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39 再田　光進 ｻｲﾀ ﾐﾂﾉﾌﾞ  1:12:03ラバウル基地1 兵庫県

87 浜田　浩佑 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ  1:12:42近畿産業信組2 大阪府

165 前川　寛太 ﾏｴｶﾞﾜ ｶﾝﾀ  1:18:28舞鶴高専3 京都府

107 伊藤　孝二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ  1:18:36護衛艦まつゆき4 京都府

28 四方　健一 ｼｶﾀ ｹﾝｲﾁ  1:18:39舞鶴クラブ5 京都府

65 塚本　康裕 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  1:18:59京ＲＵＮ走6 京都府

43 市田　憲一 ｲﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  1:21:19よさの走遊会7 京都府

99 佐藤　創一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ  1:26:56岐阜ＭＣ8 岐阜県

9 小園　将史 ｺｿﾞﾉ ﾏｻｼ  1:31:30マツユキ５Ｄ9 京都府

30 原部　正規 ﾊﾗﾍﾞ ﾏｻｷ  1:32:0910 兵庫県

16 相馬　健太 ｿｳﾏ ｹﾝﾀ  1:32:29海自舞鶴陸上部11 京都府

158 元野　嘉斗 ﾓﾄﾉ ﾖｼﾄ  1:32:3212 京都府

95 那須　琢矢 ﾅｽ ﾀｸﾔ  1:33:1413 兵庫県

150 入江　慶介 ｲﾘｴ ｹｲｽｹ  1:33:3414 京都府

42 畑段　宗隆 ﾊﾀﾀﾞﾝ ﾑﾈﾀｶ  1:34:12チームらくちん15 京都府

12 泉　彩人 ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ  1:35:0816 京都府

76 平石　和也 ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞﾔ  1:38:2517 京都府

79 馬場　一彦 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋｺ  1:39:24綾部市立病院18 京都府

22 真継　健太 ﾏﾂｷﾞ ｹﾝﾀ  1:40:15ＰＡＬＴＡＣ19 京都府

86 大江　峻史 ｵｵｴ ﾀｶｼ  1:40:55舞鶴共済病院20 京都府

41 小川　晃生 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ  1:40:56小川歯科医院21 京都府

5 橘　優輝 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ  1:41:30海自舞鶴陸上部22 京都府

36 小林　拓巳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ  1:41:37ＴＲＣ23 京都府

55 中野　靖大 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ  1:41:44ブラザー工業24 愛知県

85 織田　大海 ｵﾘﾀ ﾋﾛﾐ  1:42:3425 京都府

78 西野　彰記 ﾆｼﾉ ｱｷﾉﾘ  1:42:45高浜町役場26 福井県

3 平石　貴仁 ﾋﾗｲｼ ﾀｶﾋﾄ  1:42:49海自舞鶴陸上部27 京都府

54 山元　潤一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:43:1828 大阪府

145 酒井　遼太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ  1:43:42株式会社ケーエ29 京都府

135 樋口　瞬平 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ  1:44:42兵庫五区30 京都府

58 大上　直嗣 ｵｵｶﾞﾐ ﾅｵﾂｸﾞ  1:44:55ＨＩＧＨ　５31 京都府

88 小波　貴也 ｺﾅﾐ ﾀｶﾔ  1:45:1832 京都府

118 南部　耕宏 ﾅﾝﾌﾞ ﾔｽﾋﾛ  1:47:0033 福井県

89 余田　勲 ﾖﾃﾞﾝ ｲｻｵ  1:47:18ＴＲＣ34 京都府

31 森川　輝樹 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾙｷ  1:48:0635 京都府

146 堀江　勇太 ﾎﾘｴ ﾕｳﾀ  1:48:14病院36 京都府

1 菊地　宏作 ｷｸﾁ ｺｳｻｸ  1:48:14ヤマウチＲＣ37 京都府

169 藤川　広誉 ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾛﾀｶ  1:48:4638 京都府

64 竹本　愛太 ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾀ  1:49:08東舞鶴高校39 京都府

52 濱田　憲作 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｻｸ  1:49:2140 京都府

178 福山　京太 ﾌｸﾔﾏ ｹｲﾀ  1:49:2241 京都府

184 石黒　裕士 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳｼﾞ  1:49:28みょうこう42 京都府

144 森本　遥大 ﾓﾘﾓﾄ ｽﾐﾋﾛ  1:49:3443 京都府

113 上林　篤司 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ  1:49:51ＪＲ西日本44 京都府

142 生田　完走 ｲｸﾀ ﾋﾛﾓﾄ  1:49:58姫路工業高校45 兵庫県

33 菊池　宏之 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ  1:50:18舞鶴衛生隊46 京都府

97 栗下　悟史 ｸﾘｼﾀ ｻﾄｼ  1:50:2047 京都府

190 塩見　冬弥 ｼｵﾐ ﾄｳﾔ  1:51:04龍谷大学48 京都府

18 堂野　清貴 ﾄﾞｳﾉ ｷﾖﾀｶ  1:52:0749 京都府

188 河崎　聖 ｶﾜｻｷ ｱｷﾗ  1:52:15みょうこう50 京都府
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171 加治佐　耕太郎 ｶｼﾞｻ ｺｳﾀﾛｳ  1:52:1951 京都府

116 田上　英明 ﾀﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ  1:52:2552 京都府

152 山本　龍也 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ  1:52:4953 京都府

102 澤田　将栄 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｴｲ  1:53:2554 京都府

203 宮口　誠司 ﾐﾔｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ  1:53:4655 兵庫県

117 谷奥　有 ﾀﾆｵｸ ﾕｳ  1:53:54エヌ56 京都府

159 尾田　治樹 ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ  1:54:5757 奈良県

170 鷺山　将一 ｻｷﾞﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ  1:55:05海上自衛隊58 京都府

93 宇野　大雅 ｳﾉ ﾋﾛﾏｻ  1:55:1559 京都府

120 粟田　大地 ｱﾜﾀ ﾀﾞｲﾁ  1:55:2560 京都府

74 舘澤　勇毅 ﾀﾃｻﾜ ﾕｳｷ  1:55:2961 京都府

53 池田　智明 ｲｹﾀﾞ ﾁｱｷ  1:55:4862 京都府

205 高石　和樹 ﾀｶｲｼ ｶｽﾞｷ  1:56:0063 福井県

68 吉田　聖良 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ  1:56:2864 京都府

24 日高　功晶 ﾋﾀﾞｶ ﾅﾘｱｷ  1:56:3465 福井県

201 大城　和史 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾄ  1:57:0066 京都府

17 宮元　良彰 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｱｷ  1:57:24ドームラン67 大阪府

192 川端　大毅 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｷ  1:57:26薬局68 京都府

38 佐久間　祐介 ｻｸﾏ ﾕｳｽｹ  1:57:2969 京都府

2 出口　翔馬 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ  1:57:3470 京都府

132 井上　透輝 ｲﾉｳｴ ﾄｳｷ  1:57:5871 大阪府

161 浦井　章亘 ｳﾗｲ ｱｷﾉﾌﾞ  1:58:03京都大学72 京都府

14 後藤　一也 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾔ  1:58:3073 京都府

129 宮本　倫宏 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ  1:58:3274 京都府

189 野田　裕紀 ﾉﾀﾞ ﾕｳｷ  1:58:52みょうこう75 京都府

198 中井　聖弥 ﾅｶｲ ｾｲﾔ  1:58:5976 京都府

114 塚本　尚 ﾂｶﾓﾄ ﾅｵ  1:59:22京都大学77 京都府

19 前田　拡夢 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ  1:59:4078 熊本県

160 増渕　裕也 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ  1:59:4079 千葉県

96 中井　祐作 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ  1:59:4880 京都府

187 高津　聡 ﾀｶﾂ ｻﾄﾙ  1:59:50みょうこう81 京都府

92 習田　洋平 ｼｭｯﾀ ﾖｳﾍｲ  2:00:19日本公庫82 京都府

72 藤本　尚悟 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ  2:00:4183 京都府

80 山本　真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ  2:00:44京都府84 京都府

204 永島　圭 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲ  2:01:0185 京都府

59 大塚　好之 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾕｷ  2:01:36ＨＩＧＨ　５86 京都府

8 水谷　暢之 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:01:36港務隊　陸上部87 京都府

108 細見　建太 ﾎｿﾐ ｹﾝﾀ  2:02:0588 京都府

179 吉岡　英明 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ  2:02:39ＯＭＲＵＮ89 京都府

70 有馬　快人 ｱﾘﾏ ｶｲﾄ  2:02:59日本海工業90 京都府

7 森本　岳 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾞｸ  2:03:23港務隊　陸上部91 京都府

208 坂本　壮大 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ  2:03:5792 京都府

4 名村　健太 ﾅﾑﾗ ｹﾝﾀ  2:04:53海自舞鶴陸上部93 京都府

115 舩本　康正 ﾌﾅﾓﾄ ﾔｽﾏｻ  2:06:0694 京都府

34 鳥本　純平 ﾄﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  2:07:0995 京都府

69 奥野　寿哉 ｵｸﾉ ﾄｼﾔ  2:07:3396 京都府

156 岩崎　薫 ｲﾜｻｷ ｶｵﾙ  2:07:5297 京都府

134 内海　俊明 ｳﾂﾐ ﾄｼｱｷ  2:08:0098 京都府

111 山脇　拓也 ﾔﾏﾜｷ ﾀｸﾔ  2:08:03ｄｅ．ｖｉｓｅ99 大阪府

91 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ  2:09:34100 京都府
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195 藪内　琢也 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾀｸﾔ  2:11:27101 京都府

11 四方　諒 ｼｶﾀ ﾘｮｳ  2:11:27京都銀行102 京都府

164 東　建敬 ｱｽﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ  2:11:32103 京都府

153 佐々木　康之 ｻｻｷ ﾔｽﾕｷ  2:12:23104 京都府

166 伊達　勇人 ﾀﾞﾃ ﾊﾔﾄ  2:12:42大同特殊鋼105 愛知県

155 山口　健太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ  2:13:16西舞鶴高校106 京都府

126 梅田　嵩久 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶﾋｻ  2:14:03京都大学107 京都府

71 西野　俊雄 ﾆｼﾉ ﾄｼｵ  2:14:53108 京都府

90 大小田　淳史 ｵｵｺﾀﾞ ｱﾂｼ  2:15:17109 京都府

138 江口　昇 ｴｸﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ  2:15:18110 京都府

61 衣川　元洋 ｷﾇｶﾞﾜ ﾓﾄﾋﾛ  2:15:55ＨＩＧＨ　５111 京都府

163 西村　雄太 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ  2:16:21112 京都府

200 赤坂　雅比古 ｱｶｻｶ ﾏｻﾋｺ  2:17:04113 京都府

109 芝山　宇光 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ  2:17:21114 京都府

56 下西ノ園　結太 ｼﾓﾆｼﾉｿﾞﾉ ﾕｳﾀ  2:18:05ＨＩＧＨ　５115 京都府

177 谷口　智章 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ  2:18:14京都機会116 京都府

98 野谷　享平 ﾉﾀﾆ ｷｮｳﾍｲ  2:18:17117 京都府

197 飛田　直哉 ﾋﾀﾞ ﾅｵﾔ  2:18:53118 京都府

112 高木　健司 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ  2:19:38京都工芸繊維大119 京都府

67 山原　雅人 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｻﾄ  2:19:54120 京都府

57 赤松　佑亮 ｱｶﾏﾂ ﾕｳｽｹ  2:21:01ＨＩＧＨ　５121 京都府

35 齋藤　歩 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ  2:23:09ＮＳＧ－Ｒ122 京都府
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県　名県　名県　名県　名
542 平池　宏至 ﾋﾗｲｹ ﾋﾛｼ  1:10:06鳩印Ｇ＆Ｔ尼崎1 兵庫県

653 中井　芳聡 ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ  1:12:10Ｐ‐ｍａｎ2 京都府

508 辻本　浩章 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ  1:12:15ＵＳＰ3 滋賀県

428 橋本　猛志 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ  1:12:48西練4 京都府

391 野崎　天馬 ﾉｻﾞｷ ﾃﾝﾏ  1:13:495 京都府

474 南部　恭一 ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｲﾁ  1:14:466 兵庫県

371 新岡　康久 ﾆｲｵｶ ﾔｽﾋｻ  1:16:21京ＲＵＮ走7 京都府

272 有田　昌史 ｱﾘﾀ ﾏｻｼ  1:16:27舞鶴クラブ8 京都府

313 大木　一範 ｵｵｷ ｶｽﾞﾉﾘ  1:19:12井本組福知山9 京都府

641 西谷　賢亮 ﾆｼﾀﾆ ｹﾝｽｹ  1:20:0110 京都府

251 梶原　節明 ｶｼﾞﾊﾗ ｾﾂｱｷ  1:20:28ヤマウチＲＣ11 京都府

321 高柳　正登 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ  1:20:3412 京都府

393 山田　泰幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ  1:20:36チームはしだ13 京都府

370 足立　高義 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾖｼ  1:20:44扶桑化学14 京都府

610 井上　友成 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾅﾘ  1:20:46精華ＡＣ15 京都府

385 永山　敬 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｼ  1:21:12神崎川ＲＲ16 兵庫県

480 谷　哲郎 ﾀﾆ ﾃﾂﾛｳ  1:21:44福知山高校17 京都府

336 河西　裕 ｶﾜﾆｼ ﾕﾀｶ  1:21:55住友化学18 大阪府

288 芝野　元気 ｼﾊﾞﾉ ｹﾞﾝｷ  1:22:11途中が丘ＲＣ19 京都府

527 山崎　洋 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ  1:23:01山崎ストア20 石川県

589 濱本　安弘 ﾊﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  1:23:02れっつるみ21 大阪府

338 沼崎　陽介 ﾇﾏｻﾞｷ ﾖｳｽｹ  1:23:2222 京都府

550 上宮　吾一 ｳｴﾐﾔ ｺﾞｲﾁ  1:23:43京都陸協23 京都府

537 坂口　貴哉 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾔ  1:24:1024 京都府

590 瀬戸　大地 ｾﾄ ﾀﾞｲﾁ  1:25:57ぽっぽや25 大阪府

458 池松　達人 ｲｹﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ  1:25:5926 京都府

658 小川　毅 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ  1:26:04激走会27 兵庫県

472 太田　秀行 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:26:4528 岐阜県

599 藤田　尭人 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾄ  1:27:1529 大阪府

395 畑中　康仁 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾄ  1:27:18鰰30 兵庫県

412 嶋田　一仁 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ  1:27:2131 京都府

445 安田　知史 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ  1:28:12海自舞鶴陸上部32 福井県

260 奥田　雅教 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  1:28:1433 京都府

612 水田　雅人 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾄ  1:28:16爆走楽笑会34 奈良県

349 秋田　啓介 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ  1:28:21アキタ薬局35 京都府

576 小谷　佳範 ｺﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ  1:28:2736 福井県

529 岡添　功 ｵｶｿﾞｴ ｲｻｵ  1:28:29ひらかた緑風会37 大阪府

638 渡會　啓司 ﾜﾀﾗｲ ﾋﾛｼ  1:29:07走るん矢倶楽部38 京都府

289 大入　隆平 ｵｵﾆｭｳ ﾘｭｳﾍｲ  1:29:4939 京都府

426 木村　友一 ｷﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ  1:29:5640 京都府

656 薬師寺　真 ﾔｸｼｼﾞ ﾏｺﾄ  1:29:5841 岡山県

481 永田　雄次 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ  1:30:10永田電機42 京都府

285 山川　真介 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｽｹ  1:30:48アーモンＰｒｏ43 京都府

303 川端　征義 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ  1:31:49ＴＣＲ44 京都府

286 池田　典彦 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ  1:31:55裏六甲サブ３会45 兵庫県

377 伊藤　誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ  1:32:0146 京都府

421 都　祥生 ﾐﾔｺ ｻﾁｵ  1:32:0347 千葉県

435 吉田　智和 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ  1:32:2248 兵庫県

624 立花　豊浩 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾖﾋﾛ  1:32:2849 奈良県

327 徳田　英一 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:32:4950 京都府
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332 西村　一馬 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ  1:33:2251 京都府

407 高見　哲也 ﾀｶﾐ ﾃﾂﾔ  1:33:22高見乳販52 京都府

603 清水　宏修 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:33:3253 京都府

365 森下　淳 ﾓﾘｼﾀ ｱﾂｼ  1:33:37洛南病院54 京都府

271 平田　泰洋 ﾋﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ  1:33:5455 京都府

344 柳橋　達郎 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾀﾂﾛｳ  1:34:2756 滋賀県

324 奥村　素久 ｵｸﾑﾗ ﾓﾄﾋｻ  1:34:30三重大学57 三重県

565 垂水　義治 ﾀﾙﾐｽﾞ ﾖｼﾊﾙ  1:34:5758 大阪府

601 関原　孝之 ｾｷﾊﾗ ﾀｶﾕｷ  1:34:5859 大阪府

420 青山　祐樹 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ  1:35:16おみやさん60 京都府

409 ハドロック　ケント ﾊﾄﾞﾛｯｸ ｹﾝﾄ  1:35:51花山の焼肉ＲＣ61 京都府

259 坂根　基文 ｻｶﾈ ﾓﾄﾌﾐ  1:35:5762 京都府

559 松下　真也 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ  1:36:10加茂～んＲＣ63 京都府

573 町　浩一郎 ﾏﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ  1:36:16海上自衛隊64 京都府

281 中村　大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  1:36:22コールまいづる65 京都府

655 横山　徹 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ  1:36:4366 京都府

577 仲村　清一郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ  1:36:51京ラン走67 大阪府

596 住谷　卓也 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾔ  1:37:08解析せんか～68 大阪府

302 長崎　克彦 ﾅｶﾞｻｷ ｶﾂﾋｺ  1:37:2969 京都府

268 垂水　保嘉 ﾀﾙﾐ ﾔｽﾖｼ  1:37:39港務隊　陸上部70 京都府

413 金村　斉 ｶﾅﾑﾗ ﾋﾄｼ  1:37:4371 京都府

306 隅田　健治 ｽﾐﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  1:37:5472 京都府

