
レースNo. 種目 氏名 年齢区分 都道府県 スイムキャップ

1001 スタンダードディスタンス 牧田 雄佑 18-19歳 大阪府 ブルー

1002 スタンダードディスタンス 長 蓮成 18-19歳 熊本県 ブルー

1003 スタンダードディスタンス 金子 雅明 18-19歳 長崎県 ブルー

2001 スタンダードディスタンス 米田 亮吾 20-24歳 長崎県 ブルー

2002 スタンダードディスタンス 住吉 威一郎 20-24歳 京都府 ブルー

2003 スタンダードディスタンス 鶴田 悠介 20-24歳 兵庫県 ブルー

2004 スタンダードディスタンス 原川 日向 20-24歳 京都府 ブルー

2005 スタンダードディスタンス 岩隈 和輝 20-24歳 東京都 ブルー

2006 スタンダードディスタンス 木原 拓也 20-24歳 熊本県 ブルー

2007 スタンダードディスタンス 平林 毅郎 20-24歳 岐阜県 ブルー

2008 スタンダードディスタンス 恵崎 拓真 20-24歳 福岡県 ブルー

2009 スタンダードディスタンス 本田 浩輝 20-24歳 大阪府 ブルー

2501 スタンダードディスタンス 茂山 友樹 25-29歳 滋賀県 ブルー

2502 スタンダードディスタンス 安松 青葉 25-29歳 東京都 ブルー

2503 スタンダードディスタンス 澤口 光 25-29歳 滋賀県 ブルー

2504 スタンダードディスタンス 大西 龍平 25-29歳 大阪府 ブルー

2505 スタンダードディスタンス 久山 司 25-29歳 大阪府 ブルー

2506 スタンダードディスタンス 遠藤 滉治 25-29歳 大阪府 ブルー

2507 スタンダードディスタンス 大野 孝高 25-29歳 熊本県 ブルー

2508 スタンダードディスタンス 奥村 悠樹 25-29歳 滋賀県 ブルー

2509 スタンダードディスタンス 鵜飼 夏也人 25-29歳 兵庫県 ブルー

2510 スタンダードディスタンス Lacombe Osmin 25-29歳 京都府 ブルー

2511 スタンダードディスタンス 峰瀬 博生 25-29歳 京都府 ブルー

2512 スタンダードディスタンス 三宅 心 25-29歳 大阪府 ブルー

2513 スタンダードディスタンス 田代 和之 25-29歳 滋賀県 ブルー

2514 スタンダードディスタンス 金子 健太 25-29歳 京都府 ブルー

2515 スタンダードディスタンス 坂口 直人 25-29歳 和歌山県 ブルー

2516 スタンダードディスタンス 松井 涼 25-29歳 大阪府 ブルー

2517 スタンダードディスタンス 多田 優輝 25-29歳 山口県 ブルー

2518 スタンダードディスタンス 中山 和哉 25-29歳 富山県 ブルー

2519 スタンダードディスタンス 川口 遼 25-29歳 大阪府 ブルー

3001 スタンダードディスタンス 樋口 翔悟 30-34歳 愛知県 ブルー

3002 スタンダードディスタンス 小橋 駿輝 30-34歳 大阪府 ブルー

3003 スタンダードディスタンス 中山 雄樹 30-34歳 大阪府 ブルー

3004 スタンダードディスタンス 内田 明宏 30-34歳 京都府 ブルー

3005 スタンダードディスタンス 植野 鐘太 30-34歳 神奈川県 ブルー

3006 スタンダードディスタンス 桝井 亮甫 30-34歳 大阪府 ブルー

3007 スタンダードディスタンス 竹治 英司 30-34歳 大阪府 ブルー

3008 スタンダードディスタンス 山下 竜 30-34歳 京都府 ブルー

3009 スタンダードディスタンス 曽我部 悟 30-34歳 大阪府 ブルー

3010 スタンダードディスタンス 好川 竜太郎 30-34歳 京都府 ブルー

3011 スタンダードディスタンス 奥村 聡 30-34歳 滋賀県 ブルー

3012 スタンダードディスタンス 清水 大輔 30-34歳 滋賀県 ブルー

3013 スタンダードディスタンス 高松 大地 30-34歳 兵庫県 ブルー

3014 スタンダードディスタンス 都築 啓一 30-34歳 愛知県 ブルー

【スタンダードディスタンス出場選手リスト】

※選手名簿に記載されている「年齢区分」はJTUエイジランキングシステムの年齢区分であり、当大会の表彰の年令区分とは異なります。

＜スタート時間＞7：30～　※ローリングスタート



3015 スタンダードディスタンス 牧野 一成 30-34歳 東京都 ブルー

3016 スタンダードディスタンス 松井 洋介 30-34歳 京都府 ブルー

