
第１回滋賀湖南市十二坊レイルラン＆ウォーク大会 2019/4/21

湖南市十二坊トレイルラン実行委員会

十二坊温泉ゆらら

レース別　成績一覧

1 約22kmラン 男子の部

順位
ナンバー

カード
タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1133 2:12:19 小寺　晃弘 ｺﾃﾞﾗ ｱｷﾋﾛ ｱﾐﾉｻｳﾙｽ 四條畷市

2 1213 2:14:51 大橋　輝久 ｵｵﾊｼ ｱｷﾋｻ - 豊田市

3 1049 2:31:40 高橋　真悟 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ ｶﾞﾗｸﾀ鍛錬会 向日市

4 1079 2:38:01 北村　健二 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ - 摂津市

5 1179 2:38:46 岩波　潤史 ｲﾜﾅﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ - 大津市

6 1074 2:42:45 木村　孝則 ｷﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ - 名張市

7 1070 2:43:51 福本　孝史 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ - 湖南市

8 1244 2:44:18 安井　和史 ﾔｽｲ ｶｽﾞﾌﾐ 城RUN会 寝屋川市

9 1257 2:45:17 井上　皓史 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ - 横浜市

10 1019 2:45:34 山中　俊郎 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼﾛｳ RUN DMC 神戸市

11 1038 2:46:09 常楽寺　寛 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾋﾛｼ - 茨木市

12 1178 2:47:08 鶴田　雄三 ﾂﾙﾀ ﾕｳｿﾞｳ ﾁｰﾑがっちゃん 野洲市

13 1188 2:47:14 大上　貴之 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ - 湖南市

14 1204 2:51:40 潮　和浩 ｳｼｵ ｶｽﾞﾋﾛ 京ｾﾗ株式会社 大阪市

15 1012 2:52:14 栗栖　栄治 ｸﾘｽ ｴｲｼﾞ - 野洲市

16 1148 2:52:33 福西　正人 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾄ ﾁｰﾑｴｰｽ 草津市

17 1145 2:52:39 雨霧　吉則 ｱﾏｷﾞﾘ ﾖｼﾉﾘ - 大阪市

18 1312 2:52:58 堀池　知也 ﾎﾘｲｹ ﾄﾓﾔ - 湖南市

19 1121 2:52:59 西村　和凡 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ﾆｯﾊﾟﾂ走友会 甲賀市

20 1140 2:53:55 樋口　新祐 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ - 亀岡市

21 1239 2:58:42 太田　嘉祐 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 長渕剛ｸﾗﾌﾞ 高島市

22 1099 2:58:54 山田　真 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 酔猿会 東近江市

23 1087 2:59:00 山下　直高 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾀｶ 亀岡市役所 京都市

24 1081 2:59:57 上原　誠 ｳｴﾊﾗ ﾏｺﾄ - 尾張旭市

25 1128 3:01:17 角田　浩一郎 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 近畿ﾗﾝｼﾞｮｸﾞ 神戸市

26 1251 3:02:12 丸投　翔 ﾏﾙﾅｹﾞ ｼｮｳ - 京都市

27 1205 3:02:30 中川　浩明 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ - 豊中市

28 1223 3:02:45 原　尚司 ﾊﾗ ﾋｻｼ 壬生走龍会 京田辺市



29 1023 3:03:12 東峰　海航 ﾋｶﾞｼﾐﾈ ｶｲﾄ 水口東高校ﾜﾝｹﾞﾙ部 湖南市

30 1009 3:04:01 西本　有三 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ - 川崎市

31 1164 3:04:02 和田　正明 ﾜﾀﾞ ﾏｻｱｷ - 大津市

32 1235 3:04:10 渡辺　政幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 東山ﾅｲﾂ 名古屋市

33 1220 3:05:21 笹田　浩一 ｻｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ - 栗東市

