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33分27秒1 山端　良尚3517 トクセン工業ﾔﾏﾊﾞﾅ ﾖｼﾋｻ

36分58秒2 大橋 孝広3622 植田組ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ

37分35秒3 山内 浩史3513 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ

37分59秒4 齊藤 尊久3554 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

38分35秒5 山田 泰幸3511 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ

38分53秒6 川崎 潤一3528 ＫＣＭＣｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

39分15秒7 宇野 清一3609 ｳﾉ ｾｲｲﾁ

39分22秒8 村井 悟史3556 ＤＮＰＬ駅伝部ﾑﾗｲ ｻﾄｼ

39分25秒9 北川 雅光3532 近建ビル管理株式会社ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ

41分15秒10 長田 淳治3547 近建ビル管理株式会社ｵｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

41分22秒11 用害 聖太3612 ひじり鍼灸治療院ﾖｳｶﾞｲ ｾｲﾀ

42分10秒12 村田 佳智3515 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾄﾓ

42分29秒13 高祖 利記3530 ｺｳｿ ﾄｼｷ

42分32秒14 奥村　良徳3520 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

42分43秒15 田中　宏之3524 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

43分22秒16 北村 修3504 ｷﾀﾑﾗ ｵｻﾑ

43分54秒17 高尾 義則3543 ﾀｶｵ ﾖｼﾉﾘ

45分23秒18 長谷川 隆仁3576 あかしやﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ

45分41秒19 振原 良仁3617 あかしや陸上クラブﾌﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ

45分48秒20 竹腰 宗大3518 ﾀｹｺｼ ﾑﾈﾋﾛ

46分02秒21 松冨　孝司3566 ﾏﾂﾄﾐ ｺｳｼﾞ

46分20秒22 佐々木 修3604 ｻｻｷ ｵｻﾑ

46分41秒23 山口　啓輔3501 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

47分13秒24 吉本 朋弥3616 ＴＵＫＵＳＩﾖｼﾓﾄ ﾄﾓﾔ

47分24秒25 長束 晋吾3561 ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾝｺﾞ

48分17秒26 北野 誠3582 ＫＲＣｷﾀﾉ ﾏｺﾄ

48分18秒27 村上　元浩3599 鳳徳消防分団ﾐﾗｶﾐ ﾓﾄﾋﾛ

48分41秒28 橋口 直太3503 ゆざるんちﾊｼｸﾞﾁ ﾅｵﾀ

48分44秒29 山口 高志3551 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

48分46秒30 前川 佳弘3507 ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

49分05秒31 伊藤 幸紀3559 ｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ

49分10秒32 谷　悦二3522 ﾀﾆ ｴﾂｼﾞ

49分19秒33 猪飼 征友3605 ｲｶｲ ﾏｻﾄﾓ

49分23秒34 江村 大樹3567 ハラザップｴﾑﾗ ﾀｲｷ

50分01秒35 若狭 純一3531 ﾜｶｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ

50分13秒36 西村 昌記3572 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ

50分23秒37 藤見 岳大3542 ﾌｼﾞﾐ ﾀｹﾋﾛ

50分44秒38 杤尾 豪人3578 ﾄﾁｵ ﾋﾃﾞﾋﾄ

50分58秒39 青木　大祐3594 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

51分06秒40 前田 大3607 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

51分34秒41 船戸 明3585 ﾌﾅﾄ ｱｷﾗ

51分38秒42 藤住 俊之3570 あかしやﾌｼﾞｽﾐ ﾄｼﾕｷ

51分45秒43 松川 光見3606 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾂｱｷ

51分51秒44 中根 準士3584 ﾅｶﾈ ｼﾞｭﾝｼﾞ

51分52秒45 松山 信昭3568 ﾏﾂﾔﾏ ﾉﾌﾞｱｷ

52分16秒46 大藪 由照3569 あかしやｵｵﾔﾌﾞ ﾖｼﾃﾙ

52分25秒47 井上 耕治3571 小畑川ランニングクラブｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ

52分39秒48 山口 雅也3550 ＧＵＳＳＡＮｓﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

53分05秒49 近藤 健太3581 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

53分06秒50 鷹尾 賢一郎3539 ﾀｶｵ ｹﾝｲﾁﾛｳ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2019京都丹波ロードレース大会 -

