
速報結果（部門・年代別1～3位）

種目グループ名 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

マラソン 登録の部男子 1 27 瀬尾　良平 ｾｵ ﾘｮｳﾍｲ 奈良県 桜井市 2:28:22
マラソン 登録の部男子 2 32 桂　聡史 ｶﾂﾗ ｻﾄｼ 京都府 宇治市 2:29:36
マラソン 登録の部男子 3 37 下村　悟 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ 滋賀県 近江八幡市 2:31:17
マラソン 登録の部女子 1 11 川戸　希望 ｶﾜﾄ ﾉｿﾞﾐ 京都産業大学 京都府 京都市 2:43:15
マラソン 登録の部女子 2 2001 太田　美紀子 ｵｵﾀ ﾐｷｺ 京都炭山修行走 京都府 亀岡市 2:47:21
マラソン 登録の部女子 3 13 尾白　真奈 ｵｼﾛ ﾏﾅ 大阪芸術大学 大阪府 河南町 2:59:12
マラソン 一般男子２４歳以下 1 10057 畠中　利樹 ﾊﾀﾅｶ ﾄｼｷ 兵庫県 姫路市 2:37:59
マラソン 一般男子２４歳以下 2 10206 陰山　直也 ｶｹﾞﾔﾏ ﾅｵﾔ ｋｔｃ 京都府 京都市 2:49:46
マラソン 一般男子２４歳以下 3 30068 中村　広英 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾋﾃﾞ 甲南大学 兵庫県 神戸市 2:51:20
マラソン 一般男子２５～２９歳 1 10032 細澤　幸輝 ﾎｿｻﾞﾜ ｺｳｷ 兵庫県 西宮市 2:36:13
マラソン 一般男子２５～２９歳 2 10013 上山　達也 ｳｴﾔﾏ ﾀﾂﾔ 京都府 京丹後市 2:42:12
マラソン 一般男子２５～２９歳 3 10129 藤田　寿広 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ クレインＲＣ 京都府 京丹後市 2:45:58
マラソン 一般男子３０～３４歳 1 30002 時谷　勇介 ﾄｷﾀﾆ ﾕｳｽｹ 西予市体協 愛媛県 西予市 2:30:52
マラソン 一般男子３０～３４歳 2 10046 矢野　透 ﾔﾉ ﾄｵﾙ 京都市消防局 京都府 京都市 2:49:32
マラソン 一般男子３０～３４歳 3 10231 井田　拓磨 ｲﾀﾞ ﾀｸﾏ 京都府 与謝野町 2:51:46
マラソン 一般男子３５～３９歳 1 10027 篰　良 ﾋﾄﾐ ﾘｮｳ ＧＲｌａｂ 兵庫県 宝塚市 2:42:42
マラソン 一般男子３５～３９歳 2 10123 向　徹也 ﾑｶｲ ﾃﾂﾔ 京都市消防局 京都府 京都市 2:46:04
マラソン 一般男子３５～３９歳 3 30009 源　康憲 ﾐﾅﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 石川県 白山市 2:46:45
マラソン 一般男子４０～４４歳 1 10025 佐古　武彦 ｻｺ ﾀｹﾋｺ サブゼロ但馬 兵庫県 豊岡市 2:49:51
マラソン 一般男子４０～４４歳 2 10079 齊藤　正純 ｻｲﾄｳ ﾏｻｽﾞﾐ 京都陸協 京都府 京都市 2:55:08
マラソン 一般男子４０～４４歳 3 10219 岡田　繁雄 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｵ 兵庫県 丹波市 2:55:17
マラソン 一般男子４５～４９歳 1 10015 森山　修 ﾓﾘﾔﾏ ｵｻﾑ 大原朝市Ｒ＆Ｃ 京都府 京都市 2:40:36
マラソン 一般男子４５～４９歳 2 10073 古川　英治 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ 京都府 精華町 2:46:33
マラソン 一般男子４５～４９歳 3 10044 宮脇　信行 ﾐﾔﾜｷ ﾉﾌﾞﾕｷ アズビジ 兵庫県 川西市 2:50:31
マラソン 一般男子５０～５４歳 1 10005 髙橋　義之 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 瀬田工高 滋賀県 栗東市 2:41:46
マラソン 一般男子５０～５４歳 2 10225 坂本　正義 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 兵庫県 伊丹市 2:56:25
マラソン 一般男子５０～５４歳 3 10157 以久井　豊 ｲｸｲ ﾕﾀｶ 大阪府 池田市 2:58:40
