
- 第15回よさの大江山登山マラソン -

1部 23.5km 高校生以上～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： 10:00:00

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02分48秒1 須賀 洋之66 酒猿組ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間10分20秒2 植村 裕樹64 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛｷ

2時間13分13秒3 松尾 哲裕34 よさの走友会ﾏﾂｵ ｱｷﾋﾛ

2時間17分21秒4 渋谷 将志37 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾏｻｼ

2時間22分48秒5 友田 浩一44 ﾄﾓﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間23分51秒6 木村 悟41 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ

2時間31分02秒7 西村 真哉13 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾔ

2時間34分25秒8 内田 道大69 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

2時間37分39秒9 山下 貴典49 チーム　ピーマンﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ

2時間39分08秒10 樋口 新祐38 Ｐ－ｍａｎﾋｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ

2時間40分32秒11 小山 晃一8 ｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ

2時間41分46秒12 藤原 祐太20 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

2時間42分05秒13 堀井 祥平61 エクセディﾎﾘｲ ｼｮｳﾍｲ

2時間43分03秒14 三崎 康平2001 ﾐｻｷ ｺｳﾍｲ

2時間47分02秒15 周藤　裕26 くらのかみｽﾄｳ ﾕﾀｶ

2時間47分33秒16 津田 隆宏35 ガラタンﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間50分24秒17 眞崎 浩光11 ﾏｻｷ ﾋﾛﾐﾂ

2時間54分12秒18 笹岡 将司59 ｻｻｵｶ ﾏｻｼ

2時間56分03秒19 仲倉 武志54 ﾅｶｸﾗ ﾀｹｼ

2時間58分30秒20 直崎 大生60 ﾅｵｻｷ ﾀｲｷ

2時間58分37秒21 宇都宮 亮9 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳ

2時間58分48秒22 牛濱 孝太53 大阪国際高校ｳｼﾊﾏ ｺｳﾀ

3時間07分24秒23 太田 尚兵52 日本冶金陸上部ｵｵﾀ ｼｮｳﾍｲ

3時間09分29秒24 谷渕 直也42 ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾅｵﾔ

3時間10分33秒25 村岡 良治33 ﾑﾗｵｶ ﾖｼﾊﾙ

3時間12分04秒26 水谷 陽一23 ＴＳＳ・マッドクロウﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｳｲﾁ

3時間12分08秒27 小田　竜也1 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ

3時間12分38秒28 山口 佑太45 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

3時間14分06秒29 大野 正稀18 ｵｵﾉ ﾏｻｷ

3時間15分01秒30 矢野　辰憲31 ﾔﾉ ﾀﾂﾉﾘ

3時間15分32秒31 長島 雅史68 伊丹産業株式会社ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｼ

3時間17分15秒32 植村 亮太55 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

3時間22分36秒33 上野 頌太3 登る団ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ

3時間22分42秒34 西垣 利政39 ﾆｼｶﾞｷ ﾄｼﾏｻ

3時間23分01秒35 沖田 和也10 ｵｷﾀ ｶｽﾞﾔ

3時間24分40秒36 岩崎 希祐51 ｲﾜｻｷ ｷｽｹ

3時間26分35秒37 中野 尚国29 自衛隊ﾅｶﾉ ﾅｵｸﾆ

3時間26分51秒38 藤原 栄作40 ﾌｼﾞﾊﾗ ｴｲｻｸ

3時間30分55秒39 安谷屋 樹7 やぁちゃん率いるまらそんぶｱﾀﾞﾆﾔ ﾀﾂｷ

3時間34分07秒40 杉本 優人57 福知山公立大学ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ

3時間37分33秒41 太田 竜輔67 ｵｵﾀ ﾘｭｳｽｹ

3時間38分02秒42 細田 悦克58 兵庫日産自動車株式会社ﾎｿﾀﾞ ﾖｼｶﾂ

3時間47分11秒43 服部 悠32 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳ

3時間47分11秒44 松本 健二63 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

3時間53分50秒45 藤田 晃弘6 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

3時間59分56秒46 井本 健太郎36 スマイルクラブｲﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