3017 スタンダードディスタンス 藤原 裕幸 30-34歳 京都府 ブルー

3018 スタンダードディスタンス 渡邊 福太郎 30-34歳 大阪府 ブルー

3019 スタンダードディスタンス 中西 亮 30-34歳 大阪府 ブルー

3020 スタンダードディスタンス 奥平 竜司 30-34歳 神奈川県 ブルー

3021 スタンダードディスタンス 内村 陽介 30-34歳 京都府 ブルー

3022 スタンダードディスタンス 日比野 拓 30-34歳 神奈川県 ブルー

3023 スタンダードディスタンス 小竹 佑治 30-34歳 大阪府 ブルー

3024 スタンダードディスタンス 宅間 徹 30-34歳 京都府 ブルー

3025 スタンダードディスタンス 栗林 修太 30-34歳 滋賀県 ブルー

3026 スタンダードディスタンス アッタンツイオ アントニオ 30-34歳 京都府 ブルー

3501 スタンダードディスタンス 阿部 裕泰 35-39歳 東京都 ブルー

3502 スタンダードディスタンス 石田 裕之 35-39歳 京都府 ブルー

3503 スタンダードディスタンス 松浦 吉晃 35-39歳 京都府 ブルー

3504 スタンダードディスタンス 岸原 知也 35-39歳 大阪府 ブルー

3505 スタンダードディスタンス 藤井 和志 35-39歳 愛知県 ブルー

3506 スタンダードディスタンス 西田 泰典 35-39歳 東京都 ブルー

3507 スタンダードディスタンス 稲上 聖真 35-39歳 京都府 ブルー

3508 スタンダードディスタンス 岩田 寛紀 35-39歳 大阪府 ブルー

3509 スタンダードディスタンス 大谷 啓尊 35-39歳 兵庫県 ブルー

3510 スタンダードディスタンス 木村 陽介 35-39歳 京都府 ブルー

3511 スタンダードディスタンス 福嶋 尊史 35-39歳 奈良県 ブルー

3512 スタンダードディスタンス 三崎 康平 35-39歳 兵庫県 ブルー

3513 スタンダードディスタンス 上山 和也 35-39歳 京都府 ブルー

3514 スタンダードディスタンス 金澤 聖士 35-39歳 大阪府 ブルー

3515 スタンダードディスタンス 堀内 英仁 35-39歳 東京都 ブルー

3516 スタンダードディスタンス 源根 秀一 35-39歳 兵庫県 ブルー

3517 スタンダードディスタンス 森本 春助 35-39歳 兵庫県 ブルー

3518 スタンダードディスタンス 小田 貴文 35-39歳 大阪府 ブルー

3519 スタンダードディスタンス 松村 彰太 35-39歳 奈良県 ブルー

3520 スタンダードディスタンス 岩倉 亮 35-39歳 大阪府 ブルー

3521 スタンダードディスタンス 大石 裕司 35-39歳 大阪府 ブルー

3522 スタンダードディスタンス 尾崎 弘和 35-39歳 兵庫県 ブルー

3523 スタンダードディスタンス 甲斐嶋 祐介 35-39歳 京都府 ブルー

3524 スタンダードディスタンス 金原 匡利 35-39歳 静岡県 ブルー

3525 スタンダードディスタンス 高寺 泰朗 35-39歳 兵庫県 ブルー

3526 スタンダードディスタンス 福地 智 35-39歳 静岡県 ブルー

3527 スタンダードディスタンス 惣司 真乃祐 35-39歳 長崎県 ブルー

3528 スタンダードディスタンス 川田 祐志 35-39歳 大阪府 ブルー

3529 スタンダードディスタンス 松山 将太 35-39歳 兵庫県 ブルー

3530 スタンダードディスタンス 菊谷 浩司 35-39歳 岐阜県 ブルー

3531 スタンダードディスタンス 松平 嘉人 35-39歳 兵庫県 ブルー

3532 スタンダードディスタンス 小嶋 隆三 35-39歳 静岡県 ブルー

4001 スタンダードディスタンス 河合 大輔 40-44歳 京都府 レッド

4002 スタンダードディスタンス 木下 裕司 40-44歳 大阪府 レッド

4003 スタンダードディスタンス 白瀧 栄紀 40-44歳 愛知県 レッド

4004 スタンダードディスタンス 遠山 和巳 40-44歳 徳島県 レッド

4005 スタンダードディスタンス 吉本 康匡 40-44歳 兵庫県 レッド



4006 スタンダードディスタンス 呉 越 40-44歳 京都府 レッド

4007 スタンダードディスタンス 山陰 篤史 40-44歳 大阪府 レッド

4008 スタンダードディスタンス 井上 佳紀 40-44歳 大阪府 レッド

4009 スタンダードディスタンス 谷口 創太 40-44歳 京都府 レッド

4010 スタンダードディスタンス 小椋 祐介 40-44歳 三重県 レッド

