
- 第15回よさの大江山登山マラソン -

3.5km チャレンジコース

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:20:00

会場: 大江山運動公園

主催: よさの大江山登山マラソン実行委員会

14分33秒1 桑形　瑛太1097 ｸﾜｶﾞﾀ ｴｲﾀ

14分53秒2 椋平　元喜1120 ﾓﾄﾋﾗ ﾓﾄｷ

15分20秒3 氷上 志道1056 ＨＩＫＡＭＥＮＳﾋｶﾐ ｼﾄﾞｳ

15分26秒4 木﨑　和也1103 ｷｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

15分36秒5 金谷 蒼汰1045 石川小学校ｶﾅﾔ ｿｳﾀ

15分52秒6 西原　太一1133 ﾆｼﾊﾗ ﾀｲﾁ

15分59秒7 名取 大耀1073 京都市立桂坂小学校ﾅﾄﾘ ﾀｲﾖｳ

16分17秒8 大松　琉莉1128 ｵｵﾏﾂ ﾙﾘ

16分21秒9 上林　蓮和1117 岩滝陸上クラブ

16分22秒10 本田　圭1148 岩滝陸上クラブﾎﾝﾀﾞ ｹｲ

16分29秒11 四方 最盛1058 ＨＩＫＡＭＥＮＳｼｶﾀ ｻｲﾓﾝ

16分30秒12 谷口　倫汰朗1150 加悦陸上教室ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ

16分32秒13 山本　陽斗1003 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾄ

16分54秒14 上山　海星1137 ｳｴﾔﾏ ｶｲｾｲ

17分00秒15 椋平　雄喜1119 ﾑｸﾋﾗ ﾕｳｷ

17分02秒16 山本　真央1004 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

17分03秒17 金谷 つよし1044 ｶﾅﾔ ﾂﾖｼ

17分04秒18 佐々木　寿珠1147 ｻｻｷ ｽｽﾞ

17分13秒19 山本　聖1002 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ

17分18秒20 神田　なつき1024 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ

17分26秒21 西原　悠太1131 市場小学校ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀ

17分29秒22 今井 美早1057 ＨＩＫＡＭＥＮＳｲﾏｲ ﾐｻ

17分38秒23 谷原　慎哉1139 ﾀﾆﾊﾗ ｼﾝﾔ

17分43秒24 梅田　秀秋1023 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

17分45秒25 谷原　光昭1140 ﾀﾆﾊﾗ ﾐﾂｱｷ

17分50秒26 上山　有咲1155 ｳｴﾔﾏ ｱﾘｻ

17分55秒27 渡辺　陽進1126 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐﾁ

17分56秒28 山本　真弓1005 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ

17分58秒29 中西　雅哉1028 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾔ

17分59秒30 小牧 珀登1067 加悦小学校ｺﾏｷ ﾊｸﾄ

17分59秒31 藤原　羽那1101 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾅ

18分01秒32 氷上 奈莉1055 ＨＩＫＡＭＥＮＳﾋｶﾐ ﾅﾘ

18分02秒33 石見 博昭1047 ｲｼﾐ ﾋﾛｱｷ

18分02秒34 石見 康太郎1048 ｲｼﾐ ｺｳﾀﾛｳ

18分14秒35 坂中　晴紀1094 ｻｶﾅｶ ﾊﾙｷ

18分14秒36 坂中　貴大1084 ｻｶﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

18分21秒37 玉木　英祐1156 ﾀﾏｷ ｴｲｽｹ

18分22秒38 足立 清真1071 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾏ

18分23秒39 高本 陽仁1074 福知山市立日新中学校ｺｳﾓﾄ ﾊﾙﾄ

18分32秒40 椋平　大喜1118 ﾑｸﾋﾗ ﾀｲｷ

18分37秒41 安田　卓海1095 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ

18分38秒42 渡辺　三紀夫1113 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｵ

18分40秒43 上山　真子1153 ｳｴﾔﾏ ﾏｺ

18分41秒44 椋平　直康1105 ﾑｸﾋﾗ ﾅｵﾔｽ

18分42秒45 赤松　錬之輔1138 ｱｶﾏﾂ ﾚﾝﾉｽｹ

18分43秒46 菅野 隆介1059 ｽｶﾞﾉ ﾘｭｳｽｹ

18分44秒47 和田　慈輝1099 ﾜﾀﾞ ｲﾂｷ

18分45秒48 濃野　優1125 ﾉｳﾉ ﾕｳ

18分45秒49 西原　恵麻1129 市場小学校ﾆｼﾊﾗ ｴﾏ

18分50秒50 濃野　陽1124 ﾉｳﾉ ﾊﾙ
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18分54秒51 小牧 碧馬1066 加悦小学校ｺﾏｷ ｱｵﾊﾞ

