
- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(M) エンジョイジョギング 3km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 13:15:00

会場: 島本町立第二中学校スタート・ゴール

主催: 特定非営利活動法人 島本町体育協会

13分17秒1 浅賀　遼平1857 アサカ　リョウヘイ 昇龍館

13分45秒2 大瀬　晴紀1875 オオセ　ハルキ はるばんず

14分00秒3 原田　泰生1876 ハラダ　ヤスオ はるばんず

14分53秒4 川口　雅義1880 カワグチ　マサヨシ 島本ホッケークラブ

15分17秒5 森川　蓮生1888 モリカワ　レオ 島本ホッケークラブ

15分17秒6 勝瀬　鉄平1767

15分24秒7 梅垣　大1879 ウメガキ　ダイ 島本ホッケークラブ

15分27秒8 後藤　太陽1864 ゴトウ　タイヨウ 昇龍館

15分29秒9 宮地　繁雄1860 ミヤジ　シゲオ 昇龍館

15分36秒10 大能　夏子1700 オオノウ　ナツコ

15分36秒11 大能　拓人1701

15分37秒12 宮地　光信1858 ミヤジ　ミツノブ 昇龍館

16分13秒13 村上　藍介1674

16分14秒14 村上　雅彦1673 ムラカミ　マサヒコ

16分18秒15 水岡　空良1557

16分30秒16 永田　優斗1648 ナガタ　ヒロト 大阪市

16分31秒17 永田　秀彰1647 ナガタ　ヒデアキ 大阪市

16分41秒18 山本　浩希1927 ヤマモト　コウキ 島本ＦＣ

16分41秒19 山本　結都1926 ヤマモト　ユイト 島本ＦＣ

16分53秒20 河野　瑞桔1886 コウノ　ミズキ 島本ホッケークラブ

16分54秒21 瀬口　将矢1738

16分55秒22 兼本　ヤサス　良明1885 カネモト　ヤサス　ヨシアキ 島本ホッケークラブ

17分04秒23 柴田　健太郎1892 シバタ　ケンタロウ ボーイスカウト島本第１団

17分06秒24 瀬口　哲平1737

17分06秒25 野坂　英司1600 ノサカ　エイジ

17分16秒26 西尾　浩希1632

17分21秒27 田村　圭輔1558 タムラ　ケイスケ

17分30秒28 冬木　心菜1739 フユキ　ココナ

17分37秒29 南雲　陽人1787

17分38秒30 塚田　沙緒里1679 ツカダ　カオリ

17分39秒31 入江　徠斗1699

17分40秒32 日山　晴仁1862 ヒヤマ　ハルト 昇龍館

17分40秒33 桑原　豪琉1863 クワバラ　タケル 昇龍館

17分40秒34 入江　和幸1698 イリエ　カズユキ

17分45秒35 青木　奏世香1740

17分52秒36 丹波　美遥1564 タンバ　ミハル

17分53秒37 丹波　正樹1565

18分00秒38 末松　圭悟1932 スエマツ　ケイゴ 島本ＦＣ

18分00秒39 楠本　翔大1531

18分06秒40 山本　龍之介1714

18分08秒41 滝野　莉子1887 タキノ　リコ 島本ホッケークラブ

18分08秒42 小山田　楓栞1890 オヤマダ　フウカ 島本ホッケークラブ

18分10秒43 井上　悠葵1749

18分10秒44 八尾　優花1883 ヤオ　ユウカ 島本ホッケークラブ

18分21秒45 末松　直子1933 スエマツ　ナオコ 島本ＦＣ

18分22秒46 濱﨑　基貴1615 ハマサキ　モトキ

18分22秒47 濱﨑　大貴1616

18分23秒48 井戸　雄雅1893 イド　ユウガ ボーイスカウト島本第１団

18分32秒49 西口　晴馬1851 ニシグチ　ハルマ 島本ランナーズ

18分37秒50 田村　佳江1502 タムラ　カエ
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18分44秒51 河村　昌伯1659 カワムラ　マサノリ