4011 スタンダードディスタンス 井上 瞬 40-44歳 京都府 レッド

4012 スタンダードディスタンス 植村 英隆 40-44歳 大阪府 レッド

4013 スタンダードディスタンス 小林 篤紀 40-44歳 山形県 レッド

4014 スタンダードディスタンス 黒田 亮 40-44歳 滋賀県 レッド

4015 スタンダードディスタンス 山内 孝敏 40-44歳 大阪府 レッド

4016 スタンダードディスタンス 後藤 陽平 40-44歳 兵庫県 レッド

4017 スタンダードディスタンス 隅田 一徳 40-44歳 大阪府 レッド

4018 スタンダードディスタンス 西野 貢平 40-44歳 石川県 レッド

4019 スタンダードディスタンス 寺井 道太 40-44歳 熊本県 レッド

4020 スタンダードディスタンス 嵜本 晃次 40-44歳 兵庫県 レッド

4021 スタンダードディスタンス 岩井 大輔 40-44歳 愛知県 レッド

4022 スタンダードディスタンス 福田 浩二 40-44歳 大阪府 レッド

4023 スタンダードディスタンス アンダーソン ジャレッド 40-44歳 兵庫県 レッド

4024 スタンダードディスタンス 平川 貴嗣 40-44歳 大阪府 レッド

4025 スタンダードディスタンス 惣川 塁 40-44歳 兵庫県 レッド

4026 スタンダードディスタンス 藤田 洋平 40-44歳 静岡県 レッド

4027 スタンダードディスタンス 植尾 大輔 40-44歳 愛知県 レッド

4028 スタンダードディスタンス 青木 伸也 40-44歳 兵庫県 レッド

4029 スタンダードディスタンス 武田 裕規 40-44歳 愛知県 レッド

4030 スタンダードディスタンス 田中 志宜 40-44歳 滋賀県 レッド

4031 スタンダードディスタンス 廣猟 太朗 40-44歳 兵庫県 レッド

4032 スタンダードディスタンス 村瀬 智洋 40-44歳 京都府 レッド

4033 スタンダードディスタンス 宇谷 光貴 40-44歳 兵庫県 レッド

4034 スタンダードディスタンス 今江 健 40-44歳 滋賀県 レッド

4035 スタンダードディスタンス 淺井 邦人 40-44歳 静岡県 レッド

4036 スタンダードディスタンス 荒島 康介 40-44歳 福岡県 レッド

4037 スタンダードディスタンス 後藤 謙仁 40-44歳 岐阜県 レッド

4038 スタンダードディスタンス 長阪 歩 40-44歳 兵庫県 レッド

4039 スタンダードディスタンス 北村 彰規 40-44歳 兵庫県 レッド

4040 スタンダードディスタンス 稲葉 健 40-44歳 京都府 レッド

4041 スタンダードディスタンス 薄 陽一 40-44歳 愛知県 レッド

4042 スタンダードディスタンス 加藤 慶宣 40-44歳 京都府 レッド

4043 スタンダードディスタンス 田中 基之 40-44歳 兵庫県 レッド

4044 スタンダードディスタンス 西川 智 40-44歳 兵庫県 レッド

4045 スタンダードディスタンス 安松 健太郎 40-44歳 兵庫県 レッド

4046 スタンダードディスタンス 松本 宗道 40-44歳 東京都 レッド

4047 スタンダードディスタンス 金澤 英明 40-44歳 群馬県 レッド

4048 スタンダードディスタンス 肥後 智樹 40-44歳 京都府 レッド

4049 スタンダードディスタンス 岡本 治樹 40-44歳 大阪府 レッド

4050 スタンダードディスタンス 山本 佑司 40-44歳 京都府 レッド

4051 スタンダードディスタンス 広川 興作 40-44歳 兵庫県 レッド

4052 スタンダードディスタンス 竹村 浩和 40-44歳 兵庫県 レッド

4053 スタンダードディスタンス 藤本 努 40-44歳 大阪府 レッド

4054 スタンダードディスタンス 荒川 卓俊 40-44歳 愛知県 レッド



4055 スタンダードディスタンス 野竹 陽一 40-44歳 石川県 レッド

4056 スタンダードディスタンス 小川 俊介 40-44歳 神奈川県 レッド

4501 スタンダードディスタンス 大崎 和彦 45-49歳 愛知県 レッド

4502 スタンダードディスタンス 後藤 啓介 45-49歳 東京都 レッド

4503 スタンダードディスタンス 島田 邦男 45-49歳 兵庫県 レッド

4504 スタンダードディスタンス 日置 大吾 45-49歳 大阪府 レッド

4505 スタンダードディスタンス 村上 幸宏 45-49歳 大阪府 レッド

