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京都丹波ロードレース大会実行委員会 

12分30秒1 大島　一輝461 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｷ

12分44秒2 三重 孝雄251 ﾐｴ ﾀｶｵ

12分56秒3 岡本 到海356 ｵｶﾓﾄ ﾄｳｱ

13分16秒4 田村 悠惺533 ﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ

13分22秒5 梅垣　泰晴443 瑞穂小学校ｳﾒｶﾞｷ ﾀｲｾｲ

13分24秒6 田村 尊彦531 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋｺ

13分34秒7 岡本 健355 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ

13分35秒8 山鳥　弘翔412 竹野小学校ﾔﾏﾄﾞﾘ ﾋﾛﾄ

13分37秒9 岸本 啓司151 キシモトズｷｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ

13分37秒10 岸本 尚寿152 キシモトズｷｼﾓﾄ ﾅｵﾄｼ

13分43秒11 永徳　直己303 ｴｲﾄｸ ﾅｵｷ

13分43秒12 永徳　太志302 京都市立唐橋小学校ｴｲﾄｸ ﾀｲｼ

13分57秒13 上野山　陸74 南つつじが丘小学校ｳｴﾉﾔﾏ ﾘｸ

14分07秒14 山田 亜理沙546 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾘｻ

14分09秒15 山原　彰太283 醒泉ランナーズﾔﾏﾊﾗ ｼｮｳﾀ

14分18秒16 高橋 勇気112 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

14分21秒17 飯田 武男509 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｵ

14分22秒18 飯田 羽海508 ｲｲﾀﾞ ｳﾐ

14分34秒19 安福 歩229 ﾔｽﾌｸ ｱﾕﾐ

14分36秒20 加藤 芳典217 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

14分37秒21 加藤 康希216 ｶﾄｳ ｺｳｷ

14分40秒22 峠　瑠風321 ﾄｳｹﾞ ﾙｶ

14分45秒23 江戸 律樹354 ｴﾄﾞ ﾘﾂｷ

14分53秒24 湯淺 央輔483 ﾕｱｻ ｵｳｽｹ

14分54秒25 植田 藤羽65 ＴＳＯＴＫ応援団ｳｴﾀﾞ ﾄﾜ

14分54秒26 植田 憲明64 ＴＳＯＴＫ応援団ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

14分55秒27 片山　柚希454 和知小学校ｶﾀﾔﾏ ﾕｽﾞｷ

14分59秒28 安福 叶恵227 ﾔｽﾌｸ ｶﾅｴ

15分00秒29 原田　陽菜414 和知小学校ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ

15分03秒30 吉田 敏行501 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

15分04秒31 吉田 陽希502 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

15分06秒32 岸根 秀成175 どんくんズｷｼﾈ ﾋﾃﾞﾅﾘ

15分10秒33 原田 渚127 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

15分27秒34 清水　咲希345 上加茂小学校ｼﾐｽﾞ ｻｷ

15分27秒35 三重 歩実254 ﾐｴ ｱﾕﾐ

15分29秒36 湯浅　瑛一郎343 ﾕｱｻ ｴｲｲﾁﾛｳ

15分30秒37 山田 隼輔547 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

15分34秒38 中島　悠登339 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

15分40秒39 皆見　成天3 ﾐﾅﾐ ﾅﾘｱ

15分46秒40 谷垣　帆乃香406 丹波ひかり小学校ﾀﾆｶﾞｷ ﾎﾉｶ

15分47秒41 峠　瑠音320 ﾄｳｹﾞ ﾙﾈ

15分53秒42 山鳥　奏音413 竹野小学校ﾔﾏﾄﾞﾘ ｶﾉﾝ

15分53秒43 山鳥　哲司411 ﾔﾏﾄﾞﾘ ｻﾄｼ

15分54秒44 上田　虎之介144 御室小ｳｴﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ

15分57秒45 片山　栞菜455 和知小学校ｶﾀﾔﾏ ｶﾝﾅ

15分58秒46 長　唯果555 ﾁｮｳ ﾕｲｶ

16分00秒47 半海 璃衣203 ﾊﾝｶｲ ﾘｲ

16分00秒48 半海 宏一200 ﾊﾝｶｲ ｺｳｲﾁ

16分07秒49 後藤 楓129 太秦小学校ｺﾞﾄｳ ｶｴﾃﾞ

16分14秒50 仲子　美那214 ﾅｶｺ ﾐﾅ
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16分16秒51 清水　梨央348 ｼﾐｽﾞ ﾘｵ