18分45秒52 河村　柊冴1660

18分51秒53 落合　理玖1789

18分54秒54 西口　圭介1849 ニシグチ　ケイスケ 島本ランナーズ

18分56秒55 鈴木　悠晟1697

18分58秒56 八尾　宏1881 ヤオ　ヒロシ 島本ホッケークラブ

18分58秒57 鈴木　貴善1696 スズキ　タカヨシ

19分02秒58 福井　祥真1516

19分06秒59 髙畑　春翔1621 タカハタ　ハルト

19分07秒60 西尾　浩明1631 ニシオ　ヒロアキ

19分11秒61 松原　公洋1579 マツバラ　キミヒロ

19分11秒62 松原　佑心1580 マツバラ　ユウシン

19分14秒63 兼本　靖之1884 カネモト　ヤスユキ 島本ホッケークラブ

19分17秒64 大北　俊輔1901 オオキタ　シュンスケ ボーイスカウト島本第１団

19分18秒65 江口　蒼空1830 エグチ　ソラ 水無瀬病院

19分19秒66 正木　明子1801

19分19秒67 正木　剛1800

19分20秒68 正木　美空1802 マサキ　ミソラ

19分20秒69 水岡　宏之1556 ミズオカ　ヒロユキ

19分21秒70 常川　光夏1832 ツネカワ　コウガ 島本ダブルダッチクラブ

19分21秒71 楠本　大1530 クスモト　ダイ

19分24秒72 南雲　智子1786 ナグモ　トモコ

19分31秒73 久保田　友香1661 クボタ　トモカ 神戸市

19分31秒74 久保田　琥珀1662 クボタ　コハク

19分32秒75 髙畑　里美1623

19分35秒76 髙畑　勉1622

19分36秒77 髙田　瑛大1759

19分37秒78 中田　敬吾1668

19分37秒79 中田　優子1667 ナカタ　ユウコ

19分49秒80 今井　良和1644 イマイ　ヨシカズ 神戸市

19分52秒81 西野　瑞葉1774

19分52秒82 西野　耕二1772 ニシノ　コウジ

19分54秒83 難波　壮介1650 ナンバ　ソウスケ

19分54秒84 難波　春恭1649 ナンバ　ハルヤス

19分55秒85 西口　大晴1852 ニシグチ　タイセイ 島本ランナーズ

19分56秒86 小森　達也1578

19分57秒87 小森　麻央1577

19分58秒88 遠藤　千佳1792 エンドウ　チカ

20分03秒89 落合　仁子1788 オチアイ　ヒロコ

20分04秒90 辻　雄大1688 ツジ　ユウト 長岡京市

20分08秒91 朝枝　秀典1510 アサエダ　ヒデノリ

20分08秒92 鈴木　結衣1617 スズキ　ユイ

20分08秒93 鈴木　大翔1618

20分09秒94 山塚　憲太朗1547 ヤマヅカ　ケンタロウ

20分10秒95 西野　綺芽1775

20分11秒96 西野　由樹1773 ニシノ　ユキ

20分11秒97 関　菜々美1906 セキ　ナナミ キッズスポーツ教室

20分11秒98 関　友美1905 セキ　ユミ キッズスポーツ教室

20分13秒99 小倉　愛央1894 オグラ　マオ ボーイスカウト島本第１団

20分16秒100 大北　悠太1899 オオキタ　ユウタ ボーイスカウト島本第１団
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20分17秒101 稲元　義彦1605 イナモト　ヨシヒコ

