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**********************************************
* 男子　　 ３０ｋｍ競走 *
**********************************************
10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 70 市丸　隼汰 ｲﾁﾏﾙ ﾊﾔﾀ 男子 大　阪 龍谷大 31:27 1
9 69 大西　遼太 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 男子 滋　賀 滋賀陸協 1:54:40 2
1 61 宮里　康和 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾔｽｶｽﾞ 男子 兵　庫 尼崎NR 2:31:20 3
2 62 曽我部　拓磨 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 長居ＷＩＮＤ 2:38:41 4
3 63 森脇　健介 ﾓﾘﾜｷ ｹﾝｽｹ 男子 大　阪 大阪市大陸友会 2:40:25 5
4 64 眞鍋　裕生 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 大　阪 大阪陸協 2:40:42 6
5 65 吉村　茂己 ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞｷ 男子 大　阪 大阪陸協 2:41:41 7
6 66 間嶋　陵 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪陸協 2:42:08 8
7 67 浦　広樹 ｳﾗ ﾋﾛｷ 男子 神奈川 川崎市陸協 2:43:23 9
8 68 山本　慎二 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 男子 東　京 Ｇｏ　ｕｐ 2:43:26 10

**********************************************
* 女子　　 ３０ｋｍ競走 *
**********************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
35 35 山﨑　知香 ﾔﾏｻｷ ﾁｶ 女子 和歌山 和歌山ﾏｽﾀｰｽﾞ 1:24:19 1
41 41 山下　愛 ﾔﾏｼﾀ ｱｲ 女子 大　阪 島本走友会 1:27:16 2
42 42 北　舞 ｷﾀﾖｼ ﾏｲ 女子 奈　良 奈良陸協 1:27:46 3
36 36 平下　心 ﾋﾗｼﾀ ｺｺﾛ 女子 大　阪 大阪陸協 1:28:47 4
43 43 木村　真由美 ｷﾑﾗ ﾏﾕﾐ 女子 石 川 ジュピターRC 1:30:27 5
37 37 宮本　勝代 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾖ 女子 京　都 ＭＯＮＩＣＡ 1:30:54 6
38 38 平松　陽子 ﾋﾗﾏﾂ ﾖｳｺ 女子 大　阪 鳴松クラブ 1:30:58 7
39 39 日野　弥生 ﾋﾉ ﾔﾖｲ 女子 兵　庫 森野ＡＣ 1:33:36 8
44 44 野村　加代子 ﾉﾑﾗ ｶﾖｺ 女子 大　阪 大阪馳走クラブ 1:33:47 9
45 45 方山　智美 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾐ 女子 石 川 TEAM白山 1:34:33 10
46 46 場工　美由紀 ﾊﾞｸ ﾐﾕｷ 女子 大　阪 ランスポットRC 1:35:15 11
47 47 岸本　千愛 ｷｼﾓﾄ ﾁｱｷ 女子 大　阪 大阪陸協 1:37:04 12
40 40 長谷川　味津 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂ 女子 大　阪 大阪長居ＡＣ 1:37:55 13
48 48 陶山　千歳 ﾄｳﾔﾏ ﾁﾄｾ 女子 大　阪 歩走・歩走AC 2:07:08 14
49 49 大塚　梨沙 ｵｵﾂｶ ﾘｻ 女子 奈　良 奈良陸協 2:11:31 15
1 1 中江　保子 ﾅｶｴ ﾔｽｺ 女子 滋　賀 近江八幡AC 2:59:30 16

11 11 対馬　裕恵 ﾂｼﾏ ﾋﾛｴ 女子 大　阪 ランスポットRC 3:01:48 17
12 12 松下　直子 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｺ 女子 大　阪 枚方マスターズ 3:01:53 18
13 13 出野　ﾋﾛﾐ ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾐ 女子 大　阪 八尾AC 3:05:04 19
2 2 古家　雅恵 ﾌﾙﾔ ﾉﾘｴ 女子 滋　賀 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞAC 3:05:10 20

14 14 後藤　陽子 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｺ 女子 愛 知 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ 3:07:32 21
15 15 永松　晶子 ﾅｶﾞﾏﾂ ｼｮｳｺ 女子 大　阪 大阪陸協 3:09:34 22
3 3 橋本　久美 ﾊｼﾓﾄ ｸﾐ 女子 大　阪 マラソン王国 3:11:03 23

16 16 小田　晶子 ｵﾀﾞ ｱｷｺ 女子 兵　庫 芦屋浜AC 3:12:06 24
17 17 中村　あゆ子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ 女子 香 川 香川RC遊 3:13:20 25
4 4 後邉　有希 ｱﾄﾍﾞ ﾕｷ 女子 大　阪 しんかな 3:13:34 26

18 18 逢坂　恵実子 ｵｵｻｶ ｴﾐｺ 女子 徳 島 徳島AC 3:14:35 27
19 19 植村　友佳子 ｳｴﾑﾗ ﾕｶｺ 女子 京　都 火曜夜御所走会 3:15:25 28
5 5 石原　栄子 ｲｼﾊﾗ ｴｲｺ 女子 大　阪 岸和田健康ｸﾗﾌﾞ 3:15:42 29