452 米谷　賢吾 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝｺﾞ  1:37:58舞鶴病院73 京都府

339 倉橋　啓介 ｸﾗﾊｼ ｹｲｽｹ  1:38:4574 京都府

470 原　伸也 ﾊﾗ ｼﾝﾔ  1:39:10４ＭＳＳ75 京都府

422 荒賀　一聡 ｱﾗｶﾞ ｶｽﾞﾄｼ  1:39:41ボーンズ76 京都府

418 小林　伸治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ  1:39:52焼肉の花山ＲＣ77 京都府

311 渡辺　博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ  1:39:55チャーハン78 兵庫県

535 齋藤　健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ  1:39:5879 兵庫県

482 内海　寛 ｳﾂﾐ ﾋﾛｼ  1:40:3280 兵庫県

523 Ｊｏｈｎｓ　Ａｄａｍ ｼﾞｮﾝｽﾞ ｱﾀﾞﾑ  1:40:5681 京都府

498 中村　亘志 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ  1:41:14チーム石川82 大阪府

490 高本　裕平 ﾀｶﾓﾄ ﾕｳﾍｲ  1:41:26倉梯小学校83 京都府

510 本藤　聡仁 ﾎﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ  1:41:41福知山高校84 京都府

615 松浦　朋希 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｷ  1:41:51ＰＨＰ研究所85 京都府

325 羽賀　博昭 ﾊｶﾞ ﾋﾛｱｷ  1:42:0086 京都府

462 釜田　浩之 ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ  1:42:1187 京都府

264 高橋　益美 ﾀｶﾊｼ ﾏｽﾐ  1:42:18マツユキ５Ｄ88 京都府

620 中村　俊 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼ  1:42:32みょうこう89 京都府

262 落合　優亮 ｵﾁｱｲ ﾕｳｽｹ  1:42:55港務隊　陸上部90 京都府

558 原　佳成 ﾊﾗ ﾖｼﾏｻ  1:43:02はせやまん91 京都府

613 ダカナイ　カルロ ﾀﾞｶﾅｲ ｶﾙﾛ  1:43:2692 福井県

554 栗本　豊 ｸﾘﾓﾄ ﾕﾀｶ  1:43:4193 大阪府

465 大樋　剛士 ｵｵﾋ ﾀｹｼ  1:43:42太秦小学校94 京都府

511 猿木　裕一 ｻﾙｷ ﾕｳｲﾁ  1:43:5295 京都府

274 谷辻　啓太 ﾀﾆﾂｼﾞ ｹｲﾀ  1:43:54近畿運輸局96 京都府

642 吉村　達雄 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂｵ  1:44:0797 京都府

381 中島　康二 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ  1:44:12ＨＩＧＨ　５98 京都府

621 岩瀬　剛 ｲﾜｾ ﾂﾖｼ  1:44:12みょうこう99 京都府

284 嫁田　実 ﾖﾒﾀﾞ ﾐﾉﾙ  1:44:20100 兵庫県
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417 浜田　達也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ  1:44:27焼肉の花山ＲＣ101 京都府

623 西岡　照道 ﾆｼｵｶ ﾃﾙﾐﾁ  1:44:33みょうこう102 京都府

299 下釜　丈裕 ｼﾓｶﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ  1:44:39103 京都府

348 桐村　基 ｷﾘﾑﾗ ﾓﾄｲ  1:44:43104 京都府

461 岩月　淳 ｲﾜﾂｷ ｱﾂｼ  1:44:47105 愛知県

497 山崎　直樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ  1:45:00106 大阪府

438 丸山　哲嗣 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ  1:45:11大浦レーシング107 京都府

492 西川　竜也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ  1:45:21コヅカデンキ108 大阪府

649 石田　晃司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼ  1:45:39109 兵庫県

651 堀　誠 ﾎﾘ ﾏｺﾄ  1:45:43110 滋賀県

330 川端　浩介 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ  1:45:44111 京都府

609 松井　文昭 ﾏﾂｲ ﾌﾐｱｷ  1:46:09112 福井県

551 瀧　知己 ﾀｷ ﾄﾓﾐ  1:46:37第２３航空隊113 京都府

614 山下　和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ  1:46:45一庫ＲＣ114 兵庫県

389 髙橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ  1:47:10舞鶴市消防本部115 京都府

505 塩山　剛司 ｼｵﾔﾏ ﾀｹｼ  1:47:16京都陸兢116 京都府

380 弘中　健太郎 ﾋﾛﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ  1:47:26117 大阪府

478 宇井　伸明 ｳｲ ﾉﾌﾞｱｷ  1:47:39海上自衛隊118 京都府

512 小原　淳史 ｵﾊﾗ ｱﾂｼ  1:47:47119 京都府

363 山本　奈緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ  1:48:00120 兵庫県

411 竹山　喜隆 ﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ  1:48:01リーフ121 京都府

454 稲田　敏弘 ｲﾅﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ  1:48:02122 京都府

500 瀬尾　祐樹 ｾｵ ﾕｳｷ  1:48:04123 大阪府

597 宮本　哲宏 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾂﾋﾛ  1:48:10海上自衛隊124 京都府

566 横谷　裕介 ﾖｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ  1:49:00125 京都府

546 山口　高志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ  1:49:24126 京都府

429 太田　幸司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ  1:49:29127 兵庫県

279 冨永　尊弘 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:50:18128 兵庫県

484 久保　貴史 ｸﾎﾞ ﾀｶﾌﾐ  1:50:26129 京都府

502 奥村　仁紀 ｵｸﾑﾗ ﾖｼｷ  1:50:35ＮＳＧＲ130 京都府

539 船田　享 ﾌﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ  1:50:36海上自衛隊131 京都府

351 川端　寛久 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾋｻ  1:50:36チームくじら132 京都府

319 友松　おうき ﾄﾓﾏﾂ ｵｳｷ  1:51:12133 京都府

297 仲田　亨 ﾅｶﾀﾞ ﾄｵﾙ  1:51:18134 京都府

581 蔭山　陽一 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ  1:51:33サザンクロス135 大阪府

532 長岡　崇行 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾕｷ  1:51:48136 京都府

453 高木　克明 ﾀｶｷ ｶﾂｱｷ  1:51:50137 兵庫県

440 内藤　拓 ﾅｲﾄｳ ﾀｸ  1:51:55138 京都府

373 飯田　武男 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｵ  1:52:10139 京都府

290 梅垣　憲一 ｳﾒｶﾞｷ ｹﾝｲﾁ  1:52:28魚福140 京都府

254 西　洋祐 ﾆｼ ﾖｳｽｹ  1:52:33141 京都府

525 西埜　洋平 ﾆｼﾉ ﾖｳﾍｲ  1:52:47142 京都府

437 茂木　智宏 ﾓﾃｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:52:55143 埼玉県

552 渡部　光敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾄｼ  1:53:03144 京都府

560 村上　隆夫 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｵ  1:53:03まいづる145 京都府

414 荒川　陽介 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｽｹ  1:53:09146 京都府

631 川﨑　恒宙 ｶﾜｻｷ ﾂﾈﾋﾛ  1:53:20147 京都府

468 市瀬　真 ｲﾁｾ ﾏｺﾄ  1:53:24148 京都府

283 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ  1:53:38山本健太陸上部149 兵庫県

479 桑田　大輔 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ  1:53:42150 福井県
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364 高原　英生 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ  1:53:51151 京都府

457 平本　祐也 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳﾔ  1:54:10海上自衛隊152 京都府

357 土屋　宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ  1:54:11153 大阪府

419 大島　勉 ｵｵｼﾏ ﾂﾄﾑ  1:54:23おみやさん154 京都府

267 徳留　祐介 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾕｳｽｹ  1:54:37港務隊　陸上部155 京都府

506 竹内　泰啓 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ  1:54:58156 大阪府

585 岩城　達也 ｲﾜｷ ﾀﾂﾔ  1:55:16157 大阪府

450 山岡　天 ﾔﾏｵｶ ﾃﾝ  1:55:17スズケン158 京都府

337 松井　秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ  1:55:19159 京都府

253 井上　雅裕 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ  1:55:28（株）舞鶴浄美社160 京都府

626 臼井　久淳 ｳｽｲ ﾋｻｱｷ  1:55:42161 京都府

516 六田　宏 ﾛｸﾀ ﾋﾛｼ  1:55:43162 京都府

387 河嶋　士郎 ｶﾜｼﾏ ｼﾛｳ  1:55:54163 京都府

353 中出　太一 ﾅｶﾃﾞ ﾀｲﾁ  1:55:59164 京都府

622 赤尾　聖 ｱｶｵ ｻﾄｼ  1:56:10みょうこう165 京都府

304 宮立　浩治 ﾐﾔﾀﾞﾃ ｺｳｼﾞ  1:56:12釣り船新幸丸166 京都府

469 磯田　知弘 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:56:21167 京都府

345 一瀬　正憲 ｲﾁｾ ﾏｻﾉﾘ  1:56:30168 福井県

408 林　義崇 ﾊﾔｼ ﾖｼﾀｶ  1:56:42大阪税関169 大阪府

513 濱崎　勇太郎 ﾊﾏｻｷ ﾕｳﾀﾛｳ  1:56:51170 京都府

446 篠山　大輝 ｼﾉﾔﾏ ﾀﾞｲｷ  1:57:28171 京都府

367 山原　篤志 ﾔﾏﾊﾗ ｱﾂｼ  1:57:29172 京都府

616 古賀　剛 ｺｶﾞ ﾂﾖｼ  1:57:37海上自衛隊173 京都府

518 池上　卓真 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾏ  1:57:40174 京都府

390 光田　正人 ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾄ  1:57:57175 京都府

261 福田　和広 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  1:57:58インテントリ176 栃木県

434 日野　学 ﾋﾉ ﾏﾅﾌﾞ  1:58:05177 京都府

583 上田　泰之 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾕｷ  1:58:14178 大阪府

580 東倉　修司 ﾄｳｸﾗ ｼｭｳｼﾞ  1:58:17179 京都府

369 平川　洋晶 ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛｱｷ  1:58:18180 京都府

553 安岐　俊介 ｱｷ ｼｭﾝｽｹ  1:58:23おおくま181 兵庫県

443 高橋　裕紀 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  1:58:27182 京都府

366 堀田　慎吾 ﾎﾘﾀ ｼﾝｺﾞ  1:58:28舞鶴共済病院183 京都府

540 阪本　典生 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｵ  1:58:29184 兵庫県

350 菊池　謙作 ｷｸﾁ ｹﾝｻｸ  1:58:33185 京都府

425 太田垣　浩蔵 ｵｵﾀｶﾞｷ ｺｳｿﾞｳ  1:58:42がっきーず186 大阪府

356 大岡　憲弘 ｵｵｵｶ ﾉﾘﾋﾛ  1:58:58187 奈良県

605 小山　俊大 ｺﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ  1:59:11188 大阪府

528 山下　達也 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ  1:59:34積水ハウスＲＣ189 京都府

493 石田　高也 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾔ  1:59:44190 京都府

503 井上　忠和 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｶｽﾞ  1:59:46小浜走友会191 福井県

278 奥村　恒弘 ｵｸﾑﾗ ﾂﾈﾋﾛ  1:59:48192 京都府

473 青木　誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ  1:59:48193 京都府

496 北川　篤樹 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂｷ  2:00:26194 兵庫県

555 坂本　智軌 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｷ  2:01:14195 大阪府

628 河口　哲崇 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ  2:01:30へなちょこＲＣ196 大阪府

294 高松　寿宜 ﾀｶﾏﾂ ﾋｻﾉﾘ  2:01:30ひなた197 兵庫県

526 佐藤　雄一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:01:39攻夫会198 京都府

382 柴田　洋介 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ  2:01:56ＨＩＧＨ　５199 京都府

386 伊藤　健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ  2:02:10ＣＣＣ200 大阪府
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521 望月　潤 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝ  2:02:18201 滋賀県

608 福嶋　正直 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾅｵ  2:02:24前田建設工業202 福井県

647 池野田　裕之 ｲｹﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  2:02:26203 京都府

383 鈴木　健吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ  2:02:41ＨＩＧＨ　５204 京都府

416 石関　守 ｲｼｾﾞｷ ﾏﾓﾙ  2:02:51げんぼう205 福井県

644 江口　翔 ｴｸﾞﾁ ｼｮｳ  2:03:37上豊富小学校206 京都府

355 柳原　誠也 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｾｲﾔ  2:03:52207 兵庫県

258 水野　雅之 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾕｷ  2:03:56208 京都府

600 大槻　光 ｵｵﾂｷ ﾋｶﾙ  2:04:53ＯＭＲＵＮ209 京都府

282 杉本　一久 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ  2:05:15210 京都府

617 五百川　隆 ｲｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ  2:05:35211 兵庫県

317 赤野　祐介 ｱｶﾉ ﾕｳｽｹ  2:05:47212 京都府

343 岡野　優人 ｵｶﾉ ﾕｳﾄ  2:06:27213 京都府

476 岡田　皓亮 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ  2:06:31214 兵庫県

436 山田　功 ﾔﾏﾀﾞ ｲｻｵ  2:06:37ＮＳＧ215 京都府

252 杉浦　洋三 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｿﾞｳ  2:06:45216 京都府

292 小原　伸也 ｵﾊﾗ ｼﾝﾔ  2:07:17217 京都府

444 梶原　尚登 ｶｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ  2:07:18218 京都府

574 鯉渕　広希 ｺｲﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ  2:07:19219 京都府

316 平出　勝也 ﾋﾗﾃﾞ ｶﾂﾅﾘ  2:07:29220 石川県

331 大槻　和輝 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｷ  2:08:10221 京都府

410 兼田　悠生 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ  2:08:11222 大阪府

464 橋本　真史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ  2:08:34海自舞鶴223 京都府

504 安久　嘉哲 ｱｸﾞ ﾖｼﾉﾘ  2:08:57遊びたい年頃224 京都府

347 綱分　秀昭 ﾂﾅﾜｷ ﾋﾃﾞｱｷ  2:10:21225 京都府

263 松田　和也 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  2:10:21港務隊　陸上部226 京都府

301 藤山　貴弘 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ  2:11:56227 京都府

495 樋口　優太 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ  2:12:29228 兵庫県

657 釜野　啓二 ｶﾏﾉ ｹｲｼﾞ  2:12:42229 岡山県

567 山崎　達夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｵ  2:12:46230 京都府

318 大槻　浩平 ｵｵﾂｷ ｺｳﾍｲ  2:13:28231 京都府

517 岡﨑　義弘 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ  2:14:00岡﨑内装232 京都府

255 魚住　喬章 ｳｵｽﾞﾐ ﾀｶﾌﾐ  2:14:04海自舞鶴陸上部233 京都府

501 窪　誠太 ｸﾎﾞ ｾｲﾀ  2:14:42舞鶴共済病院234 京都府

607 久保　大輔 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ  2:15:06前田建設工業235 福井県

354 浜崎　卓也 ﾊﾏｻｷ ﾀｸﾔ  2:15:39236 兵庫県

632 西山　佳孝 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾀｶ  2:15:49237 京都府

534 谷口　和也 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ  2:16:24238 兵庫県

606 辻岡　豊史 ﾂｼﾞｵｶ ﾄﾖﾌﾐ  2:16:36239 大阪府

569 宮本　義武 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾀｹ  2:16:36240 東京都

646 河島　正寿 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾄｼ  2:17:08241 京都府

430 山廣　慎 ﾔﾏﾋﾛ ﾏｺﾄ  2:18:37海魂242 京都府

639 天野　治明 ｱﾏﾉ ﾊﾙｱｷ  2:19:03243 京都府

309 山内　雅司 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｼ  2:19:17太陽保安警備244 京都府

592 川口　耕平 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ  2:20:16245 大阪府

486 岩橋　裕樹 ｲﾜﾊｼ ﾋﾛｷ  2:21:31246 福井県

459 岡安　亮治 ｵｶﾔｽ ﾘｮｳｼﾞ  2:21:53ライン工業247 京都府
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県　名県　名県　名県　名
870 喜多村　和弘 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  1:17:33京都陸協1 京都府

1123 井上　孝信 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾉﾌﾞ  1:18:35松尾電機2 兵庫県

974 近藤　康由 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾖｼ  1:19:39枚方マスターズ3 大阪府

799 小林　俊哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ  1:21:50小林家陸上部4 京都府

875 大谷　大 ｵｵﾀﾆ ﾀｹｼ  1:22:43こなさんＲＣ5 兵庫県

849 前田　英稔 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  1:22:47海上自衛隊6 京都府

946 橋田　耕一 ﾊｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ  1:22:497 京都府

1235 渋谷　健太郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝﾀﾛｳ  1:23:32ぶる～えなじ～8 京都府

905 荻野　憲史 ｵｷﾞﾉ ﾉﾘﾌﾐ  1:23:369 大阪府

1201 以久井　豊 ｲｸｲ ﾕﾀｶ  1:24:55立ち食いうどん10 大阪府

1067 大木　成浩 ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ  1:25:1311 兵庫県

919 八田　耕治 ﾊｯﾀ ｺｳｼﾞ  1:25:27大日本スクリン12 京都府

1108 林　辰治 ﾊﾔｼ ﾀﾂｼﾞ  1:25:53京都陸協13 京都府

1014 田中　克典 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ  1:26:17あやべボラセン14 京都府

1122 笹原　弘二 ｻｻﾊﾗ ｺｳｼﾞ  1:26:30笹原整骨院15 大阪府

881 宮城　康司 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ  1:26:31宮城建設16 京都府

856 西川　隆司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ  1:26:3417 京都府

1149 西岡　清志 ﾆｼｵｶ ｷﾖｼ  1:27:50さくら倶楽部18 兵庫県

874 椋梨　景智 ﾑｸﾅｼ ｶｹﾞﾄﾓ  1:28:20京都外国語大19 京都府

1105 若狭　俊一 ﾜｶｻ ｼｭﾝｲﾁ  1:28:37第一三共ＨＣ20 大阪府

1183 岡橋　義弘 ｵｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ  1:29:00たつなみＲＣ21 大阪府

