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5部　男子ハーフマラソン55～59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27分43秒1 山中 俊輝1722 箕面滝道ＲＣﾔﾏﾅｶ ﾄｼｷ

1時間27分45秒2 古野 修1717 桂川走友会ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

1時間29分03秒3 上月 敏之1714 加東市陸協ｺｳﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間29分31秒4 横山 仁1713 エンドルフィンﾖｺﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間32分24秒5 河崎 大平1703 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾍｲ

1時間32分43秒6 棚井 直樹1723 ﾀﾅｲ ﾅｵｷ

1時間32分48秒7 杉山 利明1729 火曜日の夜に御所を走る会ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ

1時間34分01秒8 山口 秀雄1705 チームスカイ京都ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ

1時間34分04秒9 西 紀美男1737 ﾆｼ ｷﾐｵ

1時間34分55秒10 中村 義夫1724 ホシデンＡＣﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間35分17秒11 山村 敏之1728 小野激走会ﾔﾏﾑﾗ ﾄｼﾕｷ

1時間35分35秒12 村上 陳訓1730 京都第二赤十字病院ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｸﾆ

1時間35分46秒13 松本 繁巳1721 京大病院ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾐ

1時間36分30秒14 髙橋　清二1832 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ

1時間37分27秒15 井ノ上 昌彦1734 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋｺ

1時間37分42秒16 栄木 雅啓1704 ｴｲｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間38分53秒17 村上 忠之1731 太陽が丘ＪＣﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞﾕｷ

1時間39分06秒18 竹之内 恭一郎1726 たけのうちクリニックﾀｹﾉｳﾁ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

1時間39分18秒19 今井 靖人1768 ｲﾏｲ ﾔｽﾄ

1時間40分01秒20 前川 吉弘1773 祝園弾薬支処ﾏｴｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間40分37秒21 花月 良祐1707 ｶｹﾞﾂ ﾘｮｳｽｹ

1時間41分00秒22 林 雅樹1725 シミズ薬品（株）ﾊﾔｼ ﾏｻｷ

1時間41分10秒23 西村 浩一1712 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間41分17秒24 宮部　和芳1793 ﾐﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間42分37秒25 三木 哲也1711 ﾐｷ ﾃﾂﾔ

1時間42分54秒26 尾上 敬二1708 ｵﾉｳｴ ｹｲｼﾞ

1時間44分50秒27 和田　淳1788 ﾜﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間44分54秒28 西本 一宏1782 大高緑地健康走友会ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間44分58秒29 田實 敬幸1733 ぽっぽﾀｼﾞﾂ ﾀｶﾕｷ

1時間45分29秒30 山本 貴之1736 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間45分48秒31 平野 彰人1710 京都大学ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾄ

1時間46分13秒32 岩瀬 信正1765 あかしや陸上ｲﾜｾ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間46分21秒33 森田 聡1716 焼肉の花山ＲＣﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

1時間46分57秒34 大西 学1735 ｵｵﾆｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間48分47秒35 橋本 尚幸1757 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

1時間50分06秒36 瀬戸 浩一1828 ｾﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間51分14秒37 中川 祐輔1744 大西陸上倶楽部ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

1時間51分31秒38 加藤 俊聡1761 ＳＭＢＣｶﾄｳ ﾄｼｱｷ

1時間51分41秒39 永山 治孝1763 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ

1時間51分53秒40 矢野 善之1759 矢野歯科医院ﾔﾉ ﾖｼﾕｷ

1時間52分09秒41 吉田 匠1741 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間52分26秒42 福沢 眞彦1789 ぷちﾌｸｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間52分42秒43 星野 秀樹1743 ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間52分45秒44 大橋 洋1719 京都ＹＥＧ楽風ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間53分14秒45 山﨑 彰久1702 やまざき歯科医院ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋｻ

1時間53分34秒46 堂下 和治1762 トラッキーﾄﾞｳｼﾀ ｶｽﾞﾊﾙ

1時間53分48秒47 斉藤 浩史1808 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

1時間54分13秒48 末松 英樹1747 日田林工ＯＢｽｴﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ

1時間54分39秒49 塩田 英明1778 ｼｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間56分09秒50 吉田 一也1742 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ
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1時間56分10秒51 鶴山 伸治1823 ﾂﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間57分33秒52 大塚 良之1748 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾕｷ

1時間57分54秒53 永井 秀之1785 花ノ木医療福祉センターﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間58分36秒54 熊谷 義幸1798 ぐっちランランｸﾏﾀﾆ ﾖｼﾕｷ