20分23秒102 松本　泰治1895 マツモト　タイチ ボーイスカウト島本第１団

20分24秒103 小野打　豊1509 国立市

20分25秒104 山名　沙來1726

20分26秒105 森下　拓1717

20分26秒106 森下　直樹1716 モリシタ　ナオキ

20分28秒107 西谷　奏美1799

20分28秒108 西谷　昭彦1798

20分33秒109 森口　恵佑1575

20分34秒110 吉川　崇裕1601 ヨシカワ　タカヒロ

20分36秒111 森口　敏博1574 モリグチ　トシヒロ

20分47秒112 難波　真帆1910 ナンバ　マホ キッズスポーツ教室

20分47秒113 難波　裕司1909 ナンバ　ユウジ キッズスポーツ教室

20分49秒114 岡本　万希子1638

20分50秒115 岡本　芽子1639 オカモト　メイコ

20分52秒116 福井　智子1514

20分55秒117 池田　芽生1874 イケダ　メイ ＳＰＯＲＴ

20分55秒118 杉本　紗知1869 スギモト　サチ ＳＰＯＲＴ

21分05秒119 山塚　裕子1548

21分13秒120 兼松　玲於1555

21分25秒121 八尾　加代子1882 ヤオ　カヨコ 島本ホッケークラブ

21分25秒122 池田　享弘1873 イケダ　タカヒロ ＳＰＯＲＴ

21分27秒123 狩浦　祐玖1687

21分29秒124 杉本　洋規1870 スギモト　ヒロキ ＳＰＯＲＴ

21分29秒125 兼松　啓一1554

21分30秒126 髙田　美由紀1758

21分32秒127 西口　摩理1850 ニシグチ　マリ 島本ランナーズ

21分35秒128 山名　莉央1727

21分36秒129 吉田　翔音1595

21分36秒130 道本　高広1684 ミチモト　タカヒロ

21分37秒131 道本　康太1685 ミチモト　コウタ

21分40秒132 高山　煌晨1670

21分40秒133 高山　竜二1669 タカヤマ　リュウジ

21分41秒134 森本　真央1940

21分43秒135 辻本　心春1537

21分44秒136 中条　紗都1585

21分44秒137 中条　亮介1584 チュウジョウ　リョウスケ

21分44秒138 辻本　満則1534 ツジモト　ミチノリ

21分47秒139 山名　健1725

21分48秒140 松本　めぐみ1745 マツモト　メグミ

21分49秒141 小西　偉生1780 コニシ　ヒデオ

21分49秒142 小西　そよ香1782 コニシ　ソヨカ

21分51秒143 長野　頼1525

21分53秒144 高井　ひとみ1746

21分56秒145 山名　京子1724 ヤマナ　キョウコ

21分58秒146 森本　温子1939

21分58秒147 長野　力也1524 ナガノ　リキヤ

22分04秒148 竹苗　絵美1733 タケナエ　エミ

22分04秒149 小野　順子1736 オノ　ジュンコ

22分09秒150 山田　朱里1652

特定非営利活動法人 島本町体育協会



- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(M) エンジョイジョギング 3km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 13:15:00

