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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 

10分18秒1 井上 直人6034 ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣｲﾉｳｴ ﾅｵﾄ

10分22秒2 弓削 英恵6102 乙訓Ｊｒﾕｹﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ

10分31秒3 山田　琥太郎6095 チーム橋本ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

10分41秒4 永井 雄大6011 京都レジェントＡＣﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ

10分48秒5 中島　健承6092 チーム橋本ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼｮｳ

11分02秒6 矢野 朔都6111 レジェンドＡＣﾔﾉ ｻｸﾄ

11分05秒7 北村 碧斗6063 樫原ＲＣｷﾀﾑﾗ ｱｵﾄ

11分22秒8 水谷 一喜6123 ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾂｷ

11分27秒9 岡下 創6059 ｵｶｼﾀ ﾊｼﾞﾒ

11分31秒10 福山 挑6064 樫原ＲＣﾌｸﾔﾏ ｲﾄﾞﾑ

11分33秒11 新木 涼介6109 ｼﾝｷ ﾘｮｳｽｹ

11分41秒12 大西　晃輔6126 境谷小学校ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ

11分45秒13 川崎 琉冬6008 舞鶴ジュニアｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾄ

11分45秒14 藤田 優咲6035 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ

11分54秒15 大谷 一颯6042 ｵｵﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

11分56秒16 森田 康生6051 宇多野小学校ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ

11分59秒17 湯浅 拓海6103 チーム鴨川ﾕｱｻ ﾀｸﾐ

12分02秒18 磯部 悠6003 唐橋小学校ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ

12分02秒19 橋本 一尚6066 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾀｶ

12分07秒20 太田 圭祐6067 樫原ＲＣｵｵﾀ ｹｲｽｹ

12分08秒21 八木 慎太朗6028 ﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

12分09秒22 加藤 巧真6006 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ

12分11秒23 出雲 希一6062 樫原ＲＣｲｽﾞﾓ ｷｲﾁ

12分13秒24 平山 朋里6055 樫原ＲＣﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾘ

12分22秒25 水谷 悠希6124 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙｷ

12分23秒26 林 涼太6116 チーム橋本ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

12分24秒27 田代 凱6024 太秦小学校ﾀｼﾛ ﾄｷ

12分24秒28 東 昊太朗6032 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ

12分25秒29 岡本 隆之介6117 ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

12分32秒30 碓井 新二郎6040 ｳｽｲ ｼﾝｼﾞﾛｳ

12分39秒31 氷上 志道6038 ＨＩＫＡＭＥＮＳﾋｶﾐ ｼﾄﾞｳ

12分43秒32 引田　裕也6097 亀岡川東学園ﾋｷﾀ ﾕｳﾔ

12分45秒33 岡本 陽日人6118 ｵｶﾓﾄ ﾋﾋﾞﾄ

12分52秒34 上田　琉稀6074 ｳｴﾀﾞ ﾙｳｷ

12分57秒35 上羽 澄空6122 城西小学校ｳｴﾊﾞ ﾄｱ

13分01秒36 永井 惺大6012 ＡＳ京都ﾅｶﾞｲ ｾｲﾀﾞｲ

13分06秒37 太田 惇平6057 樫原ＲＣｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

13分06秒38 藤野 峻希6072 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝｷ

13分08秒39 飛田 悠成6068 樫原ＲＣﾋﾀﾞ ﾕｳｾｲ

13分08秒40 丸野 楓太6069 樫原ＲＣﾏﾙﾉ ﾌｳﾀ

13分13秒41 西條 遥葵6022 ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙｷ

13分15秒42 西村 虎鉄6004 樫原ＲＣﾆｼﾑﾗ ｺﾃﾂ

13分16秒43 大西　翔悟6127 境谷小学校ｵｵﾆｼ ｼｮｳｺﾞ

13分27秒44 長谷川 龍太6041 あかしや陸上ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀ

13分36秒45 笠井　泰芽6088 ｶｻｲ ﾀｲｶﾞ

13分39秒46 梅原 恭吾6037 ｳﾒﾊﾗ ｷｮｳｺﾞ

13分49秒47 鍋島 千博6015 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ

13分52秒48 長島 功磨6110 西院小学校ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾏ

13分53秒49 須山 拓人6005 ｽﾔﾏ ﾀｸﾄ

14分01秒50 佐藤 由樹登6031 ｻﾄｳ ﾕｷﾄ
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14分04秒51 永徳 太志6010 唐橋小学校ｴｲﾄｸ ﾀｲｼ