1066 尾上　耕二 ｵｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ  1:29:36緑風会22 大阪府

1192 山本　正人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ  1:29:39ふくい健森ＲＣ23 福井県

984 上嶋　晃弘 ｳｴｼﾏ ｱｷﾋﾛ  1:29:4324 京都府

913 中山　康生 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｵ  1:29:53綾部市役所25 京都府

838 高木　聡 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾙ  1:30:0326 京都府

1238 木谷　裕之 ｷﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ  1:30:31広畑走友会27 兵庫県

730 野間　剛 ﾉﾏ ﾀｹｼ  1:30:33ＤｒｅａｍＡＣ28 大阪府

859 安達　学 ｱﾝﾀﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ  1:30:4929 兵庫県

1083 川端　利明 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｱｷ  1:30:54矢田川走友会30 兵庫県

793 菅原　太郎 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀﾛｳ  1:31:07チーム巽31 兵庫県

820 中野　圭 ﾅｶﾉ ｹｲ  1:32:17京都北都信金32 京都府

1228 谷口　賢志 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｼ  1:32:24なぎさＲＣ医龍33 兵庫県

748 竹内　俊之 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾕｷ  1:32:2734 愛知県

1172 永瀬　孝 ﾅｶﾞｾ ﾀｶｼ  1:32:38Ｐ’ｚ35 滋賀県

771 田中　伸之 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:32:54Ｒｉｓｅ－ＲＴ36 京都府

1222 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ  1:32:56トラスコ中山37 兵庫県

817 甲斐　健児 ｶｲ ｹﾝｼﾞ  1:32:56矢田川走友会38 兵庫県

703 滝森　裕之 ﾀｷﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ  1:33:04ヤマウチＲＣ39 京都府

1092 宮本　豊守 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾖﾓﾘ  1:33:08食満ランナーズ40 兵庫県

981 村田　邦広 ﾑﾗﾀ ｸﾆﾋﾛ  1:33:1341 大阪府

716 山内　裕司 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ  1:33:32港湾事ム所42 京都府

737 野間　義憲 ﾉﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:33:44焼肉の花山ＲＣ43 京都府

938 内山　修司 ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ  1:33:51ＮＴＴ大阪44 大阪府

893 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  1:33:5245 京都府

805 今川　拓也 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｸﾔ  1:34:0246 京都府

773 早川　昭広 ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾋﾛ  1:34:0847 京都府

1127 千原　歩 ﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ  1:34:1148 奈良県

926 森田　聡 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ  1:34:16焼肉の花山ＲＣ49 京都府

818 大内　伸二 ｵｵｳﾁ ｼﾝｼﾞ  1:34:35ＳＡＭ50 京都府
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935 長谷川　学 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ  1:34:47三菱電機51 神奈川県

1234 亀井　聡行 ｶﾒｲ ﾄｼﾕｷ  1:34:5152 京都府

1038 藤本　賢治 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  1:35:00海自すがしま53 京都府

752 倉橋　尚之 ｸﾗﾊｼ ﾅｵﾕｷ  1:35:0654 京都府

794 森下　孝司 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶｼ  1:35:1055 京都府

789 関本　啓 ｾｷﾓﾄ ｹｲ  1:35:32マイクロソフト56 埼玉県

1114 窪田　健 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ  1:35:53京都第一赤十字57 京都府

1250 洞林　市也 ﾄﾞｳﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾔ  1:36:0658 京都府

1157 田村　博行 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ  1:36:22チームなかよし59 京都府

722 伊藤　誠孝 ｲﾄｳ ｾｲｺｳ  1:36:27ＭＳＣ６８１60 京都府

1093 道　津田 ｻﾄｼ ﾂﾀﾞ  1:36:29焼肉の花山ＲＣ61 京都府

883 安達　哲哉 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ  1:36:34グッチランラン62 京都府

761 竹内　晋一 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｲﾁ  1:37:0163 兵庫県

1139 塩田　秀宣 ｼｵﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ  1:37:05大久保駐屯地64 京都府

809 菊地　良勝 ｷｸﾁ ﾖｼｶﾂ  1:37:3465 京都府

1002 西田　繁明 ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ  1:37:37京ＲＵＮ走66 京都府

726 浪江　義郎 ﾅﾐｴ ﾖｼﾛｳ  1:37:4267 京都府

1184 大倉　宏司 ｵｵｸﾗ ｺｳｼﾞ  1:37:53たつなみＲＣ68 大阪府

865 林　武弘 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ  1:37:59吹田亀の子会69 大阪府

822 横谷　芳明 ﾖｺﾀﾆ ﾖｼｱｷ  1:38:09京都北都信金70 京都府

852 松本　臣一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ  1:38:16舞鶴ファルコン71 京都府

867 青木　勇人 ｱｵｷ ﾊﾔﾄ  1:38:1872 兵庫県

940 東條　一男 ﾄｳｼﾞｮｳ ｶｽﾞｵ  1:38:18パナソニック73 福井県

976 川端　丈正 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹﾏｻ  1:38:2874 福井県

766 富川　好幸 ﾄﾐｶﾜ ﾖｼﾕｷ  1:38:3375 京都府

922 森田　晋 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ  1:38:39焼肉の花山76 京都府

767 山下　孝文 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ  1:38:5177 奈良県

831 増田　清和 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ  1:38:5678 福井県

939 木戸口　孝幸 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ  1:38:5879 京都府

897 木村　義郎 ｷﾑﾗ ﾖｼﾛｳ  1:39:15ふぁラン80 京都府

850 前田　洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:39:1881 京都府

819 中島　裕隆 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾀｶ  1:39:3582 兵庫県

1072 小林　正史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ  1:39:37ＲｅｄＢｉｒｄ83 滋賀県

1081 山根　吉人 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾄ  1:39:52西京味噌84 京都府

725 松浦　琢磨 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ  1:40:0085 大阪府

811 平松　泰樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾔｽｷ  1:40:0686 京都府

969 保田　志信 ﾔｽﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ  1:40:12仙人会87 京都府

901 植竹　雅宏 ｳｴﾀｹ ﾏｻﾋﾛ  1:40:4388 鳥取県

975 嵯峨　直樹 ｻｶﾞ ﾅｵｷ  1:40:4789 京都府

985 牛尾　正和 ｳｼｵ ﾏｻｶｽﾞ  1:40:5890 京都府

997 今井　拓也 ｲﾏｲ ﾀｸﾔ  1:40:5991 京都府

807 竹之内　恭一郎 ﾀｹﾉｳﾁ ｷｮｳｲﾁﾛｳ  1:41:0392 京都府

980 清水　從言 ｼﾐｽﾞ ﾖﾘｺﾄ  1:41:5893 兵庫県

995 谷口　一也 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ  1:42:1194 大阪府

1153 小坂　裕昭 ｺｻｶ ﾋﾛｱｷ  1:42:2595 兵庫県

784 茨木　亮 ｲﾊﾞﾗｷ ｱｷﾗ  1:42:4396 京都府

854 森川　直人 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾄ  1:42:4697 京都府

1209 大澤　泰治 ｵｵｻﾜ ﾀｲｼﾞ  1:42:47前田建設工業98 福井県

999 山崎　章宏 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾋﾛ  1:42:4899 京都府

720 田中　宏章 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ  1:42:58100 兵庫県
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824 吉田　拡二 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼﾞ  1:43:09101 兵庫県

891 栫井　陽一郎 ｶｺｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ  1:43:14102 兵庫県

1239 高木　慶治 ﾀｶｷﾞ ｹｲｼﾞ  1:43:21103 大阪府

800 渡部　匠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ  1:43:34104 京都府

1197 野瀬井　雅徳 ﾉｾｲ ﾏｻﾉﾘ  1:43:40105 京都府

866 小澤　豊 ｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ  1:43:44補給艦ましゅう106 京都府

1044 砂子澤　嘉彦 ｲｻｺｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ  1:43:46107 兵庫県

907 馬杉　秀昭 ﾏｽｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:43:50108 愛知県

962 佐古　英崇 ｻｺ ﾋﾃﾞﾀｶ  1:43:54109 大阪府

705 森田　誠 ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ  1:44:10（株）舞鶴浄美社110 京都府

1207 村田　信弘 ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:44:48トレイドマン111 兵庫県

889 四方　悟 ｼｶﾀ ｻﾄﾙ  1:44:49焼肉の花山ＲＣ112 京都府

1116 吉川　秀明 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ  1:44:53113 兵庫県

965 柴田　啓史 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ  1:44:58114 京都府

719 竹内　満晴 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾊﾙ  1:44:59115 京都府

712 高坂　茂佳 ｺｳｻｶ ｼｹﾞﾖｼ  1:45:08舞鶴走ろう会116 京都府

729 小島　健 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ  1:45:13ＲＵＮ　ＲＵＮ117 京都府

973 小椋　美登志 ｵｸﾞﾗ ﾐﾄｼ  1:45:22ＹＭＲＣ118 兵庫県

1162 中瀬　晶久 ﾅｶｾ ﾃﾙﾋｻ  1:45:24119 京都府

706 井上　晃二 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ  1:45:30福知山郵便局120 京都府

837 益田　玲爾 ﾏｽﾀﾞ ﾚｲｼﾞ  1:45:33京大水産実験所121 京都府

1242 真下　忠久 ﾏｼﾀ ﾀﾀﾞﾋｻ  1:45:48122 京都府

892 村上　陽二郎 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｼﾞﾛｳ  1:46:04123 京都府

812 苑田　恵時 ｿﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ  1:46:05124 京都府

1205 畑山　晃満 ﾊﾀﾔﾏ ﾃﾙﾐﾂ  1:46:10自衛隊125 京都府

1037 岡上　育夫 ｵｶｳｴ ﾔｽｵ  1:46:13126 福井県

1039 平尾　壮司 ﾋﾗｵ ｿｳｼ  1:46:32127 大阪府

763 朴　基彦 ﾊﾟｸ ｷｵﾝ  1:46:47128 兵庫県

979 大西　弘己 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｷ  1:47:03129 京都府

1051 北山　正樹 ｷﾀﾔﾏ ﾏｻｷ  1:47:06130 兵庫県

782 上田　彰則 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾉﾘ  1:47:07舞鶴走ろう会131 京都府

1029 内藤　智樹 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ  1:47:11きかく132 大阪府

1190 長谷川　海 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ  1:47:19海自133 京都府

796 安田　武信 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾉﾌﾞ  1:47:20134 京都府

994 森本　伸吉 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷﾁ  1:47:27丸亀会135 大阪府

816 太田　公昭 ｵｵﾀ ｷﾐｱｷ  1:47:29136 大阪府

857 渡辺　雅勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ  1:47:35金曜走ろう会137 京都府

1086 竹川　修 ﾀｹｶﾞ ｵｻﾑ  1:47:44138 京都府

1113 浅井　淳一 ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:47:56ＢＥＥ　１　Ｓ139 兵庫県

744 山地　勝利 ﾔﾏｼﾞ ｶﾂﾄｼ  1:47:58140 大阪府

898 大戸　昭雄 ｵｵﾄ ｱｷｵ  1:48:19141 京都府

777 塩見　芳徳 ｼｵﾐ ﾖｼﾉﾘ  1:48:30一走懸命142 京都府

1174 神薗　保 ｶﾐｿﾞﾉ ﾀﾓﾂ  1:48:49143 大阪府

1111 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼｷ  1:48:59144 京都府

895 宮城　信司 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝｼﾞ  1:49:00145 京都府

1156 森上　哲行 ﾓﾘｶﾞﾐ ﾃﾂﾕｷ  1:49:04香住鶴146 兵庫県

772 三田　直樹 ﾐﾀ ﾅｵｷ  1:49:06舞鶴日赤147 京都府

967 三浦　鉄也 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾔ  1:49:38148 京都府

884 尾崎　一志 ｵｻﾞｷ ﾋﾄｼ  1:49:54149 京都府

959 藤原　泰志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ  1:49:59150 滋賀県
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県　名県　名県　名県　名
758 東　浩巳 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾐ  1:50:12151 兵庫県

1035 木橋　憲太郎 ｷﾊﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ  1:50:14152 福井県

1195 古澤　亘司 ﾌﾙｻﾜ ｺｳｼﾞ  1:50:38153 大阪府

740 中島　秀利 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ  1:50:46海上自衛隊154 京都府

834 畑中　智博 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ  1:50:49155 京都府

1059 柘植　康宏 ﾂｹﾞ ﾔｽﾋﾛ  1:51:00156 大阪府

813 篠原　誠 ｼﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ  1:51:27海上自衛隊157 京都府

1078 荒木　秀文 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:51:31新明和工業158 兵庫県

1189 井上　稔 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ  1:51:39159 京都府

1241 東　靖宏 ｱｽﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ  1:51:56160 京都府

825 川島　篤志 ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ  1:52:09161 京都府

1147 生田　義治 ｲｸﾀ ﾖｼﾊﾙ  1:52:12いくちゃんＲＣ162 兵庫県

1079 渡辺　道徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾉﾘ  1:52:22163 大阪府

1003 上山　正一郎 ｶﾐﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ  1:52:28164 京都府

1175 山路　智昭 ﾔﾏｼﾞ ﾄﾓｱｷ  1:52:34165 兵庫県

942 熊川　博丈 ｸﾏｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｹ  1:52:40京都ランナーズ166 京都府

1022 松本　真俊 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ  1:52:49走る会？？？167 京都府

1252 山川　邦之 ﾔﾏｶﾜ ｸﾆﾕｷ  1:52:59168 滋賀県

903 柴田　祐次 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ  1:53:18169 滋賀県

1181 奥村　一行 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ  1:53:37サムズ・アップ170 大阪府

836 岩城　正規 ｲﾜｷ ﾏｻｷ  1:53:38171 京都府

1229 友次　正之 ﾄﾓﾂｷﾞ ﾏｻﾕｷ  1:53:47ＡＶＲＣ京都172 京都府

1244 太田　学 ｵｵﾀ ﾏﾅﾌﾞ  1:53:49173 大阪府

723 浜辺　浩寿 ﾊﾏﾍﾞ ﾋﾛﾋｻ  1:53:50174 大阪府

990 高木　将之 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ  1:53:57175 京都府

833 奥田　雄司 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ  1:54:04176 京都府

804 藤本　貴士 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ  1:54:11177 京都府

735 角本　博 ｶｸﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:54:14チームくじら178 京都府

1137 山岸　晋作 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾝｻｸ  1:54:16179 石川県

916 善本　隆典 ｾﾞﾝﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ  1:54:21国土交通省180 兵庫県

1016 折戸　信哉 ｵﾘﾄ ｼﾝﾔ  1:54:24181 京都府

943 藤光　哲也 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾃﾂﾔ  1:54:33182 京都府

862 貝崎　義信 ｶｲｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:54:52ＡＫＳＨ．ＲＣ183 兵庫県

759 新宮　聖 ｼﾝｸﾞｳ ｻﾄｼ  1:54:56184 京都府

788 八川　晃大 ﾊﾁｶﾜ ｱｷﾋﾛ  1:55:03185 京都府

830 細見　宏昭 ﾎｿﾐ ﾋﾛｱｷ  1:55:06西桂ランクラブ186 京都府

844 深田　圭吾 ﾌｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ  1:55:19大石写真館187 広島県

966 安田　正彦 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  1:55:23188 京都府

1186 佐々木　晃 ｻｻｷ ｱｷﾗ  1:55:32189 大阪府

1006 秋田　孝史 ｱｷﾀ ﾀｶｼ  1:55:44190 大阪府

1210 中嶋　一晶 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ  1:55:51Ｇｒｕｌｌａｓ191 京都府

1023 山本　栄介 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｽｹ  1:55:52ルネ甚目寺ＢＣ192 愛知県

1164 安部　友康 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔｽ  1:55:59193 京都府

1049 西添　健次 ﾆｼｿﾞｴ ｹﾝｼﾞ  1:56:02やまねこ194 兵庫県

848 園田　恭明 ｿﾉﾀﾞ ﾔｽｱｷ  1:56:04日立造船（株）195 京都府

1099 水谷　崇 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｼ  1:56:07196 兵庫県

778 土島　圭一郎 ﾄｼﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:56:28197 京都府

739 滝本　雅之 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾕｷ  1:56:33198 福井県

734 小嶋　卓己 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ  1:56:52日立造船199 京都府

1084 小林　一理 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ  1:56:57サハラ200 京都府
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県　名県　名県　名県　名
1194 粂井　秀敏 ｸﾒｲ ﾋﾃﾞﾄｼ  1:57:04201 京都府

879 山根　正 ﾔﾏﾈ ﾀﾀﾞｼ  1:57:09202 京都府

785 高井　克実 ﾀｶｲ ｶﾂﾐ  1:57:18203 京都府

1112 増尾　厚史 ﾏｽｵ ｱﾂｼ  1:57:18204 兵庫県

1246 日置　記敏 ﾋｵｷ ﾉﾘﾄｼ  1:57:19205 滋賀県

1010 山岸　英一 ﾔﾏｷﾞｼ ｴｲｲﾁ  1:57:30206 京都府

1188 小坂　泰視 ｺｻｶ ﾔｽｼ  1:57:38207 京都府

1130 神　博道 ｼﾞﾝ ﾋﾛﾐﾁ  1:57:44208 大阪府

886 西脇　亮 ﾆｼﾜｷ ﾘｮｳ  1:57:45パンゲア209 京都府

1134 安達　知希 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ  1:57:51210 京都府

810 西垣　逸史 ﾆｼｶﾞｷ ｲﾂｼ  1:57:51211 京都府

876 奥田　智昭 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｱｷ  1:58:04（株）奥田工務212 京都府

872 小川　喜生 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ  1:58:11小川歯科医院213 京都府

910 渡邉　俊明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ  1:58:13第２３航空隊214 京都府

751 田路　博行 ﾄｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:58:23215 京都府

950 石橋　威志 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹｼ  1:58:34216 京都府

1013 冨田　恒 ﾄﾐﾀ ﾋｻｼ  1:58:38217 大阪府

948 安田　修 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ  1:58:46日東精工218 京都府