4時間00分57秒47 新田 翔47 ﾆｯﾀ ｼｮｳ

4時間02分37秒48 大畠 卓真24 ｵﾊﾞﾀｹ ﾀｸﾏ

4時間04分11秒49 和田 拓磨56 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ

4時間04分59秒50 杉崎 耕平14 ｽｷﾞｻﾞｷ ｺｳﾍｲ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

1部 23.5km 高校生以上～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： 10:00:00

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

4時間05分14秒51 坂井 聖士22 ｻｶｲ ｾｲｼﾞ

4時間14分57秒52 西原 悠貴27 与謝小ＯＢﾆｼﾊﾗ ﾕｳｷ

4時間16分41秒53 川口 誠48 株式会社本田味噌本店ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

2部 23.5km 40歳以上～49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： 10:00:00

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48秒1 江口 航平179 ｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

2時間15分09秒2 田中　啓輔101 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ

2時間15分54秒3 岡田 裕雄163 ｂｄａｃｵｶﾀﾞ ﾔｽｵ

2時間22分29秒4 布施 賢太郎180 布施接骨院ﾌｾ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間23分04秒5 足立 伸一158 チームスカイ京都ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁ

2時間29分18秒6 川村 和洋118 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間30分52秒7 増田 哲人168 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

2時間31分14秒8 近藤 剛181 舞鶴トレイルｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

2時間31分54秒9 山本 健文106 山本山ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾌﾐ

2時間32分33秒10 永田 雄次156 こーひーらんなーﾅｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間36分17秒11 武山 潤189 ＴＥＡＭ　ＳＫＹ　ＫＹＯＴＯﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

2時間37分19秒12 山口 智也172 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

2時間37分55秒13 藤井　直樹139 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ

2時間38分34秒14 古川 宗治188 ﾌﾙｶﾜ ﾑﾈﾊﾙ

2時間38分56秒15 蘆田 恭卓190 ｂｐｍｃｱｼﾀﾞ ﾔｽﾂﾅ

2時間39分59秒16 藤森 誠144 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ

2時間41分15秒17 清水 宏修178 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間43分14秒18 中村 亘志159 サウルスジャパンﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ

2時間45分25秒19 堀井 賢一122 ﾎﾘｲ ｹﾝｲﾁ

2時間53分10秒20 中谷　忠史140 あっぷるふぁーむﾅｶﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ

2時間53分41秒21 阿部 輝170 ｱﾍﾞ ｱｷﾗ

2時間53分43秒22 櫻井 武士164 新興精機製作所ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ

2時間56分51秒23 竹延 大輔165 ﾀｹﾉﾌﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間57分35秒24 福原 康弘109 香住峰山練習会ﾌｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間58分38秒25 宮宗 武史169 ﾐﾔｿｳ ﾀｹｼ

2時間59分40秒26 小牧　紀貴128 (株)ウッディーハウスｺﾏｷ ﾉﾘﾀｶ

3時間00分16秒27 中田 昭145 びわっしーﾅｶﾀ ｱｷﾗ

3時間00分23秒28 織田 修嗣177 ｵﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

3時間00分41秒29 永田 浩也161 チームそうちゃんﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾔ

3時間04分35秒30 前田 義典155 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

3時間04分41秒31 木村 透123 ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ

3時間04分48秒32 村田 啓輔176 ﾑﾗﾀ ｹｲｽｹ

3時間06分23秒33 西尾 晋一187 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ

3時間07分32秒34 高澤 裕幸153 ﾀｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

3時間09分41秒35 佐藤 隆博103 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

3時間09分44秒36 永田 智之185 松寿苑ＲＣﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ

3時間10分12秒37 寺井　正和126 寺井3兄弟ﾃﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ

3時間11分48秒38 小林 貴昭102 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

3時間12分04秒39 安藤 貴俊182 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ

3時間12分25秒40 杉江 高志175 ｽｷﾞｴ ﾀｶｼ

3時間13分31秒41 大谷 洋二151 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｼﾞ

3時間14分52秒42 金谷 嘉之117 ｶﾅﾔ ﾖｼﾕｷ

3時間15分26秒43 安積 秀喜149 ｱﾂﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ

3時間17分23秒44 近澤 裕樹133 ﾁｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

3時間17分58秒45 Ｒｅｙｍｏｎｄ Ｓｉｍｅｏｎ191 Ｔｈｒｅｅｂｅﾚｲﾓﾝﾄﾞ ｼﾐｮﾝ

3時間18分18秒46 樋口 晃108 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ

3時間19分25秒47 上田 紘192 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

3時間20分12秒48 藤本 幸範111 たこつぼ荘ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ

3時間21分31秒49 福本 真也138 ﾌｸﾓﾄ ｼﾝﾔ

3時間22分20秒50 佐々木 悟107 ｻｻｷ ｻﾄﾙ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

2部 23.5km 40歳以上～49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： 10:00:00

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

3時間23分01秒51 河田 洋人137 ＴＲＣｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ

3時間24分19秒52 堀井 亮一130 ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ

3時間25分06秒53 佐川 浩一113 ｻｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ

3時間26分30秒54 久保 真一110 ｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ

3時間27分11秒55 田中 俊樹166 髪タナカﾀﾅｶ ﾄｼｷ

3時間28分25秒56 小西 宏明141 ｺﾆｼ ﾋﾛｱｷ

3時間28分56秒57 種本 聖士157 ﾀﾈﾓﾄ ｾｲｼﾞ

3時間32分56秒58 齋藤 健150 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ

3時間37分24秒59 木村 達也132 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ

3時間37分44秒60 本田 和裕143 ＴＴＣﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間39分15秒61 篠原 沢雄146 篠原歯科医院ｼﾉﾊﾗ ﾀｸｵ

3時間41分41秒62 八百 眞吾147 ﾔｵ ｼﾝｺﾞ

3時間42分59秒63 浪江 義郎184 日産野田川ﾅﾐｴ ﾖｼﾛｳ

3時間44分22秒64 佐川 友樹167 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓｷ

3時間46分50秒65 角 信明104 ｶｸ ﾉﾌﾞｱｷ

3時間46分56秒66 大西 高広135 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ

3時間49分31秒67 横谷 裕介148 ﾖｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ

3時間49分57秒68 木村 好孝134 深北大学ＡＣｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

3時間52分00秒69 牛濱 一哉119 ｳｼﾊﾏ ｶｽﾞﾔ

3時間52分17秒70 緑川 淳120 島津ＳＳﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝ

3時間52分43秒71 上田 優也171 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ

3時間53分59秒72 西畑 耕治183 京都地方法務局ﾆｼﾊﾀ ｺｳｼﾞ

3時間56分01秒73 大加戸 秀樹142 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ

3時間56分26秒74 岸和田 知哉115 八幡市役所ｷｼﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ

4時間03分13秒75 河野 孝幸173 ｺｳﾉ ﾀｶﾕｷ

4時間08分26秒76 糸井 邦広186 ｲﾄｲ ｸﾆﾋﾛ

4時間17分51秒77 河村 大介136 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

3部 23.5km 50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： 10:00:00

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10分18秒1 井上　考信372 HIKAMENSｲﾉｳｴ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間16分16秒2 古川 英治356 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ

2時間19分22秒3 樽井 一郎374 ﾀﾙｲ ｲﾁﾛｳ

2時間20分44秒4 武田 浩志247 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間24分45秒5 山中　俊輝300 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｷ

2時間26分16秒6 西川 隆司346 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ

2時間27分54秒7 井上 正俊322 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄｼ

2時間29分33秒8 青木 英一325 豊中グリーンクラブｱｵｷ ｴｲｲﾁ

2時間30分28秒9 土井　宏充297 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾐﾂ

2時間30分43秒10 上倉 修252 足柄男塾ｶﾐｸﾗ ｵｻﾑ

2時間33分34秒11 常楽寺 寛324 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾋﾛｼ

2時間35分55秒12 小倉 淳志234 すたふらｵｸﾞﾗ ｱﾂｼ

2時間38分01秒13 栢木 俊秀344 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間47分23秒14 小松 浩史313 堺ＩＰＣｺﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ

2時間48分26秒15 簾内 真256 クロスランｽﾉｳﾁ ｼﾝ

2時間49分13秒16 笠島 浩孝310 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾀｶ

2時間49分33秒17 折原 哲362 ｵﾘﾊﾗ ｻﾄｼ

2時間49分37秒18 中村 正志376 横浜都筑ＡＣﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ

2時間49分49秒19 上田　信吾201 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

2時間50分09秒20 大島 久登243 ｵｵｼﾏ ﾋｻﾄ

2時間53分00秒21 畑田 章夫320 ﾊﾀﾀﾞ ﾉﾘｵ

2時間53分06秒22 松井 一男242 府庁ランナーズﾏﾂｲ ｶｽﾞｵ

2時間53分40秒23 小林　俊哉203 小林家陸上部ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ

2時間54分27秒24 神原 健319 クロスランｶﾝﾊﾞﾗ ﾀｹｼ

2時間55分30秒25 田中 充281 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ

2時間57分05秒26 白井 潤311 ｼﾗｲ ｼﾞｭﾝ

2時間57分17秒27 梅原 達也269 ｳﾒﾊﾗ ﾀﾂﾔ

2時間57分49秒28 岡野 博316 高津橋ｓｃｵｶﾉ ﾋﾛｼ

2時間58分32秒29 西坂 修司361 ﾆｼｻｶ ｼｭｳｼﾞ

2時間59分06秒30 田中　英一290 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ

3時間00分02秒31 林　雅樹291 シミズ薬品(株)ﾊﾔｼ ﾏｻｷ

3時間00分07秒32 竹嶋 則一323 ﾀｹｼﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

3時間02分49秒33 安達 亮231 ｱﾝﾀﾂ ｱｷﾗ

3時間03分10秒34 向井 久貴326 ﾑｶｲ ﾋｻﾀｶ

3時間03分55秒35 川勝 洋太228 ｶﾜｶﾂ ﾖｵﾀ

3時間05分50秒36 大野 正人327 チームかぴｵｵﾉ ﾏｻﾄ

3時間06分30秒37 南薗 英光258 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐﾂ

3時間06分45秒38 高岡 昭一369 岩滝ランナーズクラブﾀｶｵｶ ｼｮｳｲﾁ

3時間08分19秒39 片山　雅之371 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

3時間09分07秒40 市川 正223 大文字迷走隊ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞｼ

3時間09分12秒41 斉藤 敦雄237 ｻｲﾄｳ ｱﾂｵ

3時間12分33秒42 上月 敏之318 ｺｳﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

3時間13分22秒43 角野　直輝298 よさの走遊会ｶﾄﾞﾉ ﾅｵｷ

3時間13分52秒44 岩﨑　志信208 ｲﾜｻｷ ｼﾉﾌﾞ

3時間14分17秒45 高橋 三春241 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ

3時間14分33秒46 宮本 茂314 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

3時間16分55秒47 尾坂 圭一221 ｵｻｶ ｹｲｲﾁ

3時間17分05秒48 寺内 秀巳248 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾃﾞﾐ

3時間17分33秒49 吉岡 諾万368 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾏ

3時間18分17秒50 細田 耕司244 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｼﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