マラソン 一般男子５５～５９歳 1 30024 生田　大朗 ｲｸﾀ ﾀﾞｲﾛｳ ストーンキッズ 東京都 文京区 3:05:59
マラソン 一般男子５５～５９歳 2 30019 吉田　伸生 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ 岡山県 真庭市 3:06:18
マラソン 一般男子５５～５９歳 3 30017 松井　祥文 ﾏﾂｲ ﾖｼﾌﾐ あすリード 大阪府 大阪市 3:09:57
マラソン 一般男子６０～６４歳 1 10220 松岡　継文 ﾏﾂｵｶ ﾂｸﾞﾌﾐ 兵庫県 新温泉町 3:06:21
マラソン 一般男子６０～６４歳 2 10166 藤田　和彦 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 佐分利小学校 福井県 おおい町 3:15:16
マラソン 一般男子６０～６４歳 3 10312 太田　光一 ｵｵﾀ ｺｳｲﾁ 太陽が丘 京都府 宇治市 3:20:06
マラソン 一般男子６５～６９歳 1 10495 佐藤　雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 宝塚市 3:08:20
マラソン 一般男子６５～６９歳 2 10995 牛島　光次 ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾂｼﾞ 深北緑地ＳＲＣ 大阪府 大東市 3:31:45
マラソン 一般男子６５～６９歳 3 10284 足立　正登 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ ＮＴＴ京都ＯＢ 京都府 長岡京市 3:32:34
マラソン 一般男子７０～７４歳 1 11112 鏡味　哲夫 ｶｶﾞﾐ ﾃﾂｵ 裏六甲サブ３会 兵庫県 西宮市 3:46:12
マラソン 一般男子７０～７４歳 2 11230 嶋内　俊明 ｼﾏｳﾁ ﾄｼｱｷ 愛知県 春日井市 3:54:59
マラソン 一般男子７０～７４歳 3 11899 三原　隆 ﾐﾊﾗ ﾀｶｼ 京都府 京都市 3:59:33
マラソン 一般男子７５～７９歳 1 10633 辻本　末好 ﾂｼﾞﾓﾄ ｽｴﾖｼ 京都府 京都市 3:29:05
マラソン 一般男子７５～７９歳 2 12929 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 途夢走爺 北海道 鹿部町 4:22:24
マラソン 一般男子７５～７９歳 3 13961 宮武　省三 ﾐﾔﾀｹ ｼｮｳｿﾞｳ 香川陸協 香川県 丸亀市 4:28:53
マラソン 一般女子２４歳以下 1 20005 廣川　風佳 ﾋﾛｶﾜ ﾌｳｶ 京都府 京都市 3:00:10
マラソン 一般女子２４歳以下 2 20069 杉本　愛美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾐ 神戸大学 兵庫県 西宮市 3:41:49
マラソン 一般女子２４歳以下 3 20155 後町　わこ ｺﾞﾁｮｳ ﾜｺ 京都府 八幡市 3:50:46
マラソン 一般女子２５～２９歳 1 35019 辻　瑞希 ﾂｼﾞ ﾐｽﾞｷ 大阪府 寝屋川市 3:38:24
マラソン 一般女子２５～２９歳 2 35034 河野　栞里 ｶﾜﾉ ｼｵﾘ 大阪府 摂津市 3:53:28
マラソン 一般女子２５～２９歳 3 20696 尾崎　飛鳥 ｵｻﾞｷ ｱｽｶ 兵庫県 伊丹市 3:56:04
マラソン 一般女子３０～３４歳 1 20040 中尾　あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 兵庫県 神戸市 3:18:29
マラソン 一般女子３０～３４歳 2 35005 中山　舞 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 富山県 魚津市 3:28:01
マラソン 一般女子３０～３４歳 3 35012 村野　朱見 ﾑﾗﾉ ｱｹﾐ チーム４２ 奈良県 大和高田市 3:33:30
マラソン 一般女子３５～３９歳 1 20031 斉藤　明日佳 ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 静岡県 浜松市 3:18:16
マラソン 一般女子３５～３９歳 2 20247 島津　美津子 ｼﾏﾂﾞ ﾐﾂｺ 馳走クラブ 大阪府 豊中市 3:30:45
マラソン 一般女子３５～３９歳 3 20066 近藤　直美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾐ Ｓ＆Ｅ 兵庫県 尼崎市 3:39:52