953 清本　一 ｷﾖﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ  1:58:55219 京都府

731 水谷　亮太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾀ  1:58:56近畿運輸局220 京都府

795 今田　重忠 ｲﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾀﾀﾞ  1:59:15221 京都府

1036 伊藤　則之 ｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ  1:59:18海自舞鶴陸上部222 京都府

1064 西田　一郎 ﾆｼﾀﾞ ｲﾁﾛｳ  1:59:32223 大阪府

902 伊藤　律雄 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ  1:59:35224 京都府

1221 安藤　健一 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ  1:59:36ＫＯＲ２３225 大阪府

878 永田　智之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ  1:59:39226 京都府

841 松本　勝行 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾕｷ  1:59:42227 京都府

764 松岡　秀仁 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾋﾄ  2:00:03228 大阪府

986 立木　哲生 ﾀﾁｷ ﾃﾂｵ  2:00:11229 京都府

742 沖　和也 ｵｷ ｶｽﾞﾔ  2:00:19230 石川県

1119 福井　元彦 ﾌｸｲ ﾓﾄﾋｺ  2:00:25コール舞鶴231 大阪府

711 野条　信之 ﾉｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:00:29232 京都府

1034 今井　稔 ｲﾏｲ ﾐﾉﾙ  2:00:29233 京都府

871 萩尾　大介 ﾊｷﾞｵ ﾀﾞｲｽｹ  2:00:30234 大阪府

1148 内橋　雄二 ｳﾁﾊｼ ﾕｳｼﾞ  2:00:39235 兵庫県

1220 浅井　智之 ｱｻｲ ﾄﾓﾕｷ  2:01:00236 愛知県

972 柏本　悟 ｶｼﾓﾄ ｻﾄﾙ  2:01:17237 京都府

755 堀口　雄策 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ  2:01:37舞鶴赤マント238 京都府

908 川畑　淳 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂｼ  2:01:40239 京都府

803 水江　好伸 ﾐｽﾞｴ ﾖｼﾉﾌﾞ  2:01:43京都書道学院240 京都府

1015 吉見　享三 ﾖｼﾐ ｷｮｳｿﾞｳ  2:01:44241 京都府

917 吉岡　利昌 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾏｻ  2:01:49242 京都府

1166 金子　直哉 ｶﾈｺ ﾅｵﾔ  2:01:50ＭＩＩＫ243 大阪府

851 福山　支伸 ﾌｸﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ  2:01:59244 福井県

727 谷岡　竜也 ﾀﾆｵｶ ﾀﾂﾔ  2:02:08245 福井県

1110 山下　敏夫 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｵ  2:02:29関電神戸情通246 兵庫県

937 東山　直 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｽﾅｵ  2:02:35247 京都府

957 高倉　裕人 ﾀｶｸﾗ ﾋﾛﾄ  2:02:38（有）高倉組248 京都府

853 小幡　勝己 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ  2:02:45オバタメディカ249 大阪府

888 濱田　隆夫 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶｵ  2:02:48250 京都府
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県　名県　名県　名県　名
978 横田　幸雄 ﾖｺﾀ ﾕｷｵ  2:02:50251 京都府

801 堂野　一成 ﾄﾞｳﾉ ｶｽﾞﾅﾘ  2:02:59252 京都府

1085 坂　規彰 ｻｶ ﾉﾘｱｷ  2:03:01253 兵庫県

1138 牧原　信次 ﾏｷﾊﾗ ｼﾝｼﾞ  2:03:08254 京都府

1196 和久田　正和 ﾜｸﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ  2:03:09和久田組255 京都府

1216 久世　裕久 ｸｾﾞ ﾋﾛﾋｻ  2:03:13256 京都府

1160 河内　宏行 ｶﾜｳﾁ ﾋﾛﾕｷ  2:03:17257 大阪府

1073 仲澤　裕樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ  2:03:22258 兵庫県

1054 浦田　実 ｳﾗﾀ ﾐﾉﾙ  2:03:30259 京都府

992 井上　直紀 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ  2:03:43260 京都府

1198 梅原　満 ｳﾒﾊﾗ ﾐﾂﾙ  2:03:47ＯＳＰランナー261 京都府

840 竹内　真一 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｲﾁ  2:03:56京丹波ＢＢＢＴ262 京都府

1169 井勢　康之 ｲｾ ﾔｽﾕｷ  2:03:58Ｍｉｉｋ263 大阪府

1004 清住　哲郎 ｷﾖｽﾞﾐ ﾃﾂﾛｳ  2:04:14海上自衛隊264 神奈川県

715 青柳　親治 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝｼﾞ  2:04:17265 京都府

757 松本　淳史 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ  2:04:28266 兵庫県

791 茂木　康博 ﾓｷﾞ ﾔｽﾋﾛ  2:04:41267 兵庫県

1161 中西　孝至 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｼ  2:04:41268 福井県

1120 小緑　孝二 ｺﾐﾄﾞﾘ ｺｳｼﾞ  2:04:46ＳＰＲＣ269 大阪府

944 塩見　昌行 ｼｵﾐ ﾏｻﾕｷ  2:04:49270 京都府

1102 羽倉　司 ﾊｸﾞﾗ ﾂｶｻ  2:04:50三菱電機271 兵庫県

1243 坂口　勝利 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ  2:04:52海上自衛隊272 京都府

1095 藤澤　敬徳 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾉﾘ  2:04:59ＳＰＲＣ273 兵庫県

911 岩内　守 ｲﾜｳﾁ ﾏﾓﾙ  2:05:00こひつじの苑舞274 京都府

882 今井　謙一 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁ  2:05:05275 兵庫県

1118 早川　泰正 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽﾏｻ  2:05:05276 大阪府

1168 小谷　晃 ｺﾀﾆ ｱｷﾗ  2:05:26うみたか277 京都府

1100 椛島　謙一郎 ｶﾊﾞｼﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ  2:05:29サン警備278 兵庫県

746 速水　和行 ﾊﾔﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ  2:05:35279 京都府

835 藤本　昌人 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ  2:05:57280 京都府

721 荻野　裕典 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛﾉﾘ  2:06:25港務隊　陸上部281 京都府

1075 大加戸　秀樹 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ  2:06:25ランチータ282 兵庫県

754 荒木　克典 ｱﾗｷ ｶﾂﾉﾘ  2:06:36283 兵庫県

1152 尾西　健一 ｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ  2:06:48284 大阪府

1208 本庄　良光 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾐﾂ  2:06:51285 兵庫県

1154 田中　寛之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ  2:06:52286 京都府

708 山尾　卓也 ﾔﾏｵ ﾀｸﾔ  2:07:00287 京都府

947 壬生　慎一 ﾐﾌﾞ ｼﾝｲﾁ  2:07:06ＯＭＲＵＮ288 京都府

1012 河谷　成樹 ｶﾜﾀﾆ ﾅﾘｷ  2:07:16ふぁラン289 京都府

1224 松岡　孝泰 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾔｽ  2:07:20290 京都府

709 宮部　成博 ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾘﾋﾛ  2:07:37291 京都府

887 上田　雅道 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ  2:07:47292 兵庫県

912 平山　幸一 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ  2:07:48293 京都府

991 楠田　正 ｸｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  2:07:55294 京都府

753 茨木　清隆 ｲﾊﾞﾗｷ ｷﾖﾀｶ  2:07:58295 京都府

1008 脇坂　英司 ﾜｷｻﾞｶ ｴｲｼﾞ  2:08:16296 大阪府

1045 緒方　隆幸 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ  2:08:17海自しらね297 京都府

765 西林　伸夫 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ  2:09:01298 大阪府

1057 坂　三生 ﾊﾞﾝ ﾐﾂｷ  2:09:03299 京都府

885 西川　康彦 ﾆｼｶﾜ ﾔｽﾋｺ  2:09:09海上自衛隊300 京都府
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1253 田上　和彦 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ  2:09:21301 岡山県

1159 岩崎　征軌 ｲﾜｻｷ ﾕｷﾉﾘ  2:09:22302 大阪府

1096 片山　栄二 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾞ  2:09:38303 滋賀県

1005 中田　寿 ﾅｶﾀ ﾋｻｼ  2:09:48海自舞鶴陸上部304 京都府

1017 赤田　渉 ｱｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ  2:11:35まるぽう305 京都府

1042 八田　武彦 ﾊｯﾀ ﾀｹﾋｺ  2:11:39306 兵庫県

1109 冨田　賢一郎 ﾄﾐﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ  2:11:55307 京都府

963 池田　昌之 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  2:12:00おみやさん308 京都府

741 上藤　好信 ｳｴﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ  2:12:02阪神センコーに309 兵庫県

1227 大槻　真二 ｵｵﾂｷ ｼﾝｼﾞ  2:12:52310 京都府

954 湯川　完 ﾕｶﾜ ﾀﾓﾂ  2:13:04311 京都府

745 堀口　宏之 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ  2:13:14舞鶴ＪＣ312 京都府

710 四柳　仁志 ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ﾋﾄｼ  2:13:33海自舞鶴陸上部313 京都府

1171 高橋　幸司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ  2:13:38314 京都府

899 中野　徹宏 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ  2:13:51315 兵庫県

1247 小野　洋典 ｵﾉ ﾋﾛﾉﾘ  2:14:03316 滋賀県

1155 加治　康宏 ｶｼﾞ ﾔｽﾋﾛ  2:14:08317 京都府

760 川島　範章 ｶﾜｼﾏ ﾉﾘｱｷ  2:14:25318 滋賀県

1150 安井　裕之 ﾔｽｲ ﾋﾛﾕｷ  2:14:36319 京都府

1223 才川　勝仁 ｻｲｶﾜ ｶﾂﾋﾄ  2:15:08320 福井県

1214 徳岡　理英 ﾄｸｵｶ ﾏｻﾋﾃﾞ  2:15:20321 兵庫県

1143 本間　竜児 ﾎﾝﾏ ﾘｭｳｼﾞ  2:15:40４ＭＳＳ322 京都府

1193 横本　秀一 ﾖｺﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ  2:16:19323 兵庫県

1055 山下　大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ  2:16:40324 京都府

1090 神内　隆弘 ｼﾞﾝﾅｲ ﾀｶﾋﾛ  2:16:53325 京都府

797 市川　剛 ｲﾁｶﾜ ﾂﾖｼ  2:17:29太陽保安警備326 京都府

1052 大槻　伸一 ｵｵﾂｷ ｼﾝｲﾁ  2:17:41327 大阪府

1021 前野　浩紀 ﾏｴﾉ ﾋﾛﾉﾘ  2:17:44328 京都府

863 山内　康司 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ  2:19:02海自　２３空329 京都府

783 下中　浩行 ｼﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ  2:19:16下中インサツ330 福井県

1125 坪倉　宗広 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾑﾈﾋﾛ  2:19:22331 京都府

1091 糸田　芳一 ｲﾄﾀ ﾖｼｶｽﾞ  2:20:10ＳＲＡ332 兵庫県

828 幸山　久雄 ｺｳﾔﾏ ﾋｻｵ  2:21:15海上自衛隊333 京都府

1115 北出　徹也 ｷﾀﾃﾞ ﾃﾂﾔ  2:21:33334 兵庫県
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1518 川辺　敬 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ  1:23:091 京都府

1699 濱田　正澄 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｽﾞﾐ  1:24:14尼崎ＮＲ2 兵庫県

1410 笠原　勝 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾙ  1:25:453 京都府

1499 出口　昌朋 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾄﾓ  1:26:27大阪税関4 大阪府

1582 藤田　和彦 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ  1:26:36大飯中学校5 福井県

1570 野崎　京也 ﾉｻﾞｷ ｷｮｳﾔ  1:26:57シマノ6 大阪府

1696 田中　勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ  1:27:10豊中ＧＣ7 大阪府

1422 岩崎　利幸 ｲﾜｻｷ ﾄｼﾕｷ  1:28:36舞鶴クラブ8 京都府

1301 畑田　章夫 ﾊﾀﾀﾞ ﾉﾘｵ  1:29:40ヤマウチＲＣ9 京都府

1378 須藤　克彦 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾋｺ  1:30:07裏六甲サブ３会10 兵庫県

1711 川畑　祐一 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ  1:30:16ＦＯＭＡーＤ11 兵庫県

1636 竹島　千晃 ﾀｹｼﾏ ｾﾝｺｳ  1:30:54チームべぇとら12 京都府

1397 鈴木　利宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  1:30:5513 兵庫県

1649 林　一彦 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋｺ  1:31:11西京高校らんぶ14 奈良県

1418 松井　一男 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｵ  1:31:16府庁ランナーズ15 滋賀県

1544 岩村　頼和 ｲﾜﾑﾗ ﾖﾘｶｽﾞ  1:31:20チームひとり16 兵庫県

1353 吉田　雅博 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:31:23高田ＨＳＯＢ17 奈良県

1509 奥田　利之 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  1:31:38大和整体院ＲＣ18 兵庫県

1556 福井　正人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ  1:32:46三田ＡＸ19 兵庫県

1443 谷口　弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  1:34:1320 福井県

1709 加藤　佳一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ  1:34:5521 愛知県

1431 野田　泰史 ﾉﾀﾞ ﾔｽｼ  1:35:04日本板硝子舞鶴22 京都府

1358 三宅　荘介 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ  1:35:3523 京都府

1432 坂根　廣昭 ｻｶﾈ ﾋﾛｱｷ  1:35:5324 京都府

1705 宮本　光良 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾖｼ  1:36:00レッドスニーカ25 大阪府

1635 小原　和寿 ｺﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ  1:36:21若狭高浜ＲＣ26 福井県

1477 大原　裕司 ｵｵﾊﾗ ﾋﾛｼ  1:36:43福知山ＪＣ27 京都府

1465 細川　豊 ﾎｿｶﾜ ﾕﾀｶ  1:36:53ＪＭＵ舞鶴28 京都府

1479 土田　誠 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ  1:37:21チーム嶋本29 滋賀県

1586 南山　栄成 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ  1:37:5730 京都府

1658 本山　浩 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛｼ  1:38:10豊中クラブ31 大阪府

1647 名越　保秀 ﾅｺﾞｼ ﾔｽﾋﾃﾞ  1:38:25ウッディＲＣ32 兵庫県

1441 四月朔日　聡 ﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ  1:38:50関電33 京都府

1403 吉村　春裕 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾋﾛ  1:39:0534 福井県

1511 高橋　克己 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ  1:39:06海上保安庁35 京都府

1679 澤井　俊幸 ｻﾜｲ ﾄｼﾕｷ  1:39:1336 滋賀県

1506 鹿野　利彦 ｼｶﾉ ﾄｼﾋｺ  1:39:2037 大阪府

1407 小川　恒 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ  1:39:4538 大阪府

1617 川本　晴彦 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ  1:40:11食べてんと走ろ39 京都府

1398 亀嶋　慎一 ｶﾒｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ  1:40:1340 福井県

1632 大谷　登 ｵｵﾀﾆ ﾉﾎﾞﾙ  1:40:1441 奈良県

1520 高畠　龍一郎 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳｲﾁﾛ  1:40:1742 京都府

1352 橋本　和典 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ  1:40:2843 京都府

1454 小谷　勝教 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ  1:40:33ワールド薬局44 岡山県

1481 松下　浩士 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｼ  1:40:54関西電力45 滋賀県

1512 須原　清和 ｽﾊﾗ ｷﾖｶｽﾞ  1:41:04福知山ＪＣ46 兵庫県

1429 田茂井　英幸 ﾀﾓｲ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:41:09天橋の郷47 京都府

1425 池口　満大 ｲｹｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ  1:42:05４ＭＳＳ48 京都府

1629 船越　充夫 ﾌﾅｺｼ ﾐﾂｵ  1:42:1049 兵庫県

1413 中村　安孝 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾀｶ  1:42:14スクリーン50 京都府
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1323 長柄　昌弘 ﾅｶﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ  1:42:14海上自衛隊51 神奈川県

1584 松井　安則 ﾏﾂｲ ﾔｽﾉﾘ  1:42:15京丹後市商工会52 京都府

1360 後藤　岳人 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾋﾄ  1:42:34ＳｕｐｅｒＺＺ53 兵庫県

1628 平井　永二 ﾋﾗｲ ｴｲｼﾞ  1:42:44チーム阪急54 兵庫県

1435 浅野　克人 ｱｻﾉ ｶﾂﾋﾄ  1:42:5955 兵庫県

1324 眞山　和久 ﾏﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ  1:43:10ＴＩＰＮＥＳ56 大阪府

1695 渡部　修司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ  1:43:2157 大阪府

1446 倉橋　信 ｸﾗﾊｼ ﾏｺﾄ  1:43:29よーい呑58 兵庫県

1344 田中　宏受 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ  1:43:36日本板硝子59 京都府

1562 太田　孝博 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ  1:43:38のぼり調子60 兵庫県

1685 成瀬　英治 ﾅﾙｾ ｴｲｼﾞ  1:44:0261 兵庫県

1516 西谷　章弘 ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ  1:44:03ＯＭＯ６62 兵庫県

1399 米田　康治 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ  1:44:0663 大阪府

1394 東　洋司 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｼﾞ  1:44:1864 京都府

1467 杉原　道生 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｵ  1:44:1965 京都府

1351 秀島　友和 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾄﾓｶｽﾞ  1:44:2066 大阪府

1700 上田　雅昭 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ  1:44:2167 兵庫県

1515 安田　肇 ﾔｽﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ  1:44:4368 京都府

1313 井上　昭宏 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ  1:44:53三段池ＲＣ69 京都府

1459 柴田　一宏 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  1:45:1370 滋賀県

1643 寺山　博之 ﾃﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:45:23大吉苦楽部71 京都府

1391 田鹿　丈康 ﾀｼﾞｶ ﾀｹﾔｽ  1:45:24舞鶴走ろう会72 京都府

1519 巽　員規 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞﾉﾘ  1:45:28チーム菅原73 大阪府

1527 三輪　一弘 ﾐﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  1:45:2974 大阪府

1633 大村　和弘 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  1:45:33京ＲＵＮ走75 京都府