4506 スタンダードディスタンス 井田 憲吾 45-49歳 大阪府 レッド

4507 スタンダードディスタンス 土屋 悠輝 45-49歳 滋賀県 レッド

4508 スタンダードディスタンス 東裏 篤史 45-49歳 京都府 レッド

4509 スタンダードディスタンス 南場 友規 45-49歳 兵庫県 レッド

4510 スタンダードディスタンス 渡辺 俊一 45-49歳 大阪府 レッド

4511 スタンダードディスタンス 山口 賢 45-49歳 京都府 レッド

4512 スタンダードディスタンス 梅景 雅史 45-49歳 京都府 レッド

4513 スタンダードディスタンス 神谷 祐介 45-49歳 京都府 レッド

4514 スタンダードディスタンス 林 正大 45-49歳 大阪府 レッド

4515 スタンダードディスタンス 美和 太郎 45-49歳 滋賀県 レッド

4516 スタンダードディスタンス 年梅 敦 45-49歳 大阪府 レッド

4517 スタンダードディスタンス 佐藤 連造 45-49歳 広島県 レッド

4518 スタンダードディスタンス 大西 智史 45-49歳 大阪府 レッド

4519 スタンダードディスタンス 宮原 亮 45-49歳 大阪府 レッド

4520 スタンダードディスタンス 宇都 克博 45-49歳 鹿児島県 レッド

4521 スタンダードディスタンス 太田 暁也 45-49歳 東京都 レッド

4522 スタンダードディスタンス 北村 友 45-49歳 大阪府 レッド

4523 スタンダードディスタンス 佐坂 真一 45-49歳 京都府 レッド

4524 スタンダードディスタンス 中尾 誠 45-49歳 愛知県 レッド

4525 スタンダードディスタンス 林 英樹 45-49歳 京都府 レッド

4526 スタンダードディスタンス 溝内 達也 45-49歳 東京都 レッド

4527 スタンダードディスタンス 松岡 範繁 45-49歳 大阪府 レッド

4528 スタンダードディスタンス 立原 保彦 45-49歳 京都府 レッド

4529 スタンダードディスタンス 杉本 貴彦 45-49歳 大阪府 レッド

4530 スタンダードディスタンス 笹部 泰宏 45-49歳 岡山県 レッド

4531 スタンダードディスタンス 吉田 和史 45-49歳 大阪府 レッド

4532 スタンダードディスタンス 宮西 孝芳 45-49歳 奈良県 レッド

4533 スタンダードディスタンス 安達 知希 45-49歳 京都府 レッド

4534 スタンダードディスタンス 近藤 寿彦 45-49歳 徳島県 レッド

4535 スタンダードディスタンス 高田 耕平 45-49歳 大阪府 レッド

4536 スタンダードディスタンス 新田 啓之介 45-49歳 徳島県 レッド

4537 スタンダードディスタンス 前島 剛 45-49歳 三重県 レッド

4538 スタンダードディスタンス 矢野 知章 45-49歳 兵庫県 レッド

4539 スタンダードディスタンス 三戸 昌人 45-49歳 滋賀県 レッド

4540 スタンダードディスタンス 海瀬 隆太郎 45-49歳 和歌山県 レッド

4541 スタンダードディスタンス 馬島 寿和 45-49歳 兵庫県 レッド

4542 スタンダードディスタンス 大城 範久 45-49歳 京都府 レッド

4543 スタンダードディスタンス 大崎 道雄 45-49歳 兵庫県 レッド

4544 スタンダードディスタンス 井上 武 45-49歳 京都府 レッド

4545 スタンダードディスタンス 岡田 充弘 45-49歳 兵庫県 レッド

4546 スタンダードディスタンス 上村 真司 45-49歳 兵庫県 レッド

4547 スタンダードディスタンス 芹田 章博 45-49歳 福岡県 レッド



4548 スタンダードディスタンス 中川 健一 45-49歳 兵庫県 レッド

4549 スタンダードディスタンス 西尾 清史 45-49歳 大阪府 レッド

4550 スタンダードディスタンス 久岡 卓司 45-49歳 兵庫県 レッド

4551 スタンダードディスタンス 細渓 拓男 45-49歳 京都府 レッド

4552 スタンダードディスタンス 本多 裕介 45-49歳 京都府 レッド

4553 スタンダードディスタンス 浅倉 敬一 45-49歳 静岡県 レッド

4554 スタンダードディスタンス 生嶋 伸司 45-49歳 大阪府 レッド

4555 スタンダードディスタンス 細越 昇 45-49歳 大阪府 レッド

4556 スタンダードディスタンス 田中 宏紳 45-49歳 京都府 レッド

