
- 2022京都丹波ロードレース大会 -

4部　男子ハーフマラソン50～54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17分58秒1 山下 智弘1525 ＳＦＩＤＡ奈良ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ

1時間18分53秒2 山崎 勝弘1530 マソ練ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ

1時間23分44秒3 林 元彦1544 京都マスターズﾊﾔｼ ﾓﾄﾋｺ

1時間24分11秒4 伊藤 周1504 ｲﾄｳ ｼｭｳ

1時間25分15秒5 中山 康生1535 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｵ

1時間25分55秒6 中江 守1509 ﾅｶｴ ﾏﾓﾙ

1時間28分54秒7 南薗 英光1513 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐﾂ

1時間29分38秒8 高橋 三春1503 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ

1時間30分36秒9 青山 岳史1508 ＬＩＸＩＬｱｵﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間30分47秒10 森 康文1542 ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎﾓﾘ ﾔｽﾌﾐ

1時間31分22秒11 坂本 識文1534 無所属ｻｶﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ

1時間31分24秒12 山根 武広1546 ＨＲＲﾔﾏﾈ ﾀｹﾋﾛ

1時間33分06秒13 松原 博志1541 らん侍ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

1時間33分37秒14 須山 弘之1505 ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間33分39秒15 馬場 秀和1540 ＯＮＩＯＮﾊﾞﾊﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間33分55秒16 川西 隆夫1536 ｶﾜﾆｼ ﾀｶｵ

1時間34分26秒17 上田 昌弘1538 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分02秒18 大濱 徹1522 ｵｵﾊﾏ ﾄｵﾙ

1時間35分04秒19 森脇 伴行1585 ﾓﾘﾜｷ ﾄﾓﾕｷ

1時間35分43秒20 今田 雅巳1548 ｲﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間36分52秒21 鹿島 賢次1511 ｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間36分59秒22 小池 智之1529 ベーリンガーｺｲｹ ﾄﾓﾕｷ

1時間37分36秒23 竹嶋 則一1527 ﾀｹｼﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間38分07秒24 石橋 重俊1532 帝国警備ｲｼﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄｼ

1時間39分49秒25 尾藤 哲也1524 ﾋﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ

1時間39分58秒26 森 信行1512 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間40分31秒27 小松 裕1537 ｺﾏﾂ ﾕﾀｶ

1時間40分48秒28 大西 直樹1507 ＧＣ　Ｒｕｎｎｅｒｓｵｵﾆｼ ﾅｵｷ

1時間41分37秒29 山本 浄二1539 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾖｳｼﾞ

1時間42分06秒30 中越 和仁1515 チームライライﾅｶｺﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間42分39秒31 座間 篤志1547 ｻﾞﾏ ｱﾂｼ

1時間42分57秒32 柚木 大輔1545 闘魂倶楽部ﾕﾉｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間43分20秒33 森田 晋1526 焼肉の花山ＲＣﾓﾘﾀ ｽｽﾑ

1時間43分22秒34 箕野 雅章1506 ﾐﾉ ﾏｻｱｷ

1時間46分03秒35 福井 竜吉1531 ﾌｸｲ ﾀﾂﾖｼ

1時間46分38秒36 中村 剛久1612 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋｻ

1時間46分46秒37 谷口 秀樹1520 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ

1時間46分47秒38 浜野 俊一1571 ﾊﾏﾉ ｼｭﾝｲﾁ

1時間46分56秒39 前田 裕樹1564 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間47分26秒40 野間 義憲1550 ﾉﾏ ﾖｼﾉﾘ

1時間48分24秒41 森野 嘉一1519 ﾓﾘﾉ ﾖｼｶｽﾞ

1時間48分30秒42 五島 儀久1514 ｺﾞｼﾏ ﾖｼﾋｻ

1時間49分54秒43 塩見 猛1582 走たろうｼｵﾐ ﾀｹｼ

1時間50分06秒44 田中 賢治1579 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

1時間50分19秒45 戸崎 彰人1583 老走族ﾄｻｷ ｱｷﾋﾄ

1時間50分30秒46 波多野 真1558 ハローワークﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ

1時間50分36秒47 砂田 和久1501 ｽﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ

1時間51分41秒48 長谷川 浩1560 桂川パワーズﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間52分06秒49 笹田 直稔1580 ｻｻﾀﾞ ﾅｵﾄｼ

1時間52分17秒50 大黒 善広1584 チームよしﾀﾞｲｺｸ ﾖｼﾋﾛ
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1時間52分41秒51 小川 哲也1562 今日庵ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

