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1時間15分42秒1 山下 智弘1910 西練ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ

1時間20分48秒2 林 元彦1872 三菱電機ﾊﾔｼ ﾓﾄﾋｺ

1時間21分19秒3 奥山 諭1821 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間21分26秒4 喜多村　和弘1828 京都マスターズ陸上ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間23分53秒5 坊 裕行1961 ﾎﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間25分14秒6 疋田 博愛1855 ﾋｷﾀ ﾋﾛﾖｼ

1時間25分26秒7 上月 敏之1874 ｺｳﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間26分18秒8 三田村 博1853 滋賀マスターズﾐﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ

1時間26分39秒9 富岡 和彦1808 ﾄﾐｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

1時間27分01秒10 山中 俊輝1900 箕面滝道ＲＣﾔﾏﾅｶ ﾄｼｷ

1時間27分17秒11 西澤 隆幸1892 ＳＡＳＡＫＩ．ＡＣﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

1時間27分38秒12 岡田 和之1975 大阪陸協ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間27分48秒13 窪田 健1902 京都府立医科大学ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ

1時間27分52秒14 則本 薫1803 北区ランナーズﾉﾘﾓﾄ ｶｵﾙ

1時間27分56秒15 山村 敏之1873 小野薬品京都ﾔﾏﾑﾗ ﾄｼﾕｷ

1時間31分40秒16 小池 智之1907 ベーリンガーｺｲｹ ﾄﾓﾕｷ

1時間31分42秒17 河崎 大平1932 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾍｲ

1時間32分16秒18 角田 敬彦1897 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間34分29秒19 山口 秀雄1876 桂川パワーズﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ

1時間34分30秒20 前川 吉弘1850 祝園弾薬支処ﾏｴｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間35分25秒21 清水 和義1970 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間35分49秒22 小泉 光治1842 日本新薬ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾂﾊﾙ

1時間36分02秒23 前野 昭知1845 ﾏｴﾉ ｱｷﾄﾓ

1時間36分39秒24 向来 俊彦1906 ｺｳﾗｲ ﾄｼﾋｺ

1時間36分55秒25 橋本 謙一1914 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間37分39秒26 森 信行1851 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間38分03秒27 中村 義夫1890 ホシデンＡＣﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間38分58秒28 山本 浄二1856 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾖｳｼﾞ

1時間40分08秒29 平野 彰人1964 京都大学ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾄ

1時間40分53秒30 宮部　和芳1948 ﾐﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間40分56秒31 川西 隆夫1812 ｶﾜﾆｼ ﾀｶｵ

1時間40分58秒32 井ノ上 昌彦1877 桂川パワーズｲﾉｳｴ ﾏｻﾋｺ

1時間41分09秒33 森田　聡1801 焼肉の花山ＲＣﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

1時間41分20秒34 柴田 啓史1857 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間41分23秒35 松木 寿広1931 ﾏﾂｷ ﾄｼﾋﾛ

1時間42分20秒36 田村 元起1904 京都ＹＥＧ楽風ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ

1時間42分34秒37 久貝 博晃1896 ｸｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ

1時間42分54秒38 足立 昌彦1969 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾖｼ

1時間42分57秒39 川勝 正美1972 ｶﾜｶﾂ ﾏｻﾐ

1時間43分12秒40 鈴木 等1973 ◆チームすずき◆ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ

1時間44分17秒41 賀内 正文1929 ｶｳﾁ ﾏｻﾌﾐ

1時間44分24秒42 大橋 洋1819 京都ＹＥＧ楽風ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間44分55秒43 森井 哲也1943 ﾓﾘｲ ﾃﾂﾔ

1時間45分22秒44 井上　晃二1913 舞鶴倉谷郵便局ＲＣｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ

1時間45分47秒45 渡辺 英夫1887 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間46分04秒46 中尾 文夫1967 ﾅｶｵ ﾌﾐｵ

1時間46分05秒47 五坪 智彰1838 ｺﾞﾂﾎﾞ ﾁｼｮｳ

1時間46分07秒48 野々垣 雄三1938 ﾉﾉｶﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ

1時間46分17秒49 砂田 和久1866 ｽﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ

1時間46分46秒50 保田　志信1956 Ninja1000ﾔｽﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ
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1時間47分29秒51 三木 敏郎1854 ﾐｷ ﾄｼﾛｳ