1540 速水　康彦 ﾊﾔﾐ ﾔｽﾋｺ  1:45:37どんちゃん76 京都府

1538 佐織　学 ｻｵﾘ ﾏﾅﾌﾞ  1:45:5777 京都府

1553 時岡　康二朗 ﾄｷｵｶ ﾔｽｼﾞﾛｳ  1:46:0778 福井県

1501 生田　修 ｲｸﾀ ｵｻﾑ  1:46:4979 京都府

1568 西垣　秀昭 ﾆｼｶﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ  1:46:52酒と薬の西垣80 兵庫県

1542 岩田　敏和 ｲﾜﾀ ﾄｼｶｽﾞ  1:47:1581 岐阜県

1701 新宮　浩 ｼﾝｸﾞｳ ﾋﾛｼ  1:47:2382 兵庫県

1609 荒田　圭久 ｱﾗﾀ ﾖｼﾋｻ  1:47:3183 滋賀県

1569 大前　徳幸 ｵｵﾏｴ ﾉﾘﾕｷ  1:47:3784 奈良県

1382 福本　光廣 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ  1:47:5085 神奈川県

1541 木田　守雅 ｷﾀﾞ ﾓﾘﾏｻ  1:48:04ナイトランＡＣ86 兵庫県

1539 鈴木　修二郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞﾛｳ  1:48:1787 京都府

1630 山口　晴彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ  1:48:2288 京都府

1572 浜上　利男 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾄｼｵ  1:48:5489 兵庫県

1361 間瀬　敬三 ﾏｾ ｹｲｿﾞｳ  1:48:5790 愛知県

1535 飯田　啓晶 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  1:48:5991 京都府

1379 吉﨑　正樹 ﾖｼｻﾞｷ ﾏｻｷ  1:49:1292 京都府

1612 米村　友通 ﾖﾈﾑﾗ ﾄﾓﾐﾁ  1:49:13風友93 京都府

1669 藤井　秀夫 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｵ  1:49:3694 奈良県

1436 前田　隆二 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ  1:49:44かんでん東寺95 京都府

1561 平野　悦司 ﾋﾗﾉ ｴﾂｼﾞ  1:49:4896 大阪府

1437 横山　一成 ﾖｺﾔﾏ ｲｯｾｲ  1:49:59堀場製作所97 京都府

1371 松岡　元弘 ﾏﾂｵｶ ﾓﾄﾋﾛ  1:50:01京信ＪＣ98 京都府

1510 松田　茂二 ﾏｯﾀ ｼｹﾞｼﾞ  1:50:33京都交通99 京都府

1369 植和田　政一 ｳｴﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ  1:50:37100 京都府
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1597 道下　清人 ﾐﾁｼﾀ ｷﾖﾋﾄ  1:50:47とらふすＲＣ101 兵庫県

1349 藤村　泰三 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ  1:51:03舞鶴市役所102 京都府

1580 浅井　伸司 ｱｻｲ ｼﾝｼﾞ  1:51:43103 京都府

1452 山内　俊和 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ  1:51:45チームらくちん104 京都府

1691 山本　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ  1:51:46105 大阪府

1552 中井　和彦 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ  1:52:05106 兵庫県

1675 西田　多久也 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ  1:52:32107 奈良県

1462 西出　環 ﾆｼﾃﾞ ﾀﾏｷ  1:52:53京都府警察108 京都府

1362 原　宗義 ﾊﾗ ﾑﾈﾖｼ  1:53:05舞鶴共済病院109 京都府

1573 嶋本　靖彦 ｼﾏﾓﾄ ﾔｽﾋｺ  1:53:09かんでん東寺110 京都府

1393 仲野　雅宣 ﾅｶﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:53:12京都北都信金111 京都府

1559 宅和　祐治 ﾀｸﾜ ﾕｳｼﾞ  1:53:16112 兵庫県

1574 福本　修 ﾌｸﾓﾄ ｵｻﾑ  1:53:19113 大阪府

1670 石田　清之 ｲｼﾀﾞ ｷﾖﾕｷ  1:53:22114 京都府

1401 辻本　豊 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ  1:53:42ＢＥＣＡＵＳＥ115 兵庫県

1567 川北　剛治 ｶﾜｷﾀ ｺﾞｳｼﾞ  1:53:53116 京都府

1577 西田　隆彦 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ  1:54:08117 京都府

1534 小巻　伸一 ｺﾏｷ ｼﾝｲﾁ  1:54:16118 兵庫県

1626 熊野　浩 ｸﾏﾉ ﾋﾛｼ  1:54:18Ｇ走遊会関西119 大阪府

1439 片山　高 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ  1:54:28菅坂練習会120 京都府

1497 成瀬　哲夫 ﾅﾙｾ ﾃﾂｵ  1:54:42舞東ロータリー121 京都府

1681 船木　秀則 ﾌﾅｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:55:04ゴンジロウ122 京都府

1337 大西　宣也 ｵｵﾆｼ ﾉﾌﾞﾔ  1:55:16123 兵庫県

1469 廣岡　誠 ﾋﾛｵｶ ﾏｺﾄ  1:55:16124 京都府

1494 松井　聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ  1:55:56125 京都府

1447 小池　正穂 ｺｲｹ ﾏｻﾎ  1:55:58舞鶴共済病院126 京都府

1517 羽馬　博文 ﾊﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ  1:56:15広宣社127 京都府

1622 竹上　信一郎 ﾀｹｶﾞﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ  1:56:26128 京都府

1505 梅原　篤 ｳﾒﾊﾗ ｱﾂｼ  1:56:47129 京都府

1470 西田　幸弘 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ  1:56:48130 京都府

1526 小林　浩三 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｿﾞｳ  1:57:02131 京都府

1489 辻　和典 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ  1:57:18132 滋賀県

1386 金子　知拓 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ  1:57:22チームかねこ133 京都府

1714 田淵　耕司 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ  1:57:33134 大阪府

1627 藤元　高徳 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ  1:57:42135 京都府

1427 吉岡　均 ﾖｼｵｶ ﾋﾄｼ  1:57:45136 京都府

1311 下防　和幸 ｼﾀﾎﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ  1:58:10137 福井県

1473 杉本　慎司 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ  1:58:13138 京都府

1388 音崎　典広 ｵﾄｻｷ ﾉﾘﾋﾛ  1:58:19チームくじら139 京都府

1419 今安　博和 ｲﾏﾔｽ ﾋﾛｶｽﾞ  1:58:36イマヤスＨＧ140 京都府

1342 井上　幸一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ  1:58:43関西電力141 福井県

1690 川端　省吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ  1:58:54（株）川井オート142 京都府

1405 藤田　昌啓 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ  1:59:05わちランラン143 京都府

1600 坂元　研一 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  1:59:48144 兵庫県

1455 三上　雅之 ﾐｶﾐ ﾏｻﾕｷ  2:00:05ミカミ住宅145 京都府

1641 北川　好一 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ  2:00:06146 福井県

1659 鍛治　文久 ｶｼﾞ ﾌﾐﾋｻ  2:00:09147 大阪府

1304 惣司　富士夫 ｿｳﾂｶ ﾌｼﾞｵ  2:00:15海自父兄会148 京都府

1532 大久保　慶一 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｲﾁ  2:00:15淒麺クラブ149 東京都

1404 今中　克彦 ｲﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ  2:00:20武庫川スポーツ150 兵庫県
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1421 赤塚　宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ  2:00:33151 京都府

1625 内海　広司 ｳﾂﾐ ﾋﾛｼ  2:00:48152 京都府

1563 中村　初則 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂﾉﾘ  2:00:49153 京都府

1302 加尾　宏和 ｶｵ ﾋﾛｶｽﾞ  2:00:50154 京都府

1689 原　啓一 ﾊﾗ ｹｲｲﾁ  2:00:53155 大阪府

1536 大槻　一敬 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞﾀｶ  2:00:57舞鶴走ろう会156 京都府

1334 光岡　秀昌 ﾐﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾏｻ  2:01:04すずかけ福祉会157 愛知県

1639 北村　研身 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ  2:01:06158 兵庫県

1660 尾崎　幸雄 ｵｻﾞｷ ﾕｷｵ  2:01:20建喜159 大阪府

1668 田中　孝二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ  2:01:24海自舞鶴陸上部160 京都府

1325 奥野　雅和 ｵｸﾉ ﾏｻｶｽﾞ  2:01:29京都文教学園161 京都府

1450 畑段　隆浩 ﾊﾀﾀﾞﾝ ﾀｶﾋﾛ  2:01:46チームらくちん162 京都府

1444 戸室　勝行 ﾄﾑﾛ ｶﾂﾕｷ  2:01:46第２３航空隊163 京都府

1420 有田　守男 ｱﾘﾀ ﾓﾘｵ  2:02:02164 京都府

1631 宮崎　敬久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾋｻ  2:02:10東レＡＣＳ（株）165 兵庫県

1607 佐織　成二 ｻｵﾘ ｾｲｼﾞ  2:02:30166 京都府

1555 山田　豊 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ  2:02:31三田谷公園ＪＣ167 兵庫県

1383 細谷　秀之 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:02:36168 京都府

1339 四方　豊 ｼｶﾀ ﾕﾀｶ  2:02:53169 京都府

1502 小西　直樹 ｺﾆｼ ﾅｵｷ  2:03:02小西商事（株）170 京都府

1704 元山　秀彦 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ  2:03:02171 京都府

1476 冨田　宣之 ﾄﾐﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:03:13172 京都府

1417 高橋　博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ  2:03:47173 京都府

1428 阪田　守 ｻｶﾀ ﾏﾓﾙ  2:03:49174 大阪府

1390 田畑　祐治 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ  2:03:50Ｒｉｓｅ175 京都府

1326 田中　健二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ  2:04:02176 京都府

1663 松本　浩志 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ  2:04:10177 大阪府

1321 沢辺　保範 ｻﾜﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ  2:04:21178 京都府

1376 杉山　徹也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ  2:04:31オフィスイノ179 兵庫県

1618 中谷　壮太郎 ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀﾛｳ  2:04:52180 兵庫県

1608 岩間　仁志 ｲﾜﾏ ﾋﾄｼ  2:05:03へろへろ輪181 京都府

1495 岸本　昭彦 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｺ  2:05:08182 京都府

1411 川島　治彦 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾋｺ  2:05:29183 滋賀県

1341 齋藤　博己 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ  2:05:54郵便局184 京都府

1523 岡田　広幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  2:05:56おっさんズ185 京都府

1566 古川　尚人 ﾌﾙｶﾜ ﾋｻﾄ  2:05:56オンザロード186 兵庫県

1346 三村　昇 ﾐﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ  2:05:58ドームラン187 大阪府

1655 青木　孝至 ｱｵｷ ﾀｶｼ  2:06:20188 奈良県

1686 館林　康司 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ  2:06:21189 大阪府

1312 今安　幸一 ｲﾏﾔｽ ｺｳｲﾁ  2:06:50190 京都府

1687 秀川　智彦 ﾋﾃﾞｶﾜ ﾄﾓﾋｺ  2:06:57191 兵庫県

1464 小松　万寿夫 ｺﾏﾂ ﾏｽｵ  2:07:35192 兵庫県

1367 末廣　一雄 ｽｴﾋﾛ ｶｽﾞｵ  2:08:08ダスキン山口町193 兵庫県

1583 福本　泰弘 ﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  2:08:09らぶＲＵＮ★Ｃ194 徳島県

1522 小柳津　美樹 ｵﾔｲﾂﾞ ﾐｷ  2:08:09195 京都府

1373 井上　孝一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ  2:08:12オフィスイノ196 京都府

1530 久米　由夫 ｸﾒ ﾖｼｵ  2:08:29防衛局走友会197 大阪府

1665 谷岡　信良 ﾀﾆｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ  2:09:05198 大阪府

1557 川端　直義 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾖｼ  2:09:32ドンモアルヨ199 大阪府

1471 茨山　保隆 ｲﾊﾞﾗﾔﾏ ﾔｽﾀｶ  2:09:44日本新薬駅伝部200 京都府
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    ハーフ男子５０歳代ハーフ男子５０歳代ハーフ男子５０歳代ハーフ男子５０歳代

県　名県　名県　名県　名
1606 城江　宣行 ｼﾛｴ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:09:46201 兵庫県

1343 林　信之 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:09:55ＫＲＬ202 大阪府

1503 佐々木　憲彦 ｻｻｷ ﾉﾘﾋｺ  2:10:02203 京都府

1594 澤田　裕仁 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ  2:10:12富士通ＦＩＰ204 大阪府

1651 山口　啓一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ  2:10:15海上自衛隊205 京都府

1307 河津　隆昭 ｶﾜﾂﾞ ﾀｶｱｷ  2:10:16海自舞造補所206 京都府

1543 藤本　篤也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ  2:10:21207 兵庫県

1680 高木　慎市 ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ  2:10:28208 京都府

1702 秦　保紀 ﾊﾀ ﾔｽﾉﾘ  2:10:33４ＭＳＳ209 京都府

1458 吉岡　寿夫 ﾖｼｵｶ ﾄｼｵ  2:11:15京都日産210 京都府

1365 中尾　剛久 ﾅｶｵ ﾀｹﾋｻ  2:11:48海自四術校211 京都府

1303 一葉　修正 ｲｯﾊﾟ ﾉﾌﾞﾏｻ  2:11:56212 福井県

1370 塩尻　泰介 ｼｵｼﾞﾘ ﾀｲｽｹ  2:12:04213 滋賀県

1491 道家　康伸 ﾄﾞｳｹ ﾔｽﾉﾌﾞ  2:12:39214 京都府

1333 黒木　潔 ｸﾛｷ ｷﾖｼ  2:13:21215 京都府

1537 森　良和 ﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ  2:13:45216 滋賀県

1602 高木　良行 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾕｷ  2:13:57217 大阪府

1415 野瀬　利生 ﾉｾ ﾄｼｵ  2:16:10218 京都府

1483 片山　保行 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽﾕｷ  2:16:59219 兵庫県

1684 小西　満 ｺﾆｼ ﾐﾂﾙ  2:17:02220 兵庫県

1642 大平　篤史 ｵｵﾋﾗ ｱﾂｼ  2:17:51221 京都府

1657 鈴木　孝始 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  2:17:59222 京都府

1604 安井　彰宏 ﾔｽｲ ｱｷﾋﾛ  2:18:14223 大阪府

1314 寺田　則仁 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ  2:18:28コールまいづる224 京都府

1350 瀬川　幸弘 ｾｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ  2:18:40洛羊会225 京都府

1590 大井　政彦 ｵｵｲ ﾏｻﾋｺ  2:19:11226 京都府

1588 平田　恭造 ﾋﾗﾀ ｷｮｳｿﾞｳ  2:19:39ＡＶＴＣ京都227 京都府

1605 田原　茂 ﾀﾊﾗ ｼｹﾞﾙ  2:21:35228 京都府

1331 乾　佳彦 ｲﾇｲ ﾖｼﾋｺ  2:21:38ドームラン229 奈良県

1554 保木　一志 ﾎｷ ｶｽﾞｼ  2:23:14230 福井県

1402 吉見　徹 ﾖｼﾐ ﾄｵﾙ  2:24:31かんでん東寺231 京都府
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舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別） 2014年10月13日2014年10月13日2014年10月13日2014年10月13日

    ハーフ男子６０歳以上ハーフ男子６０歳以上ハーフ男子６０歳以上ハーフ男子６０歳以上

県　名県　名県　名県　名
1841 井内　美喜夫 ｲﾉｳﾁ ﾐｷｵ  1:26:22チームピーマン1 京都府

1840 川瀬　洋治 ｶﾜｾ ﾖｳｼﾞ  1:31:40武庫川ＳＣ2 兵庫県

1789 土部　道男 ﾊﾆﾍﾞ ﾐﾁｵ  1:33:593 兵庫県

1771 佐古田　登 ｻｺﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ  1:34:244 京都府

1876 金島　英俊 ｶﾈｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ  1:34:40貝塚走ろう会5 大阪府

1907 佐藤　義明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ  1:36:59武庫スポクラブ6 大阪府

1784 勝部　善治 ｶﾂﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ  1:37:47京都ラボ7 京都府

1808 大槻　正輝 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾃﾙ  1:38:12福知山ＪＣ8 京都府

1815 飯田　正樹 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｷ  1:38:419 京都府

1926 川口　渡 ｶﾜｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ  1:41:31京都倉庫協会10 大阪府

1769 上杉　俊典 ｳｴｽｷﾞ ﾄｼﾉﾘ  1:42:3911 京都府

1824 奥野　金弘 ｵｸﾉ ｶﾈﾋﾛ  1:43:45若狭高浜ＲＣ12 福井県

1890 柴垣　義幸 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ  1:45:01ブリキマンＣ13 和歌山県

1909 松井　義和 ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ  1:45:0114 大阪府

1779 井内　重樹 ｲﾉｳﾁ ｼｹﾞｷ  1:45:36チームピーマン15 京都府

1879 北村　勇次 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ  1:45:58小浜走友会16 福井県

1913 山下　八寿男 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｵ  1:46:1617 京都府

1759 川道　輝男 ｶﾜﾐﾁ ﾃﾙｵ  1:46:2618 京都府

1826 明石　孝 ｱｶｼ ﾀｶｼ  1:46:38鈍兎乱ナー19 鳥取県

1860 伊東　茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ  1:47:20名神ダクトＲＣ20 奈良県

1870 高岡　英明 ﾀｶｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ  1:48:00岩滝ＲＣ21 京都府

1821 澤田　育雄 ｻﾜﾀﾞ ｲｸｵ  1:48:54高浜アールシー22 福井県

1807 吉見　恭則 ﾖｼﾐ ﾔｽﾉﾘ  1:50:18三笠小２２回卒23 東京都

1803 長岡　茂夫 ﾅｶﾞｵｶ ｼｹﾞｵ  1:50:56チームしろくま24 京都府

1793 高橋　稔 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ  1:51:05東舞鶴みきひえ25 京都府