4557 スタンダードディスタンス 高橋 健一 45-49歳 大阪府 レッド

4558 スタンダードディスタンス 西垣 拓也 45-49歳 大阪府 レッド

4559 スタンダードディスタンス 長沼 宏明 45-49歳 兵庫県 レッド

4560 スタンダードディスタンス 岸本 陽介 45-49歳 兵庫県 レッド

4561 スタンダードディスタンス 石黒 裕規 45-49歳 愛知県 レッド

4562 スタンダードディスタンス 堀中 浩介 45-49歳 大阪府 レッド

4563 スタンダードディスタンス 清水 幸治 45-49歳 大阪府 レッド

4564 スタンダードディスタンス 藤原 昭宏 45-49歳 山口県 レッド

4565 スタンダードディスタンス 安田 朋広 45-49歳 大阪府 レッド

4566 スタンダードディスタンス 杉下 和久 45-49歳 兵庫県 レッド

4567 スタンダードディスタンス 西 拓磨 45-49歳 愛知県 レッド

4568 スタンダードディスタンス 竹中 康夫 45-49歳 京都府 レッド

5001 スタンダードディスタンス 大杉 竜哉 50-54歳 大阪府 イエロー

5002 スタンダードディスタンス 田副 史貴 50-54歳 愛知県 イエロー

5003 スタンダードディスタンス 西村 久徳 50-54歳 福岡県 イエロー

5004 スタンダードディスタンス 羽野 篤範 50-54歳 大阪府 イエロー

5005 スタンダードディスタンス 松本 隆央 50-54歳 徳島県 イエロー

5006 スタンダードディスタンス 安河内 高利 50-54歳 福岡県 イエロー

5007 スタンダードディスタンス 山野 正高 50-54歳 大阪府 イエロー

5008 スタンダードディスタンス 平岩 淳 50-54歳 愛知県 イエロー

5009 スタンダードディスタンス 小河 潤 50-54歳 奈良県 イエロー

5010 スタンダードディスタンス 福元 哲郎 50-54歳 広島県 イエロー

5011 スタンダードディスタンス 山本 健二 50-54歳 大阪府 イエロー

5012 スタンダードディスタンス 岸 淳裕 50-54歳 奈良県 イエロー

5013 スタンダードディスタンス 安井 竣希 50-54歳 大阪府 イエロー

5014 スタンダードディスタンス 松崎 員久 50-54歳 京都府 イエロー

5015 スタンダードディスタンス 岸本 敦也 50-54歳 広島県 イエロー

5016 スタンダードディスタンス 有野 康隆 50-54歳 兵庫県 イエロー

5017 スタンダードディスタンス 岩間 康 50-54歳 大阪府 イエロー

5018 スタンダードディスタンス 氏家 正裕 50-54歳 宮城県 イエロー

5019 スタンダードディスタンス 多根 正明 50-54歳 兵庫県 イエロー

5020 スタンダードディスタンス 壺内 建行 50-54歳 大阪府 イエロー

5021 スタンダードディスタンス 田中 範弘 50-54歳 広島県 イエロー

5022 スタンダードディスタンス 北野 信英 50-54歳 愛知県 イエロー

5023 スタンダードディスタンス 藤次 利之 50-54歳 奈良県 イエロー

5024 スタンダードディスタンス 岩崎 実 50-54歳 滋賀県 イエロー

5025 スタンダードディスタンス 平松 一人 50-54歳 奈良県 イエロー

5026 スタンダードディスタンス 金井 孝 50-54歳 兵庫県 イエロー

5027 スタンダードディスタンス 上原 達也 50-54歳 東京都 イエロー

5028 スタンダードディスタンス 松田 裕 50-54歳 愛知県 イエロー



5029 スタンダードディスタンス 白井 稔 50-54歳 大阪府 イエロー

5030 スタンダードディスタンス 林 丈裕 50-54歳 兵庫県 イエロー

5031 スタンダードディスタンス 小池 康弘 50-54歳 京都府 イエロー

5032 スタンダードディスタンス 濱野 曜一 50-54歳 兵庫県 イエロー

5033 スタンダードディスタンス 桧皮 雅継 50-54歳 徳島県 イエロー

5034 スタンダードディスタンス 新井 孝史 50-54歳 大阪府 イエロー

5035 スタンダードディスタンス 中村 嘉秀 50-54歳 京都府 イエロー

5036 スタンダードディスタンス 鶴和 義朗 50-54歳 大阪府 イエロー

5037 スタンダードディスタンス 坂本 耕司 50-54歳 滋賀県 イエロー

5038 スタンダードディスタンス 青木 幸則 50-54歳 愛知県 イエロー

5039 スタンダードディスタンス 救仁郷 智 50-54歳 大阪府 イエロー