1時間52分52秒52 高井 克実1572 ﾀｶｲ ｶﾂﾐ

1時間53分03秒53 榎本 神一1587 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁ

1時間53分45秒54 杉原 庸介1616 タカゾノＲＵＮチームｽｷﾞﾊﾗ ﾖｳｽｹ

1時間53分56秒55 船越 洋介1528 走たろうﾌﾅｺｼ ﾖｳｽｹ

1時間54分19秒56 武田 晃1576 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間54分24秒57 杉岡 秀哉1575 フォレストｽｷﾞｵｶ ﾋﾃﾞﾔ

1時間54分41秒58 坂本 智生1578 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｵ

1時間55分06秒59 山尾 章1559 ﾔﾏｵ ｱｷﾗ

1時間56分20秒60 青野 哲治1567 ｱｵﾉ ﾃﾂﾊﾙ

1時間56分55秒61 田中 浩司1561 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間57分06秒62 畑 晃典1551 ＪＡＮＳＳＥＮﾊﾀ ｱｷﾉﾘ

1時間57分53秒63 水江 好伸1577 京都書道学院ﾐｽﾞｴ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間58分09秒64 藤田 寿史1518 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｼ

1時間58分29秒65 榎木谷 剛1604 ｴﾉｷﾔ ﾂﾖｼ

1時間58分48秒66 藤 彰吾1568 ﾌｼﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間59分28秒67 松本 初1565 ﾏﾂﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

2時間01分29秒68 石木　淳1598 ｲｼｷ ｱﾂｼ

2時間02分32秒69 橋口 孝則1552 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ

2時間02分53秒70 由村 晋也1557 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾔ

2時間03分34秒71 豊川 禧成1556 ﾄﾖｶﾜ ﾖｼﾅﾘ

2時間03分37秒72 須藤 靖1586 ｽﾄﾞｳ ﾔｽｼ

2時間04分56秒73 堀 幸信1607 ﾎﾘ ﾕｷﾉﾌﾞ

2時間05分37秒74 今西 貴久1610 ｲﾏﾆｼ ﾀｶﾋｻ

2時間06分25秒75 糟谷 年広1554 ｶｽﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ

2時間07分53秒76 芦田 昌夫1611 走太郎ｱｼﾀﾞ ﾏｻｵ

2時間09分33秒77 並川 尚史1613 ﾅﾐｶﾜ ﾅｵﾌﾐ

2時間10分16秒78 向山 尚克1569 ﾑｶｲﾔﾏ ﾅｵｶﾂ

2時間10分29秒79 宮嵜 孝1597 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ

2時間11分40秒80 池本 光久1590 ｲｹﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ

2時間12分09秒81 宮本 泰男1566 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｵ

2時間13分53秒82 谷口 道明1563 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾁｱｷ

2時間14分11秒83 岡田 貢1608 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ

2時間15分17秒84 前田 伸一1553 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間15分53秒85 井上 和之1593 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾕｷ

2時間16分27秒86 三浦 克之1589 環境機器株式会社ﾐｳﾗ ｶﾂﾕｷ

2時間16分55秒87 長濱 治1614 ﾅｶﾞﾊﾏ ｵｻﾑ

2時間17分23秒88 古川 淳1602 亀岡ハーフマラソンクラブﾌﾙｶﾜ ｱﾂｼ

2時間18分08秒89 今井 拓也1549 ｲﾏｲ ﾀｸﾔ

2時間18分54秒90 中曽称 幸弘1606 ﾅｶｿﾈ ﾕｷﾋﾛ

2時間19分57秒91 浦川 智道1605 ｳﾗｶﾜ ﾄﾓﾐﾁ

2時間21分59秒92 小西 正清1555 ｺﾆｼ ﾏｻｷﾖ

2時間22分21秒93 平野 隆司1570 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ

2時間23分14秒94 藤原 敏哉1591 溝口建設ＢＢＱ部ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾔ

2時間23分45秒95 徳岡 理英1594 ﾄｸｵｶ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間24分38秒96 山本 昌史1592 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ

2時間25分47秒97 坂本 暁人1601 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄ

2時間29分20秒98 北川 正充1595 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ

2時間30分05秒99 足立 朋範1600 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ

2時間31分30秒100 猪股 公章1609 ｲﾉﾏﾀ ｷﾐｱｷ
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2時間32分44秒101 行方　康洋1617 ﾅﾒｶﾀ ﾔｽﾋﾛ
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