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京都丹波ロードレース大会実行委員会 

10分18秒1 今村　旺祐6491 佐々木塾ｲﾏﾑﾗ ｵｳｽｹ

10分22秒2 前田　新6490 佐々木塾ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ

10分23秒3 中村 圭騎6485 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ

10分27秒4 西本 公亮6416 二条城北小学校ﾆｼﾓﾄ ｺｳｽｹ

10分29秒5 西根　瑛太郎6567 京都市立唐橋小学校ﾆｼﾈ ｴｲﾀﾛｳ

10分33秒6 鈴木 涼太6569 桂東ランナーズｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

10分59秒7 高巣 蓮6503 ﾀｶｽ ﾚﾝ

11分03秒8 蔦谷　龍斗6507 レジェンドACﾂﾀﾔ ﾘｭｳﾄ

11分07秒9 岩井 ノアム6474 ｲﾜｲ ﾉｱﾑ

11分07秒10 小嶋 健太6565 開睛小学校ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

11分08秒11 東　哉太6508 古川小学校ﾋｶﾞｼ ｶﾅﾀ

11分27秒12 大久保 列6437 チーム鴨川ｵｵｸﾎﾞ ﾚﾂ

11分30秒13 徳山 安6434 唐橋小学校ﾄｸﾔﾏ ｱﾝ

11分33秒14 田中　千翔6444 ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ

11分36秒15 上西 智之6566 京都ジョガーズｳｴﾆｼ ﾄﾓﾕｷ

11分42秒16 藤本 空6518 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ

11分44秒17 北浦　颯太6534 ｷﾀｳﾗ ｿｳﾀ

11分45秒18 笠谷　颯大6527 大池小学校ｶｻﾀﾆ ｿｳﾀ

11分47秒19 大槻 優翔6537 ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ

11分51秒20 後藤 隆之介6401 太秦小学校ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

11分52秒21 渡辺　万仁6561 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ

11分58秒22 庵谷 陸男6504 ｵｵﾀﾆ ﾘｸｵ

12分06秒23 新谷 泰生6458 野の風ｼﾝﾀﾆ ﾀｲｾｲ

12分07秒24 金安 桜河6433 醒泉ランナーズｶﾈﾔｽ ｵｳｶﾞ

12分08秒25 大瀧 永翔6415 ｵｵﾀｷ ﾄﾜ

12分13秒26 伊吹 祐人6533 ｲﾌﾞｷ ﾋﾛﾄ

12分13秒27 兒玉　正鷹6554 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾀｶ

12分16秒28 福島　瑠樹斗6553 ﾌｸｼﾏ ﾙｷﾄ

12分19秒29 加藤　大惺6480 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ

12分21秒30 上羽　慶太6498 豊栄ランナーズｳｴﾊ ｹｲﾀ

12分21秒31 増田　琉聖6531 西大路小学校ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

12分26秒32 山本　優羽哉6562 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ

12分30秒33 西垣 瑛斗6484 長岡京市立第八小学校ﾆｼｶﾞｷ ｴｲﾄ

12分38秒34 野上 幌太6422 ﾉｶﾐ ｺｳﾀ

12分45秒35 船戸 剛6515 ﾌﾅﾄ ﾂﾖｼ

12分49秒36 澤田 凛空6442 ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ

12分50秒37 平林 光6435 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ

12分51秒38 河波　春6629 ｶﾜﾅﾐ ﾊﾙ

12分54秒39 川瀨　総司瀧6581 下山小学校ｶﾜｾ ｿｳｼﾞﾛｳ

12分55秒40 一井　悠6606 丹波ひかり小学校ｲﾁｲ ﾕｳｷ

12分56秒41 樫 求磨6419 ｶｼ ｷｭｳﾏ

13分07秒42 能塒　睦6545 ﾉﾄ ﾑﾂﾑ

13分10秒43 八木 慎太朗6576 ﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

13分11秒44 軽尾　蓮斗6618 丹波ひかり小学校ｶﾙｵ ﾚﾝﾄ

13分13秒45 釆本 涼輔6460 ｳﾈﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

13分16秒46 給田　理仁6502 豊栄ランナーズﾀﾍﾞﾀ ﾘﾋﾄ

13分18秒47 今泉 考道6454 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ

13分18秒48 小宿 颯大6421 向日市立第五向陽小学校ｺﾔﾄﾞ ﾊﾔﾀ

13分19秒49 辻　大樹6447 長岡第五小学校ﾂｼﾞ ﾀｲｼﾞｭ

13分26秒50 用害 勇翔6541 亀岡小学校ﾖｳｶﾞｲ ﾕｳﾄ
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13分28秒51 長島　功磨6457 西院小学校ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾏ

13分29秒52 田中　葉流6555 ﾀﾅｶ ﾊﾙ

13分31秒53 笠見 元6575 鷹峯小学校ｶｻﾐ ｹﾞﾝ

13分32秒54 中江　晏治6494 豊栄ランナーズﾅｶｴ ｱﾝｼﾞ

13分33秒55 越智 大喜6482 金閣小学校ｵﾁ ﾀﾞｲｷ

13分34秒56 福本 晴己6466 岩倉南小学校ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ

13分38秒57 堀江　信乃介6501 豊栄ランナーズﾎﾘｴ ｼﾝﾉｽｹ

13分38秒58 加藤 巧真6406 醒泉ランナーズｶﾄｳ ﾀｸﾏ

13分39秒59 輕尾　拓也6601 瑞穂小学校ｶﾙｵ ﾀｸﾔ

13分40秒60 宇野　聖矢6499 豊栄ランナーズｳﾉ ｾｲﾔ

13分43秒61 堀林　優平6604 丹波ひかり小学校ﾎﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ

13分44秒62 江村 蒼大6471 ハラザップｴﾑﾗ ｱｵﾄ

13分45秒63 竹林　兎嬉6620 丹波ひかり小学校ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾄｷ

13分45秒64 上中　啓冴6582 下山小学校ｳｴﾅｶ ｹｲｺﾞ

13分52秒65 稲葉　春乃介6611 丹波ひかり小学校ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾉｽｹ

13分52秒66 横井 駿6414 舞鶴ジュニアﾖｺｲ ｼｭﾝ

13分56秒67 片山　愛斗6627 和知小学校ｶﾀﾔﾏ ｱｲﾄ

13分57秒68 松尾　一志6470 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｼ

13分59秒69 樫 莞詠6420 ｶｼ ｶﾝｴｲ

14分00秒70 稲葉　有和6609 丹波ひかり小学校ｲﾅﾊﾞ ﾅｵ

14分01秒71 荒谷　大晟6615 丹波ひかり小学校ｱﾗﾀﾆ ﾀｲｾｲ

14分01秒72 稲葉　昇太朗6614 丹波ひかり小学校ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

14分05秒73 福田 晴優6403 桃山東小学校ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾏｻ

14分06秒74 米田 義晴6535 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ

14分08秒75 望月 結太6514 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ

14分09秒76 松本 阿輝6511 三田市立武庫小学校ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ

14分10秒77 足立　駿6428 ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ

14分10秒78 戸沢 旬佑6510 嵯峨野小学校ﾄｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

14分11秒79 東 昊太朗6462 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ

14分14秒80 平尾　侑大6493 大津市立仰木の里小学校ﾋﾗｵ ﾕｳﾀ

14分17秒81 井上　大揮6495 豊栄ランナーズｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ

14分18秒82 上田　陵眞6599 瑞穂小学校ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

14分20秒83 竹内　麗斗6588 瑞穂小学校ﾀｹｳﾁ ﾚｲﾄ

14分23秒84 北西　恒誠6522 花園小学校ｷﾀﾆｼ ｺｳｾｲ

14分23秒85 多田 鴻史郎6519 ﾀﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

14分23秒86 福山 挑6438 ﾌｸﾔﾏ ｲﾄﾞﾑ

14分33秒87 竹村 友吾6430 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

14分34秒88 松本 怜維6512 三田市立武庫小学校ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲ

14分36秒89 下根　昇真6506 ｼﾓﾈ ｼｮｳﾏ

14分38秒90 中野　優雅6451 桧山ガンバーズﾅｶﾉ ﾕｳｶﾞ

14分39秒91 柴田 悠翔6404 舞鶴ジュニアｼﾊﾞﾀ ﾋｻﾄ

14分46秒92 松山 侑生6549 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｷ

14分48秒93 西條 遥葵6443 ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙｷ

14分48秒94 白波瀬 啓太6550 ｼﾗﾊｾ ｹｲﾀ

14分50秒95 大前 剣真6405 舞鶴ジュニアｵｵﾏｴ ｹﾝｼﾝ

14分52秒96 池田 叶汰6417 舞鶴ジュニアｲｹﾀﾞ ｶﾅﾀ

14分54秒97 木下　明春6583 下山小学校ｷﾉｼﾀ ｱｷﾊﾙ

14分55秒98 渡邊 仁遵6516 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞｭﾝ

14分56秒99 松岡　優翔6497 豊栄ランナーズﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾄ

14分58秒100 小畑 智啓6452 ｺﾊﾀ ﾁﾋﾛ
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14分59秒101 小森　昴6621 丹波ひかり小学校ｺﾓﾘ ｽﾊﾞﾙ

15分00秒102 松崎　諧6464 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｲ

15分01秒103 辻田　奏佑6465 園部小学校ﾂｼﾞﾀ ｿｳｽｹ

15分05秒104 田井　浩人6432 ﾀｲ ﾋﾛﾄ

15分05秒105 小山　智也6603 丹波ひかり小学校ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

15分05秒106 今安 尊琉6468 ｲﾏﾔｽ ﾀｹﾙ

15分06秒107 山本　啓心6523 長岡第三小学校ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ

15分10秒108 清水 凌平6570 七条小学校ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ

15分11秒109 川辺　颯大6625 和知小学校ｶﾜﾍﾞ ｿｳﾀ

15分13秒110 海江田 徳馬6517 ｶｲｴﾀﾞ ﾄｸﾏ

15分14秒111 堂本　諭志6418 上賀茂小学校ﾄﾞｳﾓﾄ ｻﾄｼ

15分18秒112 輕尾　斗真6594 瑞穂小学校ｶﾙｵ ﾄｳﾏ

15分19秒113 中野　彪巳6450 桧山ガンバーズﾅｶﾉ ﾋｭｳﾐ

15分19秒114 河原林 俊成6563 つつじヶ丘小学ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｾｲ

15分20秒115 森田 陽大6427 郡津小学校ﾓﾘﾀ ﾖｳﾀ

15分21秒116 梶本　敦也6608 丹波ひかり小学校ｶｼﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ

15分21秒117 土屋　野依人6592 瑞穂小学校ﾂﾁﾔ ﾉｲﾄ

15分23秒118 加藤　然6580 長岡京市立長岡第五小学校ｶﾄｳ ｾﾞﾝ

15分23秒119 吉永　拓幹6446 神川小学校ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

15分24秒120 橋本　雅史6440 三室戸小学校ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

15分25秒121 小林　暖也6530 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾔ

15分25秒122 野間　奏介6617 丹波ひかり小学校ﾉﾏ ｿｳｽｹ

15分30秒123 北本　宗介6453 ｷﾀﾓﾄ ｿｳｽｹ

15分30秒124 湊　颯生6616 丹波ひかり小学校ﾐﾅﾄ ﾌｳｾｲ

15分31秒125 町元　琥太郎6586 瑞穂小学校ﾏﾁﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

