋﾗｲ ﾖｳｺ ｔｅａｍ　Ｑ 京都府
292 3904 0:28:42 田端　康江 ﾀﾊﾞﾀ ﾔｽｴ - 京都府
293 3914 0:28:42 川﨑　涼介 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ - 京都府
294 3788 0:28:59 安達　奈美 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾐ - 京都府
295 3791 0:29:00 安達　良子 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｺ - 京都府
296 3864 0:29:05 飯田　哲司 ｲｲﾀﾞ - 京都府
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297 3863 0:29:05 飯田　真帆 ｲｲﾀﾞ ﾏﾎ - 京都府
298 3954 0:29:22 木村 輝 ｷﾑﾗ ﾃﾙ 峻 京都府
299 3953 0:29:23 木村 峻輔 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 峻 京都府
300 3725 0:30:05 石田　晴基 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｷ - 京都府
301 3967 0:30:13 松添 奈緒 ﾏﾂｿﾞｴ ﾅｵ - 大阪府
302 3966 0:30:14 松添 卓夫 ﾏﾂｿﾞｴ ﾀｸｵ - 大阪府
303 3900 0:30:57 猪田　夕佳里 ｲﾀﾞ ﾕｶﾘ - 京都府
304 4034 0:31:14 松冨　和紗 ﾏﾂﾄﾐ ｶｽﾞｻ - 京都府
305 4033 0:31:14 松冨　裕子 ﾏﾂﾄﾐ ﾋﾛｺ - 京都府
306 4035 0:31:14 松冨　孝司 ﾏﾂﾄﾐ ｺｳｼﾞ - 京都府
307 4030 0:31:17 土田　聡子 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾄｺ - 京都府
308 4031 0:31:17 土田　奈央子 ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵｺ 丹後保育所 京都府
309 3724 0:31:37 石田　伸子 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺ - 京都府
310 4012 0:32:18 山名　陽子 ﾔﾏﾅ ﾖｳｺ りりちゃん 京都府
311 4013 0:32:18 山名　凛里 ﾔﾏﾅ ﾘﾘ りりちゃん 京都府
312 3996 0:35:17 平野　希心 ﾋﾗﾉ ｷｼﾝ - 京都府
313 3995 0:35:19 平野　恵 ﾋﾗﾉ ﾒｸﾞﾐ - 京都府
314 3915 0:36:08 川﨑　駿介 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ - 京都府
315 3912 0:36:09 川﨑　宏美 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾐ - 京都府
316 3950 0:38:16 鈴木 友記子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ - 京都府
317 3948 0:38:16 西原 慶 ﾆｼﾊﾗ ｹｲ - 京都府
318 3949 0:38:16 西原 麗 ﾆｼﾊﾗ ﾚｲ - 京都府
319 4004 0:38:16 岸根　貴子 ｷｼﾈ ﾀｶｺ - 京都府
320 4006 0:38:17 岸根　郁朗 ｷｼﾈ ｲｸﾛｳ - 京都府
321 4005 0:38:17 岸根　由美 ｷｼﾈ ﾕﾐ - 京都府
322 4007 0:38:18 岸根　秀成 ｷｼﾈ ﾋﾃﾞﾅﾘ - 京都府
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