会場: 島本町立第二中学校スタート・ゴール

主催: 特定非営利活動法人 島本町体育協会

22分09秒151 山田　友里1651 ヤマダ　ユリ

22分11秒152 田村　奏鈴1504

22分12秒153 仮屋田　陸1930 カリヤダ　リク 島本ＦＣ

22分12秒154 田村　一馬1503

22分13秒155 木下　義勝1791

22分14秒156 田村　快星1505

22分15秒157 水口　慧二1506 ミズグチ　ケイジ

22分16秒158 米山　紗英1672

22分16秒159 米山　紳吾1671 ヨネヤマ　シンゴ

22分17秒160 逢坂　咲彩1771

22分18秒161 大年　悠1610 オオトシ　ハルカ

22分19秒162 大年　頼史1609 オオトシ　ヨリフミ

22分22秒163 逢坂　ひとみ1770 オオサカ　ヒトミ

22分23秒164 佐川　絢香1743

22分24秒165 山田　理恵1665 ヤマダ　リエ

22分24秒166 佐川　友俊1741 サガワ　トモトシ

22分24秒167 伊藤　香子1542 イトウ　キョウコ

22分26秒168 松山　航悠1711

22分27秒169 松山　剛久1710 マツヤマ　タケヒサ

22分32秒170 吉中　翔真1608

22分32秒171 野口　丈太郎1934 ノグチ　ジョウタロウ 島本ＦＣ

22分36秒172 井上　美穂1748 イノウエ　ミホ

22分37秒173 中川　昴人1834 ナカガワ　タカト やすらぎ

22分39秒174 小前　智1620

22分43秒175 菅　湊登1593

22分43秒176 菅　友梨1592 スガ　ユリ

22分45秒177 中島　真須美1835 ナカジマ　マスミ やすらぎ

22分45秒178 伊藤　秋人1543

22分46秒179 仮屋田　泉1931 カリヤダ　イズミ 島本ＦＣ

22分48秒180 田中　麻希1675 タナカ　マサキ

22分48秒181 田中　杏瑚1676

22分50秒182 三鍋　千穂1871 ミナベ　チホ ＳＰＯＲＴ

22分50秒183 三鍋　心都1872 ミナベ　コト ＳＰＯＲＴ

22分51秒184 吉中　隆一1607 ヨシナカ　リュウイチ

22分52秒185 吉中　由香里1606 ヨシナカ　ユカリ

22分54秒186 宮城　壮真1854 ミヤギ　ソウマ 島本ランナーズ

22分54秒187 小前　佳奈美1619 コマエ　カナミ

22分58秒188 木下　紀子1790 キノシタ　ノリコ

23分09秒189 石本　和弘1728 イシモト　カズヒロ

23分11秒190 久松　航希1563

23分12秒191 久松　利光1562 ヒサマツ　トシミツ

23分13秒192 柴田　浩平1902 シバタ　コウヘイ ボーイスカウト島本第１団

23分19秒193 五十嵐　航平1551

23分19秒194 山見　航平1719

23分19秒195 山見　智久1718 ヤマミ　トモヒサ

23分21秒196 五十嵐　通郎1550

23分21秒197 才名園　佳乃子1757

23分22秒198 才名園　剛1756 サイナゾノ　ツヨシ

23分29秒199 大森　元生1779 オオモリ　モトブ

23分30秒200 大森　真寿美1776 オオモリ　マスミ
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23分32秒201 加藤　新1904 カトウ　アラタ キッズスポーツ教室

