
- 第15回よさの大江山登山マラソン -

6部 10km 中学生以上～39歳以下 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

33分40秒1 岡野 徹630 ユニバーＳＣｵｶﾉ ﾄｵﾙ

35分14秒2 宮崎 雄大623 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

36分02秒3 四方 健一603 舞鶴クラブｼｶﾀ ｹﾝｲﾁ

37分01秒4 福井　楽639 ﾌｸｲ ｶﾞｸ

37分23秒5 桝山 功太612 ﾏｽﾔﾏ ｺｳﾀ

38分34秒6 木曽 一彰634 ＨＩＫＡＭＥＮＳｷｿ ｶｽﾞｱｷ

39分10秒7 河原林　遼617 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ

39分39秒8 浪江　亮成632 ﾅﾐｴ ﾘｮｳｾｲ

40分00秒9 曽根 涼介609 ヒカメンズｿﾈ ﾘｮｳｽｹ

42分26秒10 谷利 智哉627 南丹市役所ﾀﾆｶｶﾞ ﾄﾓﾔ

42分55秒11 西山 高央635 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｵ

45分54秒12 田村　悠惺638 橋立中学校ﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ

45分54秒13 野村 蒼月637 ﾉﾑﾗ ｱﾂｷ

45分54秒14 岡村 一路611 ｵｶﾑﾗ ｲﾁﾛ

48分58秒15 足立　翔英620 加悦中学校ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳｴｲ

49分04秒16 氷上 幸真626 ＨＩＫＡＭＥＮＳﾋｶﾐ ｺｳﾏ

50分16秒17 河原林　煌616 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾗ

51分20秒18 山岡 秀明606 宮津市役所ﾔﾏｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ

51分47秒19 藤原 慎一624 宮津市役所ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

53分31秒20 小林　耕介633 宮津市役所ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ

55分19秒21 松下 真也601 加茂～んＲＣﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ

58分17秒22 饗庭 一真615 ｱｲﾊﾞ ｶｽﾞﾏ

59分20秒23 井上 一希625 宮津市役所ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ

1時間00分14秒24 杉本 高司622 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間01分51秒25 佐々木 貫602 嵯峨小学校ｻｻｷ ｶﾝ

1時間03分02秒26 上山　達也640 ｳｴﾔﾏ ﾀﾂﾔ

1時間06分22秒27 清水 康平613 夕凪の里ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ

1時間09分35秒28 安田 宣孝604 宮津市役所ﾔｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間16分27秒29 小池 聖也618 ｺｲｹ ｾｲﾔ

1時間17分25秒30 千田 英明628 焼肉の花山ＲＣｾﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間19分23秒31 バスケス ガブリエル629 ﾊﾞｽｹｽ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ

1時間32分49秒32 碓井 大和631 ウェルストークｳｽｲ ﾔﾏﾄ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

7部 10km 40歳以上～59歳以下 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

35分43秒1 大町 泰貴762 三段池ＲＣｵｵﾏﾁ ﾀｲｷ

35分50秒2 中井　芳聡760 ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎﾅｶｲ ﾖｼｱｷ

37分55秒3 大江 博文752 ｵｵｴ ﾋﾛﾌﾐ

38分35秒4 大木 一範750 ｵｵｷ ｶｽﾞﾉﾘ

40分12秒5 今西 智信761 マソ練ｲﾏﾆｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ

41分20秒6 岩岡 徹751 岩岡流ｲﾜｵｶ ﾄｵﾙ

41分39秒7 牧 隆二721 ﾏｷ ﾘﾕｳｼﾞ

41分49秒8 芝野 元気713 途中が丘ＲＣｼﾊﾞﾉ ｹﾞﾝｷ

42分32秒9 足立 高義742 福知山ジョギングクラブｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾖｼ

43分16秒10 安見 一徳707 よさの走遊会ﾔｽﾐ ｶｽﾞﾉﾘ

43分57秒11 中山 新吾743 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

44分30秒12 岡本 康志758 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｼ

45分54秒13 滝野 博文745 加悦走友会ﾀｷﾉ ﾋﾛﾌﾐ

46分56秒14 佐藤 厚司741 舞鶴クラブｻﾄｳ ｱﾂｼ

47分10秒15 山下 睦人765 ウェルストークﾔﾏｼﾀ ﾑﾂﾋﾄ

48分09秒16 池田 一也738 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

50分48秒17 西田 裕幸720 大阪陸上競技会ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

51分12秒18 水上　隆之702 アイビックスﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾕｷ

51分42秒19 田村　尊彦727 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋｺ

52分30秒20 中島 和夫708 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｵ

52分41秒21 山本　桂司703 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ

53分37秒22 水岩 愛仁719 ﾐｽﾞｲﾜ ﾖｼﾋﾄ

53分53秒23 小藤 大輔724 ｺﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ

54分24秒24 井上 巧753 ＳＥＣカーボンｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ

56分14秒25 安田 武信748 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾉﾌﾞ

57分15秒26 橋本 尚幸739 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

57分23秒27 万所 幸喜740 ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ

58分02秒28 野村　治輔728 ﾉﾑﾗ ｼﾞｽｹ

59分28秒29 小西 正樹709 宮津市役所ｺﾆｼ ﾏｻｷ

59分55秒30 松本 真俊730 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ

1時間01分07秒31 三井 好則729 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ

1時間02分18秒32 森 浩二725 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ

1時間02分31秒33 野村 英志726 ウェルストークﾉﾑﾗ ﾋﾃﾞｼ

1時間02分43秒34 廣居 義明756 ﾋﾛｲ ﾖｼｱｷ

1時間03分41秒35 宮﨑　充司704 柏原ランナーズﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｼ

1時間04分28秒36 中井 和彦737 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

1時間06分31秒37 東 雄樹711 東建設走ろう会ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ

1時間07分17秒38 森 哲也757 ﾓﾘ ﾃﾂﾔ

1時間07分29秒39 松本 清和764 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ

1時間08分10秒40 畑中 雄二746 関西走遊会ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

1時間08分20秒41 岡橋 正735 まちゃりーたｵｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ

1時間09分25秒42 水谷　博喜706 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ

1時間10分21秒43 中川 雄介744 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

1時間13分11秒44 松浦 淳754 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間13分53秒45 片山 靖幸716 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽﾕｷ

1時間13分56秒46 水谷 元成732 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾄｱｷ

1時間13分58秒47 井上　照康701 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾔｽ

1時間14分51秒48 辻井 雅晶717 ﾂｼﾞｲ ﾏｻｱｷ

1時間15分11秒49 安井 晃生759 ウェルストークﾔｽｲ ﾃﾙｦ

1時間16分37秒50 奥田 仁夢714 ｵｸﾀﾞ ｼﾞﾝﾑ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

7部 10km 40歳以上～59歳以下 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

1時間21分09秒51 木村 尚史723 丹波支援学校ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間32分50秒52 安田 和司733 ＴＥＡＭ　ＯＭＲＡＮﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞｼ

1時間33分11秒53 中島 紀夫722 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｵ

1時間41分13秒54 大同　政紀705 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｻｷ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