19部　男子10ｋｍ40～49歳
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 11:05:00

 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 

53分35秒51 野村　雅弘3579 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

53分47秒52 谷端 博史3563 ヨセアツメﾀﾆﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

54分17秒53 水谷　博喜3619 三光機工㈱ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ

54分24秒54 原田 周3534 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳ

54分40秒55 田中 誠一郎3533 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ

54分55秒56 谷口 佳樹3512 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｷ

55分38秒57 四方 篤3521 ｼｶﾀ ｱﾂｼ

55分48秒58 西村 孝一3529 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ

55分51秒59 乾 高行3574 ｲﾇｲ ﾀｶﾕｷ

56分02秒60 山内 康彦3600 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋｺ

56分04秒61 木内 邦明3506 ｷｳﾁ ｸﾆｱｷ

56分15秒62 佐藤 英樹3544 くわのみｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

56分21秒63 山田 誠3575 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

56分23秒64 伊吹 晋輔3527 ｲﾌﾞｷ ｼﾝｽｹ

56分43秒65 軽尾　洋造3564 アズビル京都(株)ｶﾙｵ ﾖｳｿﾞｳ

57分05秒66 大谷 直樹3526 ｵｵﾀﾆ ﾅｵｷ

57分07秒67 四方 博文3548 にのくにマラソン倶楽部ｼｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ

57分21秒68 立川 英和3591 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

57分36秒69 内藤 智之3597 さんこ～ズﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ

57分45秒70 吉雄 啓一3620 三幸総研ﾖｼｵ ｹｲｲﾁ

58分34秒71 西村 照儀3510 マイクロニクスﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ

58分37秒72 岸本 芳輝3560 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｷ

58分38秒73 立入　一晃3562 ﾀﾁｲﾘ ｶｽﾞｱｷ

58分54秒74 東辻　敏則3613 ﾋｶﾞｼﾂｼﾞ ﾄｼﾉﾘ

59分17秒75 熊谷　聡3587 ｸﾏｶﾞﾔ ｻﾄｼ

59分22秒76 前田 世貴3555 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｷ

59分43秒77 岡野 洋人3610 ｵｶﾉ ﾋﾛﾄ

59分46秒78 足立　真治3615 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

1時間00分21秒79 中村 靖3536 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ

1時間00分25秒80 山崎　辰己3602 アズビル京都ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾐ

1時間01分44秒81 神社 秀信3509 チーム川村ｶﾝｼﾞｬ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

1時間02分08秒82 鈴木 崇史3540 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ

1時間02分08秒83 Monken William3608 ﾓﾝｹﾝ ｳｲﾘｱﾑ

1時間02分55秒84 高橋 正3546 楽風ランナーズﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ

1時間03分05秒85 恵藤 淳3525 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ

1時間03分08秒86 廣瀬　英明3589 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間03分10秒87 越智 浩二3577 訪問看護ステーション つむぎｵﾁ ｺｳｼﾞ

1時間03分14秒88 西村 浩治3502 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間03分39秒89 羽賀　晋太郎3593 ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間04分20秒90 奥村　剛年3596 ｵｸﾑﾗ ﾀｹﾄｼ

1時間04分51秒91 後藤　司3595 ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ

1時間04分54秒92 北野　祐樹3598 京都農業協同組合ｷﾀﾉ ﾕｳｷ

1時間05分03秒93 岩丸　睦哉3586 ｲﾜﾏﾙ ﾑﾂﾔ

1時間05分11秒94 嶋本 剛治3601 ｼﾏﾓﾄ ｺﾞｳｼﾞ

1時間05分20秒95 澤田 哲也3514 ｻﾜﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間05分21秒96 宮澤　淳3565 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間05分39秒97 中村 好宏3545 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

1時間06分36秒98 川北 元治3580 ｶﾜｷﾀ ﾓﾄﾊﾙ

1時間06分53秒99 前川 淳二3573 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間10分31秒100 大西 実3557 チーム　ひまわりｵｵﾆｼ ﾐﾉﾙ
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1時間11分25秒101 岼 秀一3590 ﾕﾘ ｼｭｳｲﾁ

1時間13分09秒102 藤林 篤哉3519 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾔ

1時間13分46秒103 小笠原 敏也3508 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｼﾔ

1時間14分56秒104 鈴木　朋3552 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ

1時間15分44秒105 田中　秀明3558 チーム　うな良ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間17分13秒106 小泉 靖幸3505 ２９ＭＦＫｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾕｷ

1時間19分05秒107 中西 良和3538 楽風ランナーズﾅｶﾆｼ ﾖｼｶｽﾞ
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