3部 23.5km 50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： 10:00:00

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

3時間20分18秒51 笹田 直稔337 ｻｻﾀﾞ ﾅｵﾄｼ

3時間20分42秒52 大西 宣也249 ｵｵﾆｼ ﾉﾌﾞﾔ

3時間20分48秒53 小林　雄二294 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ

3時間21分21秒54 築山　智289 ﾂｷﾔﾏ ｻﾄｼ

3時間22分01秒55 岡野 哲之359 ｵｶﾉ ﾃﾂﾕｷ

3時間23分36秒56 山口 泰寛276 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

3時間24分23秒57 中原 庄一郎351 ニッケ印南ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

3時間24分26秒58 青山 博三312 洛東タクシーｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ

3時間24分44秒59 小林 功武238 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｹ

3時間24分48秒60 福原 慎也257 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾔ

3時間24分56秒61 杉山 勝寛341 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ

3時間26分49秒62 出田 修232 ｲﾃﾞﾀ ﾂﾄﾑ

3時間27分26秒63 横山 潔264 ﾖｺﾔﾏ ｷﾖｼ

3時間27分38秒64 山添　弘人272 ﾔﾏｿﾞｴ ﾋﾛﾄ

3時間27分50秒65 明神 雅人309 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾏｻﾄ

3時間27分51秒66 池谷　猶純303 ｲｹﾀﾆ ﾅｵｽﾞﾐ

3時間27分56秒67 河田 光成253 ｶﾜﾀ ﾐﾂﾅﾘ

3時間28分14秒68 西原 秀雄336 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ

3時間28分31秒69 濱崎 哲也357 芥川ランナーズﾊﾏｻｷ ﾃﾂﾔ

3時間28分33秒70 森田 晋230 焼肉の花山ＲＣﾓﾘﾀ ｽｽﾑ

3時間29分07秒71 波多野 真225 ハローワークﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ

3時間29分24秒72 横江 英明222 ﾖｺｴ ﾋﾃﾞｱｷ

3時間30分16秒73 村松 幸信254 ケアプラザ堺ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾉﾌﾞ

3時間31分35秒74 田中 靖久352 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ

3時間31分50秒75 岡本　一宏209 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間34分47秒76 行定 弘式321 ﾕｷｻﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

3時間35分32秒77 藤田　浩二274 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ

3時間37分04秒78 小畑 徹330 ｵﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ

3時間37分23秒79 山添 哲司308 ﾔﾏｿﾞｴ ﾃﾂｼﾞ

3時間38分05秒80 廣澤 満380 Ｒ３レーシングﾋﾛｻﾜ ﾐﾂﾙ

3時間39分21秒81 木原 綱雄317 ｷﾊﾗ ﾂﾅｵ

3時間41分48秒82 髙岡　英明214 岩滝RCﾀｶｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ

3時間42分35秒83 友繁 純365 ｼﾞ ｭﾝ

3時間43分26秒84 増尾 厚史250 ﾏｽｵ ｱﾂｼ

3時間44分30秒85 山口 敏和364 あいちハートクリニックﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｶｽﾞ

3時間45分37秒86 地主 聡345 赤穂水練ｼﾞﾇｼ ｻﾄｼ

3時間45分46秒87 吉田 貴幸338 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

3時間46分28秒88 山本 哲也255 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

3時間47分51秒89 小原 英明268 ０ｓｉｎｋ”ｃｌｕｂｵﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

3時間47分57秒90 川端 政之354 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

3時間48分22秒91 幸田 佳久260 ｺｳﾀﾞ ﾖｼﾋｻ

3時間49分41秒92 田中 慶夫275 高知市消防団ﾀﾅｶ ｹｲｵ

3時間50分11秒93 藤田　哲也211 ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ

3時間51分12秒94 稗島 智浩353 ﾋｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

3時間51分33秒95 高橋　不二夫299 ﾀｶﾊｼ ﾌｼﾞｵ

3時間51分36秒96 鈴木 啓343 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ

3時間51分57秒97 水巻　英樹204 ﾐｽﾞﾏｷ ﾋﾃﾞｷ

3時間52分07秒98 真田 順一347 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

3時間52分47秒99 木村 信雄233 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

3時間52分48秒100 高橋 昭雄375 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

3部 23.5km 50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： 10:00:00

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

3時間53分39秒101 渡部 修司305 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ

3時間54分33秒102 太田 権守262 恭佳福クラブｵｵﾀ ｹﾝｼｭ

3時間54分43秒103 中野　勝也210 ﾅｶﾉ ｶﾂﾔ

3時間54分59秒104 石野 政則235 しまねこ党呉ｲｼﾉ ﾏｻﾉﾘ

3時間55分11秒105 松本 隆司349 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

3時間55分45秒106 佐々木 貴昭370 ｻｻｷ ﾀｶｱｷ

3時間56分10秒107 岡本 憲昌266 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ

3時間57分16秒108 天白 英樹278 ﾃﾝﾊﾟｸ ﾋﾃﾞｷ

3時間57分30秒109 桜井 一216 チーム　おまるｻｸﾗｲ ﾊｼﾞﾒ

4時間00分18秒110 木下 隆一270 ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ

4時間05分32秒111 高橋　幸男286 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ

4時間12分48秒112 相見　浩太郎301 ｱｲﾐ ｺｳﾀﾛｳ

4時間12分58秒113 小川 博之334 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

4時間13分46秒114 吉原 修377 内外エンジニアリングﾖｼﾊﾗ ｵｻﾑ

4時間17分45秒115 長西　昌一271 岩滝ランナーズクラブｵｻﾆｼ ｼｮｳｲﾁ

4時間17分46秒116 谷口 久起339 関西電気保安協会ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｷ

4時間20分39秒117 川崎 武司245 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

4部 23.5km 高校生以上～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： 10:00:00

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58分13秒1 三島 陽子402 ﾐｼﾏ ﾖｳｺ

3時間02分00秒2 井谷　梓401 ｲﾀﾆ ｱｽﾞｻ

3時間22分45秒3 安谷屋 茜403 やぁちゃん率いるまらそんぶｱﾀﾞﾆﾔ ｱｶﾈ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回よさの大江山登山マラソン -

5部 23.5km 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： 10:00:00

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21分54秒1 木下 久美528 ｷﾉｼﾀ ｸﾐ

2時間30分21秒2 山本 可奈子504 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ

2時間47分07秒3 本多 規子530 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間48分36秒4 大野 香織519 ジュピターランニングクラブｵｵﾉ ｶｵﾘ

2時間56分14秒5 岩 千恵515 ｲﾜ ﾁｴ

3時間03分19秒6 浅田 美有紀520 ｱｻﾀﾞ ﾐﾕｷ

3時間05分18秒7 高橋 敦子533 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ

3時間10分13秒8 中村 洋子508 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

3時間12分34秒9 森坂 恵509 ﾓﾘｻｶ ﾒｸﾞﾐ

3時間14分05秒10 槙尾 三也子517 足柄男塾ﾏｷｵ ﾐﾔｺ

3時間18分18秒11 生田 宏美525 ｲｸﾀ ﾋﾛﾐ

3時間20分00秒12 江口 友恵516 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｴ

3時間29分40秒13 川西 純子506 ｶﾜﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ

3時間37分19秒14 衣笠 美千代522 丹波３６ＡＣｷﾇｶﾞｻ ﾐﾁﾖ

3時間38分05秒15 佐光 みお531 ｻｺｳ ﾐｵ

3時間46分22秒16 木村 恭子511 ｷﾑﾗ ｷｮｳｺ

3時間47分56秒17 金谷 時子535 ｶﾅﾔ ﾄｷｺ

3時間51分40秒18 垂水　恵光513 兵庫５区RCﾀﾙﾐ ｴｺｳ

3時間52分04秒19 津村 綾子534 ﾂﾑﾗ ｱﾔｺ

4時間02分22秒20 須賀 幸恵507 ｽｶﾞ ｻﾁｴ

4時間17分51秒21 野口 悠子536 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｺ

Athlete-Tag by CHOPPER