23分39秒202 西村　朱叶1936 ニシムラ　シュカ 島本ＦＣ

23分40秒203 村上　珠寿1866 ムラカミ　スズ チーム　ダイヤモンド

23分43秒204 西村　心之介1937 ニシムラ　シンノスケ 島本ＦＣ

23分44秒205 村上　美和1865 ムラカミ　ミワ チーム　ダイヤモンド

23分44秒206 渋谷　武志1765 シブヤ　タケシ

23分45秒207 西村　昌也1938 ニシムラ　マサヤ 島本ＦＣ

23分47秒208 杉原　志保1501 亀岡市

23分48秒209 真鍋　幸子1844 マナベ　サチコ 島本ランナーズ

23分55秒210 木下　玲海1750 キノシタ　レミ

23分56秒211 佐藤　亜寿香1848 サトウ　アスカ 島本ランナーズ

23分58秒212 森　咲萌1921 モリ　サキホ キッズスポーツ教室

23分58秒213 森　理沙1920 モリ　リサ キッズスポーツ教室

24分09秒214 志水　直樹1708 シミズ　ナオキ

24分09秒215 志水　栄登1709

24分10秒216 大杉　舞良1794

24分10秒217 遠藤　果歩1793

24分14秒218 大森　芽生1777 オオモリ　メアイ

24分14秒219 大森　望真1778 オオモリ　モウマ

24分16秒220 薬師神　奏良1908 ヤクジン　ソラ キッズスポーツ教室

24分16秒221 薬師神　真里1907 ヤクジン　マリ キッズスポーツ教室

24分20秒222 六車　祐星1695

24分21秒223 正田　雄輔1630

24分21秒224 正田　康子1629 マサダ　ヤスコ

24分22秒225 黄野　新1845 コウノ　アラタ 島本ランナーズ

24分22秒226 佐藤　拓真1540 サトウ　タクマ

24分22秒227 佐藤　満美子1847 サトウ　マミコ 島本ランナーズ

24分23秒228 佐藤　隆行1541 サトウ　タカユキ

24分23秒229 六車　千佳世1694

24分24秒230 六車　雄一郎1693 ムグルマ　ユウイチロウ

24分25秒231 矢田　福子1566 ヤダ　フクコ

24分26秒232 矢田　蒼依1568

24分26秒233 矢田　圭吾1567 ヤダ　ケイゴ

24分26秒234 木上　悠都1508

24分27秒235 木上　憲吾1507 キガミ　ケンゴ

24分30秒236 五江渕　聡子1762

24分30秒237 花城　遼馬1705 ハナシロ　リョウマ

24分31秒238 花城　陽一郎1704 ハナシロ　ヨウイチロウ

24分33秒239 片山　勝美1846 カタヤマ　カツミ 島本ランナーズ

24分33秒240 瀬戸口　誠1586 セトグチ　マコト

24分33秒241 瀬戸口　颯1587

24分36秒242 石本　夏子1730

24分37秒243 石本　富士子1729 イシモト　フジコ

24分40秒244 大城　遥花1573

24分42秒245 大城　今日子1572 オオシロ　キョウコ

24分42秒246 岡本　治樹1637 オカモト　ハルキ

24分42秒247 岡本　京志郎1640

24分43秒248 内山　紗良1916 ウチヤマ　サラ キッズスポーツ教室

24分43秒249 内山　雄介1915 ウチヤマ　ユウスケ キッズスポーツ教室

24分44秒250 竹苗　佐奈1735
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24分45秒251 竹苗　一志1734 タケナエ　カズシ

24分46秒252 髙木　多恵1796

24分47秒253 髙木　悠誠1797

24分47秒254 髙木　優1795

24分49秒255 小山田　由枝1889 オヤマダ　ヨシエ 島本ホッケークラブ

24分50秒256 臼杵　明子1877 ウスキ　アキコ しまもとみかん

24分50秒257 臼杵　美帆1878 ウスキ　ミホ しまもとみかん

24分58秒258 寺内　逞馬1560

24分58秒259 寺内　良夫1559 テラウチ　ヨシオ

25分07秒260 髙田　大翔1896 タカダ　ヤマト ボーイスカウト島本第１団

25分07秒261 森本　彩友美1856 モリモト　サユミ 昇龍館

25分09秒262 宮地　すず1861 ミヤジ　スズ 昇龍館

25分10秒263 杉山　宏恵1590 スギヤマ　ヒロエ

25分12秒264 北脇　聡太1897 キタワキ　ソウタ ボーイスカウト島本第１団

25分12秒265 狩浦　和江1686 カリウラ　カズエ

25分12秒266 奥野　沙奈恵1591

25分15秒267 野口　幸太郎1935 ノグチ　コウタロウ 島本ＦＣ

25分16秒268 宮地　さおり1859 ミヤジ　サオリ 昇龍館

25分17秒269 阪上　夢歩1529 サカガミ　ユメホ

25分19秒270 阪上　天1528 サカガミ　タカシ

25分31秒271 森下　祐子1702 モリシタ　ユウコ

25分31秒272 森下　晴太1703

25分34秒273 佐藤　実乃里1571

25分34秒274 吉田　潤1594 ヨシダ　ジュン

25分35秒275 川上　苑子1760 カワカミ　ソノコ

25分35秒276 川上　いよ1761

25分37秒277 田中　和子1636

25分37秒278 土釜　久美1561 ドカマ　クミ 神戸市中央区

25分45秒279 五江渕　弘臣1763

25分58秒280 松居　杏奈1519

25分59秒281 松居　素子1518 マツイ　モトコ

26分12秒282 寺田　紗英1613

26分12秒283 寺田　勇策1611 テラダ　ユウサク

26分14秒284 田中　雄一郎1538 タナカ　ユウイチロウ

26分14秒285 田中　陽貴1539

26分24秒286 今仲　教裕1929 イマナカ　ノリヒロ 島本ＦＣ

26分24秒287 今仲　悠喜1928 イマナカ　ヒサノブ 島本ＦＣ

26分26秒288 江口　うみ1829 エグチ　ウミ 水無瀬病院

26分27秒289 江口　潤子1828 エグチ　ジュンコ 水無瀬病院

26分29秒290 長村　隆行1837 オサムラ　タカユキ やすらぎ

26分30秒291 島田　修平1836 シマダ　シュウヘイ やすらぎ

26分35秒292 常川　士冬1833 ツネカワ　シトウ 島本ダブルダッチクラブ

26分35秒293 堤　愛1925 ツツミ　アイ キッズスポーツ教室

26分35秒294 三浦　郁和1924 ミウラ　イクト キッズスポーツ教室

26分35秒295 常川　寿弥1831 ツネカワ　ヒサヤ 島本ダブルダッチクラブ

26分43秒296 三宅　慎1755

26分45秒297 三宅　陽子1754 ミヤケ　ヨウコ

26分50秒298 小中　彩音1690

26分50秒299 小中　健太郎1689 オナカ　ケンタロウ

26分58秒300 福井　那由太1515
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26分58秒301 福井　珀人1517