マラソン 一般女子４０～４４歳 1 35001 泉　昌子 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺ 兵庫県 姫路市 3:24:53
マラソン 一般女子４０～４４歳 2 20156 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 京都府 京都市 3:28:27
マラソン 一般女子４０～４４歳 3 20020 中村　弥生 ﾅｶﾑﾗ ﾔﾖｲ 大阪府 門真市 3:33:21
マラソン 一般女子４５～４９歳 1 20030 西島　祥代 ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾁﾖ 京都府 京都市 3:27:41
マラソン 一般女子４５～４９歳 2 20142 高井　多恵子 ﾀｶｲ ﾀｴｺ 滋賀県 大津市 3:34:11
マラソン 一般女子４５～４９歳 3 20043 辻野　純子 ﾂｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 大阪市 3:36:19
マラソン 一般女子５０～５４歳 1 20016 原　百美 ﾊﾗ ﾕﾐ 三進金属工業 大阪府 岸和田市 3:14:29
マラソン 一般女子５０～５４歳 2 20070 蒲地　郁江 ｶﾏﾁ ｲｸｴ 岡山県 岡山市 3:23:48
マラソン 一般女子５０～５４歳 3 20050 和田　加代子 ﾜﾀﾞ ｶﾖｺ びわ湖走友会 滋賀県 守山市 3:25:21
マラソン 一般女子５５～５９歳 1 35013 篠原　由紀 ｼﾉﾊﾗ ﾕｷ ウルトラたこビ 大阪府 堺市 3:39:20
マラソン 一般女子５５～５９歳 2 20160 天川　朋子 ｱﾏｶﾜ ﾄﾓｺ 大阪府 八尾市 3:44:12
マラソン 一般女子５５～５９歳 3 20056 渡辺　恵里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 愛知県 犬山市 3:45:27
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マラソン 一般女子６０～６４歳 1 20073 和田　真弓 ﾜﾀﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府 吹田市 3:43:34
マラソン 一般女子６０～６４歳 2 20072 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 3:44:19
マラソン 一般女子６０～６４歳 3 20165 高木　順子 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ あすリード大阪 京都府 京都市 3:58:02
マラソン 一般女子６５～６９歳 1 20256 三沢　慶子 ﾐｻﾜ ｹｲｺ チームさんた 滋賀県 近江八幡市 4:15:49
マラソン 一般女子６５～６９歳 2 20442 髙田　里子 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｺ 京都府 舞鶴市 4:17:50
マラソン 一般女子６５～６９歳 3 20008 松平　久美子 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｸﾐｺ ＳＲＣ 兵庫県 神戸市 4:21:06
マラソン 一般女子７０～７４歳 1 20080 小林　啓子 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 大阪府 大阪市 4:47:56
マラソン 一般女子７０～７４歳 2 20727 樽井　直江 ﾀﾙｲ ﾅｵｴ 大阪府 堺市 4:48:12
マラソン 一般女子７０～７４歳 3 20632 西田　ふじえ ﾆｼﾀﾞ ﾌｼﾞｴ 大阪府 茨木市 4:53:54
マラソン ブラインドマラソン男子３９歳以下 1 3002 中島　茂典 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞﾉﾘ ＮＢＭＡ 長野県 長野市 4:40:46
マラソン ブラインドマラソン男子３９歳以下 2 3001 村上　拓也 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 横浜中央走友会 神奈川県 横浜市 5:00:34