5040 スタンダードディスタンス 丹羽 宏和 50-54歳 大阪府 イエロー

5041 スタンダードディスタンス 嶋谷 圭司 50-54歳 大阪府 イエロー

5042 スタンダードディスタンス 中馬 東彦 50-54歳 熊本県 イエロー

5043 スタンダードディスタンス 平野 博明 50-54歳 三重県 イエロー

5044 スタンダードディスタンス 笹部 直道 50-54歳 大阪府 イエロー

5045 スタンダードディスタンス 赤瀬 伸 50-54歳 兵庫県 イエロー

5046 スタンダードディスタンス 浅野 貴之 50-54歳 愛知県 イエロー

5047 スタンダードディスタンス 渋井 信治 50-54歳 埼玉県 イエロー

5048 スタンダードディスタンス 山本 紀之 50-54歳 大阪府 イエロー

5049 スタンダードディスタンス 小林 英輔 50-54歳 兵庫県 イエロー

5050 スタンダードディスタンス 青木 哲哉 50-54歳 鳥取県 イエロー

5051 スタンダードディスタンス 足立 健児 50-54歳 静岡県 イエロー

5052 スタンダードディスタンス 嶽釜 彰夫 50-54歳 京都府 イエロー

5053 スタンダードディスタンス 中川 亨 50-54歳 滋賀県 イエロー

5054 スタンダードディスタンス 渋井 信治 50-54歳 埼玉県 イエロー

5055 スタンダードディスタンス 岩生 康良 50-54歳 大阪府 イエロー

5056 スタンダードディスタンス 片谷 勉 50-54歳 兵庫県 イエロー

5057 スタンダードディスタンス 松田 静孝 50-54歳 愛知県 イエロー

5058 スタンダードディスタンス 水谷 陽 50-54歳 埼玉県 イエロー

5059 スタンダードディスタンス 奥井 寛之 50-54歳 京都府 イエロー

5060 スタンダードディスタンス 石井 龍宏 50-54歳 広島県 イエロー

5061 スタンダードディスタンス 西澤 正志 50-54歳 滋賀県 イエロー

5062 スタンダードディスタンス 斎藤 輝貢 50-54歳 東京都 イエロー

5063 スタンダードディスタンス 北川 貞大 50-54歳 京都府 イエロー

5064 スタンダードディスタンス 川西 太士 50-54歳 東京都 イエロー

5065 スタンダードディスタンス 森本 直樹 50-54歳 岡山県 イエロー

5066 スタンダードディスタンス 伊藤 敬 50-54歳 大阪府 イエロー

5501 スタンダードディスタンス 高橋 博司 55-59歳 兵庫県 イエロー

5502 スタンダードディスタンス 内野 敏郎 55-59歳 兵庫県 イエロー

5503 スタンダードディスタンス 岸田 宗也 55-59歳 兵庫県 イエロー

5504 スタンダードディスタンス 西田 英樹 55-59歳 滋賀県 イエロー

5505 スタンダードディスタンス 本村 章二 55-59歳 大阪府 イエロー

5506 スタンダードディスタンス 永山 治孝 55-59歳 京都府 イエロー

5507 スタンダードディスタンス 北垣 徹 55-59歳 兵庫県 イエロー

5508 スタンダードディスタンス 前川 朋広 55-59歳 兵庫県 イエロー

5509 スタンダードディスタンス 清水 靖士 55-59歳 岡山県 イエロー

5510 スタンダードディスタンス 榎 貴志 55-59歳 奈良県 イエロー

5511 スタンダードディスタンス 森本 義則 55-59歳 滋賀県 イエロー



5512 スタンダードディスタンス 小泉 修一 55-59歳 京都府 イエロー

5513 スタンダードディスタンス 松木 俊文 55-59歳 大阪府 イエロー

5514 スタンダードディスタンス 坂村 勝 55-59歳 広島県 イエロー

5515 スタンダードディスタンス 井本 憲 55-59歳 京都府 イエロー

5516 スタンダードディスタンス 松島 順也 55-59歳 大阪府 イエロー

5517 スタンダードディスタンス 山名 裕之 55-59歳 京都府 イエロー

5518 スタンダードディスタンス 中村 薫 55-59歳 東京都 イエロー

5519 スタンダードディスタンス 岩隈 良弘 55-59歳 福岡県 イエロー

5520 スタンダードディスタンス 中野 守夫 55-59歳 愛知県 イエロー

5521 スタンダードディスタンス 畑 文隆 55-59歳 兵庫県 イエロー

5522 スタンダードディスタンス 岡 智由 55-59歳 和歌山県 イエロー

5523 スタンダードディスタンス 斎藤 安弘 55-59歳 東京都 イエロー