34 1152 3:05:35 北尾　亮平 ｷﾀｵ ﾘｮｳﾍｲ 特別養護老人ﾎｰﾑ樹の郷 湖南市

35 1273 3:05:36 増田　克也 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾔ 東近江市消防登山部 近江八幡市

36 1247 3:05:41 安藤　圭吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ - 京都市

37 1041 3:05:47 岡本　将司 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 京都CORNEZ 宇治市

38 1262 3:06:01 葛本　正樹 ｸｽﾞﾓﾄ ﾏｻｷ ｴｺﾑｶﾜﾑﾗ株式会社 岐阜市

39 1107 3:06:09 浅井　伸司 ｱｻｲ ｼﾝｼﾞ - 京都市

40 1078 3:06:18 溝口　修央 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 愛知機械 土岐市

41 1044 3:06:54 藤島　伸泰 ﾌｼﾞｼﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ - 瀬戸市

42 1260 3:07:42 平子　翔平 ﾋﾗｺ ｼｮｳﾍｲ - 亀山市

43 1037 3:07:48 上田　聡 ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ - 門真市

44 1242 3:07:50 石田　恒久 ｲｼﾀﾞ ﾂﾈﾋｻ - 豊中市

45 1255 3:07:55 松田　太源 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾞﾝ 百花繚RUN 名古屋市

46 1042 3:09:06 橋本　廣明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ - 湖南市

47 1061 3:11:15 山岸　有二 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｼﾞ - 松阪市

48 1206 3:11:56 辻　利明 ﾂｼﾞ ﾄｼｱｷ - 彦根市

49 1132 3:12:00 西野　裕暁 ﾆｼﾉ ﾋﾛｱｷ 能登川走遊会 東近江市

50 1067 3:12:02 宮崎　勇介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ - 三島郡

51 1088 3:12:04 深尾　和寿 ﾌｶｵ ｶｽﾞﾉﾌﾞ - 近江八幡市

52 1301 3:12:10 木村　隆 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 大津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 大津市

53 1177 3:12:15 米田　哲也 ﾖﾈﾀﾞ ﾃﾂﾔ - 近江八幡市

54 1195 3:12:40 藤吉　重之 ﾌｼﾞﾖｼ ｼｹﾞﾕｷ - 東近江市

55 1275 3:12:46 高橋　佑治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ - 大阪市

56 1300 3:13:51 松村　賢 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 甲賀忍術ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 湖南市

57 1096 3:15:40 前川　兼文 ﾏｴｶﾜ ｶﾈﾌﾐ ﾎﾞﾔｯｷｰず 南河内郡

58 1083 3:16:28 中村　羊介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 東近江消防登山部 甲賀市

59 1071 3:17:19 内田　知道 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ JJ 川口市

60 1055 3:17:30 井田　知宏 ｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾗﾝｼﾞｮｸﾞ近畿 大津市

61 1025 3:18:19 嶋田　一徳 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 能登川走遊会 東近江市

62 1136 3:18:42 平光　亮介 ﾋﾗﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ - 岐阜市

63 1026 3:18:52 沢口　健二 ｻﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ ﾗﾝﾄﾚ関西 京都市

64 1237 3:19:03 吉田　竜司 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ - 品川区

65 1014 3:19:34 三ッ谷　剛 ﾐﾂﾔ ﾂﾖｼ - 草津市

66 1284 3:19:50 前田　晃 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ ｻﾝﾕ 野洲市

67 1171 3:20:12 日比野　雅之 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾕｷ - 春日井市



68 1069 3:20:15 中塚　薫 ﾅｶﾂｶ ｶｵﾙ - 大津市

69 1114 3:20:19 木村　義郎 ｷﾑﾗ ﾖｼﾛｳ TRC 相楽郡

70 1086 3:20:24 三好　俊行 ﾐﾖｼ ﾄｼﾕｷ - 川西市

71 1155 3:20:28 山本　和哉 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ - 東近江市