マラソン ブラインドマラソン男子４０歳以上 1 3004 塩川　昭彦 ｼｵｶﾜ ｱｷﾋｺ ＮＢＭＡ二輪走 長野県 小諸市 3:23:18
マラソン ブラインドマラソン男子４０歳以上 2 3003 大久保　孝之 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 岸和田健康クラ 大阪府 岸和田市 3:28:03
マラソン ブラインドマラソン男子４０歳以上 3 3010 今井　裕二 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 兵庫県 神戸市 3:37:15
マラソン ブラインドマラソン女子３９歳以下 1 4008 鎌松　美保子 ｶﾏﾏﾂ ﾐﾎｺ 兵庫県 高砂市 4:27:58
マラソン ブラインドマラソン女子４０歳以上 1 4001 西村　千香 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶ 岸和田健康クラ 大阪府 岸和田市 3:33:00
マラソン ブラインドマラソン女子４０歳以上 2 4004 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 4:12:24
マラソン ブラインドマラソン女子４０歳以上 3 4002 林　かよみ ﾊﾔｼ ｶﾖﾐ 長居わーわーず 大阪府 大阪市 4:12:49
5km ５kmステップラン登録男子 1 8001 川内　鮮輝 ｶﾜｳﾁ ﾖｼｷ Ｊａｙｂｉｒｄ 0:15:22
5km ５kmステップラン登録男子 2 8002 岡本　和晃 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 兵庫県 神戸市 0:15:39
5km ５kmステップラン登録男子 3 8006 前園　マルシオ ﾏｴｿﾞﾉ ﾏﾙｼｵ 愛知県 一宮市 0:16:48
5km ５kmステップラン登録女子 1 8502 宮本　規子 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘｺ 大阪府 池田市 0:23:36
5km ５kmステップラン男子 1 9120 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 城西ＡＣ 京都府 京田辺市 0:16:54
5km ５kmステップラン男子 2 9093 田島　優 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ 京都府 京都市 0:18:08
5km ５kmステップラン男子 3 9068 櫻井　悠登 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 舞鶴走ろう会 京都府 舞鶴市 0:18:57
5km ５kmステップラン女子 1 9555 髙橋　栞奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 立命館大学 京都府 京田辺市 0:19:30
5km ５kmステップラン女子 2 9584 野口　和美 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ うさぴょん 京都府 綾部市 0:22:12
5km ５kmステップラン女子 3 9525 小畑　理佳 ｵﾊﾞﾀ ﾘｶ 京都市役所 京都府 福知山市 0:22:35
2km ２kmファンラン小学１・２年男子 1 5027 山下　匠星 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｾｲ 東条東小学校 兵庫県 加東市 0:09:00
2km ２kmファンラン小学１・２年男子 2 5021 西垣　瑛斗 ﾆｼｶﾞｷ ｴｲﾄ 長岡第八小学校 京都府 長岡京市 0:09:20
2km ２kmファンラン小学１・２年男子 3 5025 三宅　寿和 ﾐﾔｹ ﾄｼｶｽﾞ 惇明小学校 京都府 福知山市 0:09:40
2km ２kmファンラン小学１・２年女子 1 5102 河岸　璃子 ｶﾜｷﾞｼ ﾘｺ 宮津小学校 京都府 宮津市 0:11:26
2km ２kmファンラン小学１・２年女子 2 5111 横山　ちひろ ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ 京都府 福知山市 0:11:46
2km ２kmファンラン小学１・２年女子 3 5108 中本　藍 ﾅｶﾓﾄ ｱｲ 大阪府 吹田市 0:11:56
