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 2022/11/3
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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 

12分56秒1 北條 育259 ﾎｳｼﾞｮｳ ｲｸ

13分18秒2 小山　修一139 京都TFCｺﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ

13分38秒3 東原 桜太38 ＴＳＴＯＫ応援団ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｵｳﾀ

13分45秒4 栢木 優成46 ｶﾔｷ ﾕｳｾｲ

13分50秒5 井上 海斗73 嵯峨野小学校ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

14分01秒6 植田 藤羽40 ＴＳＴＯＫ応援団ｳｴﾀﾞ ﾄﾜ

14分10秒7 出島　紬2 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾂﾑｷﾞ

14分13秒8 井上 景太74 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ

14分21秒9 岡本 到海205 尚虎海クラブｵｶﾓﾄ ﾄｳｱ

14分26秒10 吉田 陽希262 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

14分29秒11 藏　大遥257 ｸﾗ ﾀｲﾖｳ

14分32秒12 東原 草太37 ＴＳＴＯＫ応援団ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｿｳﾀ

14分36秒13 野口　陸291 穂積小学校ﾉｸﾞﾁ ﾘｸ

14分38秒14 藏　久信256 ｸﾗ ﾋｻﾉﾌﾞ

14分44秒15 神農　琉斗306 千里第二小学校ｼﾝﾉｳ ﾘｭｳﾄ

14分45秒16 神農　正次303 ｼﾝﾉｳ ｼｮｳｼﾞ

15分02秒17 小寺 洋司201 小寺石油（株）ｺﾃﾗ ﾖｳｼﾞ

15分03秒18 小寺 洋輝202 柊野小学校ｺﾃﾗ ﾋﾛｷ

15分04秒19 安福 葉月127 樫原小学校ﾔｽﾌｸ ﾊﾂﾞｷ

15分08秒20 宮本 心翔332 三田小学校ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾄ

15分08秒21 山口 爽音52 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾉ

15分09秒22 小山　一行138 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

15分09秒23 山口 達之51 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾕｷ

15分20秒24 伊吹 旺亮189 ｲﾌﾞｷ ｵｳｽｹ

15分22秒25 辻 大聖244 長岡ﾂｼﾞ ｵｵｾｲ

15分23秒26 安福 正敬129 ﾔｽﾌｸ ﾏｻﾀｶ

15分25秒27 前田 爽良60 ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ

15分27秒28 宮下 夕佳里84 ﾐﾔｼﾀ ﾕｶﾘ

15分29秒29 伊坂 元貴77 ｲｻｶ ﾓﾄｷ

15分35秒30 濱崎 航太252 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾀ

15分39秒31 岼 秀一227 ﾕﾘ ｼｭｳｲﾁ

15分45秒32 津田　桃亜218 ﾂﾀﾞ ﾄｳｱ

15分46秒33 平野　翔大254 園部小学校ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ

15分46秒34 津田 勝二230 ﾂﾀﾞ ﾏｻｼﾞ

15分47秒35 神農　洸瑠305 千里第二小学校ｼﾝﾉｳ ﾋｶﾙ

15分56秒36 上田 虎之介80 ｳｴﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ

15分58秒37 濱屋 空誠21 ﾊﾏﾔ ｸｳｾｲ

16分03秒38 石川 煌牙10 ｲｼｶﾜ ｺｳｶﾞ

16分03秒39 出島　理恵1 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾘｴ

16分05秒40 生田　海葵316 ｲｸﾀ ｶｲｷ

16分08秒41 石川 聡5 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ

16分12秒42 白須 友翔283 岩滝小学校ｼﾗｽ ﾕｳﾄ

16分15秒43 神農　仁美304 ｼﾝﾉｳ ﾋﾄﾐ

16分21秒44 木場 萌瑛167 ｷﾊﾞ ﾓｴ

16分22秒45 平野　克也255 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾔ

16分23秒46 野田 瑚都267 舞鶴ジュニアﾉﾀﾞ ｺﾄ

16分23秒47 野田 英伸8003 ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

16分30秒48 小森　孝臣4 ｺﾓﾘ ﾀｶｵﾐ

16分30秒49 小森　真唯3 ｺﾓﾘ ﾏｲ

16分32秒50 中村 尚梧13 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ
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16分44秒51 木原 智141 ｷﾊﾗ ｻﾄｼ

