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2部　男子ハーフマラソン30～39歳
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3
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 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09分26秒1 楠本 正輝1258 ｸｽﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間11分08秒2 澤田 純1218 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間11分45秒3 松尾 哲裕1251 よさの走友会ﾏﾂｵ ｱｷﾋﾛ

1時間14分02秒4 中井　芳聡1279 ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎﾅｶｲ ﾖｼｱｷ

1時間15分37秒5 加賀爪 亮多郎1308 ｶｶﾞﾂﾒ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間16分36秒6 坂本 大輔1351 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間17分06秒7 大塚 桂一郎1354 ＳＭＩＬＥＹｵｵﾂｶ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間17分21秒8 服部 嘉晃1281 香川ＲＣ遊ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｱｷ

1時間18分35秒9 上原 達也1231 ｳｴﾊﾗ ﾀﾂﾔ

1時間20分56秒10 伊藤 孝二1217 舞鶴クラブｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間21分14秒11 岡田 和幸1241 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間21分29秒12 北口 剛史1316 京都炭山修行走ｷﾀｸﾞﾁ ｺﾞｳｼ

1時間21分45秒13 山下 貴典1257 創味食品ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ

1時間22分21秒14 沖田 和也1320 ｵｷﾀ ｶｽﾞﾔ

1時間23分52秒15 有田 昌史1236 舞鶴クラブｱﾘﾀ ﾏｻｼ

1時間24分09秒16 中村 典生1215 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾀｶ

1時間24分37秒17 時武 佳希1210 ﾄｷﾀｹ ﾖｼｷ

1時間24分56秒18 木曽 一彰1209 Ｎ－ｐｒｏｊｅｃｔｷｿ ｶｽﾞｱｷ

1時間25分01秒19 河村 健太1272 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ

1時間25分18秒20 樫 俊太郎1222 ｶｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ

1時間25分32秒21 今中 剛1206 ｲﾏﾅｶ ﾂﾖｼ

1時間25分55秒22 西村 侑資1265 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間27分11秒23 市川 真也1359 ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾔ

1時間27分44秒24 遠藤 俊快1325 京ＲＵＮ走ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｶｲ

1時間28分39秒25 福本 勝1287 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ

1時間28分52秒26 下村 智1259 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間29分09秒27 澤田 直樹1273 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間29分11秒28 中川　清隆1247 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾀｶ

1時間29分19秒29 四方田 英剛1264 京都きづ川病院ﾖﾓﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間29分31秒30 吉田 雅之1270 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間30分34秒31 友松 央樹1343 福知山ＨＳＲＣﾄﾓﾏﾂ ｵｳｷ

1時間31分10秒32 保日部 貢1353 ＮＩＳＳＨＡ壬生走龍会ﾎｶﾍﾞ ﾐﾂｸﾞ

1時間31分24秒33 古屋 直樹1269 ﾌﾙﾔ ﾅｵｷ

1時間32分03秒34 松下　真也1201 加茂～んＲＣﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ

1時間33分09秒35 南　和彦1263 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾋｺ

1時間33分17秒36 森川 大輔1315 あらべすくﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間33分42秒37 仲 冬詩1321 ﾅｶ ﾌﾕｼ

1時間34分36秒38 岡部 奨平1248 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間35分18秒39 松井 祐記1337 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ

1時間35分36秒40 梅本 陵平1294 ｳﾒﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

1時間35分38秒41 今井 裕典1230 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ

1時間37分20秒42 田中 寿明1226 旭プレシジョンﾀﾅｶ ﾋｻｱｷ

1時間37分30秒43 藤原 慎一1202 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間38分02秒44 橋本 卓也1219 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ

1時間38分26秒45 長谷川 啓1288 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間38分31秒46 北川 俊介1356 スイートネスボンバーズｷﾀｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

1時間39分02秒47 西原　寛貴1310 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ

1時間39分33秒48 鋸崎　充裕1330 ﾉｺｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

1時間39分40秒49 岩森 悠希1232 ｲﾜﾓﾘ ﾕｳｷ

1時間40分46秒50 荻野 徹哉1306 ｵｷﾞﾉ ﾃﾂﾔ
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1時間40分48秒51 入江 俊輔1358 荒川化学工業（株）ｲﾘｴ ｼｭﾝｽｹ

1時間41分17秒52 大堀 泰史1237 ｵｵﾎﾘ ﾀｲｼ

1時間42分07秒53 峠 保彰1220 ﾀｵ ﾔｽｱｷ

1時間42分53秒54 大澤 伊織1280 ムラランｵｵｻﾜ ｲｵﾘ

1時間43分09秒55 山本 日吉1224 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖｼ

1時間43分30秒56 河井 翔太郎1304 ｶﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間43分33秒57 生田 裕士1262 ｲｸﾀ ﾋﾛｼ

1時間44分23秒58 前田 篤志1256 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間44分37秒59 澤中 大輔1203 ｻﾜﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

1時間45分23秒60 片岡 将輝1323 ｶﾀｵｶ ﾏｻｷ

1時間45分28秒61 山口 卓也1229 川原口ＲＣﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間46分08秒62 井上　賢三1212 ｲﾉｳｴ ｹﾝｿﾞｳ

1時間46分20秒63 時岡 哲也1238 ﾄｷｵｶ ﾃﾂﾔ

1時間46分31秒64 清水 遼太郎1205 コーナン商事ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間46分33秒65 河田 洋人1355 ＴＲＣｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ

1時間46分55秒66 小田　健太1352 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ

1時間47分21秒67 緒方 隆司1303 ピノスｵｶﾞﾀ ﾀｶｼ

1時間48分01秒68 辻本 大樹1350 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

1時間48分12秒69 松本 隆宏1225 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間48分29秒70 横田 憂一郎1318 モステックﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間48分36秒71 尾籠 賢1292 くずは優足屋ｵｺﾞﾓﾘ ﾏｻﾙ

1時間49分17秒72 上鍛治 祐一1208 ｳｴｶｼﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間49分21秒73 山村 匠1334 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ

1時間49分42秒74 永野 健二1332 ヨセアツメﾅｶﾞﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間50分08秒75 澤田 盛治1275 ｻﾜﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1時間50分27秒76 谷口 洋行1221 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分06秒77 山本 博行1324 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分34秒78 西浦 栄記1335 ﾆｼｳﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間52分16秒79 西田 太郎1360 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾛｳ

1時間52分55秒80 礒田 恭彰1207 ｲｿﾀﾞ ﾔｽｱｷ

1時間53分31秒81 塩貝 彰伸1246 ｼｵｶﾞｲ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間53分35秒82 西垣 利政1317 ﾆｼｶﾞｷ ﾄｼﾏｻ

1時間53分46秒83 池野　弘樹1254 ｲｹﾉ ﾋﾛｷ

1時間54分17秒84 人見 晋輔1277 ﾋﾄﾐ ｼﾝｽｹ

1時間55分01秒85 田口 晃貴1302 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ

1時間56分13秒86 北村 翔1261 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ

1時間57分48秒87 村田 和基1300 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｷ

1時間58分12秒88 東　慎二郎1298 ﾋｶﾞｼ ｼﾝｼﾞﾛｳ

1時間58分18秒89 上村 大輔1276 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間58分22秒90 車田 克則1327 マラソン一家ｸﾙﾏﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

1時間58分39秒91 亀井 亮介1223 ｶﾒｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間59分41秒92 河本 大1301 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲ

1時間59分57秒93 折杉 隆彦1329 ｵﾘｽｷﾞ ﾀｶﾋｺ

2時間00分33秒94 野尻 浩彦1213 ﾉｼﾞﾘ ﾋﾛﾋｺ

2時間02分33秒95 清水 義人1311 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ

2時間03分25秒96 高橋　靖典1338 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ

2時間04分35秒97 丸田　茂雄1286 淺田鉄工（株）走友会ﾏﾙﾀ ｼｹﾞｵ

2時間04分38秒98 橋本 翔1234 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳ

2時間04分42秒99 田口 雄太1244 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

2時間05分02秒100 齋藤 悠1211 ｻｲﾄｳ ﾕｳ
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2時間05分25秒101 奥田　優一1253 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間05分47秒102 田儀 庄太郎1340 ﾀｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

2時間05分51秒103 阪本　彰1345 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ

2時間06分14秒104 齋藤 淳1346 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

2時間06分50秒105 筒井　琢也1331 221ﾂﾂｲ ﾀｸﾔ

2時間07分11秒106 稲田 景1357 宇治市役所ｲﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

2時間07分14秒107 細見 建太1322 ﾎｿﾐ ｹﾝﾀ

2時間07分58秒108 仲西 章1271 きづ川病院ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ

2時間08分59秒109 小林　浩之1295 あらべすくｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間09分23秒110 村上 拓也1341 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ

2時間10分17秒111 伊津 千尋1348 ｲﾂﾞ ﾕｷﾋﾛ

2時間10分28秒112 下垣 建太朗1291 ｼﾓｶﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間10分30秒113 田邉 郁雄1290 ﾀﾅﾍﾞ ｲｸｵ

2時間10分36秒114 田中 久登1339 ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ

2時間11分46秒115 林 篤司1293 ﾊﾔｼ ｱﾂｼ

2時間11分51秒116 田中 零斗1228 ﾀﾅｶ ﾚｲﾄ

2時間12分43秒117 森 大樹1296 ﾓﾘ ﾀｲｷ

2時間14分30秒118 今井 陽一1347 ｲﾏｲ ﾖｳｲﾁ

2時間14分44秒119 宮井　敦史1336 ﾐﾔｲ ｱﾂｼ

2時間14分54秒120 村瀬 智洋1255 ﾑﾗｾ ﾄﾓﾋﾛ

2時間14分55秒121 高橋　良平1268 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ

2時間16分15秒122 長谷坂 彰史1274 ﾊｾｻｶ ｱｷﾌﾐ

2時間18分10秒123 安東 勇太1242 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

2時間18分54秒124 浅田 義幸1278 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間22分39秒125 東 博之1297 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間22分41秒126 細川 翔平1250 ユニスﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾍｲ

2時間22分56秒127 長井 新司1283 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｼﾞ

2時間25分10秒128 山添 邦生1285 ﾔﾏｿﾞｴ ｸﾆｵ

2時間25分11秒129 小泉 正典1309 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ

2時間26分21秒130 山本 哲児1249 ユニスﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ

2時間28分39秒131 鈴木 皓博1344 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ

2時間30分05秒132 上田　英輝1307 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間30分26秒133 成瀬 豪宏1289 ﾅﾙｾ ﾀｹﾋﾛ

2時間31分03秒134 森方 健介1361 ﾓﾘｶﾀ ｹﾝｽｹ

2時間31分55秒135 服部 剛1299 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾖｼ

2時間32分31秒136 森上 優輝1266 ﾓﾘｶﾐ ﾕｳｷ

2時間36分28秒137 濱本　輝彦1252 ﾊﾏﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ

2時間37分03秒138 平野 雄一1313 ﾋﾗﾉ ﾕｳｲﾁ

2時間39分43秒139 藤岡 一也1284 ﾌ ｼﾞｵｶｶｽﾞﾔ
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