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9分16秒1 立藤 竜生6854 株式会社石坪ﾀﾁﾌｼﾞ ﾘｭｳｾｲ

10分06秒2 寺井 洋平6809 ﾃﾗｲ ﾖｳﾍｲ

10分21秒3 三重 孝太9072 ﾐｴ ｺｳﾀ

10分25秒4 井沢 亮司6886 ｔｅａｍ．ｒｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

10分34秒5 溝内　陽6873 ﾐｿﾞｳﾁ ﾖｳ

10分51秒6 川原　章義6845 多紀ランナーズｶﾜﾊﾗ ｱｷﾖｼ

10分51秒7 矢嶋 諒6864 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳ

10分58秒8 櫻井　悠登6806 舞鶴走ろう会ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ

11分23秒9 西條 久智6820 ｻｲｼﾞｮｳ ﾋｻﾄﾓ

11分57秒10 尾﨑　直弥6856 ｵｻﾞｷ ﾅｵﾔ

11分58秒11 高岡 良行6863 ﾀｶｵｶ ﾖｼﾕｷ

12分16秒12 天野 伸昭6846 天野会ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｱｷ

12分17秒13 山崎 章宏6830 舞鶴ジュニアﾔﾏｻｷ ｱｷﾋﾛ

12分28秒14 CHOTZEN ROY6833 ﾎｯﾂｪﾝ ﾛｲ

12分29秒15 坂本 強6814 船井走友会ｻｶﾓﾄ ﾂﾖｼ

12分34秒16 山本 哲也6860 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

12分37秒17 谷口 智紀6819 園部高校ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

12分38秒18 杉村 太一6841 ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｲﾁ

12分47秒19 加藤 敬暁6805 醒泉ランナーズｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

13分24秒20 野々口 修6840 ﾉﾉｸﾞﾁ ｵｻﾑ

13分42秒21 長谷川　寛6879 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

13分52秒22 寺西 正登6866 ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾄ

14分02秒23 岩田　昌幸6827 ｲﾜﾀ

14分32秒24 加藤　雅也6838 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ

14分50秒25 大前 貴司6804 ｵｵﾏｴ ﾀｶｼ

15分00秒26 野上 寛正6810 ﾉｶﾐ ﾋﾛﾏｻ

15分07秒27 玉田　博志6849 JA京都ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

15分16秒28 平岩　純一6875 ﾋﾗｲｱﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

15分19秒29 森　悠祐6878 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ

15分19秒30 福田 修久6803 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

15分20秒31 左司 智陽6832 ピノスｻｼﾞ ﾄﾓﾊﾙ

15分29秒32 山川　正志6884 JA京都ﾔﾏｶﾜ ﾏｻｼ

15分31秒33 田茂井　彰6847 ﾀﾓｲ ｱｷﾗ

15分39秒34 河原林 正和6862 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ

15分42秒35 下西 雅幸6835 ｼﾓﾆｼ ﾏｻﾕｷ

15分49秒36 土井 博文6887 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ

15分50秒37 佐藤　宏明6874 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

15分51秒38 松崎　毅6829 ﾏﾂｻﾞｷ ﾂﾖｼ

15分56秒39 松原　卓也6872 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ

15分58秒40 前田 浩佑6807 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

16分03秒41 神原 広樹6801 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ

16分06秒42 町元　健太6831 ﾀﾓﾄ ｹﾝﾀ

16分08秒43 並河 直樹6836 チームくわのみﾅﾐｶﾜ ﾅｵｷ

16分19秒44 平尾　宏6843 ﾋﾗｵ ﾋﾛｼ

16分48秒45 森川　裕二6855 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ

16分52秒46 平井 寛6858 ﾋﾗｲ ﾋﾛｼ

16分59秒47 内村　秀平6877 ｳﾁﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

17分06秒48 宮喜 邦晴6868 ﾐﾔｷ ｸﾆﾊﾙ

17分18秒49 今西 宏樹6848 ｲﾏﾆｼ ﾋﾛｷ

17分20秒50 高木 圭6823 ﾀｶｷﾞ ｹｲ
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17分26秒51 宮崎　聡6876 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾂｫｼ

17分26秒52 井上　陽介6818 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ

17分33秒53 釆本 克成6826 ｳﾈﾓﾄ ｶﾂﾏｻ

17分35秒54 高下 雅彦6821 ﾀｶｼﾀ ﾏｻﾋｺ

17分43秒55 前川　貴彦6869 ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾋｺ

17分59秒56 松村　健二6828 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

18分01秒57 清水　康仁6811 ＪＡ京都本店ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾄ

18分11秒58 勝山 貴史6824 ｶﾂﾔﾏ ﾀｶｼ

18分20秒59 城下　幸彦6881 ｼﾛｼﾀ ﾕｷﾋｺ

18分45秒60 中野 洋6839 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

18分55秒61 八木 孝誠6837 ﾔｷﾞ ﾀｶﾏｻ

18分56秒62 堂本　宏志6808 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾋﾛｼ

19分03秒63 町井　昌宏6880 ﾏﾁｲ ﾏｻﾋﾛ

19分04秒64 給田 周作6834 ﾀﾍﾞﾀ ｼｭｳｻｸ

19分15秒65 田中　直樹6842 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ

19分47秒66 山内　慶6813 ﾔﾏｳﾁ ｹｲ

19分57秒67 松魚　真也6883 JAバンク京都信連ﾏﾂｷﾞｮ ｼﾝﾔ

19分57秒68 岩本　翔伍6885 JA京都ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

20分23秒69 永濱　康孝6882 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾔｽﾀｶ

20分31秒70 四方 琢己6817 ｼｶﾀ ﾀｸﾐ

21分29秒71 小林　太久6888 ＪＡ京都ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ

21分38秒72 國増 学6844 ｸﾆﾏｽ ﾏﾅﾌﾞ

23分28秒73 能勢 雅晴6825 ﾉｾ ﾏｻﾊﾙ

24分33秒74 増田　晃大6851 あけぼの学園八木寮ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

24分33秒75 中澤　信互6852 あけぼの学園八木寮ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ

24分37秒76 中塚　敦6853 あけぼの学園八木寮ﾅｶﾂｶ ｱﾂｼ

24分37秒77 山本　政志6850 あけぼの学園八木寮ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ
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