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 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 

36分55秒1 影山 泰人3404 ちーむわかみやｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ

38分21秒2 小牟田 竜一3424 ＮＴＴドコモｺﾑﾀ ﾘｭｳｲﾁ

41分07秒3 山本 昌史3409 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ

41分56秒4 松見　誠二3444 TRCﾏﾂﾐ ｾｲｼﾞ

42分30秒5 岩井 一3425 ＯＮＥＴＯＫＹＯＲＣｲﾜｲ ﾊｼﾞﾒ

42分37秒6 芦田 孝3427 ランコネｱｼﾀﾞ ﾀｶｼ

43分41秒7 土島 圭一郎3407 あず木ＲＣﾄｼﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

45分47秒8 栗原 庸介3461 ＫＳＬＲｸﾘﾊﾗ ﾖｳｽｹ

46分16秒9 田茂井 英幸3414 ﾀﾓｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

47分50秒10 足立 克己3441 あなこんだ猪名川ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾐ

48分00秒11 仲尾 博史3450 保津川トライアスロン倶楽部ﾅｶｵ ﾋﾛｼ

49分32秒12 矢部 隆司3405 ﾔﾍﾞ ﾀｶｼ

50分08秒13 中久木 哲弥3402 損保ジャパンﾅｶｸｷ ﾃﾂﾔ

50分52秒14 上林 太志3436 上林太志ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾌﾄｼ

51分38秒15 山下 克巳3451 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾐ

51分56秒16 中井 和彦3406 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

52分33秒17 長尾 純3416 ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭﾝ

53分38秒18 前田 光一郎3417 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

53分39秒19 岩崎 辰也3442 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ

53分50秒20 臼井 一彰3435 ｳｽｲ ｶｽﾞｱｷ

53分56秒21 後藤 高広3459 後藤工業ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

54分37秒22 村松 伸治3415 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ

54分47秒23 中野 忠敏3440 ﾅｶﾉ ﾀﾀﾞﾄｼ

56分10秒24 重田 和人3448 フジ矢株式会社ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞﾄ

56分44秒25 宮﨑　充司3445 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｼ

57分01秒26 岡島 伸治3408 ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

57分18秒27 福田 正和3432 福田工務店ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

58分25秒28 有田 宗功3423 ｱﾘﾀ ﾑﾈﾖｼ

59分01秒29 渡邊 雅勝3426 金曜走ろう会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ

59分19秒30 平石　嘉久3443 ﾋﾗｲｼ ﾖｼﾋｻ

59分56秒31 前川 克行3462 チーム味間ﾏｴｶﾜ ｶﾂﾕｷ

59分59秒32 原口 睦央3410 ｎａｏｎａｏﾊﾗｸﾞﾁ ﾑﾂｵ

1時間00分12秒33 伊豆 英明3453 ｲｽﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間00分26秒34 道家 親彦3413 ﾄﾞｳｹ ﾁｶﾋｺ

1時間00分31秒35 内貴 崇3434 ﾅｲｷ ﾀｶｼ

1時間00分39秒36 森川　聖輔3446 ﾓﾘｶﾜ ｾｲｽｹ

1時間01分32秒37 大阿久 一郎3430 倉津ランニングクラブｵｵｱｸ ｲﾁﾛｳ

1時間01分43秒38 山本　恭夫3460 山本整骨院ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

1時間01分44秒39 阿部 清二3437 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ

1時間02分05秒40 松田 宏行3449 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間02分29秒41 西田 勇3464 ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ

1時間02分46秒42 鷲谷 卓也3447 ﾜｼﾀﾆ ﾀｸﾔ

1時間03分11秒43 祝 欣吾3455 ｲﾜｲ ｷﾝｺﾞ

1時間03分28秒44 端 正史3463 ﾊｼ ﾏｻｼ

1時間04分08秒45 久世 裕久3418 ｸｾﾞ ﾋﾛﾋｻ

1時間04分56秒46 井口 武士3438 ｲﾉｸﾁ ﾀｹｼ

1時間06分35秒47 岡田 芳郎3458 チームｏｋａｄａｵｶﾀﾞ ﾖｼﾛｳ

1時間07分45秒48 岡崎 享3421 住宅情報センター（有）ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間09分23秒49 吉川 忠男3439 京都ＹＥＧ楽風ﾖｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ

1時間11分21秒50 伊熊 直記3452 いくま歯科医院ｲｸﾏ ﾅｵｷ
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1時間12分40秒51 山本 康人3419 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾄ

1時間12分43秒52 森 孝志3411 ﾓﾘ ﾀｶｼ

1時間13分10秒53 岡崎 和久3429 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｻ

1時間18分36秒54 山岸 忠信3420 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ
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