
【1部　15ｋｍ男子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 111 1時間01分15秒 下林 伸行 ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ - 44 総合１位

2 108 1時間03分12秒 永山 敬 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｼ マラソン王国 42 総合２位

3 105 1時間04分09秒 森 雄治 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ - 40 総合３位

4 103 1時間06分23秒 谷本 貴之 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶﾕｷ - 38 総合４位

5 113 1時間06分30秒 吹田 剛 ﾌｷﾀﾞ ｺﾞｳ - 31 総合５位

6 112 1時間14分38秒 清水 博仁 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾋﾄ - 43 総合６位

7 107 1時間17分23秒 家宇治 賢 ｲｴｳｼﾞ ﾏｻﾙ 鉄の会２軍 46 総合７位

8 106 1時間19分35秒 田代 祥之 ﾀｼﾛ ﾖｼﾋｻ 鉄の会 49 総合８位

9 102 1時間20分54秒 日下 晃司 ｸｻｶ ｺｳｼﾞ - 47 年代別40歳代1位

10 104 1時間21分11秒 斉藤 賢史 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 山猿373製麺所 63 年代別60歳以上1位

11 101 1時間23分14秒 吉末　謙二 ﾖｼｽｴ ｹﾝｼﾞ チームケンヂ 50 年代別50歳代1位

12 109 1時間34分24秒 村松 康司 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼﾞ - 61 年代別60歳以上2位

13 114 1時間34分56秒 野場　尚 ﾉﾊﾞ　ﾀｶｼ - 63 年代別60歳以上3位

14 110 1時間51分46秒 中江 正晴 ﾅｶｴ ﾏｻﾊﾙ - 77

【1部　15ｋｍ女子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 151 1時間25分34秒 吉末　衣里 ﾖｼｽｴ ｴﾘ チームケンヂ 53 総合１位

【2部　10ｋｍ男子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 213 38分42秒 岡田 裕雄 ｵｶﾀﾞ ﾔｽｵ ブドウAC 42 総合１位

2 201 39分59秒 辻　巨樹 ﾂｼﾞ　ﾅｵｷ （株）ﾊｰﾌｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾓｱ 42 総合２位

3 212 47分24秒 今井 清彦 ｲﾏｲ ｷﾖﾋｺ しそうし陸協 50 総合３位

4 202 53分01秒 尼崎　佳三 ｱﾏｻｷ　ﾖｼｿﾞｳ - 65 総合４位

5 204 53分19秒 石原　賢二 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ - 53 総合５位

6 214 56分53秒 横山 昌平 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ - 45 総合６位

7 210 57分18秒 荒川 健 ｱﾗｶﾜ ﾀｹｼ 天道武庫川ＲＣ 56 総合７位

8 207 58分06秒 立田 勝也 ﾀﾂﾀ ｶﾂﾔ 真星病院 59 総合８位

9 211 1時間00分34秒 野口 幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 空・月・星・虹 44 年代別40歳代1位

10 206 1時間01分07秒 深澤 健一 ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ はしりぐっちょ 66 年代別60歳以上1位

11 215 1時間02分21秒 飯田 勝男 ｲｲﾀﾞ ｶﾂｵ 太陽コーポ 60 年代別60歳以上2位

12 208 1時間02分32秒 空中 卓 ｿﾗﾅｶ ﾀｸ TopRyde 58 年代別50歳代1位

13 205 1時間08分44秒 島ノ内　英久 ｼﾏﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾋｻ - 54 年代別50歳代2位

14 209 1時間08分59秒 古川 久義 ﾌﾙｶﾜ ﾋｻﾖｼ - 52 年代別50歳代3位

【2部　10ｋｍ女子総合】
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順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 252 1時間13分53秒 野矢 裕子 ﾉﾔ ﾕｳｺ - 46 総合１位

【3部　5ｋｍ男子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 307 20分22秒 河木 孝光 ｶﾜｷ ﾀｶﾐﾂ 三木RＣ 54 総合１位

2 316 20分34秒 白波瀬 龍平 ｼﾗﾊｾ ﾘｭｳﾍｲ 乙訓若竹苑 27 総合２位

3 313 20分48秒 岩岡 徹 ｲﾜｵｶ ﾄｵﾙ - 40 総合３位

4 314 21分12秒 田野 光伸 ﾀﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ - 14 総合４位

5 306 21分44秒 中村 啓 ﾅｶﾑﾗ ｹｲ - 39 総合５位

6 311 22分39秒 吉田 大介 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ E-Runners 38 総合６位

7 308 22分48秒 河野 正広 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 神鋼高砂 48 総合７位

8 309 24分32秒 漆間 風祐 ｳﾙｼﾏ ﾌｳｽｹ - 11 総合８位

9 302 26分59秒 竪山　敬祐 ﾀﾃﾔﾏ　ｹｲｽｹ - 52 年代別50歳代1位

10 304 29分01秒 佐々木　豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ しあわせの村RC 47 年代別40歳代1位

11 315 29分15秒 清瀬 明彦 ｷﾖｾ ｱｷﾋｺ - 61 年代別60歳代1位

12 301 40分47秒 岸本　八吉 ｷｼﾓﾄ　ﾔﾖｼ - 80 年代別60歳代2位

13 305 1時間03分49秒 山本　征男 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ うみがめRC 80 年代別60歳代3位

【3部　5ｋｍ女子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 351 33分50秒 松本　千賀恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶｴ - 48 総合１位

2 352 50分40秒 的場 久美 ﾏﾄﾊﾞ ｸﾐ - 58 総合２位

3 353 1時間09分41秒 坂本 敏子 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｺ - 48 総合３位

【4部　20ｋｍ男子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 15 1時間22分41秒 淵脇 彰悟 ﾌﾁﾜｷ ｼｮｳｺﾞ - 36 総合１位

2 16 1時間23分55秒 森田 力也 ﾓﾘﾀ ﾘｷﾔ - 26 総合２位

3 17 1時間26分47秒 為井 智也 ﾀﾒｲ ﾄﾓﾔ - 40 総合３位

4 7 1時間29分31秒 平岡 章宏 ﾋﾗｵｶ ｱｷﾋﾛ - 36 総合４位

5 11 1時間31分17秒 宮本 定樹 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ - 55 総合５位

6 19 1時間36分05秒 荻野 淳 ｵｷﾞﾉ ｱﾂｼ - 46 総合６位

7 1 1時間36分32秒 瀧川　奨 ﾀｷｶﾞﾜ　ｽｽﾑ - 41 総合７位

8 4 1時間37分09秒 横山 幸平 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾍｲ - 40 総合８位

9 12 1時間38分24秒 坂本 裕司 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ - 46 年代別40歳代1位

10 9 1時間38分49秒 沼尻 宏和 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾋﾛｶｽﾞ - 44 年代別40歳代2位

11 6 1時間39分06秒 安松 健太郎 ﾔｽﾏﾂ ｹﾝﾀﾘｳ - 42 年代別40歳代3位

12 20 1時間39分55秒 中川 茂明 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｱｷ - 57 年代別50歳代1位

13 5 1時間40分02秒 小林 建史 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ - 44

14 18 1時間42分41秒 江種 正樹 ｴｸﾞｻ ﾏｻｷ - 47

15 3 1時間49分49秒 岩田 有生 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ - 38 年代別30歳代1位

16 2 2時間00分43秒 豊川　佳久 ﾄﾖｶﾜ ﾖｼﾋｻ - 48



17 13 2時間04分22秒 藤本 純一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 60 年代別60歳以上1位

18 8 2時間05分29秒 佐用 光広 ｻﾖｳ ﾐﾂﾋﾛ 大阪赤十字ＢＣ 61 年代別60歳以上2位

19 14 2時間25分49秒 戸田 浩介 ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ - 42

【4部　20ｋｍ女子総合】

順位 №カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 年齢

1 55 1時間48分55秒 高見 智子 ﾀｶﾐ ﾄﾓｺ - 41 総合１位

2 51 1時間50分06秒 名村　洋子 ﾅﾑﾗ ﾖｳｺ - 57 総合２位

3 54 1時間54分06秒 中川 恵美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾐｺ - 62 総合３位

4 53 2時間10分16秒 藤本 悦子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾂｺ - 62 総合４位

5 52 2時間14分30秒 山本　陽子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ - 43 総合５位