15分32秒126 橘　航平6587 瑞穂小学校ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳﾍｲ

15分32秒127 松尾 楽門6513 ﾏﾂｵ ﾗﾓﾝ

15分33秒128 大和 蘭丸6509 嵯峨野小学校ﾔﾏﾄ ﾗﾝﾏﾙ

15分33秒129 片山　永敬6624 和知小学校ｶﾀﾔﾏ ｴｲｹｲ

15分34秒130 前田 瑞貴6455 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

15分34秒131 人見　哲平6445 ﾋﾄﾐ ﾃｯﾍﾟｲ

15分35秒132 太田　礼人6520 ｵｵﾀ ｱﾔﾄ

15分36秒133 瀨渡　巧磨6532 南丹市立園部小学校四年ｾﾄﾞ ﾀｸﾏ

15分39秒134 藤中　創太6544 ﾌｼﾞﾅｶ ｿｳﾀ

15分39秒135 笠見 礼6574 鷹峯小学校ｶｻﾐ ﾚｲ

15分44秒136 武内　琉心6613 丹波ひかり小学校ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳｼﾝ

15分46秒137 宇野　壮汰6623 和知小学校ｳﾉ ｿｳﾀ

15分47秒138 舩本　青空6487 ﾌﾅﾓﾄ ｱｵｿﾞﾗ

15分57秒139 大谷 一颯6407 醒泉ランナーズｵｵﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

16分00秒140 杉本　海成6449 日向市立第4向陽小学校ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲｾｲ

16分02秒141 畑野 快斗6426 何北会ﾊﾀﾉ ｶｲﾄ

16分03秒142 神原 晨光6402 園部小学校ｶﾝﾊﾞﾗ ﾄｷﾐﾂ

16分05秒143 藤中　陽良6551 ﾌｼﾞﾅｶ ｱｷﾗ

16分06秒144 後藤 光輔6577 ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ

16分06秒145 並河 赳琉6477 チームくわのみﾅﾐｶﾜ ﾀｹﾙ

16分09秒146 西村　友宏6560 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

16分09秒147 佐藤 由樹登6441 くわのみｻﾄｳ ﾕｷﾄ

16分09秒148 西田　大輝6602 丹波ひかり小学校ﾆｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

16分12秒149 高下 櫂光6448 ﾀｶｼﾀ ｶｲﾘ

16分14秒150 八木　千明6598 瑞穂小学校ﾔｷﾞ ﾁｱｷ
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16分14秒151 辻田　望6578 ﾂｼﾞﾀ ﾉｿﾞﾑ