20 20 大村　亜矢 ｵｵﾑﾗ ｱﾔ 女子 福　岡 のおがたﾚﾃﾞｨｰｽ 3:15:52 30
21 21 相原　直美 ｱｲﾊﾞﾗ ﾅｵﾐ 女子 愛　媛 愛媛陸協 3:15:53 31
22 22 山田　愛子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｺ 女子 大　阪 しんかな 3:16:10 32
23 23 末永　真由美 ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ 女子 大　阪 YMRC 3:16:20 33
24 24 四方　佳美 ｼｶﾀ ﾖｼﾐ 女子 京　都 京都炭山修行走 3:16:34 34
6 6 小猿　真紀子 ｺｻﾞﾙ ﾏｷｺ 女子 大　阪 大阪長居ＡＣ 3:16:56 35

25 25 樋口　梢 ﾋｸﾞﾁ ｺｽﾞｴ 女子 大　阪 吹田ヘルス 3:17:44 36
7 7 東野　由美子 ﾋｶﾞｼﾉ ﾕﾐｺ 女子 大　阪 ＲＡＲＣ 3:18:17 37
8 8 渡辺　昌子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ 女子 三 重 team blast 3:20:36 38

26 26 岡部　千玲 ｵｶﾍﾞ ﾁｱｷ 女子 大　阪 あすリード大阪 3:20:58 39
27 27 小椋　收美 ｵｸﾞﾗ ﾓﾄﾐ 女子 和歌山 アミノ和歌山 3:21:24 40
28 28 平田　絢子 ﾋﾗﾀ ｱﾔｺ 女子 大　阪 クラブR2西日本 3:22:10 41
29 29 永井　陽子 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｺ 女子 奈　良 YFSC 3:22:18 42
30 30 榎本　薫 ｴﾉﾓﾄ ｶｵﾙ 女子 兵　庫 ＭＭＰ 3:22:59 43
31 31 濱田　浩子 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ 女子 大　阪 大阪馳走クラブ 3:24:19 44
32 32 阿部　和枝 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｴ 女子 東　京 USAMIRC 3:29:23 45
9 9 辰己　多美子 ﾀﾂﾐ ﾀﾐｺ 女子 奈　良 奈良陸協 3:29:38 46

10 10 加賀　真由美 ｶｶﾞ ﾏﾕﾐ 女子 大　阪 岸和田健康ｸﾗﾌﾞ 3:35:55 47
33 33 森岡　茉美 ﾓﾘｵｶ ﾏﾐ 女子 大　阪 大阪陸協 3:36:47 48
34 34 人見　晴美 ﾋﾄﾐ ﾊﾙﾐ 女子 大　阪 大阪陸協 3:41:25 49
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**********************************************
* 男子　　 １０ｋｍ競走 *
**********************************************
14人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 111 大中　康公 ｵｵﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 男子 大　阪 大阪陸協 1
2 112 中島　孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 男子 大　阪 淀川ランナーズ 2
3 113 梶原　遥 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｳ 男子 大　阪 ミズノ 3
4 114 鮎川　哲也 ｱﾕｶﾜ ﾃﾂﾔ 男子 大　阪 大阪陸協 4
5 115 朝本　和史 ｱｻﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 大　阪 大阪陸協 5
6 116 宮田　安啓 ﾐﾔﾀ ﾔｽﾋﾛ 男子 奈　良 奈良陸協 6
7 117 東田　薫 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｶｵﾙ 男子 大　阪 宇宙人友の会 7
8 118 松本　明 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 滋　賀 滋賀陸協 8
9 119 花原　隆介 ﾊﾅﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 男子 大　阪 大阪陸協 9

10 120 松平　進 ﾏﾂﾋﾗ ｽｽﾑ 男子 大　阪 長居つながり 10
11 121 山本　章一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 男子 大　阪 大阪陸協 11
12 122 田中　信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 男子 大　阪 大阪陸協 12
13 123 城間　泰佑 ｼﾛﾏ ﾀｲｽｹ 男子 大　阪 大阪陸協 13
14 124 岸田　良則 ｷｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 男子 大　阪 大阪陸協 14

**********************************************
* 女子　　 １０ｋｍ競走 *
**********************************************
7人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 101 河内　結香 ｶﾜﾁ ﾕｲｶ 女子 大　阪 龍谷大 1
2 102 大坂　菜摘 ｵｵｻｶ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 ロングライフHD 2
3 103 杉村　有紀 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｷ 女子 大　阪 ロングライフHD 3
4 104 東本　彩 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｱﾔ 女子 大　阪 ロングライフHD 4
5 105 山本　尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 女子 大　阪 大阪陸協 5
6 106 吉川　瑛梨香 ﾖｼｶﾜ ｴﾘｶ 女子 兵　庫 関西学院大 6
7 107 糸氏　明子 ｲﾄｳｼﾞ ｱｷｺ 女子 大　阪 大阪長居ＡＣ 7