26分59秒302 福井　靖彦1513 フクイ　ヤスヒコ

27分07秒303 前川　三幸1840 マエカワ　ミユキ 島本ランナーズ

27分11秒304 永戸　昭司1922 ナガト　ショウジ キッズスポーツ教室

27分11秒305 永戸　良1923 ナガト　リョウ キッズスポーツ教室

27分13秒306 加藤　綾子1903 カトウ　アヤコ キッズスポーツ教室

27分13秒307 三科　里珠1681 ミシナ　リズ

27分13秒308 塚崎　早織1682 ツカサキ　サオリ

27分15秒309 宮城　俊治1853 ミヤギ　トシハル 島本ランナーズ

27分16秒310 中西　彩乃1642

27分16秒311 中西　秀輔1643

27分17秒312 吉岡　真有美1731 ヨシオカ　マユミ

27分17秒313 吉岡　新葉1732

27分18秒314 井上　夢羽1784 イノウエ　ムワ 京都市山科区

27分19秒315 塚崎　真菜1683 ツカサキ　マナ

27分19秒316 井上　明美1785 京都市山科区

27分21秒317 佐藤　真知子1570

27分21秒318 佐藤　暢洋1569 サトウ　ノブヒロ

27分23秒319 澁谷　しのぶ1657 シブタニ　シノブ

27分23秒320 澁谷　一樹1658

27分38秒321 山本　紗愛1715

27分39秒322 山本　仁美1712 ヤマモト　ヒトミ

27分43秒323 中西　ゆみ1641 ナカニシ　ユミ

27分45秒324 藤田　彩夏1692 フジタ　アヤカ

27分46秒325 藤田　良子1691

27分57秒326 益山　幸1527

27分58秒327 甲斐　さやか1523

27分58秒328 甲斐　いろは1522

27分59秒329 甲斐　将好1521 カイ　マサヨシ

28分10秒330 新家　陽菜1918 シンケ　ヒナ キッズスポーツ教室

28分17秒331 砂田　駿1810 スナダ　シュン 水無瀬病院

28分18秒332 金澤　真弥1807 カナザワ　シンヤ 水無瀬病院

28分20秒333 砂田　結衣1809 スナダ　ユイ 水無瀬病院

28分24秒334 小川　麻子1581 オガワ　アサコ

28分24秒335 小川　怜美1583

28分25秒336 小川　徹1582

28分31秒337 戸田　空花1721

28分31秒338 戸田　茉莉子1720

28分32秒339 益山　高広1526 マスヤマ　タカヒロ

28分35秒340 高井　美空1747

28分35秒341 河野　隆司1804 コウノ　リュウジ 水無瀬病院

28分36秒342 外山　實貴1816 トヤマ　トモキ 水無瀬病院

28分36秒343 見延　勉1818 ミノベ　ツトム 水無瀬病院

28分38秒344 砂田　玲子1808 スナダ　レイコ 水無瀬病院

28分39秒345 森本　愛斗1812 モリモト　アイト 水無瀬病院

28分39秒346 森本　美和1811 モリモト　ミワ 水無瀬病院

28分39秒347 奥田　悦子1815 オクダ　エツコ 水無瀬病院

28分40秒348 水口　卓哉1819 ミズグチ　タクヤ 水無瀬病院

28分40秒349 倉橋　利成1817 クラハシ　トシナリ 水無瀬病院

28分40秒350 上田　由美1806 ウエダ　ユミ 水無瀬病院

特定非営利活動法人 島本町体育協会



- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(M) エンジョイジョギング 3km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 13:15:00