16分45秒52 木原 慶大140 ｷﾊﾗ ｹｲﾀ

16分47秒53 松本 治也150 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ

16分52秒54 濱崎 真琴251 ﾊﾏｻｷ ﾏｺﾄ

16分52秒55 杉本 結香278 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｶ

16分54秒56 本庄 祐翔131 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ

16分57秒57 大岩 稜平196 ｵｵｲﾜ ﾘｮｳﾍｲ

16分59秒58 田代 楼64 太秦保育園ﾀｼﾛ ﾂｷ

16分59秒59 中井 美々子63 ﾅｶｲ ﾐﾐｺ

17分00秒60 伊坂 訓明76 ｲｻｶ ｸﾆｱｷ

17分04秒61 乾 貴彦99 ｲﾇｲ ﾀｶﾋｺ

17分10秒62 松本 花純72 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ

17分11秒63 松本 和哉68 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

17分19秒64 中村 夢子14 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｺ

17分19秒65 秦野 暖都104 ﾊﾀﾉ ﾊﾙﾄ

17分21秒66 植田 恋羽41 ＴＳＴＯＫ応援団ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾈ

17分22秒67 植田 憲明39 ＹＴＫ応援団ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

17分23秒68 中本 優43 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳ

17分23秒69 中本 絢大42 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾀ

17分23秒70 近田 美月96 醒泉Ｔ＆Ｆﾁｶﾀ ﾐﾂﾞｷ

17分27秒71 林 知里142 ﾊﾔｼ ﾁｻﾄ

17分50秒72 松嶺 政成20 ﾏﾂﾐﾈ ﾏｻﾅﾘ

17分51秒73 中村　藍86 染山ランニングクラブﾅｶﾑﾗ ｱｲ

17分53秒74 大迫 知香121 ｵｵｻｺ ﾁｶ

18分00秒75 白須 義記282 丹後中央病院ｼﾗｽ ﾖｼｷ

18分05秒76 岡田 明莉81 ｵｶﾀﾞ ｱｶﾘ

18分08秒77 杉本 理絵279 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ

18分09秒78 濱崎 颯太253 ﾊﾏｻｷ ｿｳﾀ

18分13秒79 塚本 美翔117 ﾂｶﾓﾄ ﾐｳ

18分18秒80 伊吹 明子190 ｲﾌﾞｷ ｱｷｺ

18分29秒81 山内 颯介65 ﾔﾏｳﾁ ｿｳｽｹ

18分29秒82 北濱 梨紗320 ｷﾀﾊﾏ ﾘｻ

18分29秒83 北濱 那奈319 ｷﾀﾊﾏ ﾅﾅ

18分30秒84 日下 葵182 ｸｻｶ ｱｵｲ

18分31秒85 山内 康彦66 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋｺ

18分33秒86 宮本 結翔331 三田小学校ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲﾄ

18分34秒87 上田 智美79 ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾐ

18分35秒88 北濱 悠樹321 ｷﾀﾊﾏ ﾕｳｷ

18分36秒89 北濱 杏奈318 ｷﾀﾊﾏ ｱﾝﾅ

18分36秒90 日下 楓180 ｸｻｶ ｶｴﾃﾞ

18分36秒91 日下 恵181 ﾒｸﾞﾐ ｸｻｶ

18分39秒92 山田 雄亮120 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

18分42秒93 塚本 眞司118 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

18分45秒94 炭本 陸希276 いづみ保育園ｽﾐﾓﾄ ﾘｷ

18分45秒95 炭本 純275 加茂～んＲＣｽﾐﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

18分50秒96 大岩 幹大194 ｵｵｲﾜ ｶﾝﾀ

18分53秒97 一谷　駿成220 ｲﾁﾀﾆ ｼｭﾝｾｲ

18分57秒98 井上　開人223 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

18分57秒99 井上　翔塁224 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ

18分58秒100 大迫 義文123 ｵｵｻｺ ﾖｼﾌﾐ
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19分07秒101 室　寧音213 ﾑﾛ ﾈﾈ