8部 10km 60歳以上 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

44分52秒1 北出 吉弘845 京都ランナーズｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ

45分42秒2 松本 一之836 亀岡ランナーズﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

45分50秒3 大西 人志841 絆ＲＣｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

49分37秒4 佐藤 雅之861 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

49分51秒5 辰巳 謙三853 ﾀﾂﾐ ｹﾝｿﾞｳ

49分55秒6 吉川 晋治842 賀茂川パートナーズﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ

52分14秒7 西出 環848 ＫＰＰ試験ﾆｼﾃﾞ ﾀﾏｷ

53分41秒8 武田　佳史832 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

54分00秒9 小池 潤一郎850 ｺｲｹ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

55分02秒10 坂中　紀文857 加悦陸上教室ｻｶﾅｶ ﾉﾘﾌﾐ

56分01秒11 安田 正志839 福知山ジョギングクラブﾔｽﾀﾞ ﾏｻｼ

57分04秒12 田中　敏雄829 姫路走友会ﾀﾅｶ ﾄｼｵ

57分48秒13 岩崎 雅裕851 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ

59分14秒14 高橋　直美807 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ

59分29秒15 太田 智秋838 頑ばれ航介の会ｵｵﾀ ﾁｱｷ

59分41秒16 村上 範行816 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾕｷ

59分55秒17 木下　瑞司805 ZKM天橋立支部ｷﾉｼﾀ ﾐｽﾞｼ

1時間00分05秒18 藤原　劍二860 浦嶋山RCﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間00分49秒19 九鬼 崇862 京都府立丹波支援学校ｸｷ ﾀｶｼ

1時間01分18秒20 園田　哲也835 ｿﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間03分47秒21 前田 厚856 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間04分03秒22 衣川　靜雄858 峰高41クラブｷﾇｶﾞﾜ ｼｽﾞｵ

1時間05分14秒23 福永　治久820 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾋｻ

1時間05分34秒24 北岡 元和837 向日市走友会ｷﾀｵｶ ﾓﾄｶｽﾞ

1時間07分01秒25 黒川 英雄844 亀岡ランナーズｸﾛｶﾜ ﾋﾃﾞｵ

1時間07分40秒26 河嶋　克浩821 ｶﾜｼﾏ ｶﾂﾋﾛ

1時間07分59秒27 平　達夫808 一字観RCﾋﾗ ﾀﾂｵ

1時間08分46秒28 由利　和彦819 岩滝Ｒ．Ｃﾕﾘ ｶｽﾞﾋｺ

1時間09分24秒29 荒木　勇831 ｱﾗｷ ｲｻﾑ

1時間09分44秒30 小島 尚人852 ｵｼﾞﾏ ﾋｻﾄ

1時間10分39秒31 羽馬 博文847 広宣社ﾊﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間10分52秒32 宮川 啓三849 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲｿﾞｳ

1時間11分02秒33 木﨑　和夫826 ｷｻﾞｷ ｶｽﾞｵ

1時間11分48秒34 小西 直樹814 小西商事ｺﾆｼ ﾅｵｷ

1時間12分19秒35 松田 敏男824 ゴボ天ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間17分56秒36 今中　克彦801 武庫川スポーツクラブｲﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ

1時間18分55秒37 和田　正811 野田川クラブﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間19分06秒38 堀　泰史827 ﾎﾘ ﾔｽｼ

1時間19分36秒39 西谷　昭寛828 ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ

1時間20分04秒40 四方　四郎812 岩滝ＲＣｼｶﾀ ｼﾛｳ

1時間20分16秒41 新谷 康三854 ｼﾝﾀﾆ ｺｳｿﾞｳ

1時間22分15秒42 岡 高茂840 京都保健衛生専門学校ｵｶ ﾀｶｼｹﾞ

1時間23分22秒43 小野　文男859 広畑走友会ｵﾉ ﾌﾐｵ

1時間26分56秒44 樋口　浩行818 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間29分13秒45 高橋 敏朗843 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾛｳ

1時間29分47秒46 水上　省悟803 ZKM天橋立ﾐｽﾞｶﾐ ｼｮｳｺﾞ

1時間38分44秒47 杉田　博809 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛｼ

1時間43分58秒48 小西　正伸825 ｺﾆｼ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間47分35秒49 荒木 哲823 チーム　みわｱﾗｷ ｻﾄｼ

1時間50分01秒50 松本　朝晴834 ﾏﾂﾓﾄ ｱｻﾊﾙ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

