
- 2022京都丹波ロードレース大会 -

6部　男子ハーフマラソン60～64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25分35秒1 井上 武1904 ケンコーマヨネーズｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

1時間27分06秒2 田原 幸男1901 ﾀﾊﾗ ﾕｷｵ

1時間32分56秒3 高橋 良典1909 大阪陸上競技協会ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

1時間34分41秒4 秦 親房1914 大阪長居ＡＣﾊﾀ ﾁｶﾌｻ

1時間34分59秒5 本城 一夫1911 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｵ

1時間35分31秒6 大西 人志1912 絆ＲＣｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

1時間36分45秒7 竹内 康行1908 ＮＴＴデータﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ

1時間36分59秒8 桝谷 雅彦1905 深北緑地ＳＲＣﾏｽﾀﾆ ﾏｻﾋｺ

1時間37分50秒9 平田 啓介1907 あすリードＲＣﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ

1時間37分54秒10 櫻井 砂夫1916 京都マスターズｻｸﾗｲ ｽﾅｵ

1時間39分24秒11 吉川 晋治1910 賀茂川パートナーズﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ

1時間40分48秒12 片山　雅之1902 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

1時間47分16秒13 粂田 稔1930 ｸﾒﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間48分56秒14 室矢 和祐1941 ﾑﾛﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間51分37秒15 神代 顕彰1966 浦安ランナーズｶﾐﾖ ｱｷﾗ

1時間52分07秒16 朝日出 正信1917 華栞ランナーズｱｻﾋﾃﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間52分14秒17 野崎 猛1913 ﾉｻﾞｷ ﾀｹｼ

1時間52分54秒18 高谷 尚志1937 ﾀｶﾔ ﾀｶｼ

1時間53分04秒19 水間 浩嘉寿1942 福知山ｊｃﾐｽﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間54分03秒20 湯浅 浩史1936 アウトローﾕｱｻ ﾋﾛｼ

1時間55分32秒21 瀬川 晃1943 ｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ

1時間56分05秒22 能口 正信1918 グッチランランﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間56分07秒23 松野 宏1906 ＪＲＷﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ

1時間56分57秒24 大谷 誠1920 明石市立錦城中学校ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ

1時間57分02秒25 北澤 法生1950 ｷﾀｻﾞﾜ ﾎｳｾｲ

1時間57分31秒26 西川 嘉洋1946 ザバスﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間58分06秒27 藤浪 幹也1933 京都ＹＥＧ楽風ﾌｼﾞﾅﾐ ﾐｷﾔ

1時間58分13秒28 福谷 憲児1923 有限会社福谷製作所ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

1時間58分15秒29 中川 勝仁1949 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｼﾞ

1時間58分41秒30 下田 和宏1931 吹田カメの子会ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間58分41秒31 高山 慎哉1939 網小６年２組ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾔ

1時間59分08秒32 岩丸 和彦1944 ｲﾜﾏﾙ ｶｽﾞﾋｺ

1時間59分17秒33 西垣 直人1955 ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾄ

1時間59分23秒34 植松 充1925 ｳｴﾏﾂ ﾐﾂﾙ

1時間59分44秒35 光頼 信広1935 ﾐﾂﾖﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間01分10秒36 金子 良平1919 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾍｲ

2時間01分18秒37 西沢 博司1926 京都ランラボﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

2時間02分42秒38 水谷 尚樹1938 大阪府立大学ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ

2時間02分51秒39 大木 浩司1963 ｵｵｷ ｺｳｼﾞ

2時間03分25秒40 野々口 徹1924 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

2時間04分04秒41 笹崎 雅義1982 ｻｻｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ

2時間04分06秒42 高橋 光和1979 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｶｽﾞ

2時間04分52秒43 澤田 直隆1922 楽風ランナーズｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ

2時間05分01秒44 大菅 進1928 竹之内運送株式会社ｵｵｽｶﾞ ｽｽﾑ

2時間06分19秒45 古川 尚人1948 オンザロード２０２２ﾌﾙｶﾜ ﾋｻﾄ

2時間07分12秒46 菊池 隆広1970 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ

2時間08分07秒47 松居 秀幸1980 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間08分48秒48 豊岡 満男1934 ﾄﾖｵｶ ﾐﾂｵ

2時間11分02秒49 沢辺 保範1945 ｻﾜﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ

2時間12分51秒50 北川 和彦1947 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ
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2時間12分54秒51 向井 慎一1951 ﾑｶｲ ｼﾝｲﾁ

2時間14分21秒52 渡部 好信1953 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間14分34秒53 山口 智史1965 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ

2時間15分00秒54 増本 直樹1975 松菱ﾏｽﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間15分18秒55 林 信之1927 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間17分29秒56 坂本 敦夫1981 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｵ

2時間20分18秒57 青木 直1954 民宿矢谷で丹後を楽しみ隊ｱｵｷ ﾀﾀﾞｼ

2時間21分13秒58 西村 俊明1957 東光寺ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｱｷ

2時間21分22秒59 島村　哲司1983 ｼﾏﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

2時間23分07秒60 南野 浩二1962 ﾐﾅﾐﾉ ｺｳｼﾞ

2時間24分01秒61 杉浦 和明1960 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞｱｷ

2時間24分43秒62 中島　徹1952 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ

2時間25分41秒63 宮下 拓1964 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾗｸ

2時間30分20秒64 永橋 正敏1973 ﾅｶﾞﾊｼ ﾏｻﾄｼ

2時間32分34秒65 乾 太司1972 竹中エンジニアリング（株）ｲﾇｲ ﾌﾄｼ

2時間34分24秒66 杉原 道生1915 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｵ

2時間35分11秒67 鈴木 嘉之1956 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ

2時間35分49秒68 高木 靖1968 ﾀｶｷﾞ ﾔｽｼ

2時間35分50秒69 中村 謙司1978 ＫＹＯＷＡＲＡＫＵﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間41分42秒70 古吟 精二1974 ｺｷﾞﾝ ｾｲｼﾞ

2時間42分31秒71 山根 修一1932 山根事務所ﾔﾏﾈ ｼｭｳｲﾁ

2時間42分37秒72 伊藤 善弘1977 乙訓ランｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ
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