19分07秒102 保田　蘭221 ﾔｽﾀﾞ ﾗﾝ

19分10秒103 吉田 匡杜307 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

19分20秒104 竹内　咲翔215 ﾀｹｳﾁ ｻｸﾄ

19分24秒105 西田 莉紗183 ﾆｼﾀﾞ ﾘｻ

19分25秒106 樋口 朋美8002

19分25秒107 鳳崎 茜171 ﾎｳｻﾞｷ ｱｶﾈ

19分26秒108 鳳﨑 翠170 ﾎｳｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ

19分26秒109 高科 麗子184 ﾀｶｼﾅ ﾚｲｺ

19分26秒110 竹内 裕美228 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ

19分26秒111 竹内　雫216 ﾀｹｳﾁ ｼｽﾞｸ

19分27秒112 樋口 祐太97 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

19分31秒113 桜井 鈴鹿329 ｻｸﾗｲ ｽｽﾞｶ

19分37秒114 岸本 和都88 スナップエンドウ会ｷｼﾓﾄ ﾅﾂ

19分37秒115 松本 涼花71 ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞｶ

19分37秒116 岸本 尚寿90 スナップエンドウ会ｷｼﾓﾄ ﾅｵﾄｼ

19分42秒117 野口　愛290 ﾉｸﾞﾁ ｱｲ

19分52秒118 藤山 昌平16 ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ

19分52秒119 藤山 悠月15 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕﾂｷ

19分55秒120 吉田 彩良260 ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ

19分55秒121 片山 学144 ｶﾀﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ

19分55秒122 片山 翔陽146 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾖｳ

19分56秒123 吉田 敏行261 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

19分59秒124 向瀬 空音200 ﾑｺｾ ｿﾗﾈ

20分01秒125 向瀬 直博197 ﾑｺｾ ﾅｵﾋﾛ

20分02秒126 水上 大嗣191 ﾐｽﾞｶﾐ ﾄﾓﾂｸﾞ

20分02秒127 水上 拓真192 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾏ

20分03秒128 乾 弘美98 ｲﾇｲ ﾋﾛﾐ

20分05秒129 辻 雄大243 やまびこﾂｼﾞ ﾕｳﾄ

20分05秒130 峯 美咲希59 嵯峨小学校ﾐﾈ ﾐｻｷ

20分09秒131 加藤 敬暁92 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

20分09秒132 村田 璃空157 ﾑﾗﾀ ﾘｸ

20分09秒133 加藤 史夏91 ｶﾄｳ ﾌﾐｶ

20分09秒134 村田 勇輝156 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ

20分10秒135 松本 周治郎149 道草会　関西支部ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

20分10秒136 杤谷 四科子136 ﾄﾁﾀﾆ ｼﾅｺ

20分11秒137 杉本 一翔277 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｯｻ

20分11秒138 杉本 容英280 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ

20分11秒139 峯 美帆58 ﾐﾈ ﾐﾎ

20分12秒140 前田　羽菜33 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ

20分12秒141 前田　祐子34 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｺ

20分18秒142 生田　咲希317 ｲｸﾀ ｻｷ

20分19秒143 生田　幸枝315 ｲｸﾀ ﾕｷｴ

20分21秒144 峯 孝太郎57 嵯峨小学校ﾐﾈ ｺｳﾀﾛｳ

20分26秒145 石田 未来翔114 ｲｼﾀﾞ ｱｽﾄ

20分28秒146 塚本 美帆116 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾎ

20分32秒147 木村 基154 ｷﾑﾗ ﾓﾄｲ

20分35秒148 水野 宏之48 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

20分37秒149 水野 佑音47 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ

20分38秒150 向瀬 麻由佳198 ﾑｺｾ ﾏﾕｶ
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20分38秒151 向瀬 陽茉里199 ﾑｺｾ ﾋﾏﾘ