1時間47分34秒52 最上 邦俊1880 ﾓｶﾞﾐ ｸﾆﾄｼ

1時間47分35秒53 和田　淳1947 ﾜﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間47分39秒54 中田 健一1893 合谷接骨院ﾅｶﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間47分53秒55 永山 治孝1807 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ

1時間48分09秒56 宮本 義久1824 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

1時間48分15秒57 新井 広志1960 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ

1時間48分17秒58 三木 章次1841 らんぱっぱﾐｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間48分25秒59 武川 克哉1903 ﾀｹｶﾜ ｶﾂﾔ

1時間48分35秒60 嵯峨 直樹1869 ｻｶﾞ ﾅｵｷ

1時間48分37秒61 平野 隆司1843 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ

1時間48分47秒62 吉田 郁夫1820 三菱ロジスネクストﾖｼﾀﾞ ｲｸｵ

1時間49分04秒63 山田 直人1881 京都ＹＥＧ楽風ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ

1時間49分32秒64 岡田 忠久1847 京都炭山修行走ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋｻ

1時間50分43秒65 黒澤 弘1923 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ

1時間50分52秒66 久山　哲也1979 ｸﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間51分54秒67 岩根 直哉1827 なにわ激走会ｲﾜﾈ ﾅｵﾔ

1時間53分02秒68 山本 和生1912 エスピータックﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間53分18秒69 余田 幹男1945 ﾖﾃﾞﾝ ﾐｷｵ

1時間53分51秒70 高橋 賢一1834 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ

1時間54分03秒71 森口 忠1940 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ

1時間54分22秒72 茨木 清隆1911 ｲﾊﾞﾗｷ ｷﾖﾀｶ

1時間54分28秒73 堀口　大1826 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾙ

1時間55分00秒74 中西 忠治1837 ﾅｶﾆｼ ﾀﾀﾞﾊﾙ

1時間55分23秒75 鶴山 伸治1933 ﾂﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間55分29秒76 上野 洋路1951 ｳｴﾉ ﾖｳｼﾞ

1時間55分37秒77 西村 雅彦1918 朱雀ＭＲＣﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間55分48秒78 谷口　道明1858 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾁｱｷ

1時間55分57秒79 溝辺 憲政1944 ほのかちゃんﾐｿﾞﾍﾞ ﾉﾘﾏｻ

1時間56分11秒80 川畑 淳1831 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂｼ

1時間56分12秒81 杉本 文人1909 ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾄ

1時間56分13秒82 岸田　義広1908 ｷｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間56分26秒83 向山 尚克1852 ﾑｶｲﾔﾏ ﾅｵｶﾂ

1時間56分46秒84 福田 鉄洋1934 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ

1時間57分04秒85 井内 英彦1829 ｲﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾋｺ

1時間57分11秒86 坂本 定行1815 ｻｶﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ

1時間57分16秒87 洪水 浩巳1927 ｺｳｽﾞｲ ﾋﾛﾐ

1時間57分38秒88 長崎 誠人1885 ＫＳＲﾅｶﾞｻｷ ｾｲｼﾞﾝ

1時間58分02秒89 松本 真俊1846 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

1時間58分10秒90 中村 剛久1832 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋｻ

1時間58分24秒91 安田 武司1806 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間58分50秒92 真野 圭悟1941 ﾏﾉ ｹｲｺﾞ

1時間59分52秒93 持平 篤1919 ﾓﾁﾋﾗ ｱﾂｼ

2時間00分00秒94 土居 郁夫1867 リベンジャーズﾄﾞｲ ｲｸｵ

2時間00分10秒95 山下　公夫1859 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｵ

2時間00分58秒96 中村 和彦1814 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ

2時間01分37秒97 横山 孝文1870 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

2時間01分52秒98 道又 隆弘1977 ﾐﾁﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間02分13秒99 須川　良太1924 ヨセアツメｽｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

2時間02分40秒100 水江 好伸1822 亀岡ハーフマラソンクラブﾐｽﾞｴ ﾖｼﾉﾌﾞ
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2時間02分54秒101 西田 博明1920 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間02分57秒102 小竹 勲1818 いりなか走友会ｺﾀｹ ｲｻｵ

2時間03分03秒103 小野澤　信敦1861 ｵﾉｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱﾂ

2時間03分37秒104 西山 昌宏1804 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

2時間03分51秒105 向山 喜之1976 福知山労基署ﾑｶｲﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