5524 スタンダードディスタンス 喜多 泰三 55-59歳 大阪府 イエロー

5525 スタンダードディスタンス 坂井 広史 55-59歳 富山県 イエロー

5526 スタンダードディスタンス 濱口 信之 55-59歳 大阪府 イエロー

5527 スタンダードディスタンス 藤原 康雄 55-59歳 大阪府 イエロー

5528 スタンダードディスタンス 松田 彰康 55-59歳 兵庫県 イエロー

5529 スタンダードディスタンス 三苫 幸雄 55-59歳 大阪府 イエロー

5530 スタンダードディスタンス 糸川 充浩 55-59歳 愛知県 イエロー

6001 スタンダードディスタンス 西田 真人 60-64歳 福岡県 グリーン

6002 スタンダードディスタンス 堀内 浩司 60-64歳 千葉県 グリーン

6003 スタンダードディスタンス 武田 豊三 60-64歳 宮城県 グリーン

6004 スタンダードディスタンス 明里 貴弘 60-64歳 大阪府 グリーン

6005 スタンダードディスタンス 松澤 隆 60-64歳 京都府 グリーン

6006 スタンダードディスタンス 瀬戸 茂男 60-64歳 大阪府 グリーン

6007 スタンダードディスタンス 徳久 秀樹 60-64歳 大阪府 グリーン

6008 スタンダードディスタンス 長谷川 貴也 60-64歳 神奈川県 グリーン

6009 スタンダードディスタンス 中西 敦 60-64歳 大阪府 グリーン

6010 スタンダードディスタンス 間平 只志 60-64歳 大阪府 グリーン

6011 スタンダードディスタンス 柘植 孝之 60-64歳 愛知県 グリーン

6012 スタンダードディスタンス 吉田 勝彦 60-64歳 大阪府 グリーン

6013 スタンダードディスタンス 辻岡 徹 60-64歳 富山県 グリーン

6014 スタンダードディスタンス 福田 章典 60-64歳 滋賀県 グリーン

6015 スタンダードディスタンス 足立 雅弘 60-64歳 兵庫県 グリーン

6016 スタンダードディスタンス 信貴 史雄 60-64歳 大阪府 グリーン

6017 スタンダードディスタンス 三木 康彰 60-64歳 大阪府 グリーン

6018 スタンダードディスタンス 井上 恵一 60-64歳 東京都 グリーン

6019 スタンダードディスタンス 宮里 英文 60-64歳 大阪府 グリーン

6020 スタンダードディスタンス 灘波 博司 60-64歳 香川県 グリーン

6021 スタンダードディスタンス 更科 潤二 60-64歳 京都府 グリーン

6022 スタンダードディスタンス 惣司 富士夫 60-64歳 京都府 グリーン

6023 スタンダードディスタンス 竹林 宏 60-64歳 広島県 グリーン

6024 スタンダードディスタンス 塩谷 浩二 60-64歳 福岡県 グリーン

6025 スタンダードディスタンス 新井 修 60-64歳 兵庫県 グリーン

6026 スタンダードディスタンス 山本 登志夫 60-64歳 大阪府 グリーン

6027 スタンダードディスタンス 山野 潤 60-64歳 神奈川県 グリーン

6028 スタンダードディスタンス 道川  成一 60-64歳 大阪府 グリーン

6501 スタンダードディスタンス 岸本 哲嘉 65-69歳 京都府 グリーン

6502 スタンダードディスタンス 原 正弘 65-69歳 兵庫県 グリーン



6503 スタンダードディスタンス 堺谷 泰郎 65-69歳 兵庫県 グリーン

6504 スタンダードディスタンス 丸 誠一郎 65-69歳 東京都 グリーン

6505 スタンダードディスタンス 石飛 肇 65-69歳 兵庫県 グリーン

6506 スタンダードディスタンス 森本 裕隆 65-69歳 京都府 グリーン

6507 スタンダードディスタンス 原田 英介 65-69歳 熊本県 グリーン

7001 スタンダードディスタンス 林 龍一 70-74歳 滋賀県 オレンジ

7002 スタンダードディスタンス 小林 雅夫 70-74歳 京都府 オレンジ

7003 スタンダードディスタンス 上田 桂造 70-74歳 大阪府 オレンジ

7004 スタンダードディスタンス 角田 隆志 70-74歳 大阪府 オレンジ

7005 スタンダードディスタンス 伊藤 弘善 70-74歳 滋賀県 オレンジ

7006 スタンダードディスタンス 揖場 裕 70-74歳 兵庫県 オレンジ

7007 スタンダードディスタンス 白桃 繁行 70-74歳 大阪府 オレンジ

7008 スタンダードディスタンス 永倉 光男 70-74歳 愛知県 オレンジ