20分44秒152 渡辺 美樹163 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ

20分50秒153 岡田 佳純83 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾐ

20分50秒154 岡田 公美82 ｵｶﾀﾞ ｸﾐ

20分56秒155 栃谷 健太郎135 ﾄﾁﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ

20分57秒156 栃谷 咲和137 ﾄﾁﾀﾆ ｻﾜ

21分06秒157 太田 結菜211 ｵｵﾀ ﾕｲﾅ

21分06秒158 太田 亜樹212 ｵｵﾀ ｱｷ

21分06秒159 新川 野花314 ｼﾝｶﾜ ﾉﾉｶ

21分07秒160 新川 楽312 ｼﾝｶﾜ ﾗｸ

21分08秒161 吉田　昭148 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ

21分12秒162 新川 信旨313 ｼﾝｶﾜ ﾉﾌﾞﾖｼ

21分16秒163 山本 嘉紀185 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

21分16秒164 山本 結菜186 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ

21分19秒165 伊藤 朔太郎177 ｲﾄｳ ｻｸﾀﾛｳ

21分20秒166 下村 晃弘12 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

21分20秒167 下村 容規11 ｼﾓﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ

21分20秒168 安福 和夫153 ﾔｽﾌｸ ｶｽﾞｵ

21分21秒169 伊藤 慎太郎178 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

21分21秒170 谷川　要222 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾅﾒ

21分22秒171 谷川 徹8010 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄｵﾙ

21分30秒172 本庄 玲花130 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾚｲｶ

21分34秒173 深井 雪臣311 ﾌｶｲ ﾕｷｵﾐ

21分34秒174 深井 誠309 ﾌｶｲ ﾏｺﾄ

21分35秒175 深井 萌310 ﾌｶｲ ﾓｴ

21分40秒176 秦野 花苗105 ﾊﾀﾉ ｶﾅｴ

21分41秒177 谷山　華乃226 丹波ひかり小学校ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾅﾉ

21分42秒178 谷山　勝彦225 ﾀﾆﾔﾏ ｶﾂﾋｺ

21分46秒179 石田 優人113 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

21分48秒180 石田 結希翔115 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾄ

21分53秒181 和田 真紀208 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

21分59秒182 宮本 幸子330 なしﾐﾔﾓﾄ ｻﾁｺ

21分59秒183 川上　成瑛133 京都市立樫原中学校ｶﾜｶﾐ ﾅﾙｴ

22分00秒184 川上　和美134 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾐ

22分06秒185 井上 葉月62 西京極西小学校ｲﾉｳｴ ﾊﾂﾞｷ

22分06秒186 井上 友子61 公務員ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ

22分11秒187 上田　晃平175 上田分家ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

22分11秒188 上田　芽生子174 上田分家ｳｴﾀﾞ ﾒｲｺ

22分13秒189 野口 朝美229 ﾉｸﾞﾁ ｱｻﾐ

22分13秒190 野口　達貴217 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾂｷ

22分16秒191 八木 真希子25 ﾔｷﾞ ﾏｷｺ

22分24秒192 本庄 亜里沙132 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｱﾘｻ

22分29秒193 大迫 浩子122 ｵｵｻｺ ﾋﾛｺ

22分29秒194 久保　貴裕203 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ

22分29秒195 一谷　爽華219 ｲﾁﾀﾆ ｻﾜｶ

22分30秒196 一谷 さおり8013

22分30秒197 堀江 美澪302 ﾎﾘｴ ﾐｵ

22分31秒198 堀江 依奈8011 ﾎﾘｴ ｴﾅ

22分37秒199 北浦 始浩245 ｷﾀｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ

22分37秒200 北浦 咲花246 ｷﾀｳﾗ ｻﾅ
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22分39秒201 藤稿 敦士333 篠山小学校ﾄｳｺｳ ｱﾂｼ