72 1211 3:20:30 小松　由治 ｺﾏﾂ ﾕｳｼﾞ - 大津市

73 1130 3:20:39 川﨑　哲也 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ - 東近江市

74 1109 3:21:06 三浦　隆之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ - 栗東市

75 1116 3:21:49 藤井　貴矢 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾔ - 京都市

76 1059 3:22:59 宮島　繁 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 湖南市一歩の会 栗東市

77 1066 3:23:31 吉川　真司 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ - 湖南市

78 1278 3:23:32 市井　和也 ｲﾁｲ ｶｽﾞﾔ - 甲賀市

79 1150 3:23:57 石橋　潤也 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝﾔ - 守山市

80 1238 3:24:15 稲本　諒 ｲﾅﾓﾄ ﾘｮｳ うまい焼肉あおぞら 湖南市

81 1299 3:24:18 吉田　幸司 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 湖南市

82 1022 3:24:22 東峰　一馬 ﾋｶﾞｼﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 湖南市役所一歩の会 湖南市

83 1232 3:24:24 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ - 大津市

84 1156 3:25:01 池田　康浩 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ - 橿原市

85 1216 3:25:31 江川　秀徳 ｴｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 伊丹市

86 1209 3:26:41 竹嶋　宏之 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾕｷ - 城陽市

87 1190 3:26:44 小池　克浩 ｺｲｹ ｶﾂﾋﾛ - 東大阪市

88 1219 3:27:01 岩田　規孝 ｲﾜﾀ ﾉﾘﾀｶ ﾁｰﾑBORC 名古屋市

89 1265 3:27:03 丹羽　貴志 ﾆﾜ ﾀｶｼ - 和泉市

90 1193 3:28:16 花村　雄一郎 ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 湖西市

91 1129 3:28:17 富岡　英也 ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞﾔ - 草津市

92 1254 3:28:26 國本　啓次郎 ｸﾆﾓﾄ ｹｲｼﾞﾛｳ ADS 東近江市

93 1001 3:28:43 山添　哲司 ﾔﾏｿﾞｴ ﾃﾂｼﾞ - 寝屋川市

94 1189 3:28:58 柴田　智仁 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾄ ｸﾗｿﾞｳ 湖南市

95 1217 3:29:15 宅野　敏和 ﾀｸﾉ ﾄｼｶｽﾞ - 高島市

96 1307 3:29:20 中野　敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 村田製作所 湖南市

97 1207 3:29:58 岡野　哲之 ｵｶﾉ ﾃﾂﾕｷ - 吹田市

98 1056 3:30:17 佃　一哉 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 昭建 草津市

99 1075 3:30:29 陵木　順郎 ｵｶｷﾞ ｼﾞｭﾝﾛ - 越前市

100 1292 3:30:29 井上　登太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 三雲養護石部分教室 甲賀市

101 1017 3:30:57 井上　涼 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ ﾃﾞﾌﾞりん会 大津市

102 1089 3:31:17 森口　吉則 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ - 草津市

103 1144 3:32:01 岡　達也 ｵｶ ﾀﾂﾔ えぐっちｰ 湖南市

104 1236 3:32:18 木村　文紀 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾉﾘ - 大阪市

105 1249 3:32:19 西村　重範 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ - 京都市

106 1233 3:32:23 坂本　耕司 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾎﾓ･ﾙｰﾃﾞﾝｽ 東近江市



107 1311 3:33:17 出口　勇徳 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾉﾘ - 大阪市

108 1276 3:33:40 東良　一成 ﾋｶﾞｼﾗ ｲｯｾｲ TOTOﾊｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ 湖南市

109 1139 3:33:45 別所　耕大 ﾍﾞｯｼｮ ｺｳﾀﾞｲ - 津市

110 1172 3:34:12 谷　哲 ﾀﾆ ｱｷﾗ KMC 奈良市

111 1100 3:34:17 上田　邦博 ｳｴﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ - 京都市

