
- 2019京都丹波ロードレース大会 -

1部　男子ハーフマラソン29歳以下
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 10:40:00

 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

1時間10分26秒1 斎藤　光明1010 奈良学園大学ｻｲﾄｳ ﾐﾂｱｷ

1時間11分55秒2 松木 隼也1044 Ｐ－ＭＡＮﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間16分25秒3 岡久 広1026 京都中央信用金庫ｵｶﾋｻ ﾋﾛｼ

1時間18分29秒4 前田　尚輝1081 明治国際医療大学ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間18分49秒5 池田 崚1002 京都陸協ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間21分04秒6 薄井 遥希1078 ｳｽｲ ﾊﾙｷ

1時間21分16秒7 松村 拓海1036 龍大ＳＲﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ

1時間23分31秒8 宇野 翔太1075 ｳﾉ ｼｮｳﾀ

1時間24分24秒9 河原林　治1030 ＴＥＡＭ-Ｐ-ｍａｎｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ

1時間26分45秒10 林　賢吾1062 JA京都ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ

1時間28分14秒11 松山 涼1054 京都大学自転車競技部ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ

1時間30分04秒12 藤堂 寛1006 小川珈琲株式会社ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間31分01秒13 安岡 亮介1040 神戸市陸協ﾔｽｵｶ ﾘｮｳｽｹ

1時間33分10秒14 渡邊 大介1037 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間36分44秒15 辻　凱斗1080 明治国際医療大学ﾂｼﾞ ｶｲﾄ

1時間37分13秒16 吉田 和樹1015 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間37分34秒17 山本 健志郎1025 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ

1時間37分39秒18 岡本　大希1086 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

1時間37分40秒19 城崎　真之1008 ｼﾞｮｳｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ

1時間38分24秒20 村上　純平1096 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間38分47秒21 伊勢田 尚平1094 ｲｾﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間40分07秒22 中島 孟志1058 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ

1時間41分13秒23 入江 千展1047 ｲﾘｴ ﾁﾋﾛ

1時間41分19秒24 藤崎 圭太1005 ﾌｼﾞｻｷ ｹｲﾀ

1時間41分30秒25 谷口 勇太1088 龍大ＳＲﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

1時間42分09秒26 市岡 拓馬1089 ｲﾁｵｶ ﾀｸﾏ

1時間42分52秒27 養性 大起1070 ﾖｳｾｲ ﾀｲｷ

1時間42分52秒28 石川 陽一郎1012 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間44分05秒29 青野　将大1017 ｱｵﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間44分33秒30 竹村 博幸1079 ＴＭＣﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間45分42秒31 東 亮太1082 ｱﾂﾞﾏ ﾘｮｳﾀ

1時間46分40秒32 角井 慎哉1076 ｶｸｲ ｼﾝﾔ

1時間46分58秒33 多田 彬史1091 ﾀﾀﾞ ｱｷﾌﾐ

1時間47分48秒34 鹿間 充1001 ｼｶﾏ ﾐﾂﾙ

1時間48分35秒35 吉岡　翼1050 ﾖｼｵｶ ﾂﾊﾞｻ

1時間49分09秒36 小石 悠太1069 ｺｲｼ ﾕｳﾀ

1時間50分08秒37 田中　公一朗1021 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間50分29秒38 八木 英樹1031 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間51分09秒39 細川 孝大1055 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間51分52秒40 沖口 雄真1059 ｵｷｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

1時間52分05秒41 石橋 翔1053 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ

1時間52分16秒42 岩見 悠磨1051 京都大学自転車競技部ｲﾜﾐ ﾕｳﾏ

1時間53分11秒43 伊ヶ崎　翔太1034 ｲｶﾞｻｷ ｼｮｳﾀ

1時間53分21秒44 城殿 篤1022 ｼﾛﾄﾉ ｱﾂｼ

1時間54分18秒45 原田 紘行1042 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間54分51秒46 田村 蓮1073 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ

1時間55分15秒47 坂井 健太1057 ｻｶｲ ｹﾝﾀ

1時間56分04秒48 本田　顕也1067 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾔ

1時間56分36秒49 咲本 敏幸1016 ｻｷﾓﾄ ﾄｼﾕｷ

1時間56分36秒50 上前 知之1009 なしｳｴﾏｴ ﾄﾓﾕｷ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2019京都丹波ロードレース大会 -

1部　男子ハーフマラソン29歳以下
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 10:40:00

 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

1時間57分09秒51 前野 晃摂1048 ﾏｴﾉ ｺｳｾﾂ

1時間57分16秒52 荒尾　和稀1074 ｱﾗｵ ｶｽﾞｷ

1時間57分43秒53 佐田　光1061 ｻﾀﾞ ﾋｶﾙ

1時間58分38秒54 澤田　一希1019 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間59分03秒55 今村 優志1028 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間59分30秒56 岩佐　秀太郎1027 ｲﾜｻ ｼｭｳﾀﾛｳ

1時間59分38秒57 野村 悠斗1029 京都ランナーズﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ

2時間00分37秒58 杉本 大河1035 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

2時間00分38秒59 上田 舜斗1072 ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

2時間02分00秒60 松山 洸斗1063 ＫＵＨＰﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾄ

2時間03分43秒61 福 和真1056 ﾌｸ ｶｽﾞﾏ

2時間05分19秒62 石田 優人1049 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

2時間05分21秒63 久根 駿和1097 ｸﾈ ﾄｼｶｽﾞ

2時間05分25秒64 岩崎 悠馬1084 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾏ

2時間05分26秒65 松本 庸平1004 あらべすくﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

2時間05分36秒66 小川 隼平1077 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

2時間05分49秒67 渡邉 広太郎1032 ＡＴＨＬＥＴＩＣＳﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2時間07分00秒68 小宮山 智也1060 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓﾔ

2時間07分39秒69 宮田 一優1038 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾏｻ

2時間11分15秒70 野久保　陽介1100 ﾉｸﾎﾞ ﾖｳｽｹ

2時間11分26秒71 小林 昌司1087 株式会社鴻池組ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ

2時間14分04秒72 林 昌宏1095 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

2時間14分29秒73 千 智貴1043 京都きづ川運動部ｾﾝ ﾄﾓﾀｶ

2時間17分19秒74 原 和樹1064 マラソン一家ﾊﾗ ｶｽﾞｷ

2時間19分58秒75 大久保 昂洋1093 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間21分13秒76 山田 将司1033 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ

2時間21分16秒77 水口 雅人1041 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

2時間22分58秒78 稲川 惇1039 きづ川病院ｲﾅｶﾞﾜ ｱﾂｼ

2時間25分06秒79 山下 潤矢1065 京都きづ川病院ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間25分21秒80 小西　翔太1020 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ

2時間25分29秒81 坂口 流聖1066 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ

2時間26分51秒82 本田 治樹1071 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ

2時間27分30秒83 石崎 匠1007 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾐ

2時間35分49秒84 齋藤 賢司1083 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

2時間40分45秒85 出口　雅基1068 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻｷ

2時間41分57秒86 田丸　宏樹1024 ﾀﾏﾙ ﾋﾛｷ

2時間42分07秒87 平野　頌治1099 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｼﾞ
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