18分55秒52 安田　雄一郎1104 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

19分01秒53 谷原　叶哉1141 ﾀﾆﾊﾗ ｷｮｳﾔ

19分02秒54 荻野　こうめ1012 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾒ

19分03秒55 遠山　宝誉継1123 ﾄｵﾔﾏ

19分13秒56 牛田　樹1122 め組クラブｳｼﾀﾞ ｲﾂｷ

19分15秒57 藤原　孝一1100 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ

19分23秒58 塩野　桔平1018 ｼｵﾉ ｷｯﾍﾟｲ

19分30秒59 菅野 笑礼1060 ｽｶﾞﾉ ｴﾚｲ

19分34秒60 小西 幸喜1075 ｺﾆｼ ﾕｷﾖｼ

19分34秒61 小西 碧音1076 ｺﾆｼ ｱｵﾄ

19分39秒62 足立 賢亮1070 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｽｹ

19分47秒63 藤田　大空1145 ﾌｼﾞﾀ ｿﾗ

19分50秒64 藤田　佳祐1142 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ

19分55秒65 大角　賢甫1010 ｵｵｽﾐ ｹﾝｽｹ

19分55秒66 武山 佳暖1046 ＴＥＡＭ　ＳＫＹ　ＫＹＯＴＯﾀｹﾔﾏ ｶﾉﾝ

19分56秒67 上田　心愛1108 ｳｴﾀﾞ ｺｺｱ

20分02秒68 ＤＨＡＫＡＬ　ＲＡＭＭＡＮＩ1134 ﾀﾞｶﾙ ﾗﾑﾑﾆ

20分03秒69 水岩 悠陽1042 ﾐｽﾞｲﾜ ﾕｳﾋ

20分13秒70 石田　惺吾1086 三河内小学校ｲｼﾀﾞ ｾｲｺﾞ

20分14秒71 石田　憲彰1087 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

20分33秒72 菅野 遥一1061 ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋﾄ

20分34秒73 谷口　大和1091 加悦小学校ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ

20分35秒74 谷口　映里奈1143 ﾀﾆｸﾞﾁ ｴﾘﾅ

20分47秒75 矢嶋　亜矢子1110 ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｺ

20分51秒76 上山　利明1135 ｳｴﾔﾏ ﾄｼｱｷ

20分51秒77 由利　真愛1114 岩滝小学校ﾕﾘ ﾏﾅﾐ

20分56秒78 由利　吉啓1115 ﾕﾘ ﾖｼﾋﾛ

21分14秒79 椋平　一歩喜1121 ﾓﾄﾋﾗ

21分15秒80 椋平　安代1106 ﾑｸﾋﾗ ﾔｽﾖ

21分23秒81 足立 優子1069 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｺ

21分42秒82 関　隆穂1006 亀岡ランナーズｾｷ ﾀｶﾎ

21分53秒83 牛田　竹史1107 め組クラブｳｼﾀﾞ ﾀｹｼ

22分02秒84 東垣　泰子1109 ﾄｳｶﾞｷ ﾔｽｺ

22分14秒85 並河 旭飛1039 ﾅﾐｶﾜ ｱｻﾋ

22分15秒86 並河 佑典1038 ﾅﾐｶﾜ ﾕｳｽｹ

22分24秒87 辻 大地1033 北豊島小学校ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ

22分24秒88 辻 杏也子1032 ﾂｼﾞ ｱﾔｺ

22分32秒89 東垣　亜葵1102 加悦小学校ﾄｳｶﾞｷ ｱｵｲ

22分33秒90 谷口　にこ1149 加悦陸上教室ﾀﾆｸﾞﾁ ﾆｺ

22分35秒91 石田　熙1088 三河内小学校ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾑ

22分40秒92 大松　健人1136 ｵｵﾏﾂ ｹﾝﾄ

23分02秒93 大松　志穂1127 ｵｵﾏﾂ ｼﾎ

23分14秒94 戸田　富夫1112 ﾄﾀﾞ ﾄﾐｵ

23分14秒95 友次　さゆり1014 ﾄﾓﾂｷﾞ ｻﾕﾘ

23分15秒96 友次　成1116 ﾄﾓﾂｷﾞ ﾅﾙ

23分24秒97 戸田　一颯1111 ﾄﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

23分26秒98 下野 佑1080 三河内小学校ｼﾓﾉ ﾀｽｸ