112 1310 3:34:17 村岡　諒 ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳ - 大阪市

113 1285 3:36:48 浦谷　輝幸 ｳﾗﾀﾆ ﾃﾙﾕｷ - 守山市

114 1127 3:37:15 金武　康雄 ｶﾈﾀｹ ﾔｽｵ - 近江八幡市

115 1214 3:38:09 黒田　憲造 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ - 鹿嶋市

116 1281 3:39:16 川西　央 ｶﾜﾆｼ ﾋｻｼ - 東近江市

117 1277 3:39:42 西村　剛 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾖｼ - 栗東市

118 1168 3:39:58 光永　裕樹 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｷ - 常滑市

119 1283 3:39:59 角野　裕紀 ｽﾐﾉ ﾋﾛｷ - 知多市

120 1006 3:40:02 辻　信造 ﾂｼﾞ ｼﾝｿﾞｳ - 近江八幡市

121 1062 3:40:04 若月　政幸 ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾕｷ R×Lﾌﾟﾗｽ 大津市

122 1183 3:40:05 森　勇夫 ﾓﾘ ｲｻｵ 諸星運輸 蒲生郡

123 1120 3:41:48 石原　慎 ｲｼﾊﾗ ｼﾝ 住友精密工業 豊中市

124 1092 3:42:06 中原　つとむ ﾅｶﾊﾗ ﾂﾄﾑ やんちゃ村 京田辺市

125 1082 3:42:37 松谷　実 ﾏﾂﾔ ﾐﾉﾙ - 名古屋市

126 1218 3:42:44 吉田　穣 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ - 大津市

127 1137 3:43:40 田村　宏幸 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ - 福島市

128 1248 3:44:29 松元　孝臣 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｵﾐ - 野洲市

129 1007 3:46:43 青木　恭彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ KNRC 栗東市

130 1119 3:46:56 渡辺　道徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾉﾘ UTMB目指すん会？ 藤井寺市

131 1036 3:47:17 高橋　幸治 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ - 京都市

132 1002 3:47:17 干場　克海 ﾎｼﾊﾞ ｶﾂﾐ - 丹羽郡

133 1076 3:47:49 芳田　貴司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ - 湖南市

134 1224 3:47:56 稲留　聡 ｲﾅﾄﾞﾒ ｻﾄｼ - 栗東市

135 1060 3:47:57 山元　弘之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ つくちんず 草津市

136 1053 3:48:56 森　尚之 ﾓﾘ ﾅｵﾕｷ NDL-AC 湖南市

137 1230 3:49:20 中野　和雄 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｵ - 名古屋市

138 1104 3:50:36 小松　公典 ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ - 守山市

139 1020 3:50:53 山田　克仁 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ - 野洲市

140 1258 3:50:56 中村　康宏 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ - 東近江市

141 1065 3:51:01 石田　大介 ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ - 高槻市

142 1084 3:51:06 久保　聡史 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ - 京都市

143 1033 3:52:44 林　広之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 吉谷靴下陸上部 磯城郡

144 1176 3:53:14 池本　哲平 ｲｹﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 株式会社ﾏﾂﾊﾞ 甲賀市

145 1175 3:53:15 鷹野　大郎 ﾀｶﾉ ﾋﾛｵ 瀬田漕艇ｸﾗﾌﾞ 茨木市



146 1165 3:53:36 中江　匡志 ﾅｶｴ ﾏｻｼ - 可児市

147 1228 3:54:09 菊本　優哉 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾔ - 彦根市

148 1191 3:54:35 片岡　良 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳ - 京都市

149 1162 3:54:43 北川　徹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｵﾙ - 野洲市

150 1199 3:55:34 勝部　栄治 ｶﾂﾍﾞ ｴｲｼﾞ - 城陽市

151 1068 3:56:15 利田　洋之 ｶｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ ﾊﾟｰﾙﾗｲｽ滋賀 甲賀市

152 1045 3:56:20 森本　忠樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｷ - 大和高田市