16分22秒52 谷本　葵513 ﾀﾆﾓﾄ ｱｵｲ

16分24秒53 竹腰 宗樹89 ﾀｹｺｼ ｿｳｼﾞｭ

16分24秒54 安達 美緒529 ｱﾀﾞﾁ ﾐｵ

16分25秒55 竹腰 宗大90 ﾀｹｺｼ ﾑﾈﾋﾛ

16分25秒56 塩見 凜84 ｼｵﾐ ﾘﾝ

16分25秒57 中村　尚登7 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ

16分25秒58 安達 美沙528 ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ

16分28秒59 安達 美玖527 ｱﾀﾞﾁ ﾐｸ

16分30秒60 中島　亨338 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ

16分30秒61 湯浅　直344 ﾕｱｻ ﾀﾀﾞｼ

16分32秒62 小倉　卓79 ｵｸﾞﾗ ﾀｸ

16分32秒63 井上　開人447 丹波ひかり小学校ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

16分32秒64 小倉　羽響78 城西小学校3年ｵｸﾞﾗ ｳｷｮｳ

16分33秒65 深尾 久子255 ﾌｶｵ ﾋｻｺ

16分33秒66 深尾 悠真256 ﾌｶｵ ﾕｳｼﾝ

16分33秒67 佐賀 一俊312 京都市立醍醐小学校ｻｶﾞ ｶｽﾞﾄｼ

16分33秒68 佐賀 匠314 うづらこども園ｻｶﾞ ﾀｸﾐ

16分34秒69 北村　桃香425 丹波ひかり小学校ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ

16分34秒70 北村　誠将422 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ

16分40秒71 畑中　翔太398 下山小学校ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

16分40秒72 塩見 義博83 ｼｵﾐ ﾖｼﾋﾛ

16分43秒73 野上 新太277 ﾉｶﾐ ｱﾗﾀ

16分43秒74 岼 秀一385 ﾕﾘ ｼｭｳｲﾁ

16分44秒75 岼　丈瑠386 みずほ保育所ﾕﾘ ﾀｹﾙ

16分46秒76 新庄　将人467 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾄ

16分46秒77 新庄　朔斗466 ｼﾝｼﾞｮｳ ｻｸﾄ

16分47秒78 峠　佳希318 ﾄｳｹﾞ ｶﾉ

16分48秒79 軽野　雄介137 ｶﾙﾉ ﾕｳｽｹ

16分49秒80 軽野　結平138 ｶﾙﾉ ｷｯﾍﾟｲ

16分52秒81 櫻井 快音222 ｻｸﾗｲ ｶｲﾄ

16分53秒82 片山　結453 和知小学校ｶﾀﾔﾏ ﾕｲ

16分56秒83 塩見 一志82 ｼｵﾐ ｶｽﾞｼ

16分58秒84 河島　和美291 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾐ

16分59秒85 木村　晴427 丹波ひかり小学校ｷﾑﾗ ﾊﾙ

17分00秒86 足立 俊寿500 ｱﾀﾞﾁ ﾄｼﾋｻ

17分00秒87 足立 玄499 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ

17分01秒88 飯田 紗羽11 ｲｲﾀﾞ ｻﾜ

17分01秒89 飯田 文12 ｲｲﾀﾞ ｱﾔ

17分02秒90 野上 啓276 ﾉｶﾐ ｹｲ

17分03秒91 中井 美々子125 ﾅｶｲ ﾐﾐｺ

17分03秒92 田代 凱126 ﾀｼﾛ ﾄｷ

17分03秒93 山下 彩花218 ﾔﾏｼﾀ ｲﾛﾊ

17分07秒94 河島　洸太292 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾀ

17分13秒95 仲子　陸哉215 京都市立川岡東小学校ﾅｶｺ ﾘｸﾔ

17分15秒96 湯淺 啓輔484 ﾕｱｻ ｹｲｽｹ

17分16秒97 東原 桜太59 ＴＳＯＴＫ応援団ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｵｳﾀ

17分17秒98 東原 草太60 ＴＳＯＴＫ応援団ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｿｳﾀ

17分18秒99 中村　尚梧6 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

17分18秒100 中村　夢子8 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｺ
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17分19秒101 中川　瑠依336 鳳徳小学校ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｲ

17分19秒102 中川　達也335 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

17分21秒103 佐藤　愛真366 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ

17分22秒104 小森　萌楓564 ﾓﾓﾘ ﾓｶ

17分26秒105 木村　想428 丹波ひかり小学校ｷﾑﾗ ｿｳ

17分26秒106 木村　啓一424 ｷﾑﾗ ｹｲｲﾁ

17分27秒107 関山　哲平371 ｾｷﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

17分27秒108 関山　敢士370 ｾｷﾔﾏ ｶﾝｼﾞ

17分28秒109 湯淺 祥一485 ﾕｱｻ ｼｮｳｲﾁ

17分32秒110 樋口　新竜52 千代川小学校ﾋｸﾞﾁ ｼﾝﾘｭｳ

17分32秒111 樋口　新祐51 京中消防駅伝部ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ

17分34秒112 原田 由紀128 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ

17分34秒113 丸本 涼太173 ﾏﾙﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

17分41秒114 坂井　隆之579 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ

17分43秒115 薮 春圭562 ﾔﾌﾞ ﾊﾙｶ

17分47秒116 姫坂 祥史4 ﾋﾒｻｶ ｼｮｳｼ

17分50秒117 櫻井 風花591 ｻｸﾗｲ ﾌｳｶ

17分51秒118 正樹 櫻井221 ﾏｻｷ ｻｸﾗｲ

17分51秒119 塩見 葵80 ｼｵﾐ ｱｵｲ

17分54秒120 三觜 悠空498 ﾐﾂﾊｼ ﾕｱ

17分55秒121 三觜 啓史497 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ

17分55秒122 大迫 知香157 ｵｵｻｺ ﾁｶ

17分56秒123 高寺 香帆233 ﾀｶﾃﾗ ｶﾎ

17分56秒124 高寺 孝彰232 ﾀｶﾃﾗ ﾖｼｱｷ

17分57秒125 大迫 義文155 ｵｵｻｺ ﾖｼﾌﾐ

17分58秒126 小松 莉歩587 渦が森小学校ｺﾏﾂ ﾘﾎ

17分59秒127 阿草　太吉284 ｱｸﾞｻ ﾀｲﾖｼ

18分00秒128 阿草　隼斗285 ｱｸﾞｻ ﾊﾔﾄ

18分00秒129 田村 美希532 ﾀﾑﾗ ﾐｷ

18分00秒130 田村 快惺530 ﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ

18分03秒131 松山 愛佳31 ﾏﾂﾔﾏ ｱｲｶ

18分04秒132 齋藤　夕子213 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ

18分05秒133 東原 虎生58 ＴＳＯＴＫ応援団ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾄﾗｵ

18分07秒134 片倉 爽介182 ｶﾀｸﾗ ｿｳｽｹ

18分10秒135 森川 真好68 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾐ

18分11秒136 姫坂 智子5 ﾋﾒｻｶ ﾄﾓｺ

18分15秒137 上野山　豪72 南つつじが丘小学校ｳｴﾉﾔﾏ ｺﾞｳ

18分15秒138 山本　和子476 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｺ

18分18秒139 安部 瑳輝人317 京都市立池田東小学校ｱﾍﾞ ｻｷﾄ

18分18秒140 安部 憲吾316 ｱﾍﾞ ｹﾝｺﾞ

18分19秒141 中山　美優190 北日川小学校ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ

18分19秒142 尾﨑　雅章186 ｵｻﾞｷ ﾏｻｱｷ

18分21秒143 佐藤　愛弓364 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ

18分23秒144 上辻　心春184 ｶﾐﾂｼﾞ ｺﾊﾙ

18分23秒145 長谷川　寧々108 蜂ヶ岡中学校ﾊｾｶﾞﾜ ﾈﾈ

18分23秒146 長谷川　瑚々107 蜂ヶ岡中学校ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺ

18分27秒147 中島　有香337 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｶﾘ

18分27秒148 清水　達大346 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾋﾛ

18分28秒149 清水　雄大347 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

18分31秒150 後藤　春奈134 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ
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18分32秒151 藤井　貴椰236 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾔ

18分33秒152 片倉 珠代181 ｶﾀｸﾗ ﾀﾏﾖ

18分34秒153 長谷川　恵津子106 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾂｺ

18分34秒154 出野 陽仁147 佐々木工務店ｲﾃﾞﾉ ﾋﾅﾄ

18分34秒155 出野 健治146 ｲﾃﾞﾉ ｹﾝｼﾞ

18分35秒156 柳　美知江582 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾁｴ

18分35秒157 柳　凛584 ﾔﾅｷﾞ ﾘﾝ

18分35秒158 柳　徹583 ﾔﾅｷﾞ ﾄｵﾙ

18分35秒159 坂井　遙斗581 ｻｶｲ ﾊﾙﾄ

18分38秒160 河村 杏奈85 ｶﾜﾑﾗ ｱﾝﾅ

18分38秒161 谷口　丈一郎36 千代川幼稚園ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ

18分39秒162 森川 茂美69 ﾓﾘｶﾜ ｼｹﾞﾐ

18分43秒163 米澤 芽生536 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾒｲ

18分43秒164 清田　紗羅206 ｷﾖﾀ ｻﾗ

18分43秒165 米澤 力538 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾁｶﾗ

18分43秒166 清田　雅205 ｷﾖﾀ ﾐﾔﾋﾞ

18分44秒167 中西　陽菜124 ﾅｶﾆｼ ﾋﾅ

18分44秒168 中西　邦生121 ﾅｶﾆｼ ｸﾆｵ

18分45秒169 山本 美華246 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ

18分45秒170 山本 哲暉245 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｷ

18分46秒171 佐賀 太一315 京都市立藤森小学校ｻｶﾞ ﾀｲﾁ

18分48秒172 松山 純子32 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

18分49秒173 植田 恋羽66 ＴＳＯＴＫ応援団ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾈ

18分49秒174 安福　和夫271 ﾔｽﾌｸ ｶｽﾞｵ

18分52秒175 辻　雄大469 やまびこﾂｼﾞ ﾕｳﾄ

18分53秒176 佐藤　一郎359 ｻﾄｳ ｲﾁﾛｳ

18分53秒177 河村 由紀86 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷ

18分54秒178 竹内　晴輝17 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ

18分56秒179 井上　秀剛482 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｺﾞｳ

18分57秒180 竹村　友幸460 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ

18分58秒181 井上　いく子481 ｲﾉｳｴ ｲｸｺ

18分58秒182 北西　恒忠87 ｷﾀﾆｼ ﾂﾈﾀﾀﾞ

18分58秒183 北西　心88 二条保育園ｷﾀﾆｼ ｺｺﾛ

18分59秒184 辻　大聖468 一里塚幼稚園ﾂｼﾞ ｵｵｾｲ

19分06秒185 四方　海琴417 和知小学校ｼｶﾀ ﾐｺﾄ

19分10秒186 藤井　貴弘235 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

19分14秒187 瀨渡　陽奈489 南丹市立園部小学校1年ｾﾄﾞ ﾋﾅ

19分18秒188 早世 勇翼274 ﾊﾔｾ ﾕｳﾄ

19分18秒189 早世 頼希275 ﾊﾔｾ ﾗｲｷ

19分19秒190 近藤 潤一264 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

19分20秒191 山内　彩夢420 和知小学校ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾑ

19分20秒192 近藤 ゆとり263 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾄﾘ

19分20秒193 井上　和宏439 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ

19分20秒194 堀 松次507 野の風ﾎﾘ ﾏﾂｼﾞ

19分21秒195 新谷 和花506 野の風ｼﾝﾀﾆ ﾜｶ

19分24秒196 倉本 穂花517 ｸﾗﾓﾄ ﾎﾉｶ

19分25秒197 倉本 克紀516 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ

19分25秒198 大島　千佳463 ｵｵｼﾏ ﾁｶ

19分26秒199 大島　雅文464 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾌﾐ

19分32秒200 上田　智美145 御室小ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾐ
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19分33秒201 竹内　聡子18 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｺ

19分34秒202 白谷 昌史324 ｼﾗﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ

19分38秒203 逢坂 剛史239 ｵｵｻｶ ﾂﾖｼ

19分38秒204 逢坂 優菜240 ｵｵｻｶ ﾕｳﾅ

19分39秒205 山崎　結介445 みずほ保育所ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

19分39秒206 永野　紗花247 松陽小学校ﾅｶﾞﾉ ｻﾔｶ

19分39秒207 山﨑　公暁437 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ

19分39秒208 永野　多美惠248 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾐｴ

19分43秒209 白須 友翔535 ｼﾗｽ ﾕｳﾄ

19分43秒210 白須 義記534 ｼﾗｽ ﾖｼｷ

19分47秒211 谷口　千浪490 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁﾅﾐ

19分47秒212 谷口　桜華35 千代川小学校ﾀﾆｸﾞﾁ ｵｳｶ

19分51秒213 上野山　柚未73 南つつじヶ丘小学校ｳｴﾉﾔﾏ ﾕﾐ

19分53秒214 白谷 勇賀325 ｼﾗﾀﾆ ﾕｳｶﾞ

19分54秒215 尾花　正敏592 ｵﾊﾞﾅ ﾏｻﾄｼ

19分54秒216 山下 泰治220 ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｼﾞ

19分54秒217 山下 紗花219 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾊ

19分55秒218 清田　真里204 ｷﾖﾀ ﾏﾘ

19分56秒219 原田　宏9083 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ

19分57秒220 畑中　政勝395 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻｶﾂ

19分59秒221 四方　優海418 和知小学校ｼｶﾀ ｺｳﾏ

19分59秒222 四方　哲弥416 ｼｶﾀ ﾃﾂﾔ

20分00秒223 三重 小百合253 ﾐｴ ｻﾕﾘ

20分00秒224 三重 勝則252 ﾐｴ ｶﾂﾉﾘ

20分04秒225 佐多 裕弥369 ｻﾀ ﾕｳﾔ

20分04秒226 佐多 瑛斗367 ｻﾀ ｴｲﾄ

20分05秒227 森川 実南67 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅ

20分06秒228 畑中　謙400 みずほ保育所ﾊﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾙ

20分06秒229 森川 裕晴70 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾊﾙ

20分07秒230 林 知里257 川岡小学校ﾊﾔｼ ﾁｻﾄ

20分07秒231 山本　陽菜49 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅ

20分07秒232 今西 暁久75 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾋｻ

20分08秒233 今西 栞里77 ｲﾏﾆｼ ｼｵﾘ

20分08秒234 中山　優菜191 北日川小学校ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ

20分08秒235 今西 睦泰76 ｲﾏﾆｼ ﾑﾂﾋﾛ

20分09秒236 中山　直也189 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ

20分12秒237 山田 友子548 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ

20分13秒238 田中　克典1 あやべボランティア総合センﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ

20分13秒239 田中　来心2 豊里小学校ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ

20分14秒240 高橋 暁仁511 倉梯小学校ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ

20分14秒241 中村　杏148 染山ランニングクラブﾅｶﾑﾗ ﾓﾓ

20分14秒242 高橋 完実510 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ

20分18秒243 藤原 ひとみ273 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ

20分19秒244 杉本　容英525 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ

20分19秒245 杉本　結香524 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｶ

20分26秒246 近藤 美絵265 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｴ

20分27秒247 半海 千佳201 ﾊﾝｶｲ ﾁｶ

20分27秒248 半海 萌杏202 ﾊﾝｶｲ ﾓｱ

20分28秒249 逢坂 結梨238 ｵｵｻｶ ﾕｲﾘ

20分30秒250 尾﨑　亮子187 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳｺ
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20分32秒251 片山 煌陽261 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾖｳ

20分32秒252 山内　圭司419 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｼﾞ

20分32秒253 山内　夢稀421 和知小学校ﾔﾏｳﾁ ﾕﾒｷ

20分32秒254 片山 みすず259 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

20分34秒255 布留川 乃風141 ハラザップﾌﾙｶﾜ ﾉﾉｶ

20分36秒256 高木　公哉434 ﾀｶｷﾞ

20分36秒257 高木　祐子435 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｺ

20分37秒258 堀江　爽雅473 ﾎﾘｴ ｻﾔｶ

20分37秒259 堀江　利枝子475 ﾎﾘｴ ﾘｴｺ

20分38秒260 関　綾乃20 亀岡川東学園ｾｷ ｱﾔﾉ

20分41秒261 渡部 愛306 神川小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ

20分42秒262 渡部 緯吹307 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾌﾞｷ

20分43秒263 大迫 和香158 ｵｵｻｺ ﾜｶ

20分44秒264 大迫 浩子156 ｵｵｻｺ ﾋﾛｺ

20分44秒265 高坂　治輝226 ｺｳｻｶ ﾊﾙｷ

20分44秒266 高坂　恵理225 ｺｳｻｶ ｴﾘ

20分44秒267 二郷　伶音244 ﾆｺﾞｳ ﾚﾝ

20分48秒268 岩佐 泰良249 ｲﾜｻ ﾀｲﾗ

20分48秒269 岩佐 洋希250 ｲﾜｻ ﾋﾛｷ

20分48秒270 高木　大歩441 ﾀｶｷﾞ ﾔﾏﾄ

20分49秒271 高坂　栄治224 ｺｳｻｶ ｴｲｼﾞ

20分50秒272 丸本 律子172 ﾏﾙﾓﾄ ﾘﾂｺ

20分53秒273 大江 一翔279 ｵｵｴ ｲﾂｷ

20分53秒274 大江 智之281 ｵｵｴ ｻﾄｼ

20分55秒275 瀨渡　善道488 男前豆腐店株式会社ｾﾄﾞ ﾖｼﾐﾁ

21分00秒276 西原 匡哉166 ﾆｼﾊﾗ ﾏｻﾔ

21分00秒277 山本　小百合95 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾘ

21分00秒278 森田 朝陽560 ﾓﾘﾀ ｱｻﾋ

21分01秒279 森田 祐子561 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ

21分01秒280 山本　真央97 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

21分01秒281 西原 秀真169 ﾆｼﾊﾗ ｼｭｳﾏ

21分04秒282 二郷　あ須香243 ﾆｺﾞｳ ｱｽｶ

21分04秒283 一村　燈也573 ｲﾁﾑﾗ ﾄｳﾔ

21分04秒284 一村　隆大572 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

21分07秒285 木場　裕美子298 ｷﾊﾞ ﾕﾐｺ

21分07秒286 木場　萌瑛297 ｷﾊﾞ ﾓｴ

21分10秒287 廣野 巧329 ﾋﾛﾉ ﾀｸﾐ

21分10秒288 廣野 大介330 ﾋﾛﾉ ﾀﾞｲｽｹ

21分15秒289 林 智恵258 ﾊﾔｼ ﾁｴ

21分17秒290 高木　倖歩440 瑞穂小学校ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾄ

21分18秒291 綱本　好春590 ﾂﾅﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ

21分18秒292 廣田　渡322 ﾋﾛﾀ ﾜﾀﾙ

21分19秒293 廣田　葵生323 ﾋﾛﾀ ﾜﾀﾙ

21分24秒294 竹下　淳180 ﾀｹｼﾀ ｼﾞｭﾝ

21分24秒295 竹下　しずる177 ﾀｹｼﾀ ｼｽﾞﾙ

21分26秒296 亀田 海渡196 ｶﾒﾀﾞ ｶｲﾄ

21分30秒297 河波　孝子522 ｶﾜﾅﾐ ﾀｶｺ

21分30秒298 河波　いろは521 ｶﾜﾅﾐ ｲﾛﾊ

21分31秒299 大島　葉子465 ｵｵｼﾏ ﾖｳｺ

21分31秒300 大島　春輝462 ｵｵｼﾏ ﾊﾙｷ
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21分33秒301 畑中　めぐみ399 ﾊﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ

21分35秒302 小松 翼305 ｺﾏﾂ ﾀｽｸ

21分35秒303 小松 誠304 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ

21分38秒304 伊藤 城太朗33 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

21分38秒305 久保　こころ349 ｸﾎﾞ ｺｺﾛ

21分39秒306 平村　莉菜15 JA京都ﾋﾗﾑﾗ ﾚｲﾅ

21分41秒307 上辻　勝也183 ｶﾐﾂｼﾞ ｶﾂﾔ

21分41秒308 上辻　奈菜185 ｶﾐﾂｼﾞ ﾅﾅ

21分44秒309 米澤 直美537 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅｵﾐ

21分46秒310 梶谷　明生242 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷｵ

21分46秒311 梶谷　結241 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｲ

21分47秒312 竹村　歩美459 ﾀｹﾑﾗ ｱﾕﾐ

21分48秒313 中野　喜佳391 丹波ひかり小学校ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ

21分48秒314 大逸 七映21 ｵｵｲﾂ ﾅﾅﾊ

21分48秒315 大逸 洋絵22 ｵｵｲﾂ ﾋﾛｴ

21分54秒316 内藤　千代270 ﾅｲﾄｳ ﾁﾖ

21分55秒317 内藤　麻美269 ﾅｲﾄｳ ｱｻﾐ

21分56秒318 山本　遼太50 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

21分57秒319 山本　健二48 JA京都ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

21分57秒320 辻田　寿哉491 聖家族幼稚園ﾂｼﾞﾀ ﾄｼﾔ

21分58秒321 辻田　清人492 ﾂｼﾞﾀ ｷﾖﾄ

21分59秒322 竹下　まさみ178 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾐ

21分59秒323 竹下　もゆる179 ﾀｹｼﾀ ﾓﾕﾙ

21分59秒324 西田　幸美432 丹波ひかり小学校ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾐ

22分00秒325 西浦 芽衣378 ﾆｼｳﾗ ﾒｲ

22分03秒326 西村 春陽295 京都西村組ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾋ

22分03秒327 西村 夏樹294 京都西村組ﾆｼﾑﾗ ﾅﾂｷ

22分05秒328 中西　健志401 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ

22分08秒329 田中 壮真103 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

22分08秒330 田中 尚士102 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ

22分10秒331 竹内　咲翔389 須知幼稚園ﾀｹｳﾁ ｻｸﾄ

22分11秒332 上野山　雅美71 ｳｴﾉﾔﾏ ﾏｻﾐ

22分12秒333 八木 真希子37 ﾔｷﾞ ﾏｷｺ

22分12秒334 竹内　誠387 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ

22分13秒335 八木 陽向38 ﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ

22分15秒336 佐藤　祐輔115 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

22分15秒337 佐藤　航希116 ｻﾄｳ ｺｳｷ

22分18秒338 前田 爽良105 ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ

22分19秒339 前田 華奈104 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ

22分20秒340 髙尾　涼360 ﾀｶｵ ﾘｮｳ

22分28秒341 布留川 美帆子142 ハラザップﾌﾙｶﾜ ﾐﾎｺ

22分29秒342 布留川 颯真143 ハラザップﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ

22分29秒343 脇田　千紘28 JA京都ﾜｷﾀ ﾁﾋﾛ

22分29秒344 脇田　美依那29 JA京都ﾜｷﾀ ﾐｲﾅ

22分30秒345 松本 結子494 Ｈ＆Ｓﾏﾂﾓﾄ ﾕｲｺ

22分30秒346 松本 陽子496 Ｈ＆Ｓﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ

22分32秒347 川﨑 慎平549 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ

22分32秒348 川﨑 善則550 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ

22分33秒349 高橋 凛114 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ

22分33秒350 高橋 和弘113 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ
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22分45秒351 伊藤 直城34 ｲﾄｳ ﾅｵｷ