23分30秒99 小西　悠斗1093 ｺﾆｼ ﾕｳﾄ

23分34秒100 下野 建1079 三河内小学校ｼﾓﾉ ﾀｹﾙ
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23分35秒101 下野 悠介1078 日本冶金工業陸上部ｼﾓﾉ ﾕｳｽｹ

23分38秒102 友次　ちひろ1013 ﾄﾓﾂｷﾞ ﾁﾋﾛ

23分47秒103 石田　志織1085 ｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ

23分49秒104 辻 政治1034 ﾂｼﾞ ﾏｻﾊﾙ

23分53秒105 高橋　ちなみ1015 ﾀｶﾊｼ ﾁﾅﾐ

23分54秒106 高橋　健一1016 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ

24分14秒107 園田 研斗1053 ｿﾉﾀﾞ ｹﾝﾄ

24分15秒108 園田 葵生1054 加悦小学校ｿﾉﾀﾞ ｱｵｲ

25分08秒109 大角　真弓1009 ｵｵｽﾐ ﾏﾕﾐ

25分32秒110 森垣 恵太郎1082 ﾓﾘｶﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ

25分48秒111 井口 ちはね1037 ｲｸﾞﾁ ﾁﾊﾈ

25分53秒112 小西　恒介1092 ｺﾆｼ ｺｳｽｹ

26分04秒113 前野　颯介1090 岩滝小学校ﾏｴﾉ ｿｳｽｹ

26分08秒114 小山　実桜1151 ｺﾔﾏ ﾐｵ

26分10秒115 小山　晋司1144 ｺﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

26分57秒116 井口 美咲1036 ｲｸﾞﾁ ﾐｻｷ

27分09秒117 荻野　宏治1011 ｵｷﾞﾉ ｺｳｼﾞ

27分48秒118 西村　武一郎1001 京都共栄力走会ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｲﾁﾛｳ

28分08秒119 安田　爽良1096 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ

28分34秒120 西原　佳佑1130 市場小学校ﾆｼﾊﾗ ｹｲｽｹ

28分38秒121 西原　裕子1132 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｺ

28分41秒122 鈴木　彝左衛門1019 ｽｽﾞｷ ｲｻﾞｴﾓ

28分42秒123 藤田 彩乃1041 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾉ

28分42秒124 藤田 祥弘1040 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ

29分16秒125 椎野　裕貴1008 ｼｲﾉ ﾕｳｷ

29分16秒126 椎野　裕文1007 ｼｲﾉ ﾋﾛﾌﾐ

29分34秒127 木村 智美1043 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐ

29分44秒128 森垣 和哉1081 ﾓﾘｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ

30分26秒129 山崎 由記美1035 ﾔﾏｻｷ ﾕｷﾐ

30分35秒130 飯野 楓1051 ｲｲﾉ ｶｴﾃﾞ

31分21秒131 坪倉　靖雄1020 ZKM天橋立ﾂﾎﾞｸﾗ ﾔｽｵ

31分44秒132 飯野 靖弘1050 ｲｲﾉ ﾔｽﾋﾛ

31分44秒133 飯野 大和1052 ｲｲﾉ ﾔﾏﾄ

31分52秒134 和田　梨央奈1098 ﾜﾀﾞ ﾘｵﾅ

31分53秒135 和田　一真1089 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

32分05秒136 小西　智実1083 ｺﾆｼ ﾄﾓﾐ

33分34秒137 中西　重樹1025 Ｃ．ウイニングランﾅｶﾆｼ ｼｹﾞｷ

34分14秒138 三本　重治1021 ﾐﾓﾄ ｼｹﾞﾊﾙ

35分34秒139 近藤　幸吉1027 ＫＳランニングクラブｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｷﾁ
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