153 1169 3:56:23 梅本　寛 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛｼ - 大津市

154 1054 3:57:03 足立　謙一 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｲﾁ - 守山市

155 1015 3:58:09 前川　昌昭 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ - 伊勢市

156 1309 3:58:34 らなう　みげる ﾗﾅｳ ﾐｹﾞﾙ 株式会社志摩ｽﾍﾟｲﾝ村 志摩市

157 1027 3:59:18 上野　淳一郎 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｱｸｼｽ野洲校 守山市

158 1226 3:59:23 北岡　広貴 ｷﾀｵｶ ﾋﾛｷ - 栗東市

159 1250 3:59:27 藤井　雅貴 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾀｶ - 豊田市

160 1269 4:00:27 國江　雅樹 ｸﾆｴ ﾏｻｷ - 刈谷市

161 1295 4:00:39 太田　宗男 ｵｵﾀ ﾑﾈｵ ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ･ｵｳﾐ 近江八幡市

162 1203 4:01:05 安田　英樹 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 東近江消防登山部 蒲生郡

163 1290 4:01:08 山下　雅美 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐ - 大津市

164 1131 4:01:19 高島　匡寛 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ - 湖南市

165 1101 4:01:31 内藤　隆也 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾔ - 尼崎市

166 1008 4:02:11 井元　英次 ｲﾓﾄ ｴｲｼﾞ - 守山市

167 1272 4:02:31 小寺　健 ｺﾃﾗ ﾀｹｼ 株式会社ﾄﾚｰﾄﾞ 大津市

168 1149 4:02:56 市原　尚 ｲﾁﾊﾗ ﾋｻｼ - 野洲市

169 1194 4:03:25 今西　厚人 ｲﾏﾆｼ ｱﾂﾋﾄ 嵐らん 京都市

170 1208 4:03:52 元古　淳 ｹﾞﾝｺ ｱﾂｼ - 亀岡市

171 1051 4:04:51 松下　淳一 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 守山市

172 1134 4:06:59 根津　重夫 ﾈﾂﾞ ｼｹﾞｵ - 箕面市

173 1034 4:07:32 竹内　宏和 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｶｽﾞ - 福井市

174 1252 4:07:35 森口　直樹 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ - 甲賀市

175 1173 4:08:07 小森　大介 ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ ｼﾞｮｸﾞ馬鹿 大津市

176 1231 4:08:14 辻谷　紘一 ﾂｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ - 栗東市

177 1245 4:08:29 米田　安孝 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ - 長浜市

178 1196 4:08:41 大西　邦浩 ｵｵﾆｼ ｸﾆﾋﾛ それﾗﾝ 彦根市

179 1122 4:10:05 福本　信次 ﾌｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 3年G組 豊中市

180 1048 4:10:05 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ それでもﾗﾝﾅｰ 京都市

181 1246 4:10:10 森　順哉 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ - 大阪市

182 1005 4:10:13 向井　英樹 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞｷ - 大阪市

183 1106 4:10:57 東　佑樹 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ 湖南市役所 京都市

184 1256 4:11:18 田口　亮治 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ - 大津市



185 1298 4:11:45 岩坪　慶介 ｲﾜﾂﾎﾞ ｹｲｽｹ - 大津市

186 1166 4:13:22 俣野　敏和 ﾏﾀﾉ ﾄｼｶｽﾞ - 京都市

187 1085 4:14:47 林　直人 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ くつかけっこ～ 豊明市

188 1315 4:14:55 山下　徹也 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾔ - 横浜市

189 1154 4:14:56 豊福　敏之 ﾄﾖﾌｸ ﾄｼﾕｷ - 京都市

190 1294 4:15:41 高畑　伊久夫 ﾀｶﾊﾀ ｲｸｵ - 湖南市

191 1146 4:15:44 中村　光之 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾕｷ 陽のあたる場所 宇治市