1831 上山　秀之 ｳｴﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:51:2126 京都府

1833 濱田　幸男 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｷｵ  1:51:23矢田川走友会27 兵庫県

1775 松本　司 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ  1:51:2628 京都府

1776 大槻　和人 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞﾄ  1:52:3629 兵庫県

1891 山下　和明 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｱｷ  1:52:4230 京都府

1805 北岡　元和 ｷﾀｵｶ ﾓﾄｶｽﾞ  1:52:54京都しょうざん31 京都府

1797 大島　忠郁 ｵｵｼﾏ ﾀﾀﾞﾌﾐ  1:53:5632 大阪府

1872 光増　実 ﾐﾂﾏｽ ﾐﾉﾙ  1:54:0733 滋賀県

1919 堀江　陽 ﾎﾘｴ ｱｷﾗ  1:54:28ゆりスポ－ツ34 京都府

1751 樋口　正男 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｵ  1:54:4135 兵庫県

1765 平野　憲 ﾋﾗﾉ ｹﾝ  1:55:0736 兵庫県

1894 後藤　富士男 ｺﾞﾄｳ ﾌｼﾞｵ  1:55:08京栄電材株式会37 京都府

1798 桝本　勝彦 ﾏｽﾓﾄ ｶﾂﾋｺ  1:55:34吉田商事38 京都府

1930 仲井　修 ﾅｶｲ ｵｻﾑ  1:55:41京都ランラボ39 京都府

1758 河村　信男 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ  1:55:47ＫＲＬ★北白川40 京都府

1857 満岡　政明 ﾐﾂｵｶ ﾏｻｱｷ  1:55:53京田辺走ろう会41 京都府

1774 福村　三郎 ﾌｸﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ  1:56:0242 京都府

1810 金木　次男 ｶﾈｷ ﾂｷﾞｵ  1:56:1143 京都府

1880 井田　弘一 ｲﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  1:56:27西京極ＲＧ44 京都府

1772 住江　幸男 ｽﾐｴ ﾕｷｵ  1:57:1345 京都府

1812 藤本　勝男 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｵ  1:57:27ドームラン46 奈良県

1921 浦谷　建一郎 ｳﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:58:0047 兵庫県

1865 右川　洋光 ｳｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ  1:58:1348 京都府

1806 渡辺　信広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:59:4349 京都府

1786 上田　勝清 ｳｴﾀﾞ ｶﾂｷﾖ  1:59:5250 京都府
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    ハーフ男子６０歳以上ハーフ男子６０歳以上ハーフ男子６０歳以上ハーフ男子６０歳以上

県　名県　名県　名県　名
1886 中西　康晴 ﾅｶﾆｼ ﾔｽﾊﾙ  1:59:5451 京都府

1770 野口　健幸 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹﾕｷ  2:01:01安栖里楽ラン52 京都府

1874 小山　利次 ｺﾔﾏ ﾄｼﾂｸﾞ  2:01:0453 京都府

1799 稲葉　功一 ｲﾅﾊﾞ ｺｳｲﾁ  2:01:2254 大阪府

1838 石田　禎一 ｲｼﾀﾞ ﾃｲｲﾁ  2:02:09宝が池ＳＴＣ55 京都府

1813 山本　啓一 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｲﾁ  2:02:46大地を走ろう会56 石川県

1768 倉橋　良夫 ｸﾗﾊｼ ﾖｼｵ  2:03:03福知山ＪＣ57 京都府

1862 山田　純司 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ  2:03:0758 京都府

1752 碇　徹也 ｲｶﾘ ﾃﾂﾔ  2:03:2859 京都府

1818 木下　賀洋 ｷﾉｼﾀ ﾔｽﾋﾛ  2:03:4460 京都府

1905 梅村　豪男 ｳﾒﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ  2:04:00走るさかい61 大阪府

1755 井上　進 ｲﾉｳｴ ｽｽﾑ  2:04:0862 京都府

1889 光嶋　修 ﾐﾂｼﾏ ｵｻﾑ  2:04:2363 京都府

1809 村上　敏正 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾏｻ  2:04:29舞鶴走ろう会64 京都府

1858 井坂　光夫 ｲｻｶ ﾐﾂｵ  2:04:59ＪＭＵ65 京都府

1795 二谷　正行 ﾆﾀﾆ ﾏｻﾕｷ  2:05:0266 京都府

1829 岩本　芳憲 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ  2:05:11若狭高浜ＲＣ67 福井県

1822 小泉　伸一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ  2:05:4868 岡山県

1916 四方　四郎 ｼｶﾀ ｼﾛｳ  2:05:59岩滝ｒｃ69 京都府

1928 乾　政義 ｲﾇｲ ﾏｻﾖｼ  2:06:1370 東京都

1796 堀　松次 ﾎﾘ ﾏﾂｼﾞ  2:06:3571 京都府

1920 天野　三郎 ｱﾏﾉ ｻﾌﾞﾛｳ  2:06:3772 京都府

1792 阿部　正二 ｱﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ  2:06:5973 大阪府

1917 塩井　剛 ｼｵｲ ﾂﾖｼ  2:07:0074 京都府

1855 羽柴　保 ﾊｼﾊﾞ ﾀﾓﾂ  2:07:2875 京都府

1895 伊藤　周 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ  2:07:3976 三重県

1764 濵田　国弘 ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ  2:07:53ヤマウチ走ろう会77 京都府

1846 片山　博 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ  2:08:1178 京都府

1816 泉　博明 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｱｷ  2:08:25おっさんズ79 京都府

1878 奥坂　恭治 ｵｸｻｶ ｷｮｳｼﾞ  2:08:5580 京都府

1767 片岡　明彦 ｶﾀｵｶ ｱｷﾋｺ  2:09:0181 京都府

1852 畑　龍太郎 ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ  2:09:0582 滋賀県

1754 武部　薫 ﾀｹﾍﾞ ｶｵﾙ  2:10:1583 京都府

1910 足立　学 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ  2:10:34ＪＣいっぽ84 兵庫県

1915 井上　美治 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾊﾙ  2:11:0385 京都府

1835 橋本　一司 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｼ  2:11:0886 兵庫県

1902 下元　照男 ｼﾓﾓﾄ ﾃﾙｵ  2:13:3887 京都府

1900 佐藤　宗明 ｻﾄｳ ﾑﾈｱｷ  2:14:20佐藤光機88 栃木県

1832 野々口　忠司 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ  2:14:41亀岡ランナーズ89 京都府

1828 塩見　望 ｼｵﾐ ﾉｿﾞﾑ  2:15:0690 京都府

1871 塚原　康夫 ﾂｶﾊﾗ ﾔｽｵ  2:17:2791 京都府

1757 源野　孝彦 ｹﾞﾝﾉ ﾀｶﾋｺ  2:22:48舞鶴東ロータリ92 京都府
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県　名県　名県　名県　名
2005 橋本　久美 ﾊｼﾓﾄ ｸﾐ  1:26:06マラソン王国1 兵庫県

2011 本母　有紀 ﾎﾝﾎﾞ ﾕｳｷ  1:27:40ロングライフ2 兵庫県

2016 横畠　葵 ﾖｺﾊﾞﾀｹ ｱｵｲ  1:32:303 京都府

2012 前川　唯那 ﾏｴｶﾜ ﾕｲﾅ  1:39:25ロングライフ4 兵庫県

2067 中尾　綾 ﾅｶｵ ｱﾔ  1:41:245 愛知県

2048 町田　綾子 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾔｺ  1:47:256 京都府

2093 多田　有沙 ﾀﾀﾞ ｱﾘｻ  1:50:187 京都府

2066 田尾　あゆみ ﾀｵ ｱﾕﾐ  1:53:52２３空8 京都府

2015 市田　あい ｲﾁﾀﾞ ｱｲ  1:53:559 京都府

2022 深田　紀子 ﾌｶﾀﾞ ﾉﾘｺ  1:54:4510 京都府

2003 藪内　麻野 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾏﾔ  1:57:0811 兵庫県

2028 片山　実佳 ｶﾀﾔﾏ ﾐｶ  1:57:1112 京都府

2025 余語　麻衣子 ﾖｺﾞ ﾏｲｺ  1:57:48スターバックス13 三重県

2092 秋山　今日子 ｱｷﾔﾏ ｷｮｳｺ  2:01:0714 京都府

2081 足立　早苗 ｱﾀﾞﾁ ｻﾅｴ  2:01:41ＦＣ９１０15 京都府

2026 梅田　絵衣子 ｳﾒﾀﾞ ｴｲｺ  2:02:1716 京都府

2037 萩　未央子 ﾊｷﾞ ﾐｵｺ  2:04:0717 京都府

2086 永島　小百合 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾕﾘ  2:04:5418 京都府

2059 江川　由美子 ｴｶﾞﾜ ﾕﾐｺ  2:05:1019 京都府

2091 竹内　徳余 ﾀｹｳﾁ ﾄｸﾖ  2:06:39動物病院20 京都府

2060 菱井　美佳 ﾋｼｲ ﾐｶ  2:08:0621 京都府

2079 浦澤　美穂 ｳﾗｻﾜ ﾐﾎ  2:08:1422 千葉県

2065 田中　祐子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ  2:08:3923 京都府

2033 音崎　真未 ｵﾄｻﾞｷ ﾏﾐ  2:09:1124 京都府

2069 渕川　智代 ﾌﾁｶﾜ ﾄﾓﾖ  2:10:5225 京都府

2075 折井　由郁 ｵﾘｲ ﾕｶ  2:11:2026 京都府

2078 波多野　和子 ﾊﾀﾞﾉ ｶｽﾞｺ  2:11:5727 京都府

2061 時永　奈央子 ﾄｷﾅｶﾞ ﾅｵｺ  2:13:47京都府警察28 京都府

2094 千田　ひとみ ﾁﾀﾞ ﾋﾄﾐ  2:14:04神戸市役所29 兵庫県

2035 水口　凪彩 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｷﾞｻ  2:14:0630 京都府

2024 山口　亜久里 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｸﾞﾘ  2:15:1031 京都府

2074 石黒　茉紀 ｲｼｸﾞﾛ ﾏｷ  2:15:4232 京都府

2071 高木　悠佳 ﾀｶｷﾞ ﾕｶ  2:16:2833 京都府

2073 持田　実紀 ﾓﾁﾀﾞ ﾐｷ  2:20:1134 三重県

2084 藤井　静 ﾌｼﾞｲ ｼｽﾞｶ  2:21:25舞鶴共済病院35 京都府
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県　名県　名県　名県　名
2618 天野　美絵 ｱﾏﾉ ﾖｼｴ  1:21:361 京都府

2128 大谷　潤子 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ  1:22:21こなさんＲＣ2 兵庫県

2163 遠藤　由加理 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ  1:30:49ＹＭＲＣ3 京都府

2158 岡本　円 ｵｶﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ  1:31:39貝塚走ろう会4 大阪府

2120 山本　晶子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ  1:39:07大地を走ろう会5 石川県

2151 勝山　ゆか ｶﾂﾔﾏ ﾕｶ  1:42:206 東京都

2106 黄前　聖子 ｵｳﾏｴ ｾｲｺ  1:42:48舞鶴走ろう会7 京都府

2126 藤原　美佳 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｶ  1:44:21京ＲＵＮ走8 京都府

2142 佐喜眞　淳子 ｻｷﾏ ｼﾞｭﾝｺ  1:45:279 大阪府

2162 占部　詩麻 ｳﾗﾍﾞ ｼﾏ  1:46:1110 大阪府

2113 泉　昌子 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺ  1:46:1911 京都府

2182 栗本　麻里 ｸﾘﾓﾄ ﾏﾘ  1:46:5512 大阪府

2123 山室　美幸 ﾔﾏﾑﾛ ﾐﾕｷ  1:52:1713 京都府

2156 川田　晴日 ｶﾜﾀ ﾊﾙﾋ  1:53:5714 京都府

2119 落合　真輝子 ｵﾁｱｲ ﾏｷｺ  1:56:21オチアイ青果15 熊本県

2186 西村　千春 ﾆｼﾑﾗ ﾁﾊﾙ  1:56:5116 福井県

2195 浦谷　明子 ｳﾗﾀﾆ ｱｷｺ  1:58:0117 兵庫県

2112 坂本　貴子 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｺ  1:59:0018 奈良県

2132 弓波　季代 ﾕﾐﾅﾐ ｷﾖ  1:59:56若ちゃんＦＲＣ19 京都府

2184 板垣　いづみ ｲﾀｶﾞｷ ｲﾂﾞﾐ  2:00:1720 大阪府

2109 新谷　さやか ｼﾝﾀﾆ ｻﾔｶ  2:00:3621 京都府

2134 宮村　有佳 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｶ  2:00:3922 京都府

2185 原田　紗枝 ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ  2:03:03毒ボール23 京都府

2107 茂木　奈津 ﾓｷﾞ ﾅﾂ  2:03:4124 兵庫県

2180 坂井　美希 ｻｶｲ ﾐｷ  2:03:5925 兵庫県

2145 渡辺　真理子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ  2:04:36グンゼ（株）26 京都府

2122 横山　夢美 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾐ  2:05:11舞鶴走ろう会27 京都府

2160 堤　典子 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｺ  2:05:49海上自衛隊28 京都府

2171 永井　忍 ﾅｶﾞｲ ｼﾉﾌﾞ  2:06:3529 大阪府

2127 桐村　緑 ｷﾘﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ  2:08:4530 京都府

2206 中西　由美子 ﾅｶﾆｼ ﾕﾐｺ  2:08:5031 京都府

2192 白波瀬　香里 ｼﾗﾊｾ ｶｵﾘ  2:09:25ＦＣ９１０32 京都府

2191 岡川　芙巳 ｵｶｶﾞﾜ ﾌﾐ  2:10:03ＳＫＹ鬼脚会33 京都府

2202 加賀見　みどり ｶｶﾞﾐ ﾐﾄﾞﾘ  2:13:3134 京都府

2174 福丸　英子 ﾌｸﾏﾙ ﾋﾃﾞｺ  2:14:3235 京都府

2165 合田　奈緒 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵ  2:16:1736 京都府

2204 平井　智子 ﾋﾗｲ ﾄﾓｺ  2:17:1137 京都府
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県　名県　名県　名県　名
2304 木村　あゆみ ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ  1:32:33京田辺走ろう会1 京都府

2255 勢籏　はるみ ｾﾊﾀ ﾊﾙﾐ  1:35:38チームブレスト2 京都府

2367 松永　郁子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｸｺ  1:36:32ユニバーＳＣ3 兵庫県

2334 奥田　佐智子 ｵｸﾀﾞ ｻﾁｺ  1:37:38大和整体院ＲＣ4 兵庫県

2373 吉川　かおる ﾖｼｶﾜ ｶｵﾙ  1:39:045 兵庫県

2402 宮本　規子 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘｺ  1:39:25レッドスニーカ6 大阪府

2283 本村　愛 ﾎﾝﾑﾗ ｱｲ  1:41:12株）ヤマテック7 福井県

2303 近森　亜紀子 ﾁｶﾓﾘ ｱｷｺ  1:44:388 京都府

2358 青田　ひさみ ｱｵﾀ ﾋｻﾐ  1:45:14ユニバーＳＣ9 兵庫県

2305 小谷　裕子 ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ  1:46:17ワールド薬局10 岡山県

2341 正躰　祐見子 ｼｮｳﾀｲ ﾕﾐｺ  1:46:5111 大阪府

2264 戸谷　美香 ﾄﾀﾞﾆ ﾐｶ  1:47:4212 京都府

2320 奥野　幸子 ｵｸﾉ ｻﾁｺ  1:48:34チームはしだ13 京都府

2383 西岡　知美 ﾆｼｵｶ ﾄﾓﾐ  1:48:40さくら倶楽部14 兵庫県

2273 林　真紀 ﾊﾔｼ ﾏｷ  1:48:4815 京都府

2387 田中　美奈 ﾀﾅｶ ﾐﾅ  1:49:1916 大阪府

2339 坂本　真由美 ｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ  1:50:4917 京都府

2291 大林　由佳 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｶ  1:51:46らんだむらん18 兵庫県

2378 福田　久恵 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｴ  1:51:5119 大阪府

2263 中村　和代 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖ  1:51:5320 京都府

2399 田中　薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ  1:52:50ナイトランＡＣ21 大阪府

2302 林田　亜紀 ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｷ  1:53:00Ｔ－ｃａｒｅ22 京都府

2312 能勢　春香 ﾉｾ ﾊﾙｶ  1:53:54京都北都信金23 京都府

2400 梅山　徳順 ｳﾒﾔﾏ ﾉﾘｴ  1:54:50ナチュラルＲＣ24 兵庫県

2272 阪根　清美 ｻｶﾈ ｷﾖﾐ  1:55:04舞鶴ファルコン25 京都府

2398 岡　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ  1:55:3026 兵庫県

2353 河野　麻矢 ｺｳﾉ ﾏﾔ  1:56:1627 兵庫県

2347 俵　敦子 ﾀﾜﾗ ｱﾂｺ  1:57:43矢田川走友会28 兵庫県

2251 伊田　育子 ｲﾀﾞ ｲｸｺ  1:58:21三段池ＲＣ29 京都府

2344 岩田　ひとみ ｲﾜﾀ ﾋﾄﾐ  1:59:1930 岐阜県

2343 佐織　久美子 ｻｵﾘ ｸﾐｺ  1:59:4131 京都府

2256 奥仲　晴美 ｵｸﾅｶ ﾊﾙﾐ  1:59:5732 兵庫県

2311 浦山　真弓 ｳﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ  2:00:3933 京都府

2252 中川　裕美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ  2:00:5734 京都府

2381 中塚　奈津絵 ﾅｶﾂｶ ﾅﾂｴ  2:01:0535 福井県

2295 森川　名穂子 ﾓﾘｶﾜ ﾅﾎｺ  2:01:4936 京都府

2257 田中　美香子 ﾀﾅｶ ﾐｶｺ  2:03:3037 兵庫県

2287 鰐渕　早苗 ﾜﾆﾌﾞﾁ ｻﾅｴ  2:03:4538 奈良県

2396 大石　紀子 ｵｵｲｼ ﾉﾘｺ  2:04:1939 大阪府

2388 宮崎　綾子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ  2:05:0840 大阪府

2308 笹波　晶子 ｻｻﾊﾞ ｱｷｺ  2:05:11京都北都信用金41 京都府

2268 宮川　文子 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔｺ  2:05:2942 京都府