14分04秒52 石川 彪巳6119 瑞穂ガンバーズｲｼｶﾜ ﾋｭｳﾐ

14分07秒53 畑中　翔太6114 ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

14分09秒54 西村　友宏6096 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

14分11秒55 靜谷　葵6094 梅小路小学校ｼｽﾞﾔ ｱｵｲ

14分11秒56 森 晄亮6113 あかしやﾓﾘ ｵｳｽｹ

14分15秒57 木村 荘太6026 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ

14分19秒58 桐畑 太陽6115 舞鶴ジュニアｷﾘﾊﾀ ﾀｲﾖｳ

14分26秒59 西原　稜太郎6128 ﾆｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

14分32秒60 川辺　颯大6046 ｶﾜﾍﾞ ｿｳﾀ

14分34秒61 西川 希龍6125 園部第二小学校ﾆｼｶﾜ ｷﾘｭｳ

14分34秒62 奥村　琉絃6081 ｵｸﾑﾗ ﾙｲﾄ

14分40秒63 上田 琉世6121 長岡第５小学校ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

14分43秒64 石渡 敬太6052 長岡第五小学校ｲｼﾜﾀ ｹｲﾀ

14分45秒65 田中　智弥6106 詳徳小学校ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ

14分55秒66 武内　琉心6086 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳｼﾝ

14分55秒67 上西　悠斗6077 ｳｴﾆｼ ﾕｳﾄ

14分58秒68 柳 凛6017 ﾔﾅｷﾞ ﾘﾝ

15分04秒69 布留川 颯真6016 ハラザップﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ

15分14秒70 竹腰 宗樹6060 ﾀｹｺｼ ｿｳｼﾞｭ

15分23秒71 向垣　昊佑6093 宮津小学校ﾑｶｲｶﾞｷ ｺｳｽｹ

15分24秒72 高橋 龍星6130 舞鶴ジュニアﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ

15分29秒73 上田 颯大6120 長岡第５小学校ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀﾞｲ

15分33秒74 山﨑　結介6073 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

15分37秒75 鶴原 結大6112 ﾂﾙﾊﾗ ﾕｲﾄ

15分38秒76 野口　陽真6084 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ

15分45秒77 町元　琥太郎6082 ﾏﾁﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

15分51秒78 照屋 岳6056 ﾃﾙﾔ ｶﾞｸ

16分00秒79 廣田 葵生6014 池田小学校ﾋﾛﾀ ｱｵｲ

16分03秒80 吉永 侑代6039 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

16分04秒81 光高 響果6030 ﾐﾂﾀｶ ｷｮｳｶ

16分14秒82 平尾　頼虎6085 ﾋﾗｵ ﾗｲﾄ

16分15秒83 下根　昇真6020 ｼﾓﾈ ｼｮｳﾏ

16分17秒84 山口　僚太6002 つつじヶ丘小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

16分25秒85 町井 虹太6013 ﾏﾁｲ ｺｳﾀ

16分27秒86 桜井 優真6043 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ

16分33秒87 上田　基稀6075 ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

16分37秒88 辻阪 颯太6108 ﾂｼﾞｻｶ ｿｳﾀ

16分39秒89 橋本　蒼大6098 向島秀蓮小中学校ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ

16分39秒90 給田 翔瑛6107 豊栄ランナーズﾀﾍﾞﾀ ｼｮｳｴｲ

16分51秒91 丸本 涼太6047 ﾏﾙﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

16分53秒92 浜田　靖斗6025 亀岡市立　大井小学校ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾄ

16分53秒93 畑中　太陽6078 ﾊﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ

17分04秒94 軽尾　太輔6087 ｶﾙｵ ﾀｲｽｹ

17分07秒95 竹田　瑞生6091 大阪府茨木市立三島小学校ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

17分07秒96 真下 雄惺6070 ﾏｼﾓ ﾕｳｾｲ

17分17秒97 細見　湊空6079 ﾎｿﾐ ﾐﾅﾄ

17分21秒98 軽尾　斗真6071 ｶﾙｵ ﾄｳﾏ

17分23秒99 町元　琳之介6083 ﾏﾁﾓﾄ ﾘﾝﾉｽｹ

17分28秒100 八木　千明6045 ﾔｷﾞ ﾁｱｷ
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17分38秒101 森廣 太一6018 ﾓﾘﾋﾛ ﾀｲﾁ

17分42秒102 上野山　豪6090 南つつじヶ丘小学校ｳｴﾉﾔﾏ ｺﾞｳ

17分43秒103 四方　優海6044 ｼｶﾀ ﾕｳﾏ

17分50秒104 能勢 悠輔6023 ﾉｾ ﾕｳｽｹ

17分54秒105 越智 啓人6053 金閣小学校ｵﾁ ﾋﾛﾄ

18分13秒106 伏原　陸斗6080 ﾌｼﾊﾗ ﾘｸﾄ

18分21秒107 森田 朝陽6021 郡津小学校ﾓﾘﾀ ｱｻﾋ

18分41秒108 尾崎 真斗6104 ｵｻｷ ﾏｻﾄ

19分13秒109 岩佐 泰良6058 ｲﾜｻ ﾀｲﾗ

19分16秒110 東 洋太朗6029 ﾋｶﾞｼ ﾖｳﾀﾛｳ

19分18秒111 吉永 晴海6027 ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｳﾐ

19分27秒112 高橋 昂平6007 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ

19分32秒113 越智 鴻介6054 金閣小学校ｵﾁ ｺｳｽｹ

20分17秒114 中西　紘大6089 なかにし歯科ホームケアクリﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ

20分52秒115 中西 颯汰6050 ﾅｶﾆｼ ｿｳﾀ

21分25秒116 中西　晃太6099 ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ
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