192 1047 4:16:23 平野　努 ﾋﾗﾉ ﾂﾄﾑ - 泉南郡

193 1143 4:16:33 吉川　康之 ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾕｷ - 京都市

194 1160 4:17:28 傳田　知男 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄﾓｵ - 江南市

195 1229 4:17:42 奥畑　将人 ｵｸﾊﾀ ﾏｻﾄ - 湖南市

196 1016 4:19:05 石川　祐三 ｲｼｶﾜ ﾕｳｿﾞｳ - 春日井市

197 1058 4:19:24 田中　和也 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ - 岐阜市

198 1291 4:20:27 伊藤　浩之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ - 知多郡

199 1098 4:20:42 濱口　明 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ びわ湖走友会 湖南市

200 1222 4:20:43 堀田　修身 ﾎﾘﾀ ｵｻﾐ ｱｷﾚｽ走友会 湖南市

201 1197 4:21:23 西倉　邦浩 ﾆｼｸﾗ ｸﾆﾋﾛ CFRびわこ 犬上郡

202 1180 4:21:36 前川　正幸 ﾏｴｶﾜ ﾏｻﾕｷ - 高島市

203 1052 4:21:51 向井　久貴 ﾑｶｲ ﾋｻﾀｶ - 明石市

204 1181 4:22:27 小山　清 ｺﾔﾏ ｷﾖｼ 滋賀新堀ｷﾞﾀｰ音楽院 近江八幡市

205 1029 4:23:03 荒井　道高 ｱﾗｲ ﾐﾁﾀｶ あｰやんず 大垣市

206 1293 4:23:30 小木曽　真之 ｵｷﾞｿ ﾏｻﾕｷ - 知多郡

207 1043 4:23:33 橋本　浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ - 三方上中郡

208 1090 4:23:39 天尾　信之 ｱﾏｵ ﾉﾌﾞﾕｷ - 京都市

209 1102 4:25:47 釆原　弘一 ｳﾈﾊﾗ ｺｳｲﾁ - 大阪市

210 1095 4:25:53 羽賀　正幹 ﾊｶﾞ ﾏｻﾐｷ - 大垣市

211 1305 4:26:44 山本　圭一 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｲﾁ 名古屋東部陸運 湖南市

212 1308 4:27:23 たらべろん　かるろす ﾀﾗﾍﾞﾛﾝ ｶﾙﾛｽ 株式会社志摩ｽﾍﾟｲﾝ村 志摩市

213 1141 4:27:30 林　克明 ﾊﾔｼ ｶﾂｱｷ - 甲賀市

214 1201 4:27:54 野地　真広 ﾉｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪大学蛋白質研究所 豊中市

215 1035 4:29:14 館　憲明 ﾀﾃ ﾉﾘｱｷ - 近江八幡市

216 1185 4:29:14 黒瀬　卓也 ｸﾛｾ ﾀｸﾔ ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ 甲賀市

217 1170 4:29:18 毛利　直樹 ﾓｳﾘ ﾅｵｷ - 草津市

218 1094 4:30:18 重水　通宣 ｼｹﾞﾐｽﾞ ﾐﾁﾉﾘ - 東大阪市

219 1159 4:30:26 吉田　隆広 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ - 大津市

220 1030 4:30:37 山本　恭裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ - 奈良市

221 1263 4:30:47 三輪　欣也 ﾐﾜ ｷﾝﾔ 有限会社YSKｻﾎﾟｰﾄ 岐阜市

222 1313 4:30:53 片伯部　健吾 ｶﾀｶﾍﾞ ｹﾝｺﾞ - 草津市

223 1024 4:32:27 福森　修司 ﾌｸﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ - 名張市



224 1268 4:32:44 吉牟田　武士 ﾖｼﾑﾀ ﾀｹｼ - 湖南市

225 1306 4:36:59 須藤　学 ｽﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ - 湖南市

226 1147 4:37:00 宮部　孝啓 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ - 蒲生郡