22分46秒352 松原　義文486 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾌﾐ

22分46秒353 長沼　遥太487 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾀ

22分47秒354 浜田 靖斗63 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾄ

22分49秒355 松本 世津子495 Ｈ＆Ｓﾏﾂﾓﾄ ｾﾂｺ

22分49秒356 松本 貴之493 Ｈ＆Ｓﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

22分51秒357 寒出 知弘211 ｶﾝﾃﾞ ﾄﾓﾋﾛ

22分53秒358 伊豆蔵 晃伸207 ｲｽﾞｸﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

22分54秒359 浜田 栄真62 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾏ

22分56秒360 岸根 由美176 どんくんズｷｼﾈ ﾕﾐ

22分57秒361 寒出 康弘210 ｶﾝﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ

22分59秒362 坂井　翔馬580 ｻｶｲ ｼｮｳﾏ

22分59秒363 谷本　祝514 ﾀﾆﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

22分59秒364 谷本　小春515 ﾀﾆﾓﾄ ｺﾊﾙ

23分00秒365 峠　雅代319 ﾄｳｹﾞ ﾏｻﾖ

23分05秒366 吉田　彩花46 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ

23分08秒367 櫻井 千登勢223 ｻｸﾗｲ ﾏｻｷ

23分11秒368 岸根 郁朗174 どんくんズｷｼﾈ ｲｸﾛｳ

23分17秒369 小森　陽介565 ＪＡ京都ｺﾓﾘ ﾖｳｽｹ

23分18秒370 小森　咲楽563 ｺﾓﾘ ｻﾗ

23分19秒371 浦谷　日依458 ｳﾗﾀﾆ ﾋﾖﾘ

23分19秒372 浦谷　奏457 加茂~んRCｳﾗﾀﾆ ｶﾅ

23分19秒373 谷本　洋子512 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｺ

23分21秒374 岸田 駿祐131 ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

23分21秒375 谷垣　瑞季405 丹波ひかり小学校ﾀﾆｶﾞｷ ﾐｽﾞｷ

23分22秒376 岸田 康治130 はらざっぷｷｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ

23分27秒377 坂井　規子578 ｻｶｲ ﾉﾘｺ

23分30秒378 橋口 清太209 ゆざるんちﾊｼｸﾞﾁ ｾｲﾀ

23分31秒379 橋口 亜紀208 ゆざるんちﾊｼｸﾞﾁ ｱｷ

23分31秒380 畑中　あゆみ394 ﾊﾀﾅｶ ｱﾕﾐ

23分36秒381 亀田 満197 ｶﾒﾀﾞ ﾐﾂﾙ

23分43秒382 吉田　美穂47 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ

23分44秒383 高寺 那奈234 ﾀｶﾃﾗ ﾅﾅ

23分45秒384 高寺 亜衣子231 ﾀｶﾃﾗ ｱｲｺ

23分46秒385 谷垣　貴子402 ﾀﾆｶﾞｷ ﾀｶｺ

23分47秒386 竹村 和起195 ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｷ

23分47秒387 竹村 謙志194 ﾀｹﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

23分47秒388 谷垣　哲也403 ﾀﾆｶﾞｷ ﾃﾂﾔ

23分52秒389 皆見　心斗301 ﾐﾅﾐ ｼﾝﾄ

23分52秒390 太田　結菜375 ｵｵﾀ ﾕｲﾅ

23分52秒391 太田　亜樹374 ｵｵﾀ ｱｷ

23分54秒392 皆見　麻紀161 ﾐﾅﾐ ﾏｷ

23分58秒393 裏川 美晴44 ｳﾗｶﾜ ﾐﾊﾙ

23分59秒394 裏川 涼太45 ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ

24分00秒395 天満 大和309 ススムの会ﾃﾝﾏ ﾔﾏﾄ

24分00秒396 天満 将文308 ススムの会ﾃﾝﾏ ﾏｻﾌﾐ

24分08秒397 佐賀 志保313 京都市立伏見住吉小学校ｻｶﾞ ｼﾎ

24分09秒398 中山　優理192 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ

24分09秒399 中山　理帆193 ﾅｶﾔﾏ ﾘﾎ

24分09秒400 長村 駿477 ｵｻﾑﾗ ｼｭﾝ
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24分09秒401 長村 千咲478 ｵｻﾑﾗ ﾁｻｷ

24分10秒402 北浦　咲花471 ｷﾀｳﾗ ｻﾅ

24分10秒403 北浦　始浩470 ｷﾀｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ

24分22秒404 片山　澪奈456 わちエンジェルｶﾀﾔﾏ ﾚﾅ

24分22秒405 片山　由貴452 ｶﾀﾔﾏ ﾕｷ

24分23秒406 齋藤　真柚菜212 京都市立川岡東小学校ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾅ

24分30秒407 一谷　駿成410 須知幼稚園ｲﾁﾀﾆ ｼｭﾝｾｲ

24分30秒408 野々口　桜409 須知幼稚園ﾉﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ

24分30秒409 野々口　直人404 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ

24分32秒410 岡久 響272 スロー＆ステディｵｶﾋｻ ﾋﾋﾞｷ

24分35秒411 一谷　さおり9085

24分47秒412 峙　宗駕569 ｿﾜ ｼｭｳｶﾞ

24分48秒413 峙　真紀570 ｿﾜ ﾏｷ

24分48秒414 峙　和輝571 ｿﾜ ｶｽﾞｷ

24分48秒415 峙　和寛568 ｿﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

24分56秒416 畑中　政夫396 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻｵ

24分57秒417 吉田 佳奈408 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ

24分58秒418 吉田　壮真407 上豊田保育所ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾏ

25分05秒419 谷山　未来382 ﾀﾆﾔﾏ ﾐｷ

25分11秒420 大江 陽菜282 ｵｵｴ ﾋﾅ

25分16秒421 杉本　一翔523 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｯｻ

25分19秒422 大江 啓史280 ｵｵｴ ﾋﾛｼ

25分24秒423 渡辺 平彦162 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ

25分28秒424 谷山　華乃383 丹波ひかり小学校ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾅﾉ

25分28秒425 澤田 彩巴377 ピノスｻﾜﾀﾞ ｲﾛﾊ

25分29秒426 杉本　理絵526 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ

25分32秒427 関　玉枝19 JA京都ｾｷ ﾀﾏｴ

25分38秒428 山本　渉太397 わちエンジェルﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

25分38秒429 山本　亮栄393 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｴｲ

25分42秒430 山本　美子392 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｺ

25分42秒431 西浦 和歌子379 ﾆｼｳﾗ ﾜｶｺ

25分43秒432 梅垣　朝日444 みずほ保育所ｳﾒｶﾞｷ ｱｻﾋ

25分43秒433 梅垣　咲楽442 瑞穂小学校ｳﾒｶﾞｷ ｻﾗ

25分43秒434 上田　芽生子310 上田分家ｳｴﾀﾞ ﾒｲｺ

25分43秒435 久保　りりい350 ｸﾎﾞ ﾘﾘｲ

25分44秒436 上田　晃平311 上田分家ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

25分44秒437 久保　貴裕351 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ

25分52秒438 澤田 一範376 ピノスｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

25分54秒439 長井 夕貴199 ﾅｶﾞｲ ﾕｷ

25分55秒440 長井 結那198 ﾅｶﾞｲ ﾕﾝﾅ

26分00秒441 山本 晴二朗540 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞﾛｳ

26分00秒442 山本 佳奈539 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ

26分08秒443 山本　江美子328 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐｺ

26分12秒444 山本　あい96 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ

26分12秒445 藤井　由加里380 ﾌｼﾞｲ ﾕｶﾘ

26分13秒446 林 稜太480 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

26分14秒447 林 裕美479 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

26分16秒448 舩本　歩503 ﾌﾅﾓﾄ ｱﾕﾑ

26分30秒449 佐藤　愛純365 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ

26分36秒450 下西　直39 ｼﾓﾆｼ ﾅｵ
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26分38秒451 岸本 知可153 キシモトズｷｼﾓﾄ ﾄﾓｶ

26分38秒452 下西　大41 ｼﾓﾆｼ ﾀｲｷ

26分39秒453 岸本 和都154 キシモトズｷｼﾓﾄ ﾅﾂ

26分52秒454 下西　基文40 ｼﾓﾆｼ ﾓﾄﾌﾐ

27分08秒455 小澤　優542 ｵｻﾞﾜ ﾕｳ

27分08秒456 小澤　真由美541 ｵｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ

27分16秒457 山本 範子61 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ

27分33秒458 和田 宗一郎361 ﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

27分33秒459 和田 雄樹363 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

27分35秒460 柳川　和佳子300 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾜｶｺ

27分36秒461 中村　智賀150 染山ランニングクラブﾅｶﾑﾗ ﾁｶ

27分36秒462 中村　泰典149 染山ランニングクラブﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ

27分37秒463 柳川　咲良299 ﾔﾅｶﾞﾜ ｻｸﾗ

27分46秒464 中西　悠陽123 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾋ

27分51秒465 中西　まゆ119 ﾅｶﾆｼ ﾏﾕ

27分55秒466 稲葉　真知451 丹波ひかり小学校ｲﾅﾊﾞ ﾏﾁ

27分56秒467 中西　瀬夏120 ﾅｶﾆｼ ｾﾅ

27分57秒468 中西　優奈122 ﾅｶﾆｼ ﾕﾅ

28分23秒469 上村 咲希557 ｶﾐﾑﾗ ｻｷ

28分24秒470 足立　旭585 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾗ

28分24秒471 足立　真治586 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

28分57秒472 大谷 栄治92 ｵｵﾀﾆ ｴｲｼﾞ

29分03秒473 上村 千裕558 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾋﾛ

29分04秒474 上村 直輝559 ｶﾐﾑﾗ ﾅｵｷ

29分07秒475 東 加奈子9 ﾋｶﾞｼ ｶﾅｺ

29分07秒476 東 洋太朗10 ﾋｶﾞｼ ﾖｳﾀﾛｳ

29分17秒477 谷山　夢乃384 丹波ひかり小学校ﾀﾆﾔﾏ ﾕﾒﾉ

29分18秒478 谷山　勝彦381 ﾀﾆﾔﾏ ｶﾂﾋｺ

29分25秒479 後藤　千夏135 ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾂ

29分25秒480 後藤　英知132 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ

29分25秒481 後藤　くるみ133 ｺﾞﾄｳ ｸﾙﾐ

29分27秒482 大谷 寛人93 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾄ

29分28秒483 指宿 清91 ｲﾌﾞｽｷ ｻﾔｶ

29分29秒484 大谷 沙智94 ｵｵﾀﾆ ｻﾁ

29分30秒485 後藤　千春136 ｺﾞﾄｳ ﾁﾊﾙ

29分53秒486 前田　諒55 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ

29分56秒487 前田　祐子54 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｺ

29分56秒488 前田　羽菜53 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ

30分09秒489 小寺　尚汰郎446 丹波ひかり小学校ｺﾃﾗ ﾅｵﾀﾛｳ

30分11秒490 小寺　なぎさ438 ｺﾃﾗ ﾅｷﾞｻ

30分21秒491 北浜 悠樹188 ｷﾀﾊﾏ ﾕｳｷ

30分33秒492 平林　茉莉花16 JA京都

30分34秒493 平村　美幸13 JA京都ﾋﾗﾑﾗ ﾐﾕｷ

30分34秒494 平村　悠真14 JA京都

30分45秒495 越智 鴻介352 さつき保育園ｵﾁ ｺｳｽｹ

30分46秒496 越智 澄353 訪問看護ステーション つむぎｵﾁ ｽﾐ

30分54秒497 上田　徹27 ｳｴﾀﾞ ﾄｵﾙ

30分55秒498 杉本　理絵9082 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ

30分55秒499 杉本　一翔9081 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｯｻ

30分58秒500 軽野　美咲140 ｶﾙﾉ ﾐｻｷ
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30分59秒501 軽野　美絵139 ｶﾙﾉ ﾐｴ

31分20秒502 稲葉　絃430 上豊田保育所ｲﾅﾊﾞ ｲﾄ

31分43秒503 福島　碧夏288 ﾌｸｼﾏ ｾﾅ

31分44秒504 福島　ゆか286 ﾌｸｼﾏ ﾕｶ

31分44秒505 福島　杏佳287 ﾌｸｼﾏ ｷｮｳｶ

32分02秒506 堀江　泰玄474 ﾎﾘｴ ﾀｲｹﾞﾝ

32分02秒507 堀江　伸徳472 ﾎﾘｴ ｼﾝﾄｸ

32分09秒508 上口 なのは566 ｳｴｸﾞﾁ ﾅﾉﾊ

32分09秒509 上口 祐弥567 ｳｴｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

33分15秒510 片山 学260 ｶﾀﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ

33分16秒511 片山 翔陽262 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾖｳ

33分20秒512 一谷　泰9084

34分05秒513 平川　晃誠373 ツクシ走ろう会ﾋﾗｶﾜ ｺｳｾｲ

34分05秒514 平川　栄嗣372 ツクシ走ろう会ﾋﾗｶﾜ ｴｲｼﾞ

34分42秒515 永井 佐希98 ﾅｶﾞｲ ｻｷ

34分42秒516 永井 佑樹100 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ

34分57秒517 竹内　雫390 ﾀｹｳﾁ ｼｽﾞｸ

34分57秒518 竹内　裕美388 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ

34分58秒519 田邉　アカネ266 ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ

35分24秒520 舩本　明504 ﾌﾅﾓﾄ ｱｷﾗ

35分25秒521 舩本　理大505 ﾌﾅﾓﾄ ｱﾔﾀ

35分31秒522 上田　菜瑞26 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐ

35分32秒523 上田　譲449 ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ

35分32秒524 上田　恵448 ｳｴﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

35分47秒525 梅垣　晴美436 ｳﾒｶﾞｷ ﾊﾙﾐ

36分07秒526 森 祐子164 ﾓﾘ ﾕｳｺ

36分08秒527 森 和紗165 知真保育園ﾓﾘ ｶｽﾞｻ

36分20秒528 永井 良明101 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｱｷ

36分21秒529 永井 舞乙99 ﾅｶﾞｲ ﾏｵ

38分00秒530 渡辺　陽音160 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

38分00秒531 野畑 眞由美331 鈴さん右京くんﾉﾊﾞﾀ ﾏﾕﾐ

38分00秒532 矢野 鈴334 鈴さん右京くんﾔﾉ ｽｽﾞ

38分01秒533 渡辺　昌宏159 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

39分12秒534 吉永 晴海357 ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｳﾐ

39分13秒535 吉永 直文358 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅｵﾌﾐ

41分19秒536 佐多 恵美368 ｻﾀ ｴﾐ

45分30秒537 定石　壮平25 JA京都ｻﾀﾞｲｼ ｿｳﾍｲ

45分30秒538 定石　宗佑24 ｻﾀﾞｲｼ ｿｳｽｹ

45分31秒539 定石　花澄23 ｻﾀﾞｲｼ ｶｽﾐ

46分41秒540 竹下 英里289 タキイＲＣﾀｹｼﾀ ｴﾘ

46分42秒541 竹下 望290 ﾀｹｼﾀ ﾉｿﾞﾐ

47分20秒542 西田　明美431 ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾐ

47分20秒543 西田　優幸433 須知幼稚園ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

48分03秒544 稲葉 知秋42 なしｲﾅﾊﾞ ﾁｱｷ

48分04秒545 稲葉 鈴43 なしｲﾅﾊﾞ ｽｽﾞ

48分16秒546 原野　善子57 ﾊﾗﾉ ﾖｼｺ

48分17秒547 原野　重孝56 ﾊﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ

48分49秒548 矢野 右京332 鈴さん右京くんﾔﾉ ｳｷｮｳ

48分50秒549 矢野 美帆333 鈴さん右京くんﾔﾉ ﾐﾎ

51分30秒550 西村 しのぶ293 京都西村組ﾆｼﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ
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51分32秒551 西村 麻衣110 京都西村組ﾆｼﾑﾗ ﾏｲ

51分32秒552 西村 節296 京都西村組ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｵ

51分33秒553 西村 楓月109 京都西村組通勤特急ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾞｷ

51分33秒554 西村 優111 京都西村組ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ

54分27秒555 遠藤 麻美30 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ
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