22分40秒202 酒井 幸子334 ｻｶｲ ﾕｷｺ

22分43秒203 岡本 由美271 ｵｶﾓﾄ ﾕﾐ

22分50秒204 安福 拓海126 ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ

22分51秒205 安福 歩128 ﾔｽﾌｸ ｱﾕﾐ

22分54秒206 大谷 由里249 ｵｵﾀﾆ ﾕﾘ

22分54秒207 大谷 菜月250 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ

22分55秒208 山田 美月樹95 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

22分56秒209 三須磨 佳代94 ﾐｽﾏ ｶﾖ

22分56秒210 三須磨 仁93 ﾐｽﾏ ｼﾞﾝ

22分56秒211 伊坂 みづき78 ｲｻｶ ﾐﾂﾞｷ

23分00秒212 伊坂 碧75 ｲｻｶ ﾐﾄﾞﾘ

23分00秒213 山内 幹子67 ﾔﾏｳﾁ ﾐｷｺ

23分01秒214 竹田　純子292 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

23分02秒215 竹田　莉央293 大阪体育大学付属浪商幼稚ﾀｹﾀﾞ ﾘｵ

23分07秒216 久保　りりい204 ｸﾎﾞ ﾘﾘｲ

23分11秒217 井上 和宏233 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ

23分14秒218 木村 俊之187 ｷﾑﾗ ﾄｼﾕｷ

23分14秒219 木村 緑太188 ｷﾑﾗ ﾛｸﾀ

23分25秒220 八木 陽向24 ﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ

23分31秒221 西川　由紀子294 ﾆｼｶﾜ ﾕｷｺ

23分40秒222 桜井 真也328 ｻｸﾗｲ ｼﾝﾔ

23分46秒223 吉田 彩花31 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ

23分46秒224 林 智恵143 ﾊﾔｼ ﾁｴ

23分48秒225 下西 大27 亀岡市立千代川小学校２年ｼﾓﾆｼ ﾀｲｷ

23分49秒226 藤原 あき103 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷ

23分49秒227 藤原 季子100 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｺ

23分52秒228 大岩 容子195 ｵｵｲﾜ ﾖｳｺ

23分53秒229 下西 直28 亀岡市立亀岡川東学園ｼﾓﾆｼ ﾅｵ

23分58秒230 下西 基文26 京都中部総合医療センターｼﾓﾆｼ ﾓﾄﾌﾐ

24分02秒231 青木 颯汰247 ｱｵｷ ｿｳﾀ

24分02秒232 青木 美樹248 ｱｵｷ ﾐｷ

24分13秒233 吉田 美穂32 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ

24分20秒234 遠藤 友紀雄22 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ

24分23秒235 和田 宗一郎209 ﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

24分29秒236 木場 大睦169 ｷﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ

24分30秒237 中條 航太207 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ

24分31秒238 遠藤 友貴23 安祥ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ

24分34秒239 木場 裕美子166 ｷﾊﾞ ﾕﾐｺ

24分34秒240 木場 萌結168 ｷﾊﾞ ﾒｲ

24分40秒241 澤田 結衣265 ｻﾜﾀﾞ ﾕｲ

24分40秒242 澤田 未央子264 ｻﾜﾀﾞ ﾐｵｺ

24分40秒243 澤田 将栄263 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｴｲ

24分40秒244 澤田 莉歩266 ｻﾜﾀﾞ ﾘﾎ

24分44秒245 村田 悠音159 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ

24分46秒246 安井 凛124 樫原小学校ﾔｽｲ ﾘﾝ

24分46秒247 村田 真由美158 ﾑﾗﾀ ﾏﾕﾐ

24分46秒248 安井 しほり125 ﾔｽｲ ｼﾎﾘ

24分55秒249 裏川 美晴30 ｳﾗｶﾜ ﾐﾊﾙ

24分55秒250 裏川 涼太29 ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ
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25分09秒251 小林 圭二44 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ

25分21秒252 小林 倖大45 京都府立与謝の海支援学校ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ

25分39秒253 岡野 尚介281 ｵｶﾉ ﾅｵｽｹ

26分37秒254 木村 榮仁232 ｷﾑﾗ ｴｲﾄ

26分41秒255 四方　隼人8 ｼｶﾀ ﾊﾔﾄ

26分41秒256 四方　千尋6 ｼｶﾀ ﾁﾋﾛ

26分41秒257 上田　恵235 ｳｴﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

26分42秒258 上田　菜瑞236 京丹波町立たんばこども園ｳｴﾀﾞ ﾅﾐ

26分55秒259 城山 風花299 ｼﾛﾔﾏ ﾌｳｶ

26分55秒260 城山 愛果300 ｼﾛﾔﾏ ｱｲｶ

26分55秒261 城山 芳子301 ｼﾛﾔﾏ ﾖｼｺ

27分55秒262 藤原 徹101 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

27分55秒263 藤原 凛子102 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｺ

28分23秒264 伊藤 朱莉176 ｲﾄｳ ｱｶﾘ

28分23秒265 伊藤 優美179 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ

28分31秒266 太田 栞奈54 ｵｵﾀ ｶﾝﾅ

28分32秒267 太田 満里子56 ｵｵﾀ ﾏﾘｺ

28分42秒268 内藤 久士49 ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ

29分00秒269 竹下　望160 ﾀｹｼﾀ ﾉｿﾞﾐ

29分00秒270 竹下　尚人162 ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾄ

29分00秒271 竹下　英里161 タキイRCﾀｹｼﾀ ｴﾘ

29分19秒272 福本 早智286 ﾌｸﾓﾄ ｻﾁ

29分20秒273 福本 陵人285 ﾌｸﾓﾄ ﾘｮｳﾄ

29分29秒274 内藤 正賢50 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ

29分43秒275 グエン ルアン173 日本電産リードｸﾞｴﾝ ﾙｱﾝ

29分48秒276 グエン クアン172 ｸﾞｴﾝ ｸｱﾝ

29分52秒277 上田　譲234 ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ

29分52秒278 上田　一颯237 京丹波町立たんばこども園ｳｴﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

29分56秒279 前田　諒36 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ

29分57秒280 前田　芽生35 ﾏｴﾀﾞ ﾒｲ

30分00秒281 松田 稜太287 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

30分18秒282 吉野 結葵323 ﾖｼﾉ ﾕｱ

30分18秒283 吉野 遥香322 ﾖｼﾉ ﾊﾙｶ

30分27秒284 松本 昊哉70 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾔ

30分27秒285 松本 美里69 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾄ

30分30秒286 中村　智賀87 染山ランニングクラブﾅｶﾑﾗ ﾁｶ

30分30秒287 中村　泰典85 染山ランニングクラブﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ

31分18秒288 谷本 洋子268 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｺ

31分18秒289 谷本 紗和269 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾜ

31分37秒290 太田 宏樹53 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ

31分38秒291 太田 秀雄55 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｵ

32分38秒292 松田 悦子289 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾂｺ

32分38秒293 松田 結288 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲ

33分35秒294 田畑　朱莉242 ﾀﾊﾞﾀ ｱｶﾘ

33分36秒295 駒月　沙菜273 ｺﾏﾂﾞｷ ｻﾅ

33分38秒296 田畑　知也241 ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓﾔ

33分38秒297 駒月　香織274 ｺﾏﾂﾞｷ ｶｵﾘ

33分45秒298 四方　知絵子7 ｼｶﾀ ﾁｴｺ

33分45秒299 四方　柚希9 ｼｶﾀ ﾕｽﾞｷ

34分29秒300 服部 禾重112 ＳＫＲＫﾊｯﾄﾘ ｶｴ
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34分29秒301 服部 一齋110 ＳＫＲＫﾊｯﾄﾘ ｲｯｾｲ

34分29秒302 服部 かおる子111 ＳＫＲＫﾊｯﾄﾘ ｶｵﾙｺ

35分20秒303 橋本 一志297 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｼ

35分23秒304 福井 駿295 ﾌｸｲ ｼｭﾝ

35分23秒305 橋本 直弥298 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ

35分23秒306 福井 恒太郎296 ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ

36分45秒307 中條 美帆206 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾎ

41分07秒308 片山 みすず145 ｶﾀﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

41分07秒309 片山 煌陽147 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾖｳ

45分59秒310 谷 真矢326 ﾀﾆ ﾏｻﾔ

46分01秒311 谷 美沙樹324 ﾀﾆ ﾐｻｷ

46分01秒312 谷 逸瑠327 ﾀﾆ ｲﾂﾞﾙ

46分08秒313 谷 蒼生325 ﾀﾆ ｱｵｲ

46分29秒314 田原　良英231 ﾀﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ

48分17秒315 河合 芽152 ｶﾜｲ ﾒｸﾞﾐ

48分18秒316 河合 将宗151 ｶﾜｲ ﾏｻﾑﾈ

49分03秒317 橋田 京侑107 ﾊｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

49分03秒318 橋田 健一106 ﾊｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

49分26秒319 田原 紘樹18 田原家ﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ

49分26秒320 田原 美樹17 田原家ﾀﾊﾗ ﾐｷ

49分27秒321 田原 初樹19 田原家ﾀﾊﾗ ﾊﾂｷ

49分46秒322 竹内 瑚都239 ﾀｹｳﾁ ｺﾄ

49分46秒323 竹内 香世240 ﾀｹｳﾁ ｶﾖ

49分48秒324 竹内 環太238 ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾀ

58分05秒325 渡辺 千紗165 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻ

58分05秒326 渡辺 大樹164 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

1時間06分25秒327 北條 律258 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾘﾂ
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