227 1108 4:38:06 浅田　佐保 ｱｻﾀﾞ ｻﾎ なし 京都市

228 1253 4:38:25 植村　礼光 ｳｴﾑﾗ ｱﾔﾃﾙ - 大津市

229 1240 4:39:05 武田　道和 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾁｶｽﾞ - 湖南市

230 1227 4:40:27 山中　良友 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾄﾓ 西村建設株式会社 甲賀市

231 1286 4:40:47 山田　竜也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ - 川西市

232 1280 4:41:43 竹澤　健太郎 ﾀｹｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ - 湖南市

233 1267 4:42:26 宮本　恵伸 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ - 京都市

234 1073 4:46:01 金田　裕一 ｶﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 嵯峨野AC 京都市

235 1057 4:47:41 佐々木　智 ｻｻｷ ｻﾄｼ 三次ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 三次市

236 1091 4:48:44 小嶋　俊文 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾌﾐ - 姫路市

237 1004 4:49:48 杉岡　孝司 ｽｷﾞｵｶ ﾀｶｼ 京都南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 京都市

238 1314 4:52:21 小西　正浩 ｺﾆｼ ﾏｻﾋﾛ - 栗東市

239 1031 4:52:26 渡邉　不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞ協会 盛岡市

240 1161 4:54:56 橘高　伸五 ｷｯﾀｶ ｼﾝｺﾞ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ 日進市

2 約22kmラン 女子の部

順位
ナンバー

カード
タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 2045 3:02:49 冨野　智恵子 ﾄﾐﾉ ﾁｴｺ TeamMRB 豊中市

2 2021 3:03:15 嶋田　桂子 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺ - 湖南市

3 2032 3:07:17 ラブロウ　セーニャ ﾗﾌﾞﾛｳ ｾｰﾆｬ 淀川ｷﾘｽﾄ教病院 大阪市

4 2007 3:17:35 水野　いづみ ﾐｽﾞﾉ ｲﾂﾞﾐ - 越前市

5 2048 3:18:28 妹尾　奈穂 ｾﾉｵ ﾅﾎ SANAGE 愛知郡

6 2002 3:20:13 吉川　ひとみ ﾖｼｶﾜ ﾋﾄﾐ - 常滑市

7 2028 3:22:03 三上　千恵 ﾐｶﾐ ﾁｴ - 東近江市

8 2009 3:22:51 西尾　徳子 ﾆｼｵ ﾉﾘｺ - 大津市

9 2047 3:26:46 西出　良美 ﾆｼﾃﾞ ﾖｼﾐ - 津市

10 2067 3:27:09 薮上　恵 ﾔﾌﾞｶﾐ ﾒｸﾞﾐ - 敦賀市

11 2034 3:28:18 橋本　かおり ﾊｼﾓﾄ ｶｵﾘ - 米原市

12 2006 3:29:13 武藤　直美 ﾑﾄｳ ﾅｵﾐ - 名古屋市

13 2038 3:30:29 吉田　幸代 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾖ TeamMIO 京都市

14 2057 3:32:46 横山　智子 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｺ - 横浜市

15 2061 3:33:36 本多　規子 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘｺ - 栗東市

16 2016 3:41:48 竹内　香織 ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ - 守山市

17 2054 3:43:08 坂本　和子 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ 山SUNQ 神戸市

18 2023 3:46:43 岡嵜　史子 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐｺ - 蒲生郡



19 2031 3:48:38 和田　玲子 ﾜﾀﾞ ﾚｲｺ - 草津市

20 2008 3:48:39 太田　久美子 ｵｵﾀ ｸﾐｺ - 草津市

21 2075 3:48:49 鈴木　紀久代 ｽｽﾞｷ ｷｸﾖ - 豊橋市

22 2004 3:48:57 進藤　尚子 ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ - 京都市