会場: 島本町立第二中学校スタート・ゴール

主催: 特定非営利活動法人 島本町体育協会

28分41秒351 伊藤　紗代1805 イトウ　サヨ 水無瀬病院

28分49秒352 五十嵐　佳代1549 イガラシ　カヨ

28分49秒353 五十嵐　莉央1552

28分59秒354 十河　利光1588

28分59秒355 十河　光1589

29分03秒356 木村　竜也1597 キムラ　タツヤ

29分04秒357 長澤　周平1723

29分05秒358 長澤　秀美1722 ナガサワ　ヒデミ

29分31秒359 藤井　ゆきえ1867 フジイ　ユキエ チーム　ダイヤモンド

29分31秒360 藤井　律1868 フジイ　リツ チーム　ダイヤモンド

29分33秒361 辻本　満之丞1536

29分33秒362 辻本　麻衣1535

29分42秒363 蒲地　敬太郎1752 カマチ　ケイタロウ

29分44秒364 蒲地　小春1753

29分48秒365 寺田　駿平1614

29分48秒366 寺田　紫野1612

29分57秒367 木村　彩愛1599

29分57秒368 木村　陽愛1598

30分00秒369 鍵山　和秀1532 カギヤマ　カズヒデ

30分00秒370 鍵山　将秀1533

30分04秒371 佐川　寛奈1744

30分04秒372 佐川　久美子1742

30分55秒373 山口　洋翔1656 長岡京市

30分57秒374 山口　洋介1655 ヤマグチ　ヨウスケ 長岡京市

31分12秒375 松尾　貴史1706 マツオ　タカフミ

31分13秒376 松尾　奏志1707

31分17秒377 和田　恵理1624 ワダ　エリ

31分18秒378 代高田　美之1803 ヨコウダ　ヨシユキ 水無瀬病院

31分18秒379 渡邉　加代子1813 ワタナベ　カヨコ 水無瀬病院

31分18秒380 和田　怜奈1625

31分29秒381 増井　令二1576 マスイ　レイジ

31分47秒382 林　明美1841 ハヤシ　アケミ 島本ランナーズ

31分47秒383 東田　正樹1855 ヒガシダ　マサキ 島本ランナーズ

31分47秒384 片山　奈緒1842 カタヤマ　ナオ 島本ランナーズ

31分47秒385 芦田　幸子1839 アシダ　ユキコ 島本ランナーズ

31分47秒386 玉岡　恵美子1838 タマオカ　エミコ 島本ランナーズ

31分48秒387 中越　光子1843 ナカコシ　ミツコ 島本ランナーズ

32分14秒388 松永　達也1511 マツナガ　タツヤ

32分14秒389 松永　美織1512

32分43秒390 新家　すず1919 シンケ　スズ キッズスポーツ教室

32分44秒391 新家　めぐみ1917 シンケ　メグミ キッズスポーツ教室

33分18秒392 谷口　悠仁1898 タニグチ　ユヒト ボーイスカウト島本第１団

33分19秒393 大北　祥太1891 オオキタ　ショウタ ボーイスカウト島本第１団

33分20秒394 松田　裕史1900 マツダ　ユウジ ボーイスカウト島本第１団

34分28秒395 山田　唯椛1825 ヤマダ　イチカ 水無瀬病院

34分28秒396 山田　桃嘉1827 ヤマダ　トウカ 水無瀬病院

34分28秒397 山田　花凛1826 ヤマダ　カリン 水無瀬病院

34分29秒398 山田　由佳1823 ヤマダ　ユカ 水無瀬病院

34分30秒399 山田　隆弘1824 ヤマダ　タカヒロ 水無瀬病院

37分03秒400 西田　真奈1821 ニシダ　マナ 水無瀬病院
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37分14秒401 木下　優陽1751

37分14秒402 西田　裕1820 ニシダ　ユタカ 水無瀬病院

37分14秒403 西田　莉穂1822 ニシダ　リホ 水無瀬病院

37分28秒404 稲森　紗那1678

37分28秒405 稲森　雄介1677 イナモリ　ユウスケ

38分02秒406 小西　三奈子1781 コニシ　ミナコ

38分02秒407 小西　菜々花1783 コニシ　ナナカ

38分13秒408 夜久　志依羅1604 ヤク　シイラ

38分18秒409 檜田　梨心1646

38分18秒410 檜田　永梨1645 ヒワダ　エリ
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