1時間59分15秒55 中村 和浩1755 仙人トレイルクラブﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間59分49秒56 小野澤　信敦1830 ｵﾉｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱﾂ

2時間00分28秒57 藤川 義則1753 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

2時間01分03秒58 斧 泰三1758 ｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ

2時間01分34秒59 森 正樹1790 ﾓﾘ ﾏｻｷ

2時間01分38秒60 石川 英彦1783 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間02分35秒61 高田 昌弘1775 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間02分40秒62 植村 光成1776 走汗一献ｳｴﾑﾗ ﾐﾂﾅﾘ

2時間03分29秒63 能勢 重人1786 ﾉｾ ｼｹﾞﾄ

2時間03分31秒64 山根 誠次1760 なしﾔﾏﾈ ｾｲｼﾞ

2時間03分33秒65 土井 明治1750 ﾄﾞｲ ｱｷﾊﾙ

2時間04分02秒66 岩根 直哉1738 なにわ激走会ｲﾜﾈ ﾅｵﾔ

2時間04分22秒67 なつはら ひろあき1727 ﾅﾂﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

2時間04分53秒68 河本 洋一1777 ｶﾜﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

2時間05分56秒69 宮谷 保太朗1829 ﾐﾔﾀﾆ ﾔｽﾀﾛｳ

2時間06分49秒70 吉田 丈彦1770 ＭＤ走友会ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

2時間07分00秒71 川畑 淳1820 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂｼ

2時間07分58秒72 河原 照行1796 関西送配電株式会社ｶﾜﾊﾗ ﾃﾙﾕｷ

2時間08分05秒73 松本 清和1826 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ

2時間08分38秒74 中越 誠1787 さつみよ応援隊ﾅｶｺﾞｼ ﾏｺﾄ

2時間08分40秒75 赤穗 勝也1825 ｱｺｳ ｶﾂﾔ

2時間10分12秒76 木村 和義1749 ＰＤＣｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ

2時間11分25秒77 安田 修1771 日東精工ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ

2時間15分07秒78 杉本 文人1756 ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾄ

2時間15分09秒79 橋本 直人1810 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ

2時間16分47秒80 甲斐 康生1780 ｶｲ ﾔｽｵ

2時間17分30秒81 西尾 智之1809 株式会社西尾硝子鏡工業所ﾆｼｵ ﾄﾓﾕｷ

2時間20分40秒82 宅間 博昭1811 あらべすくﾀｸﾏ ﾋﾛｱｷ

2時間21分20秒83 松本　清範1739 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ

2時間21分55秒84 井上 稔1752 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ

2時間22分04秒85 梶村 純一1779 わか連ｶｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間22分14秒86 木村 誠1824 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間22分37秒87 岩田 文彦1802 プルメリアｲﾜﾀ ﾌﾐﾋｺ

2時間22分54秒88 平田 喜則1816 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ

2時間23分13秒89 熊本 訓夫1746 ローリングランナーズｸﾏﾓﾄ ｸﾆｵ

2時間23分38秒90 三宅 敏行1804 ﾐﾔｹ ﾄｼﾕｷ

2時間23分51秒91 足立 義博1764 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

2時間24分03秒92 細木 宏樹1769 ﾎｿｷ ﾋﾛｷ

2時間24分18秒93 川本 佳久1821 ＴＯＷＡｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

2時間24分28秒94 山田 宗博1813 ﾔﾏﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

2時間26分08秒95 八木 孝和1819 ﾔｷﾞ ﾀｶｶｽﾞ

2時間27分16秒96 大道　一男1814 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ

2時間28分01秒97 洲崎 章弘1720 ｽｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ

2時間29分22秒98 人見　勘一1797 ﾋﾄﾐ ｶﾝｲﾁ

2時間29分30秒99 田村 誠1799 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間29分38秒100 原田 武久1800 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｻ
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2時間30分12秒101 計良 夏哉1827 京都中部総合医療センターｹｲﾗ ﾅﾂﾔ

2時間30分46秒102 山盛 繁1791 ﾔﾏﾓﾘ ｼｹﾞﾙ

2時間32分11秒103 松村 昌彦1784 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾋｺ

2時間34分19秒104 八田　和夫1831 サンダーバードﾊﾁﾀ ｶｽﾞｵ

2時間35分49秒105 田中 健二1807 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

2時間36分42秒106 笹原 祥市1817 ｻｻﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ

2時間43分55秒107 河原崎 浩史1792 ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾋﾛｼ
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