2319 松田　恵巳子 ﾏｯﾀ ｴﾐｺ  2:05:33ハーティ43 京都府

2370 宮本　美樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ  2:06:34食満ランナーズ44 兵庫県

2329 荒川　香 ｱﾗｶﾜ ｶｵﾘ  2:06:5345 京都府

2284 茨木　晴美 ｲﾊﾞﾗｷ ﾊﾙﾐ  2:07:0646 京都府

2274 河島　裕美 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾐ  2:07:5747 京都府

2333 小田　幸子 ｵﾀﾞ ｻﾁｺ  2:09:0748 大阪府

2290 山下　裕子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ  2:09:4149 京都府

2300 藤村　明子 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷｺ  2:09:5150 京都府
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2293 荒井　美麻 ｱﾗｲ ﾐｻ  2:10:00あらべすく51 京都府

2354 小坂　恵 ｺｻｶ ﾒｸﾞﾐ  2:10:0652 福井県

2356 平尾　敦子 ﾋﾗｵ ｱﾂｺ  2:10:1053 大阪府

2374 谷垣　康子 ﾀﾆｶﾞｷ ﾔｽｺ  2:11:06ロイヤル学園54 兵庫県

2258 児嶋　理津子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ  2:11:0755 京都府

2371 上坂　京子 ｳｴｻｶ ｷｮｳｺ  2:11:31ＳＰＲＣ56 兵庫県

2310 一瀬　育代 ｲﾁｾ ｲｸﾖ  2:11:43高浜ランクラ57 福井県

2355 堂下　明子 ﾄﾞｳｼﾀ ｱｷｺ  2:12:40トラッキー58 福井県

2261 園村　佳世子 ｿﾉﾑﾗ ｶﾖｺ  2:12:45ＲＵＮ　ＲＵＮ59 京都府

2266 山本　郁子 ﾔﾏﾓﾄ ｲｸｺ  2:13:0660 兵庫県

2314 細江　文 ﾎｿｴ ｱﾔ  2:13:2661 大阪府

2368 坂　綾 ｻｶ ｱﾔ  2:13:3262 兵庫県

2346 馬塲　八重子 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｴｺ  2:13:3563 大阪府

2392 垂水　恵光 ﾀﾙﾐ ｴｺｳ  2:13:54兵庫５区ＲＣ64 兵庫県

2299 水口　令子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾚｲｺ  2:14:0765 京都府

2340 糸井　千恵子 ｲﾄｲ ﾁｴｺ  2:14:3666 京都府

2359 肥後　佳世子 ﾋｺﾞ ｶﾖｺ  2:14:5167 京都府

2318 芥川　裕美 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾕﾐ  2:15:1568 京都府

2391 吉田　澄子 ﾖｼﾀﾞ ｽﾐｺ  2:15:4769 京都府

2267 伊藤　詩穂子 ｲﾄｳ ｼﾎｺ  2:16:4470 千葉県
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2530 曽根　千鶴 ｿﾈ ﾁﾂﾞﾙ  1:36:45三段池ＲＣ1 京都府

2479 仲井　祐子 ﾅｶｲ ﾕｳｺ  1:37:43舞鶴ファルコン2 京都府

2482 岡村　ひろ子 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｺ  1:38:04宝が池3 京都府

2476 松宮　泰子 ﾏﾂﾐﾔ ﾔｽｺ  1:43:454 福井県

2451 谷口　千浪 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁﾅﾐ  1:44:355 京都府

2452 山根　恵美 ﾔﾏﾈ ｴﾐ  1:44:50福知山ＪＣ6 京都府

2474 田中　あつみ ﾀﾅｶ ｱﾂﾐ  1:46:00舞鶴ファルコン7 京都府

2529 石井　里枝 ｲｼｲ ﾘｴ  1:46:148 埼玉県

2514 山田　美由紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ  1:46:47三田ＡＸ9 兵庫県

2485 阪田　真澄 ｻｶﾀ ﾏｽﾐ  1:47:4910 大阪府

2492 奥村　珠水 ｵｸﾑﾗ ﾀﾏﾐ  1:49:36舞鶴ファルコン11 京都府

2453 村山　直美 ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵﾐ  1:51:03舞鶴ファルコン12 京都府

2483 元野　純子 ﾓﾄﾉ ｼﾞｭﾝｺ  1:51:05ふじわら小児科13 京都府

2526 川本　薫 ｶﾜﾓﾄ ｶｵﾙ  1:51:13食べてんと走ろ14 京都府

2495 大原　晶子 ｵｵﾊﾗ ｱｷｺ  1:51:45福知山ＪＣ15 京都府

2550 大西　明美 ｵｵﾆｼ ｱｹﾐ  1:52:53舞鶴走ろう会16 京都府

2528 金井　紀美江 ｶﾅｲ ｷﾐｴ  1:53:4317 大阪府

2493 小松　玲子 ｺﾏﾂ ﾚｲｺ  1:54:0318 兵庫県

2484 長田　知子 ｵｻﾀﾞ ﾄﾓｺ  1:54:1219 京都府

2513 川端　末子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｴｺ  1:55:2320 京都府

2548 主原　共子 ｼｭﾊﾗ ﾄﾓｺ  1:55:4021 大阪府

2462 沢辺　まゆみ ｻﾜﾍﾞ ﾏﾕﾐ  1:56:1322 京都府

2469 澤田　八重子 ｻﾜﾀﾞ ﾔｴｺ  1:57:0923 京都府

2533 矢野　喜代美 ﾔﾉ ｷﾖﾐ  1:57:1824 京都府

2458 東田　慶子 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｹｲｺ  1:57:39フクチヤマＪＣ25 京都府

2461 桐村　照子 ｷﾘﾑﾗ ﾃﾙｺ  1:59:47福知山ＪＣ26 京都府

2544 中津　恵美子 ﾅｶﾂ ｴﾐｺ  1:59:5027 兵庫県

2454 松田　弘子 ﾏﾂﾀﾞ  2:00:1028 京都府

2481 中村　貴美子 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｺ  2:02:0729 京都府

2541 東　奈緒子 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ  2:02:2130 京都府

2551 元山　みきよ ﾓﾄﾔﾏ ﾐｷﾖ  2:03:1031 京都府

2549 宮村　佐栄子 ﾐﾔﾑﾗ ｻｴｺ  2:04:3332 大阪府

2475 井谷　佐代子 ｲﾀﾆ ｻﾖｺ  2:04:3433 滋賀県

2457 岸本　美智子 ｷｼﾓﾄ ﾐﾁｺ  2:04:3434 京都府

2505 安田　美恵子 ﾔｽﾀﾞ ﾐｴｺ  2:05:2235 京都府

2486 正木　恭子 ﾏｻｷ ｷｮｳｺ  2:05:3836 京都府

2499 中村　真理 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘ  2:05:5237 京都府

2518 櫻井　涼子 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳｺ  2:05:55ブルーミング38 京都府

2465 橋口　照美 ﾊｼｸﾞﾁ ﾃﾙﾐ  2:05:56ドームラン39 大阪府

2512 西村　貴美子 ﾆｼﾑﾗ ｷﾐｺ  2:06:0740 兵庫県

2536 杉本　雅美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ  2:06:16チームらくちん41 京都府

2517 平野　まり子 ﾋﾗﾉ ﾏﾘｺ  2:06:29ケアテックＲＣ42 大阪府

2546 真下　智枝子 ﾏｼﾓ ﾁｴｺ  2:08:1643 京都府

2534 石塚　豊子 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾖｺ  2:10:18福知山ＪＣ44 京都府

2477 松岡　眞美子 ﾏﾂｵｶ ﾏﾐｺ  2:10:4145 大阪府

2508 胡　ゆかり ｴﾋﾞｽ ﾕｶﾘ  2:11:1946 京都府

2538 高井　裕子 ﾀｶｲ ﾕｳｺ  2:11:2247 大阪府

2468 務台　睦路 ﾑﾀｲ ﾑﾂﾐ  2:13:08ドームラン48 兵庫県

2539 遠田　めぐみ ﾄｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ  2:13:5449 大阪府

2455 鹿士　真弓 ｼｶｼ ﾏﾕﾐ  2:14:3150 京都府
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2532 足立　典子 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ  2:14:43三段池ＲＣ51 京都府

2525 寺坂　真理子 ﾃﾗｻｶ ﾏﾘｺ  2:15:3452 大阪府
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2612 伊東　芳恵 ｲﾄｳ ﾖｼｴ  1:41:29信貴烏1 奈良県

2613 金島　順子 ｶﾈｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ  1:53:07貝塚走ろう会2 大阪府

2611 満岡　冨佐子 ﾐﾂｵｶ ﾌｻｺ  1:55:42京田辺走ろう会3 京都府

2610 小長谷　恵子 ｵﾊﾞｾ ｹｲｺ  1:58:304 京都府

2615 足立　正子 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｺ  2:06:24ＪＣいっぽ5 兵庫県

2614 竹内　洋子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ  2:07:55天六ランナー6 大阪府

2602 高田　里子 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｺ  2:08:237 京都府

2607 大島　逸子 ｵｵｼﾏ ｲﾂｺ  2:13:308 京都府
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県　名県　名県　名県　名
3408 藤本　崚生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ  0:14:201 京都府

3405 岡部　來斗 ｵｶﾍﾞ ﾗｲﾄ  0:16:182 京都府

3414 林　凛大朗 ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ  0:16:42新舞鶴小学校3 京都府

3417 倉内　昂洸 ｸﾗｳﾁ ﾀｶﾋﾛ  0:16:52大浦小学校4 京都府

3412 宮　一葵 ﾐﾔ ｶｽﾞｷ  0:17:005 京都府

3406 円山　尊 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾙ  0:17:08志楽小学校6 京都府

3404 中島　慧大 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ  0:17:10倉梯小学校7 京都府

3403 岩崎　巧 ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ  0:17:258 京都府

3415 前田　悠 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙ  0:18:12中筋小学校9 京都府

3416 稲田　遼太 ｲﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  0:18:14新町小学校10 京都府

3411 三野　紡 ﾐﾉ ﾂﾑｸﾞ  0:18:36新舞鶴小学校11 京都府

3420 柿本　雄亮 ｶｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ  0:18:4912 京都府

3410 片山　燦士朗 ｶﾀﾔﾏ ｻﾝｼﾛｳ  0:20:16大浦小13 京都府

3419 小田　歩澄 ｵﾀﾞ ｱﾙﾄ  0:20:39中舞鶴幼稚園14 京都府

3422 深澤　優斗 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ  0:22:1215 京都府
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県　名県　名県　名県　名
3564 小牧　波亜斗 ｺﾏｷ ﾊｱﾄ  0:10:131 京都府

3513 中村　天茉 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾝﾏ  0:11:07余内小学校2 京都府

3528 松居　拓実 ﾏﾂｲ ﾀｸﾐ  0:11:48新舞鶴小学校3 京都府

3540 稲田　蓮太 ｲﾅﾀﾞ ﾚﾝﾀ  0:11:56新町小学校4 京都府

3551 浦川　由樹 ｳﾗｶﾜ ﾖｼｷ  0:12:01余内小学校5 京都府

3565 湯守　瀬斗 ﾕﾓﾘ ﾗｲﾄ  0:12:076 京都府

3510 桝山　功太 ﾏｽﾔﾏ ｺｳﾀ  0:12:17岩滝小学校7 京都府

3552 浦川　尚樹 ｳﾗｶﾜ ﾅｵｷ  0:12:26余内小学校8 京都府

3527 三野　駿天 ﾐﾉ ﾊﾔﾃ  0:12:41新舞鶴小学校9 京都府

3559 東　慶弥 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾔ  0:12:53高野小学校10 京都府

3515 梅垣　塁歩 ｳﾒｶﾞｷ ﾙｲｱ  0:12:59中筋小11 京都府

3556 佐々木　大志 ｻｻｷ ﾋﾛｼ  0:13:0112 京都府

3523 大戸　元貴 ｵｵﾄ ﾓﾄｷ  0:13:0913 京都府

3514 中村　風茉 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ  0:13:10余内小学校14 京都府

3548 山本　千弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ  0:13:10余内小15 京都府

3568 豊田　滉太 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀ  0:13:2016 京都府

3570 由里　眞大 ﾕﾘ ﾏﾋﾛ  0:13:2917 京都府

3537 波尻　駿 ﾊｼﾞﾘ ｼｭﾝ  0:13:32志楽小学校18 京都府

3532 森田　翔太 ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾀ  0:13:34朝来小学校19 京都府

3522 小川　夏生 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ  0:13:38Ｔ－ｃａｒｅ20 京都府

3555 家城　天優 ｲｴｷ ﾀｶﾏｻ  0:13:41宮津小学校21 京都府

3505 浅田　隼輝 ｱｻﾀﾞ ｼｭﾝｷ  0:13:47三笠小学校22 京都府

3550 真下　燿佑 ﾏｼﾓ ﾖｳｽｹ  0:13:5123 京都府

3538 井上　瑛太 ｲﾉｳｴ ﾖｳﾀ  0:14:0124 京都府

3561 黒田　琉斗 ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾄ  0:14:09明倫小学校25 京都府

3557 佐々木　雄大 ｻｻｷ ﾀｹﾋﾛ  0:14:1026 京都府

3535 前田　力 ﾏｴﾀﾞ ﾘｷ  0:14:16中筋小学校27 京都府

3526 片山　壱之介 ｶﾀﾔﾏ ｲﾁﾉｽｹ  0:14:19大浦小28 京都府

3524 定友　凱 ｻﾀﾞﾄﾓ ｶﾞｲ  0:14:4129 京都府

3511 坂根　崇文 ｻｶﾈ ﾀｶﾌﾐ  0:14:4930 京都府

3566 本田　滉翔 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ  0:14:5031 京都府

3518 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ  0:14:56綾部小学校32 京都府

3549 谷口　匠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾐ  0:15:0833 兵庫県

3516 福西　晄一郎 ﾌｸﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:15:1334 兵庫県

3501 吉村　瑶生 ﾖｼﾑﾗ ﾖｳｾｲ  0:15:2435 京都府

3539 井本　友義 ｲﾓﾄ ﾄﾓﾖｼ  0:15:2436 大阪府

3512 大西　凛 ｵｵﾆｼ ﾘﾝ  0:15:3737 兵庫県

3503 水野　心 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝ  0:15:3938 京都府

3508 堺谷　太陽 ｻｶｲﾀﾞﾆ ﾀｲﾖｳ  0:15:43シンマイヅル39 京都府

3533 稲田　照 ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳ  0:15:4540 京都府

3569 豊田　遥可 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙｶ  0:15:4741 京都府

3519 藤井　拳志郎 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾛｳ  0:15:5042 京都府

3553 山﨑　渚 ﾔﾏｻｷ ﾅｷﾞｻ  0:16:08与保呂小学佼43 京都府

3507 畠中　凌太朗 ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ  0:16:1944 京都府

3554 原田　竜之介 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:16:28毒ボール45 京都府

3520 藤井　信之介 ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾉｽｹ  0:16:3246 京都府

3567 前田　凌夢 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾑ  0:16:4247 京都府

3544 河崎　凜 ｶﾜｻｷ ﾘﾝ  0:16:5348 京都府

3509 高井　隆大朗 ﾀｶｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ  0:17:1049 京都府

3547 櫻井　悠登 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ  0:17:17新舞鶴小学校50 京都府
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県　名県　名県　名県　名
3542 衛藤　大征 ｴﾄｳ ﾀｲｾｲ  0:17:27鶴翔塾51 京都府

3543 衛藤　大知 ｴﾄｳ ﾀﾞｲﾁ  0:17:45鶴翔塾52 京都府

3541 橋本　郷史 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ  0:17:5153 京都府

3558 武藤　翔 ﾑﾄｳ ｼｮｳ  0:17:5854 京都府

3506 畠中　耕太朗 ﾊﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ  0:18:1355 京都府

3534 稲田　了 ｲﾅﾀﾞ ﾘｮｳ  0:18:3256 京都府

3560 福村　泰平 ﾌｸﾑﾗ ﾀｲﾍｲ  0:19:1357 京都府
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3014 坂本　航平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ  0:10:011 京都府

3004 大戸　隆正 ｵｵﾄ ﾘｭｳｾｲ  0:10:302 京都府

3006 奥田　隆太 ｵｸﾀﾞ ﾘｭｳﾀ  0:10:33大和整体院ＲＣ3 兵庫県

3012 濱上　寛大 ﾊﾏｶﾐ ｶﾝﾀ  0:10:494 京都府

3011 村上　亮平 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ  0:11:11和田中学校5 京都府

3013 湯守　泰良 ﾕﾓﾘ ﾀｲﾗ  0:11:326 京都府

3003 内藤　洋貴 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ  0:11:38仰木中学校7 滋賀県

3009 鍵本　清志郎 ｶｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼﾛｳ  0:12:12城北中8 京都府

3008 柴田　晃生 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ  0:12:589 京都府

3007 朴　英寿 ﾊﾟｸ ﾖﾝｽ  0:13:42長峰中学10 兵庫県

3002 中島　諒大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ  0:13:42青葉中学校11 京都府

3001 岡田　拓実 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ  0:15:15青葉中学12 京都府
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県　名県　名県　名県　名
3108 佐藤　光雄 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ  0:10:561 京都府

3105 田中　武秀 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾃﾞ  0:11:202 京都府

3123 大熊　遼 ｵｵｸﾏ ﾘｮｳ  0:12:10防衛省3 京都府

3111 三野　秀幸 ﾐﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:13:184 京都府

3101 大槻　亮起 ｵｵﾂｷ ﾘｮｳｷ  0:13:26ヤマウチ5 京都府

3110 片山　健吾 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝｺﾞ  0:14:196 京都府