3km ３kmファンラン小学３・４年男子 1 6007 熊谷　武尊 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ 三和小学校 京都府 福知山市 0:12:54
3km ３kmファンラン小学３・４年男子 2 6001 足立　雄星 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｾｲ 青垣小学校 兵庫県 丹波市 0:12:58
3km ３kmファンラン小学３・４年男子 3 6015 畑井　海翔 ﾊﾀｲ ｶｲﾄ 竜王西小学校 滋賀県 竜王町 0:13:46
3km ３kmファンラン小学３・４年女子 1 6108 田中　亜珠 ﾀﾅｶ ｱｽﾞ 京都府 舞鶴市 0:15:00
3km ３kmファンラン小学３・４年女子 2 6116 吉田　智咲 ﾖｼﾀﾞ ﾁｻｷ 舞鶴中筋小学校 京都府 舞鶴市 0:15:01
3km ３kmファンラン小学３・４年女子 3 6104 金森　心音 ｶﾅﾓﾘ ｺｺﾈ 修斉小学校 京都府 福知山市 0:15:17
3km ３kmファンラン小学５・６年男子 1 6211 篠田　壮真 ｼﾉﾀﾞ ｿｳﾏ 津山市立加茂小 岡山県 津山市 0:12:57
3km ３kmファンラン小学５・６年男子 2 6216 中野　功太郎 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 京都府 京都市 0:13:11
3km ３kmファンラン小学５・６年男子 3 6223 山下　斗暖 ﾔﾏｼﾀ ﾄｱ 中筋小学校 京都府 舞鶴市 0:13:22
3km ３kmファンラン小学５・６年女子 1 6306 高橋　蒼空 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 夜久野小学校 京都府 福知山市 0:14:07
3km ３kmファンラン小学５・６年女子 2 6304 黒木　あかり ｸﾛｷ ｱｶﾘ 京都府 伊根町 0:14:30
3km ３kmファンラン小学５・６年女子 3 6301 足立　詩菜 ｱﾀﾞﾁ ｼﾅ 京都府 福知山市 0:14:49
3km ３kmファンラン中学男子 1 7006 荻野　倖大 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀ 京都府 福知山市 0:11:20
3km ３kmファンラン中学男子 2 7009 髙田　智生 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 京都府 京都市 0:11:50
3km ３kmファンラン中学男子 3 7018 西村　律星 ﾆｼﾑﾗ ﾘｾｲ 福高附属中 京都府 福知山市 0:11:58
3km ３kmファンラン中学女子 1 7102 田中　もえ ﾀﾅｶ ﾓｴ 丹後中学校 京都府 京丹後市 0:12:12
3km ３kmファンラン中学女子 2 7106 横井　美樹 ﾖｺｲ ﾐｷ 和田中学校 京都府 舞鶴市 0:13:09
3km ３kmファンラン中学女子 3 7107 横岡　愛心 ﾖｺｵｶ ｱｲﾐ 京都府 福知山市 0:14:57
3km ３kmファンランペア 1 7501 石川喜代志　石川塁 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ ＰＲＩＳＥ 京都府 綾部市 0:13:14
3km ３kmファンランペア 2 7544 宮山大生　吉田裕陽 ﾐﾔﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 桃映 京都府 福知山市 0:14:25
3km ３kmファンランペア 3 7530 玉村祐紀　玉村陽翔 ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 福井県 福井市 0:15:33
マラソン オープン 1 90003 マツモト　アキノリ ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 3:45:51
マラソン オープン 2 90001 小林　祐梨子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｺ 4:09:58
マラソン オープン 3 90002 若林　順子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 5:22:51
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