16分20秒152 平尾　昇大6492 大津市立仰木の里小学校ﾋﾗｵ ｼｮｳﾀ

16分21秒153 岡本　和眞6572 大宮小学校ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

16分25秒154 大塚 晴久6436 甲陽園小学生ｵｵﾂｶ ﾊｸ

16分27秒155 坪田 颯真6472 安井小学校ﾂﾎﾞﾀ ｿｳﾏ

16分29秒156 須山 拓人6409 ｽﾔﾏ ﾀｸﾄ

16分30秒157 木村　奏6467 ｷﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ

16分32秒158 吉永 侑代6478 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

16分34秒159 井爪　遥大6628 和知小学校ｲﾂﾞﾒ ﾖｳﾀ

16分37秒160 上田　琉稀6590 瑞穂小学校ｳｴﾀﾞ ﾙｳｷ

16分40秒161 丸國　佑真6505 ﾏﾙｸﾆ ﾕｳﾏ

16分47秒162 片山　響道6626 和知小学校ｶﾀﾔﾏ ｷｮｳﾄﾞｳ

16分57秒163 松村　祐人6600 瑞穂小学校ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ

17分06秒164 宮喜 勇多6543 ﾐﾔｷ ﾊﾔﾀ

17分09秒165 玉井 冴太郎6489 笠取小学校ﾀﾏｲ ｺﾀﾛｳ

17分10秒166 山本 晋太朗6546 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ

17分15秒167 岸田 宗祐6540 はらざっぷｷｼﾀﾞ ｿｳｽｹ

17分17秒168 今西 崚介6524 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｽｹ

17分18秒169 畑中　晋6595 瑞穂小学校ﾊﾀﾅｶ ｼﾝ

17分22秒170 西川 遥仁6476 あすかの小ﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ

17分31秒171 伊坂 元貴6488 エソールｲｻｶ ﾓﾄｷ

17分32秒172 藤田　璃音6619 丹波ひかり小学校ﾌｼﾞﾀ ﾘｵﾝ

17分34秒173 谷村　昌栄6475 ﾀﾆﾑﾗ ｼｮｳｴｲ

17分35秒174 西村　充則6591 瑞穂小学校ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ

17分41秒175 越智 啓人6483 金閣小学校ｵﾁ ﾋﾛﾄ

17分45秒176 八木　耀6597 瑞穂小学校ﾔｷﾞ ﾋｶﾘ

18分10秒177 野々口　響6605 丹波ひかり小学校ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

18分13秒178 藤田　玲音6612 丹波ひかり小学校ﾌｼﾞﾀ ﾚｵﾝ

18分22秒179 須山 和史6408 ｽﾔﾏ ｶｽﾞｼ

18分23秒180 槌田 悠雅6463 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｶﾞ

18分31秒181 岡本　大和6573 大宮小学校ｵｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ

18分32秒182 谷山　兼進6610 丹波ひかり小学校ﾀﾆﾔﾏ ｹﾝｼﾝ

18分36秒183 川井　大智6559 ｶﾜｲ ﾀﾞｲﾁ

18分45秒184 永濱　証6564 みずほ小学校ﾅｶﾞﾊﾏ ｱｶｼ

18分50秒185 内海　奏治6584 下山小学校ｳﾂﾐ ｿｳｼﾞ

19分04秒186 給田 翔瑛6473 ﾀﾍﾞﾀ ｼｮｳｴｲ

19分05秒187 石田　陽斗6556 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ

19分14秒188 田中　澄晴6486 ﾀﾅｶ ｽﾊﾞﾙ

19分16秒189 内海　奏和6585 下山小学校ｳﾂﾐ ｶﾅﾄ

19分20秒190 仲林　蒼空6589 瑞穂小学校ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

19分22秒191 鈴木 泰範6568 桂東ランナーズｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ

19分26秒192 武内　蒼樹6622 丹波ひかり小学校ﾀｹｳﾁ ｿｳｼﾞｭ

19分31秒193 辻 龍之介6431 ﾂｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

19分32秒194 新谷 航大6459 野の風ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾞｲ

19分55秒195 濱崎 航太6410 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾀ

19分59秒196 谷　翔一朗6593 瑞穂小学校ﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

20分44秒197 竹村　遙真6538 ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾏ

20分45秒198 竹村　颯真6536 ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾏ

20分58秒199 木原 慶大6456 ｷﾊﾗ ｹｲﾀ

21分04秒200 高橋 雅治6571 倉梯小学校ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ
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47部　男子3ｋｍ小学生
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 10:20:00

 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 

21分07秒201 志賀 柊斗6412 志賀歯科医院ｼｶﾞ ｼｭｳﾄ

21分13秒202 町元　琳之介6596 瑞穂小学校ﾏﾁﾓﾄ ﾘﾝﾉｽｹ

21分39秒203 阪部　暉樹6547 ｻｶﾍﾞ ﾃﾙｷ

22分02秒204 齋藤　創太6439 京都市立川岡東小学校ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ

22分25秒205 町井　虹太6558 ﾏﾁｲ ｺｳﾀ

23分26秒206 西谷 幸太郎6542 ﾆｼﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ

23分28秒207 能勢 悠輔6461 ﾉｾ ﾕｳｽｹ

24分28秒208 奥田　帆蔵6539 ｵｸﾀﾞ ﾊﾝｿﾞｳ

24分36秒209 池田 岳6481 ｲｹﾀﾞ ｶﾞｸ
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