3118 真下　勝成 ﾏｼﾓ ｶﾂﾅﾘ  0:14:377 京都府

3109 定友　一幸 ｻﾀﾞﾄﾓ ｶｽﾞﾕｷ  0:14:418 京都府

3104 近藤　崇之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ  0:14:50京都銀行9 京都府

3115 竹ノ内　貴幸 ﾀｹﾉｳﾁ ﾀｶﾕｷ  0:15:1010 京都府

3119 久下　育雄 ｸｹﾞ ｲｸｵ  0:15:4211 京都府

3121 日高　正浩 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ  0:16:1112 京都府

3114 井上　雅啓 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ  0:18:07海上自衛隊13 京都府

3127 清水　勇 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ  0:18:4014 京都府

3103 千原　良太 ﾁﾊﾗ ﾘｮｳﾀ  0:18:48京都銀行15 京都府

3107 高橋　寿佳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭｶ  0:19:20海上自衛隊16 京都府

3102 山崎　勇治 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ  0:20:3817 京都府

3116 小田　敦 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ  0:20:38海上自衛隊18 京都府

3120 岩田　哲治 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾊﾙ  0:20:5219 京都府

3113 古澤　聖 ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾗ  0:23:59成美大学20 京都府
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県　名県　名県　名県　名
3227 磯部　健 ｲｿﾍﾞ ｹﾝ  0:10:09セコム株式会社1 大阪府

3201 佐藤　厚司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ  0:10:59舞鶴クラブ2 京都府

3238 木下　誠 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ  0:11:163 大阪府

3242 林　雅浩 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ  0:11:16年中水虫4 福井県

3243 竹代　幸起 ﾀｹｼﾛ ｺｳｷ  0:11:345 兵庫県

3232 田中　博也 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ  0:11:416 福井県

3236 上岡　豊 ｶﾐｵｶ ﾕﾀｶ  0:11:51鉄人くらわんか7 大阪府

3208 古川　哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ  0:12:358 三重県

3203 古川　睦彦 ﾌﾙｶﾜ ﾑﾂﾋｺ  0:12:439 京都府

3205 堀口　荘大 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾏｻ  0:13:4010 京都府

3215 井上　将宏 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ  0:14:4811 京都府

3209 福西　輝正 ﾌｸﾆｼ ﾃﾙﾏｻ  0:14:5712 兵庫県

3240 川島　悟 ｶﾜｼﾏ ｻﾄﾙ  0:15:3213 京都府

3224 山﨑　崇行 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾕｷ  0:15:40京都北都信金14 京都府

3218 櫻井　智徳 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾉﾘ  0:16:2015 京都府

3228 田中　哲也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ  0:16:3816 京都府

3206 中川　昌夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｵ  0:16:50京都銀行17 滋賀県

3225 加藤　徹 ｶﾄｳ ﾄｵﾙ  0:16:5618 三重県

3210 大槻　賢 ｵｵﾂｷ ｹﾝ  0:17:1419 京都府

3235 板垣　信義 ｲﾀｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾖｼ  0:17:3220 京都府

3204 谷岡　亮 ﾀﾆｵｶ ｱｷﾗ  0:17:5321 京都府

3239 井口　幹男 ｲｸﾞﾁ ﾐｷｵ  0:18:1622 京都府

3207 高井　智之 ﾀｶｲ ﾄﾓﾕｷ  0:18:4223 京都府

3212 森本　貴之 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ  0:18:55もりやん24 京都府

3216 衛藤　浩征 ｴﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  0:19:21鶴翔塾25 京都府

3237 西村　昭宏 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  0:19:38舞東ロータリー26 京都府

3223 奥村　一美 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾐ  0:19:4127 京都府

3229 河野　憲悟 ｺｳﾉ ｹﾝｺﾞ  0:20:0628 京都府

3219 奥雲　誠 ｵｸｸﾞﾓ ﾏｺﾄ  0:20:1329 京都府

3214 鈴木　勝雄 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ  0:20:2130 京都府

3241 勝部　隆人 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶﾄ  0:20:4731 京都府

3213 小田　俊和 ｵﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ  0:25:3032 大阪府
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県　名県　名県　名県　名
3313 日比野　則幸 ﾋﾋﾞﾉ ﾉﾘﾕｷ  0:11:24さわらび走友会1 岐阜県

3312 山本　秀男 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ  0:11:27大同化学ＲＣ2 兵庫県

3306 福原　吉博 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ  0:11:41かもめ3 京都府

3305 吉本　公男 ﾖｼﾓﾄ ｷﾐｵ  0:13:534 京都府

3315 西川　秀夫 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｵ  0:15:135 京都府

3314 竹ノ内　博文 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ  0:15:186 京都府

3316 青木　利美 ｱｵｷ ﾄｼﾐ  0:16:557 京都府

3318 和田　忠文 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ  0:18:08姶良アスリー8 鹿児島県

3310 川村　伸夫 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ  0:18:37京美人9 京都府

3303 神田　昌胤 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ  0:18:4010 京都府

3317 疋田　伯也 ﾋｷﾀ ﾉﾘﾔ  0:18:5011 京都府

3301 足立　城幸 ｱﾀﾞﾁ ｼﾛﾕｷ  0:19:21アダチモータース12 京都府

3309 浦賀　吉朗 ｳﾗｶﾞ ﾖｼﾛｳ  0:24:3213 福井県
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県　名県　名県　名県　名
4407 岸本　美咲 ｷｼﾓﾄ ﾐｻｷ  0:15:37三笠小学校1 京都府

4405 佐藤　杏凛 ｻﾄｳ ｱﾝﾘ  0:16:332 京都府

4403 西脇　佑真 ﾆｼﾜｷ ﾕﾏ  0:17:36チーム西脇3 京都府

4409 濱田　愛華 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ  0:18:05新舞鶴小4 京都府

4414 松原　朱香 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ  0:18:53倉梯小学校5 京都府

4413 梅下　留花 ｳﾒｼﾀ ﾙｶ  0:19:136 京都府

4404 岩間　千和 ｲﾜﾏ ﾁﾖﾘ  0:20:43吉原小学校7 京都府

4408 岡本　紗奈 ｵｶﾓﾄ ｻﾅ  0:20:53三笠小学校8 京都府

4415 四方　心桜 ｼｶﾀ ｺｺﾛ  0:21:019 京都府

4411 作田　彩華 ｻｸﾀﾞ ｱﾔｶ  0:21:35志楽10 京都府

4402 上方　唯花 ｶﾐｶﾞﾀ ﾕｲｶ  0:22:5711 京都府

4412 高嶋　梨子 ﾀｶｼﾏ ﾘｺ  0:24:1912 京都府

4406 古堅　楓乃 ﾌﾙｶﾀ ｶﾉ  0:26:2913 京都府

4401 岡田　愛莉 ｵｶﾀﾞ ｱｲﾘ  0:28:10倉橋小学14 京都府
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4512 佐藤　美羽音 ｻﾄｳ ﾐﾊﾈ  0:11:44中筋小学校1 京都府

4507 坂根　由菜 ｻｶﾈ ﾕｳﾅ  0:13:222 京都府

4537 鍵本　彩夏 ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ  0:13:25明倫小3 京都府

4513 佐藤　鳳羽 ｻﾄｳ ﾌｳﾜ  0:13:55中筋小学校4 京都府

4544 篠原　環 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾏｷ  0:13:59倉梯小学校5 京都府

4525 春日　美咲 ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ  0:14:27中舞鶴小学校6 京都府

4543 馬場　彩寧 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾈ  0:14:337 京都府

4506 高橋　ことみ ﾀｶﾊｼ ｺﾄﾐ  0:14:518 京都府

4530 合田　梨瑚 ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｺ  0:14:52余内小学校9 京都府

4502 真木　彌南海 ﾏｷ ﾐﾅﾐ  0:15:02中舞鶴小学校10 京都府

4517 四方　優衣波 ｼｶﾀ ﾕｲﾊ  0:15:04中筋小学校11 京都府

4528 松原　朱里 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｶﾘ  0:15:05倉梯小学校12 京都府

4503 岸田　日菜多 ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ  0:15:1913 京都府

4516 四方　愛波 ｼｶﾀ ｱｲﾊ  0:15:23中筋小学校14 京都府

4542 出口　紗菜 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾅ  0:15:25倉梯小学校15 京都府

4511 西脇　愛莉 ﾆｼﾜｷ ｱｲﾘ  0:15:40チーム西脇16 京都府

4514 西川　優花 ﾆｼｶﾜ ﾕｶ  0:16:0317 京都府

4526 梅下　祐奈 ｳﾒｼﾀ ﾕﾅ  0:16:0618 京都府

4534 谷口　なずな ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ  0:16:0919 兵庫県

4504 岸田　小春 ｷｼﾀﾞ ｺﾊﾙ  0:16:2820 京都府

4519 桐村　葉 ｷﾘﾑﾗ ﾖｳ  0:16:3721 京都府

4505 太田　世奈 ｵｵﾀ ｾﾅ  0:16:5422 京都府

4538 真下　結衣 ﾏｼﾓ ﾕｲ  0:17:0623 京都府

4539 奥村　麻央 ｵｸﾑﾗ ﾏｵ  0:17:2024 京都府

4518 桐村　青 ｷﾘﾑﾗ ｾｲ  0:17:4525 京都府

4515 西川　優羽 ﾆｼｶﾜ ﾕｳ  0:17:4626 京都府

4540 谷口　逢友 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕ  0:17:47朝来小学校27 京都府

4533 岩城　雨音 ｲﾜｷ ｳﾀ  0:17:5128 京都府

4510 西林　七海 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ  0:18:1129 大阪府

4546 井口　千冬 ｲｸﾞﾁ ﾁﾌﾕ  0:18:1630 京都府

4541 木下　夢唯 ｷﾉｼﾀ ﾕｲ  0:18:2631 京都府

4501 真木　惟可 ﾏｷ ﾕｲｶ  0:18:45中舞鶴小学校32 京都府

4545 藤村　百花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾓﾓｶ  0:18:50倉梯第二33 京都府

4508 近藤　晴華 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ  0:18:5134 京都府

4522 濱田　優華 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｶ  0:19:11新舞鶴小35 京都府

4523 木谷　茉奈 ｷﾀﾆ ﾏﾅ  0:19:1736 京都府

4521 安久　陽菜 ｱｸﾞ ﾊﾙﾅ  0:19:3637 京都府

4509 小島　萌衣里 ｺｼﾞﾏ ﾓｴﾘ  0:20:1538 京都府

4527 鈴木　智子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ  0:20:2239 京都府

4547 勝部　琴葉 ｶﾂﾍﾞ ｺﾄﾊ  0:20:4840 京都府
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県　名県　名県　名県　名
4001 小林　千裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ  0:11:50綾部中学校1 京都府

4005 桑垣　里奈 ｸﾜｶﾞｷ ﾘﾅ  0:12:11加佐中2 京都府

4003 内藤　茜 ﾅｲﾄｳ ｱｶﾈ  0:13:44仰木中陸上部3 滋賀県

4002 岩間　千果 ｲﾜﾏ ﾁｶ  0:18:23城北中学校4 京都府
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県　名県　名県　名県　名
4118 山下　容子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ  0:13:45ミトマン1 京都府

4124 榎並　会里 ｴﾅﾐ ｱｲﾘ  0:15:332 京都府

4130 荒巻　鈴子 ｱﾗﾏｷ ﾚｲｺ  0:15:383 京都府

4107 四方　真也子 ｼｶﾀ ﾏﾔｺ  0:16:09シオン幼稚園4 京都府

4117 若林　美奈 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾅ  0:16:445 京都府

4102 武内　真美 ﾀｹｳﾁ ﾏﾐ  0:16:566 京都府

4115 井上　恵利香 ｲﾉｳｴ ｴﾘｶ  0:17:047 京都府

4119 藤本　知里 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｻﾄ  0:17:448 京都府

4109 西村　真由美 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕﾐ  0:17:49Ｔ－ｃａｒｅ9 京都府

4121 山﨑　裕子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｺ  0:17:5010 京都府

4116 井上　一美 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ  0:18:0811 京都府

4129 貫間　幸子 ﾇｷﾏ ｻﾁｺ  0:18:2412 京都府

4128 松縄　ゆかり ﾏﾂﾅﾜ ﾕｶﾘ  0:18:2413 京都府

4127 大島　美香 ｵｵｼﾏ ﾐｶ  0:18:2414 京都府

4122 波多野　圭 ﾊﾀﾉ ｹｲ  0:18:29ＦＣ９１０15 京都府

4123 中村　えい子 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｺ  0:18:34ＦＣ９１０16 京都府

4126 小田島　美智代 ｵﾀﾞｼﾏ ﾐﾁﾖ  0:19:0017 京都府

4120 岩本　賢子 ｲﾜﾓﾄ ｻﾄｺ  0:19:0218 大阪府

4125 木山　加奈子 ｷﾔﾏ ｶﾅｺ  0:19:1619 京都府

4104 高橋　チエ ﾀｶﾊｼ ﾁｴ  0:19:2020 京都府

4112 山原　麻季 ﾔﾏﾊﾗ ﾏｷ  0:19:2321 京都府

4131 塚本　萌 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ  0:19:36丹後ガス株式会22 京都府

4108 増田　美佳 ﾏｽﾀﾞ ﾐｶ  0:19:48Ｔ－ｃａｒｅ23 京都府

4111 岸本　美帆 ｷｼﾓﾄ ﾐﾎ  0:19:52岸本病院24 京都府

4110 畑段　香奈 ﾊﾀﾀﾞﾝ ｶﾅ  0:19:58チームらくちん25 京都府

4106 宮嶋　彩花 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾔｶ  0:20:0826 京都府

4105 新谷　こころ ｼﾝﾀﾆ ｺｺﾛ  0:20:1927 京都府
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県　名県　名県　名県　名
4202 野口　和美 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ  0:12:30うさぴょん1 京都府

4206 小林　徳子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ  0:13:51小林家陸上部2 京都府

4242 馬場　優子 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｺ  0:15:073 京都府

4247 兼清　友子 ｶﾈｷﾖ ﾄﾓｺ  0:15:43丹後ガス株式会4 京都府

4222 河崎　安代 ｶﾜｻｷ ﾔｽﾖ  0:16:005 京都府

4228 奥雲　直美 ｵｸｸﾞﾓ ﾅｵﾐ  0:16:366 京都府

4238 本郷　朋子 ﾎﾝｺﾞｳ ﾄﾓｺ  0:17:507 大阪府

4232 鈴木　るり子 ｽｽﾞｷ ﾙﾘｺ  0:18:21ももやまキッズ8 京都府

4237 武藤　布美代 ﾑﾄｳ ﾌﾐﾖ  0:18:339 京都府

4246 井内　悦子 ｲｳﾁ ｴﾂｺ  0:18:43丹後ガス株式会10 京都府

4209 小川　朋代 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾖ  0:18:52Ｔ－ｃａｒｅ11 京都府

4220 橋本　寛子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ  0:19:00海自舞鶴12 京都府

4221 吉岡　陽子 ﾖｼｵｶ ﾖｳｺ  0:19:0513 京都府

4207 藤井　圭美 ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾐ  0:19:0614 京都府

4239 田中　美智子 ﾀﾅｶ ﾐﾁｺ  0:19:1115 兵庫県

4245 山本　彩 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ  0:19:1316 京都府

4204 中村　真由美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ  0:19:1517 京都府

4243 濱野　恵子 ﾊﾏﾉ ｹｲｺ  0:19:1718 京都府

4224 廣田　泰江 ﾋﾛﾀ ﾔｽｴ  0:19:2919 京都府

4225 久保　美也 ｸﾎﾞ ﾐﾔ  0:19:2920 京都府

4216 稲田　由佳子 ｲﾅﾀﾞ ﾕｶｺ  0:19:3221 京都府

4233 石原　正恵 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｴ  0:19:4922 京都府

4210 安久　洋子 ｱｸﾞ ﾖｳｺ  0:20:0823 京都府

4208 松井　公子 ﾏﾂｲ ｷﾐｺ  0:20:14草津らんらん24 滋賀県

4244 井上　江利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ  0:20:1625 京都府

4215 臼井　早苗 ｳｽｲ ｻﾅｴ  0:20:4626 京都府

4241 福村　亜希子 ﾌｸﾑﾗ ｱｷｺ  0:21:3827 京都府

4226 志水　真紀 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ  0:21:5928 広島県

4230 千原　弘美 ﾁﾊﾗ ﾋﾛﾐ  0:22:1029 奈良県

4212 木谷　絵美 ｷﾀﾆ ｴﾐ  0:23:0730 京都府
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順位順位順位順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 氏名（ｶﾅ)氏名（ｶﾅ)氏名（ｶﾅ)氏名（ｶﾅ) 記　　録記　　録記　　録記　　録所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ

舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別） 2014年10月13日2014年10月13日2014年10月13日2014年10月13日

    ３K女子６０歳以上３K女子６０歳以上３K女子６０歳以上３K女子６０歳以上

県　名県　名県　名県　名
4307 中川　外美栄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾐｴ  0:18:141 京都府

4306 木下　眞由美 ｷﾉｼﾀ ﾏﾕﾐ  0:18:182 京都府

4305 野尻　悦子 ﾉｼﾞﾘ ｴﾂｺ  0:18:453 大阪府

4304 塩見　光子 ｼｵﾐ ﾐﾂｺ  0:20:42三笠小２２回卒4 京都府

4303 山地　道子 ﾔﾏｼﾞ ﾐﾁｺ  0:26:105 大阪府
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順位順位順位順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 氏名（ｶﾅ)氏名（ｶﾅ)氏名（ｶﾅ)氏名（ｶﾅ) 記　　録記　　録記　　録記　　録所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ

舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別）舞鶴赤れんがハーフマラソン2014  (種目別） 2014年10月13日2014年10月13日2014年10月13日2014年10月13日

    ３Ｋオープン３Ｋオープン３Ｋオープン３Ｋオープン

県　名県　名県　名県　名
3226 中田　達也 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾔ  0:11:14綾部ランニング1 京都府
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