
順位 ナンバー タイム 氏名 フリガナ 都道府県

1 1066 1:34:15 岡 靖朗 オカ ヤスアキ 大阪府

2 1030 1:35:36 人見 了 ヒトミ リョウ 京都府

3 1029 1:35:55 人見 豪 ヒトミ ゴウ 京都府

4 1031 1:40:21 村山 雄亮 ムラヤマ ユウスケ 京都府

5 1063 1:42:36 荻野 淳 オギノ アツシ 大阪府

6 1041 1:47:16 高木 鉄平 タカギ テッペイ 兵庫県

7 1078 1:47:50 奥村 良徳 オクムラ ヨシノリ 京都府

8 1073 1:51:41 小川 浩保 オガワ ヒロヤス 京都府

9 1037 1:52:11 諸留 幸太 モロドメ コウタ 大阪府

10 1067 1:53:45 木村 義郎 キムラ ヨシロウ 京都府

11 1114 1:54:10 ジョシュア レヴァン ジョシュア レヴァン -

12 1035 1:54:42 田中 識章 タナカ ノリアキ 京都府

13 1051 1:57:12 徳田 正彦 トクダ マサヒコ 京都府

14 1081 2:01:26 山本 雄一 ヤマモト ユウイチ 大阪府

15 1023 2:02:14 安田 力也 ヤスダ リキヤ 京都府

16 1044 2:03:03 北村 康典 キタムラ ヤスノリ 京都府

17 1014 2:05:14 池田 剛 イケダ ゴウ 大阪府

18 1003 2:06:54 若山 知義 ワカヤマ トモヨシ 京都府

19 1026 2:07:01 宅野 敏和 タクノ トシカズ 滋賀県

20 1045 2:07:23 林 英司 ハヤシ エイジ 京都府

21 1025 2:08:12 岡井 良文 オカイ ヨシフミ 京都府

22 1040 2:11:03 鈴木 真人 スズキ マサト 京都府

23 1046 2:11:09 松居 和裕 マツイ カズヒロ 神奈川県

24 1077 2:11:43 岩城 昌宏 イワキ マサヒロ 大阪府

25 1084 2:13:02 河井 雅彦 カワイ マサヒコ 京都府

26 1090 2:13:40 今井 稔 イマイ ミノル 京都府

27 1017 2:13:44 富沢 宏平 トミザワ コウヘイ 滋賀県

28 1009 2:14:22 田中 翔平 タナカ ショウヘイ 京都府

29 1038 2:15:12 亀井 智宏 カメイ トモヒロ 大阪府

30 1008 2:15:52 吉田 敏史 ヨシダ サトシ 大阪府

31 1083 2:16:34 尾畑 逸 オバタ イツ 京都府

32 1004 2:17:38 田中 朋拓 タナカ トモヒロ 兵庫県

33 1064 2:19:16 林 平丈 ハヤシ ヒロタケ 京都府

34 1034 2:19:52 河野 和宏 コウノ カズヒロ 大阪府

35 1105 2:20:30 ミアーズ ケレン ミアーズ ケレン 京都府

36 1082 2:21:36 池端 政宏 イケバタ マサヒロ 大阪府

37 1012 2:22:16 志水 浩紀 シミズ ヒロキ 大阪府

38 1102 2:22:56 大和 眞悟 ヤマト シンゴ 京都府
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39 1032 2:23:26 藁谷 勝之 ワラタニ カズユキ 京都府

40 1087 2:26:05 水島 公博 ミズシマ キミヒロ 滋賀県

41 1099 2:26:22 井澤 一清 イザワ カズキヨ 京都府

42 1042 2:26:26 徳永 悠 トクナガ ユウ 東京都

43 1049 2:27:35 肥田 知浩 ヒダ トモヒロ 京都府

44 1001 2:30:02 小山田 幸平 オヤマダ コウヘイ 京都府

45 1013 2:30:24 御木 雅行 ミキ マサユキ 京都府

46 1052 2:30:48 野島 正幹 ノジマ マサキ 大阪府

47 1058 2:31:51 小嶋 淳平 コジマ ジュンペイ 兵庫県

48 1039 2:33:10 佐々木 継泰 ササキ ツグヤス 京都府

49 1047 2:33:19 宮田 直人 ミヤタ ナオト 大阪府

50 1065 2:33:50 山口 崇 ヤマグチ タカシ 京都府

51 1071 2:33:57 中居 和夫 ナカイ カズオ 京都府

52 1015 2:37:37 小松 誠 コマツ マコト 京都府

53 1027 2:37:37 濱田 尚邦 ハマダ ナオクニ 滋賀県

54 1016 2:37:37 田中 邦治 タナカ クニハル 滋賀県



順位 ナンバー タイム 氏名 フリガナ 都道府県

55 1055 2:37:52 皆森 啓史 カイモリ ヒロシ 京都府

56 1070 2:38:48 笹井 昌樹 ササイ マサキ 大阪府

57 1098 2:39:21 横山 辰典 ヨコヤマ タツノリ 福井県

58 1022 2:40:04 毛利 裕 モウリ ユタカ 京都府

59 1005 2:40:44 辻 裕宅 ツジ ユウヤ 大阪府

60 1088 2:41:06 山中 仁志 ヤマナカ ヒトシ 京都府

61 1092 2:41:58 鳥居 武史 トリイ タケシ 兵庫県

62 1089 2:42:20 山田 卓広 ヤマダ タクヒロ 京都府

63 1011 2:42:46 松田 晋吾 マツダ シンゴ 京都府

64 1007 2:43:20 宮本 隆史 ミヤモト タカフミ 兵庫県

65 1094 2:46:33 Obermeier Andrew オーバマィヤー アンドリュー 京都府

66 1113 2:47:13 大迫 和秀 オオサコ カズヒデ 大阪府

67 1020 2:48:59 白井 真 シライ マコト 大阪府

68 1107 2:51:56 ピデイントン マーテイン ピデイントン マーテイン 京都府

69 1036 2:53:26 福井 貴章 フクイ タカアキ 京都府

70 1112 2:54:08 加藤 孝 カトウ タカシ 京都府

71 1033 2:54:29 奥野 佳寿也 オクノ カズヤ 大阪府

72 1061 2:56:22 殿村 淳一 トノムラ ジュンイチ 京都府

73 1076 2:56:25 三上 辰男 ミカミ タツオ 京都府

74 1106 2:56:59 駒林 六之 コマバヤシ ムツユキ 岡山県

75 1019 2:57:07 垣村 雄介 カキムラ ユウスケ 京都府

76 1075 2:57:20 濱上 公寿 ハマウエ キミヒサ 京都府

77 1091 2:57:30 田中 真彦 タナカ マサヒコ 兵庫県

78 1010 2:59:15 細谷 桂右 ホソタニ ケイスケ 京都府

79 1043 3:01:32 幸地 哲也 コウチ テツヤ 沖縄県

80 1069 3:01:54 柳瀬 仁志 ヤナセ ヒトシ 京都府

81 1095 3:03:28 横野 成彦 ヨコノ ナルヒコ 兵庫県

82 1028 3:04:50 Hankai Koichi ハンカイ コウイチ 京都府

83 1054 3:05:58 伊賀 喜幸 イガ ヨシユキ 京都府

84 1104 3:08:54 川田原 雅直 カワタハラ マサナオ 京都府

85 1101 3:10:06 羽田 信晴 ハネダ ノブハル 京都府

86 1109 3:13:28 松本 聡 マツモト サトシ 兵庫県

87 1060 3:14:40 高岡 秀次 タカオカ シュウジ 京都府

88 1080 3:14:52 宮本 恵伸 ミヤモト ヨシノブ 京都府

89 1093 3:14:54 光安 信浩 ミツヤス ノブヒロ 大阪府

90 1059 3:15:42 紺田 和宏 コンダ カズヒロ 京都府

91 1110 3:17:14 山田 純司 ヤマダ ジュンジ 京都府

92 1097 3:28:52 松田 貴雄 マツダ タカオ 京都府

93 1056 3:29:12 久保 博則 クボ ヒロノリ 京都府

94 1111 3:37:15 池田 博幸 イケダ ヒロユキ 大阪府

95 1100 3:37:59 羽根 靖人 ハネ ヤスヒト 京都府

96 1074 3:41:30 豊田 悦詩 トヨダ エツシ 京都府

97 1108 3:41:36 山口 剛史 ヤマグチ タケシ 兵庫県

98 1079 3:43:34 加藤 寿一 カトウ ジュイチ 京都府



99 1068 4:22:16 西岡 善生 ニシオカ ヨシオ 京都府

100 1086 4:39:12 長谷川 伸一 ハセガワ シンイチ 京都府

DNF 1072 長坂 貴光 ナガサカ タカミツ 愛知県

DNS 1002 垣見 知宏 カキミ トモヒロ 福井県

DNS 1006 小寺 晴雄 コテラ ハルオ 京都府

DNS 1018 井桁 勇人 イゲタ ユウト 京都府

DNS 1021 菅原 健司 スガワラ ケンジ 東京都

DNS 1024 山本 知聖 ヤマモト トモキヨ 大阪府

DNS 1048 浅井 義樹 アサイ ヨシキ 愛知県

DNS 1050 田宮 亮 タミヤ リョウ 京都府

DNS 1053 古川 宗治 フルカワ ムネハル 奈良県

DNS 1057 久保田 敏裕 クボタ トシヒロ 京都府

DNS 1062 大山 健 オオヤマ タケシ 兵庫県

DNS 1085 西口 均 ニシグチ ヒトシ 滋賀県

DNS 1096 藤原 康広 フジワラ ヤスヒロ 京都府

DNS 1103 奥野 智澄 オクノ チスミ 京都府



順位 ナンバー タイム 氏名 フリガナ 都道府県

1 2008 1:57:16 赤松 祥江 アカマツ サチエ 大阪府

2 2015 2:05:30 中井 真紀子 ナカイ マキコ 奈良県

3 2019 2:09:12 糸井 順子 イトイ ジュンコ 京都府

4 2012 2:16:00 山口 亜友美 ヤマグチ アユミ 京都府

5 2036 2:18:57 中條 さおり ナカジョウ サオリ 岡山県

6 2032 2:19:08 山内 純子 ヤマウチ ジュンコ 大阪府

7 2034 2:21:08 久保 明美 クボ アケミ 大阪府

8 2004 2:22:16 田中 亜紀 タナカ アキ 京都府

9 2027 2:23:04 河島 裕美 カワシマ ヒロミ 京都府

10 2011 2:23:20 鎌谷 麻里 カマタニ マリ 大阪府

11 2033 2:25:30 奥山 美由紀 オクヤマ ミユキ 京都府

12 2016 2:27:01 梶本 由美子 カジモト ユミコ 京都府

13 2009 2:31:27 二階堂 麻美 ニカイドウ アサミ 兵庫県

14 2002 2:33:13 中松 利恵 ナカマツ リエ 大阪府

15 2006 2:34:37 草山 悦子 クサヤマ エツコ 大阪府

16 2017 2:36:37 中 有子 ナカ ユウコ 大阪府

17 2045 2:39:36 坂元 佐知子 サカモト サチコ 福岡県

18 2038 2:43:53 山崎 南 ヤマザキ ミナミ 大阪府

19 2039 2:44:45 武野 朋子 タケノ トモコ 大阪府

20 2020 2:45:21 岡崎 未央 オカザキ ミオ 京都府

21 2043 2:45:38 岸本 恵子 キシモト ケイコ 京都府

22 2021 2:48:29 新谷 香織 シンタニ カオリ 大阪府

23 2024 2:49:49 岡田 裕子 オカダ ユウコ 愛知県

24 2003 2:53:41 渡部 茜 ワタナベ アカネ 大阪府

25 2023 2:56:33 新納 幸子 ニイノ サチコ 京都府

26 2040 2:57:30 田中 淳子 タナカ ジュンコ 兵庫県

27 2022 2:59:48 中村 早恵 ナカムラ サエ 京都府

28 2044 3:00:01 松本 一美 マツモト カズミ 京都府

29 2037 3:00:01 内海 有貴子 ウツミ ユキコ 京都府

30 2050 3:00:02 竹村 真佐子 タケムラ マサコ 京都府

31 2041 3:03:28 横野 和美 ヨコノ カズミ 兵庫県

32 2048 3:07:28 井内 宏美 イウチ ヒロミ 京都府

33 2007 3:07:55 市橋 沙織 イチハシ サオリ 京都府

34 2014 3:08:54 石橋 知加恵 イシバシ チカエ 京都府

35 2028 3:12:40 木村 浩子 キムラ ヒロコ 京都府

36 2013 3:16:25 赤松 智子 アカマツ トモコ 京都府

37 2047 3:18:57 松本 幸代 マツモト サチヨ 兵庫県

38 2049 3:23:25 池田 央子 イケダ エイコ 大阪府
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39 2046 3:27:02 横光 浩美 ヨコミツ ヒロミ 京都府

40 2001 3:35:20 羽根 ひより ハネ ヒヨリ 大阪府

41 2029 3:37:41 新田 絵里 ニッタ エリ 京都府

42 2051 4:02:33 粟津 稔美 アワヅ トシミ 京都府

43 2026 4:39:12 長谷川 千奈美 ハセガワ チナミ 京都府

44 2035 4:41:41 清水 典子 シミズ ノリコ 京都府

45 2031 4:41:42 林 祐子 ハヤシ ユウコ 京都府

DNS 2005 松井 宏美 マツイ ヒロミ 大阪府

DNS 2010 溝畑 亜紀 ミゾハタ アキ 大阪府

DNS 2018 中村 亜香里 ナカムラ アカリ 大阪府

DNS 2025 久里山 陽子 クリヤマ ヨウコ 京都府

DNS 2030 河合 純子 カワイ ジュンコ 大阪府

DNS 2042 大塚 ゆかり オオツカ ユカリ 大阪府