23 2017 3:53:38 隈崎　澄子 ｸﾏｻｷ ｽﾐｺ - 西宮市

24 2072 3:53:42 谷尻　佳美 ﾀﾆｼﾞﾘ ﾖｼﾐ - 長岡京市

25 2014 3:57:20 赤土　真澄 ｱｶﾂﾁ ﾏｽﾐ - 豊橋市

26 2066 3:57:58 服部　育子 ﾊｯﾄﾘ ｲｸｺ - 宇治市

27 2041 4:01:19 高島　美紀子 ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ - 湖南市

28 2005 4:02:23 森本　とも子 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓｺ - 豊中市

29 2046 4:07:17 樋口　裕子 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｺ ﾗﾝｼﾞｮｸﾞ 津市

30 2036 4:07:52 伏木　梨絵 ﾌｼｷ ﾘｴ - 長浜市

31 2037 4:10:05 高元　佳代子 ﾀｶﾓﾄ ｶﾖｺ - 吹田市

32 2026 4:14:25 川本　礼子 ｶﾜﾓﾄ ﾚｲｺ ﾁｰﾑすｰ｡ 不破郡

33 2069 4:17:55 辻　たづ子 ﾂｼﾞ ﾀﾂﾞｺ - 名古屋市

34 2070 4:17:55 神農　潤華 ｼﾞﾝﾉ ﾕﾅ - 東海市

35 2071 4:19:09 中村　亜希子 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 洛南保育園 京都市

36 2042 4:19:54 大角　富美江 ｵｵｽﾐ ﾌﾐｴ - 栗東市

37 2052 4:20:03 程原　幸子 ﾎﾄﾞﾊﾗ ｻﾁｺ - 名張市

38 2040 4:21:44 赤松　香緒里 ｱｶﾏﾂ ｶｵﾘ それでもﾗﾝﾅｰ 鈴鹿市

39 2058 4:22:54 草川　和代 ｸｻｶﾜ ｶｽﾞﾖ - 彦根市

40 2024 4:28:11 杉江　エリ ｽｷﾞｴ ｴﾘ - 甲賀市

41 2025 4:28:48 森　美樹 ﾓﾘ ﾐｷ - 奈良市

42 2051 4:31:55 亀田　奈美 ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 北区民族 京都市

43 2035 4:35:13 桑原　こずえ ｸﾜﾊﾗ ｺｽﾞｴ - 守山市

44 2018 4:35:32 境　里織 ｻｶｲ ｻｵﾘ - 栗東市

45 2010 4:36:55 三沢　慶子 ﾐｻﾜ ｹｲｺ - 近江八幡市

46 2022 4:37:17 里内　智子 ｻﾄｳﾁ ﾄﾓｺ - 栗東市

47 2011 4:37:51 関野　幸紀 ｾｷﾉ ﾕｷ KTC 近江八幡市

48 2059 4:40:19 田中　美幸 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ - 彦根市

49 2013 4:40:51 向井　陽子 ﾑｶｲ ﾖｳｺ - 明石市

50 2065 4:46:00 三吉　アヤ ﾐﾖｼ ｱﾔ - 甲賀市

51 2073 4:48:35 江口　幸枝 ｴｸﾞﾁ ﾕｷｴ - 名古屋市

52 2080 4:52:16 高岸　　敏 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼ - 湖南市

53 2055 4:54:01 北川　知佐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁｻ - 大津市

54 2062 4:54:21 泉　由美 ｲｽﾞﾐ ﾕﾐ - 敦賀市

3 約22kmラン 男子ゲスト



順位
ナンバー

カード
タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 3003 2:11:15 茂山　和生 ｼｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ - -

2 3002 2:36:20 望月　将悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺﾞ - -

3 3001 2:45:10 岩崎　勉 ｲﾜｻｷ ﾂﾄﾑ - -

4 約22kmラン 女子ゲスト

順位
ナンバー

カード
タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 4001 2:42:45 斎藤　綾乃 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ - -


