
マラソン年代別　1～3位

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ チーム名 都道府県 市区町村 フィニッシュタイム
一般男子２４歳以下 1 10535 長谷中　嘉紀 ﾊｾﾅｶ ﾖｼｷ 大阪府 枚方市 2:31:10
一般男子２４歳以下 2 11924 徳永　晃希 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 長崎県 島原市 2:42:02
一般男子２４歳以下 3 10054 山本　光希 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 大阪府 東大阪市 2:54:11

一般男子２５～２９歳 1 10023 上山　達也 ｳｴﾔﾏ ﾀﾂﾔ 京都府 伊根町 2:36:27
一般男子２５～２９歳 2 10094 高村　諒 ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳ 岡崎ＭＣ 愛知県 岡崎市 2:48:40
一般男子２５～２９歳 3 10075 塩見　直哉 ｼｵﾐ ﾅｵﾔ 京都府 京都市 2:51:15

一般男子３０～３４歳 1 10031 須賀　洋之 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 酒猿組 兵庫県 姫路市 2:39:56
一般男子３０～３４歳 2 10212 目﨑　才人 ﾒｻﾞｷ ｻｲﾄ 京都府 福知山市 2:48:31
一般男子３０～３４歳 3 10139 森田　裕太郎 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知県 名古屋市 2:52:19

一般男子３５～３９歳 1 10029 永本　新 ﾅｶﾞﾓﾄ ｱﾗﾀ 大阪府 泉大津市 2:40:48
一般男子３５～３９歳 2 10028 篰　良 ﾋﾄﾐ ﾘｮｳ ＧＲｌａｂ 兵庫県 宝塚市 2:42:03
一般男子３５～３９歳 3 10124 山岡　直人 ﾔﾏｵｶ ﾅｵﾄ 高知県 高知市 2:45:08

一般男子４０～４４歳 1 10018 佐古　武彦 ｻｺ ﾀｹﾋｺ サブゼロ但馬 兵庫県 豊岡市 2:42:18
一般男子４０～４４歳 2 10035 茂山　和生 ｼｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ 滋賀県 大津市 2:45:28
一般男子４０～４４歳 3 10027 新発田　秀明 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ マルシゲＳＰ 京都府 福知山市 2:45:53

一般男子４５～４９歳 1 10025 井久保　雅徳 ｲｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ シガウマラ族 滋賀県 大津市 2:37:33
一般男子４５～４９歳 2 10045 大島　天 ｵｵｼﾏ ﾃﾝ ＧＲｌａｂ 大阪府 大阪市 2:48:12
一般男子４５～４９歳 3 10049 古川　英治 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ 京都府 精華町 2:48:30

一般男子５０～５４歳 1 10004 髙橋　義之 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 瀬田工高 滋賀県 栗東市 2:48:18
一般男子５０～５４歳 2 10142 渡嘉敷　義成 ﾄｶｼｷ ﾖｼﾅﾘ 大阪府 大阪市 2:51:43
一般男子５０～５４歳 3 10217 藤本　聖 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ メカトロ丼！ 徳島県 徳島市 2:55:47

一般男子５５～５９歳 1 10288 船谷　裕司 ﾌﾅﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 県庁篠山ゆっく 兵庫県 芦屋市 2:57:41
一般男子５５～５９歳 2 10125 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 深北緑地ＳＲＣ 大阪府 大東市 2:59:34
一般男子５５～５９歳 3 10113 高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ 北府走友会２部 福井県 越前市 3:00:21

一般男子６０～６４歳 1 10215 松岡　継文 ﾏﾂｵｶ ﾂｸﾞﾌﾐ 浜坂走ろう会 兵庫県 新温泉町 3:08:45
一般男子６０～６４歳 2 10188 中本　敏治 ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 深北緑地ＳＲＣ 大阪府 四條畷市 3:09:53
一般男子６０～６４歳 3 10570 中尾　雄一 ﾅｶｵ ﾕｳｲﾁ 滋賀県 近江八幡市 3:09:54

一般男子６５～６９歳 1 11239 山崎　清亀 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖｷ Ｔ２００Ｋ 大阪府 大阪市 3:21:32
一般男子６５～６９歳 2 10711 赤楚　豊 ｱｶｿ ﾕﾀｶ 神戸学園ＲＣ 兵庫県 神戸市 3:24:20
一般男子６５～６９歳 3 11107 小西　健雄 ｺﾆｼ ﾀｹｵ どもなｒｕｎ 和歌山県 紀の川市 3:28:43

一般男子７０～７４歳 1 10710 辻本　末好 ﾂｼﾞﾓﾄ ｽｴﾖｼ 京都府 京都市 3:30:12
一般男子７０～７４歳 2 11598 三輪　和宏 ﾐﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 貝塚走ろう会 大阪府 貝塚市 3:46:33
一般男子７０～７４歳 3 11829 藤沢　純一 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北摂パラダイス 大阪府 箕面市 3:51:48

一般男子７５～７９歳 1 11413 加藤　哲郎 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ 亀岡ランナーズ 京都府 亀岡市 4:25:35
一般男子７５～７９歳 2 13714 中島　守 ﾅｶｼﾏ ﾏﾓﾙ 芦屋浜アスリー 兵庫県 宝塚市 4:41:04
一般男子７５～７９歳 3 12574 小泉　義郎 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾛｳ 大阪ＲＣ 大阪府 大阪市 4:44:32

一般男子８０～８４歳 1 16703 吾郷　祐次 ｱｺﾞｳ ﾕｳｼﾞ 兵庫みんなで走ろう会 兵庫県 明石市 5:24:31

一般女子２４歳以下 1 20004 見附　咲生 ﾐﾂｹ ｻｷ 兵庫県 豊岡市 3:31:49
一般女子２４歳以下 2 20210 岡　祐里奈 ｵｶ ﾕﾘﾅ かもかも 京都府 京都市 3:42:33
一般女子２４歳以下 3 20128 丸一　晃子 ﾏﾙｲﾁ ｱｷｺ 兵庫県 姫路市 3:47:36

一般女子２５～２９歳 1 20110 高橋　さやか ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 県奈良病院 奈良県 河合町 3:14:42
一般女子２５～２９歳 2 20178 宮田　茜 ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ 京都府 宮津市 3:28:37
一般女子２５～２９歳 3 20202 宮下　留実 ﾐﾔｼﾀ ﾙﾐ 兵庫県 神戸市 3:31:35

一般女子３０～３４歳 1 20013 石田　知世巳 ｲｼﾀﾞ ﾁﾖﾐ 京都府 京都市 3:14:20
一般女子３０～３４歳 2 20146 野口　結加 ﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 大阪府 池田市 3:30:00
一般女子３０～３４歳 3 20197 ラブロウ　セーニャ ﾗﾌﾞﾛｳ ｾｰﾆｬ 爆走楽笑会 大阪府 大阪市 3:33:22

一般女子３５～３９歳 1 20031 桑谷　奈緒美 ｸﾜﾀﾆ ﾅｵﾐ へこちょクラブ 京都府 京都市 3:24:53
一般女子３５～３９歳 2 20023 本間　里美 ﾎﾝﾏ ｻﾄﾐ ＳＡＴ 広島県 広島市 3:26:18
一般女子３５～３９歳 3 20051 渡辺　莉恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 大阪府 交野市 3:29:30

一般女子４０～４４歳 1 20033 村上　亜紀 ﾑﾗｶﾐ ｱｷ 兵庫県 神戸市 3:19:26
一般女子４０～４４歳 2 20015 清野　倫代 ｷﾖﾉ ﾄﾓﾖ 愛知県 弥富市 3:21:40
一般女子４０～４４歳 3 20035 近藤　千愛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｱｲ 徳島県 徳島市 3:22:34

一般女子４５～４９歳 1 20010 門田　弥生 ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ チーム♪虎美 徳島県 徳島市 3:10:07
一般女子４５～４９歳 2 20094 大田　恭子 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ 走遊会Ｇ関西 大阪府 大阪市 3:22:31
一般女子４５～４９歳 3 20044 竹田　和美 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 大阪府 寝屋川市 3:26:14

一般女子５０～５４歳 1 20014 原　百美 ﾊﾗ ﾕﾐ 三進金属工業 大阪府 岸和田市 3:14:55
一般女子５０～５４歳 2 20008 勢旗　はるみ ｾﾊﾀ ﾊﾙﾐ 舞鶴クラブ 京都府 舞鶴市 3:28:39
一般女子５０～５４歳 3 20070 越野　智子 ｺｼﾉ ﾄﾓｺ ヤンチクラブ 奈良県 橿原市 3:34:08

一般女子５５～５９歳 1 20098 井上　みどり ｲﾉｳｴ ﾐﾄﾞﾘ 芦屋浜ＡＣ 兵庫県 西宮市 3:33:37
一般女子５５～５９歳 2 20129 佐貫　秀子 ｻﾇｷ ﾋﾃﾞｺ 兵庫県 神戸市 3:40:16
一般女子５５～５９歳 3 20154 下野　喜代美 ｼﾓﾉ ｷﾖﾐ 大阪府 吹田市 3:41:26

一般女子６０～６４歳 1 20058 中島　三智子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁｺ 金曜走ろう会 京都府 京都市 3:36:46
一般女子６０～６４歳 2 20071 太田　君子 ｵｵﾀ ｷﾐｺ 滋賀マスターズ 滋賀県 甲賀市 3:40:05
一般女子６０～６４歳 3 20159 竹内　りえ ﾀｹｳﾁ ﾘｴ 徳島県 徳島市 3:47:33

一般女子６５～６９歳 1 20278 大野　貞子 ｵｵﾉ ﾃｲｺ 長野県 須坂市 3:50:49
一般女子６５～６９歳 2 20052 大小田　ふみ子 ｵｵｺﾀﾞ ﾌﾐｺ 宝が池ＳＴＣ 京都府 京都市 3:50:55
一般女子６５～６９歳 3 20408 三沢　慶子 ﾐｻﾜ ｹｲｺ 滋賀県 近江八幡市 4:08:42

一般女子７０～７４歳 1 20239 小林　啓子 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 大阪府 大阪市 4:21:38
一般女子７０～７４歳 2 20548 幸田　いく恵 ｺｳﾀﾞ ｲｸｴ 西宮タートル 兵庫県 西宮市 4:32:16
一般女子７０～７４歳 3 20640 原口　みつ子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 兵庫県 西宮市 4:36:47
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一般女子７５～７９歳 1 20899 河田　龍子 ｶﾜﾀ ﾀﾂｺ 大阪府 藤井寺市 5:05:19
一般女子７５～７９歳 2 20915 貞山　良子 ｻﾀﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺ 兵庫県 神戸市 5:33:16
一般女子７５～７９歳 3 21227 正村　智香子 ﾏｻﾑﾗ ﾁｶｺ 京都府 京都市 5:38:44

ブラインドマラソン男子３９歳以下 1 3001 平山　健太郎 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 賀茂パ 京都府 京都市 3:15:00
ブラインドマラソン男子３９歳以下 2 3002 三國　文敬 ﾐｸﾆ ﾌﾐﾉﾘ チームみつき 東京都 千代田区 3:33:05
ブラインドマラソン男子３９歳以下 3 3004 山本　宗平 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾍｲ カモパ 大阪府 高槻市 4:03:17

ブラインドマラソン男子４０歳以上 1 3005 高橋　勇市 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 三菱商事 東京都 北区 2:56:51
ブラインドマラソン男子４０歳以上 2 3006 小林　丈二 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾖｳｼﾞ 天白川走友会 愛知県 名古屋市 3:00:28
ブラインドマラソン男子４０歳以上 3 3008 塩川　昭彦 ｼｵｶﾜ ｱｷﾋｺ ＮＢＭＡ 長野県 小諸市 3:05:47

ブラインドマラソン女子４０歳以上 1 4002 西村　千香 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶ 岸和田健康クラ 大阪府 岸和田市 3:30:45
ブラインドマラソン女子４０歳以上 2 4003 青竹　レイ子 ｱｵﾀｹ ﾚｲｺ 福井楽障クラブ 福井県 福井市 3:58:23
ブラインドマラソン女子４０歳以上 3 4008 中田　鈴子 ﾅｶﾀ ｽｽﾞｺ 長居わーわーず 京都府 木津川市 4:59:51


