
- 2022京都丹波ロードレース大会 -

2部　男子ハーフマラソン30～39歳
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2022/11/3

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 

1時間06分09秒1 森井 勇磨1107 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ

1時間08分50秒2 浜田 浩佑1125 ＧＲｌａｂﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

1時間10分41秒3 松木 隼也1110 ＴｅａｍＰ－ｍａｎﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間14分41秒4 四方 健一1114 舞鶴クラブｼｶﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間15分59秒5 人見 豪1113 鴨川走友会ﾋﾄﾐ ｺﾞｳ

1時間16分33秒6 塚田 健二1115 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間19分43秒7 高田 大樹1103 明石大橋ＡＣﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間20分06秒8 木曽 一彰1105 ＨＩＫＡＭＥＮＳｷｿ ｶｽﾞｱｷ

1時間22分33秒9 太田 壮彦1122 ｵｵﾀ ﾏｻﾋｺ

1時間22分44秒10 福西 政文1134 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾌﾐ

1時間23分51秒11 河村 健太1128 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ

1時間24分17秒12 沖田 和也1121 ＴＲＣｵｷﾀ ｶｽﾞﾔ

1時間25分09秒13 河原林 治1102 チームピーマンｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ

1時間26分08秒14 石原 尚1111 ｲｼﾊﾗ ﾅｵ

1時間26分53秒15 松村 剛1158 ﾏﾂﾑﾗ ｺﾞｳ

1時間27分26秒16 田中 大貴1131 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ

1時間27分47秒17 長谷川 啓1132 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間30分20秒18 山下 真司1127 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間30分53秒19 森友 諒1101 サウルスジャパンﾓﾘﾄﾓ ﾘｮｳ

1時間30分57秒20 尾﨑 誠1130 ｵｻﾞｷ ﾏｺﾄ

1時間33分09秒21 小野 将義1147 ｵﾉ ﾏｻﾖｼ

1時間34分25秒22 森川 大輔1133 あらべすくﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間35分35秒23 大岩 安紀彦1124 ｵｵｲﾜ ｱｷﾋｺ

1時間37分09秒24 緒方 隆司1119 ｵｶﾞﾀ ﾀｶｼ

1時間37分37秒25 塩貝 光司1118 ＴＥＡＭ　Ｐーｍａｎｼｵｶﾞｲ ｺｳｼﾞ

1時間39分11秒26 松下 真也1120 加茂～んＲＣﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ

1時間39分26秒27 隈部 幸伺1144 走らん会ｸﾏﾍﾞ ｺｳｼﾞ

1時間42分42秒28 小西 和成1148 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間43分07秒29 柏木 悟1141 ｶｼﾜｷﾞ ｻﾄﾙ

1時間44分43秒30 関 和真1140 ｾｷ ｶｽﾞﾏ

1時間48分02秒31 塩見 真矢1137 ｼｵﾐ ｼﾝﾔ

1時間51分06秒32 片岡 将輝1112 ｶﾀｵｶ ﾏｻｷ

1時間51分38秒33 八木 譲治1161 有限会社ステップ・アップﾔｷﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間52分41秒34 塩山 陽平1139 ｼｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

1時間53分30秒35 萬谷 武陽1167 ﾏﾝﾀﾆ ﾀｹｱｷ

1時間54分17秒36 山本 和秀8004 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間56分56秒37 岸本 一真1104 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

1時間57分00秒38 滝本 大樹1138 リベ大豊岡支部ﾀｷﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

1時間57分12秒39 田儀 庄太郎1176 ﾀｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間57分29秒40 田口 雄太1149 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

1時間57分35秒41 山上 和彦1155 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間57分44秒42 佐田 光1160 ｻﾀ ﾋｶﾙ

1時間58分01秒43 東 慎二郎1142 ﾋｶﾞｼ ｼﾝｼﾞﾛｳ

1時間58分29秒44 荻原 拓也1123 ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ

1時間58分54秒45 田中 零斗1156 ﾀﾅｶ ﾚｲﾄ

1時間59分58秒46 太田 耕二1146 京都市立西院小学校ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ

2時間00分34秒47 愛須 佑樹1143 ｱｲｽ ﾕｳｷ

2時間02分11秒48 辻 輝彦1145 ﾂｼﾞ ﾃﾙﾋｺ

2時間02分37秒49 松本 庸平1179 あらべすくﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

2時間02分39秒50 宮下 真一1154 ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｲﾁ
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2時間03分04秒51 北村 翔1175 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ

2時間04分08秒52 本嶋 直也1173 ﾓﾄｼﾏ ﾅｵﾔ

2時間04分22秒53 船田 大貴1172 ﾌﾅﾀﾞ ﾀｲｷ

2時間06分32秒54 辻本 大樹1157 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

2時間07分55秒55 ブイ バンジェップ1152 ﾌﾞｲ ﾊﾞﾝｼﾞｪｯﾌﾟ

2時間08分26秒56 村田 勇司1182 ﾑﾗﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間09分57秒57 西浦 栄記1159 ﾆｼｳﾗ ﾋﾃﾞｷ

2時間12分36秒58 今西 和義1109 ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ

2時間13分25秒59 野上 昭太1183 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ

2時間13分44秒60 中村 もとき1164 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ

2時間14分12秒61 高橋 仁司1165 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ

2時間14分48秒62 西岡 章1178 洛南天竜会ﾆｼｵｶ ｱｷﾗ

2時間16分39秒63 中澤 智史1168 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ

2時間18分48秒64 田口 晃貴1174 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ

2時間20分31秒65 小林 浩之1180 あらべすくｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間21分53秒66 西田 太郎1136 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾛｳ

2時間24分06秒67 菅村 明1151 ｽｶﾞﾑﾗ ｱｷﾗ

2時間24分29秒68 浅田 和利1162 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

2時間25分04秒69 泉 謙太1171 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ

2時間25分48秒70 中西 太志1177 ﾅｶﾆｼ ﾌﾄｼ

2時間27分39秒71 木村 康一1166 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ

2時間37分35秒72 渡邉 賢彦1116 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｺ

2時間37分47秒73 久保田 洋一1170 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳｲﾁ

2時間37分49秒74 依田 昌也1169 ﾖﾘﾀ ﾏｻﾔ
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