8部 10km 60歳以上 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

2時間07分05秒51 山根　成治804 ﾔﾏﾈ ｾｲｼﾞ

2時間11分00秒52 山﨑　安一822 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｲﾁ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

9部 10km 中学生以上～39歳以下 女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

46分36秒1 東　穂乃実905 ﾋｶﾞｼ ﾎﾉﾐ

53分57秒2 山内 智香901 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｶ

59分34秒3 早川 愛子906 Ｔｅａｍ　Ｒ２ﾊﾔｶﾜ ｱｲｺ

1時間00分25秒4 飯野 美輪907 ｲｲﾉ ﾐﾜ

1時間01分55秒5 氷上 知香908 ＨＩＫＡＭＥＮＳﾋｶﾐ ﾁｶ

1時間12分53秒6 碓井 那奈子904 ｳｽｲ ﾅﾅｺ

1時間22分58秒7 水岩 海帆902 ﾐｽﾞｲﾜ ｶﾎ

1時間23分04秒8 水岩 空和903 ﾐｽﾞｲﾜ ｿﾜ

1時間33分26秒9 安中 菜摘909 ﾔｽﾅｶ ﾅﾂﾐ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

10部 10km 40歳以上 女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/18

スタート： 10:15:00

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

42分00秒1 小林 玲子954 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ

47分34秒2 佐々木　和代982 ｻｻｷ ｶｽﾞﾖ

49分26秒3 米井　陽子967 クロスランクラブﾖﾈｲ ﾖｳｺ

55分54秒4 中西 麻美971 ﾅｶﾆｼ ｱｻﾐ

56分09秒5 野口 和美973 うさぴょんﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ

57分17秒6 入口　富美子969 ｲﾘｸﾞﾁ ﾌﾐｺ

1時間02分36秒7 柴原 満宥実964 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ

1時間05分51秒8 坪井 則子972 ﾂﾎﾞｲ ﾉﾘｺ

1時間06分58秒9 高田　里子968 ﾀｶﾀ ｻﾄｺ

1時間07分03秒10 勢井 陽子978 ｾｲ ﾖｳｺ

1時間07分25秒11 川端 里美976 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ

1時間07分39秒12 木原 直美960 ｷﾊﾗ ﾅｵﾐ

1時間08分16秒13 松田 桃子966 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｺ

1時間09分00秒14 地主 惠974 赤穂水練ｼﾞﾇｼ ﾒｸﾞﾐ

1時間12分06秒15 能塒 仁美981 ﾉﾄ ﾋﾄﾐ

1時間13分14秒16 坂根 由美子977 ｻｶﾈ ﾕﾐｺ

1時間13分34秒17 奥村 珠水957 舞鶴ファルコンｵｸﾑﾗ ﾀﾏﾐ

1時間13分35秒18 天白 由美子963 ﾃﾝﾊﾟｸ ﾕﾐｺ

1時間13分58秒19 井上 ひろみ980 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐ

1時間16分11秒20 辻本 眞由美979 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間17分00秒21 蘓理　治美970 ｿﾘ ﾊﾙﾐ

1時間18分29秒22 木村　真理959 ｷﾑﾗ ﾏﾘ

1時間23分53秒23 水岩 裕歌子975 ﾐｽﾞｲﾜ ﾕｶｺ

1時間24分16秒24 伊藤 奈美962 ｲﾄｳ ﾅﾐ

1時間27分08秒25 畑田 晴美953 ﾊﾀﾀﾞ ﾊﾙﾐ

1時間28分48秒26 細田 優子961 ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｺ

1時間28分55秒27 吉岡 陽子955 ﾖｼｵｶ ﾖｳｺ

1時間32分15秒28 横山 ゆかり958 ﾖｺﾔﾏ ﾕｶﾘ

1時間37分08秒29 田中　教孝952 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺｳ

1時間37分39秒30 藤本　淑子951 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼｺ

1時間39分13秒31 黒崎 りょうこ956 ｸﾛｻｷ ﾘｮｳｺ
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