7009 スタンダードディスタンス 姉崎 幸雄 70-74歳 石川県 オレンジ

7501 スタンダードディスタンス 宗政 義仁 75-79歳 兵庫県 オレンジ

201 スタンダードディスタンス 石川 寛乃 20-24歳 滋賀県 ブルー

202 スタンダードディスタンス 楢村 彩莉 20-24歳 京都府 ブルー

203 スタンダードディスタンス 水見 春花 20-24歳 大阪府 ブルー

204 スタンダードディスタンス 杉本 瑞夏 20-24歳 京都府 ブルー

205 スタンダードディスタンス 川口 真弥 20-24歳 大阪府 ブルー

206 スタンダードディスタンス 三輪 晶子 20-24歳 京都府 ブルー

251 スタンダードディスタンス 平井 澪希 25-29歳 京都府 ブルー

252 スタンダードディスタンス 山内 実優 25-29歳 佐賀県 ブルー

253 スタンダードディスタンス 石田 愛 25-29歳 大阪府 ブルー

254 スタンダードディスタンス 石原 妹 25-29歳 神奈川県 ブルー

255 スタンダードディスタンス 河田 朱里 25-29歳 三重県 ブルー

256 スタンダードディスタンス 石田 凪帆 25-29歳 静岡県 ブルー

257 スタンダードディスタンス 小栗 紬 25-29歳 東京都 ブルー

258 スタンダードディスタンス 吉本 雪音 25-29歳 兵庫県 ブルー

301 スタンダードディスタンス 本多 麗子 30-34歳 京都府 ブルー

302 スタンダードディスタンス 南 真利菜 30-34歳 石川県 ブルー

303 スタンダードディスタンス 入江 紘子 30-34歳 沖縄県 ブルー

304 スタンダードディスタンス 牛塚 諒子 30-34歳 大阪府 ブルー

351 スタンダードディスタンス 清水 由香里 35-39歳 京都府 ブルー

401 スタンダードディスタンス 松村 美雪 40-44歳 大阪府 レッド

402 スタンダードディスタンス 池上 真由 40-44歳 大阪府 レッド

403 スタンダードディスタンス 本山 靖子 40-44歳 兵庫県 レッド

404 スタンダードディスタンス 一瀬 順子 40-44歳 大阪府 レッド

405 スタンダードディスタンス 阿部 淑子 40-44歳 大分県 レッド

451 スタンダードディスタンス 須藤 友子 45-49歳 東京都 レッド

452 スタンダードディスタンス 伊藤 貴子 45-49歳 大阪府 レッド

453 スタンダードディスタンス 重成 かおり 45-49歳 大阪府 レッド

454 スタンダードディスタンス 清水 絢子 45-49歳 大阪府 レッド

455 スタンダードディスタンス 坂原 夕子 45-49歳 大阪府 レッド

456 スタンダードディスタンス 若林 晶子 45-49歳 兵庫県 レッド

457 スタンダードディスタンス 松尾 由樹恵 45-49歳 兵庫県 レッド

458 スタンダードディスタンス 山本 弘美 45-49歳 兵庫県 レッド

501 スタンダードディスタンス 久恒 佐知子 50-54歳 愛知県 イエロー

502 スタンダードディスタンス 桑野 加恵 50-54歳 香川県 イエロー



503 スタンダードディスタンス 中川 美幸 50-54歳 大阪府 イエロー

504 スタンダードディスタンス 松田 典子 50-54歳 和歌山県 イエロー

551 スタンダードディスタンス 石井 あづさ 55-59歳 東京都 イエロー

552 スタンダードディスタンス 岡田 信子 55-59歳 兵庫県 イエロー

553 スタンダードディスタンス 山下 昭子 55-59歳 兵庫県 イエロー

554 スタンダードディスタンス 林 真由美 55-59歳 兵庫県 イエロー

555 スタンダードディスタンス 稲田 吉映 55-59歳 岡山県 イエロー

556 スタンダードディスタンス 池内 美保 55-59歳 岡山県 イエロー

557 スタンダードディスタンス 大村 智子 55-59歳 静岡県 イエロー

558 スタンダードディスタンス 福井 幸代 55-59歳 愛知県 イエロー

559 スタンダードディスタンス 金山 英子 55-59歳 京都府 イエロー

601 スタンダードディスタンス 重留 睦美 60-64歳 大阪府 グリーン

602 スタンダードディスタンス 宗政 典子 60-64歳 兵庫県 グリーン

603 スタンダードディスタンス 高嶋 秀子 60-64歳 富山県 グリーン

651 スタンダードディスタンス 小杉 智英子 65-69歳 大阪府 グリーン

652 スタンダードディスタンス 石橋 洋子 65-69歳 大阪府 グリーン