2時間04分15秒106 前田 勝1862 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾙ

2時間04分20秒107 元浜 卓三1952 ﾓﾄﾊﾏ ﾀｸｿﾞｳ

2時間04分39秒108 田村　誠1813 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間05分01秒109 国元 登志一1917 みつまＲＣｸﾆﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ

2時間05分09秒110 高橋 智広1928 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ

2時間05分57秒111 堀 幹雄1899 ﾎﾘ ﾐｷｵ

2時間06分17秒112 三田 直樹1966 舞鶴赤十字病院ﾐﾀ ﾅｵｷ

2時間06分27秒113 八木 孝和1905 ﾔｷﾞ ﾀｶｶｽﾞ

2時間06分43秒114 戸田　公紀1930 ﾄﾀﾞ ｺｳｷ

2時間06分51秒115 鈴木 淳二1936 モステックｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間07分04秒116 加藤 伸二1844 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ

2時間07分17秒117 中西 保雄1959 ﾅｶﾆｼ ﾔｽｵ

2時間07分39秒118 原 英利1809 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間07分41秒119 箕浦 政夫1942 ﾐﾉｳﾗ ﾏｻｵ

2時間08分00秒120 岡島 伸治1886 ＫＳＲｵｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

2時間08分34秒121 西田 哲也1833 楽風ランナーズﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間09分00秒122 宅間 博昭1817 あらべすくﾀｸﾏ ﾋﾛｱｷ

2時間09分08秒123 藤原 敏哉1816 Ｆ電工ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾔ

2時間09分25秒124 後藤 雅哉1864 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ

2時間09分26秒125 松本　清範1980 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ

2時間09分42秒126 平田　喜則1823 走たろうﾋﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ

2時間10分05秒127 甲斐 康生1810 ｶｲ ﾔｽｵ

2時間10分08秒128 益田 智樹1916 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｷ

2時間10分25秒129 石原 一喜1965 敬愛会ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ

2時間12分09秒130 村岡　健二1882 ﾑﾗｵｶ ｹﾝｼﾞ

2時間12分25秒131 高野 喜博1891 紫風クラブﾀｶﾉ ﾖｼﾋﾛ

2時間13分08秒132 細野 真裕1939 ﾎｿﾉ ﾏｻﾋﾛ

2時間13分33秒133 伊藤 佳朋1825 ｲﾄｳ ﾖｼﾄﾓ

2時間13分45秒134 福井 英次1863 紫風クラブﾌｸｲ ｴｲｼﾞ

2時間14分48秒135 横関 真1978 ﾖｺｾﾞｷ ﾏｺﾄ

2時間14分53秒136 天野　伸一郎1949 ｱﾏﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間16分40秒137 山田 義則1805 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

2時間19分23秒138 千葉 啓1958 ﾁﾊﾞ ﾋﾗｸ

2時間19分34秒139 岩田 文彦1860 プルメリアｲﾜﾀ ﾌﾐﾋｺ

2時間21分31秒140 後藤　義章1935 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｱｷ

2時間21分57秒141 奥 雅史1868 ｵｸ ﾏｻﾌﾐ

2時間23分28秒142 井上 和之1898 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾕｷ

2時間23分31秒143 山田 拓広1894 楽風ランナーズﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾋﾛ

2時間25分05秒144 古川 淳1879 亀岡ハーフマラソンクラブﾌﾙｶﾜ ｱﾂｼ

2時間28分36秒145 小宮山 智之1937 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄｼ

2時間29分30秒146 西田 勇1830 ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ

2時間32分20秒147 井上　善夫1955 ｲﾉｳｴ ﾖｼｵ

2時間36分16秒148 辻村　忍1871 JA京都ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ

2時間36分31秒149 中川 俊之1849 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

2時間37分34秒150 岩崎 弘展1963 チーム暴れん坊将軍ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2019京都丹波ロードレース大会 -

4部　男子ハーフマラソン50～54歳
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 

2時間38分15秒151 大中 賢二1888 ｵｵﾅｶ ｹﾝｼﾞ

2時間39分03秒152 篠永 哲郎1954 ｼﾉﾅｶﾞ ﾃﾂﾛｳ

2時間39分52秒153 阿部 清二1915 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ

2時間40分46秒154 塩見 浩司1836 ｼｵﾐ ｺｳｼﾞ

2時間41分41秒155 小川　壮之1957 チーム木村ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾕｷ
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