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【RESULT】
距離／ 80.4km (6.7×12周） スタート／10:00 出走者数／ 119

天候／晴 完走者数／ 53
順位 Bib 氏名 ふりがな TEAM 府県 タイム タイム差 km/h

1 2 仮屋  和駿 ｶﾘﾔ  ｶｽﾞﾄｼ 和歌山北 和歌山 2:01:00.586 00:00 39.86
2 4 馬越  裕之 ｳﾏｺｼ  ﾋﾛﾕｷ 榛生昇陽 奈良 2:02:01.380 01:01 39.53
3 67 天野  壮悠 ｱﾏﾉ  ﾀｹﾊﾙ 千里 大阪 2:02:01.767 01:01 39.53
4 115 岩田  聖矢  ｲﾜﾀ  ｾｲﾔ 榛生昇陽 奈良 2:02:01.997 01:01 39.53
5 113 髙原  令伍 ﾀｶﾊﾗ  ﾚｲｺﾞ 榛生昇陽 奈良 2:03:15.090 02:15 39.14
6 116 岡本  晴毅  ｵｶﾓﾄ  ﾊﾙｷ 榛生昇陽 奈良 2:03:16.760 02:16 39.13
7 3 四宮  寛人 ｼﾉﾐﾔ  ﾋﾛﾄ 北桑田 京都 2:03:36.062 02:35 39.03
8 87 原田  伽以 ﾊﾗﾀﾞ  ｶｲ 神崎 兵庫 2:03:39.020 02:38 39.01
9 111 嶋岡  達貴 ｼﾏｵｶ  ﾀﾂｷ 榛生昇陽 奈良 2:03:43.277 02:43 38.99

10 119 石塚  慶一郎 ｲｼｽﾞｶ  ｹｲｲﾁﾛｳ 和歌山北 和歌山 2:04:44.315 03:44 38.67
11 5 中嶋  大稀 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾀﾞｲｷ 奈良北 奈良 2:04:44.654 03:44 38.67
12 1 谷内  健太 ﾔﾁ  ｹﾝﾀ 北桑田 京都 2:04:44.908 03:44 38.67
13 122 小森  大志 ｺﾓﾘ  ﾀｲｼ 紀北工 和歌山 2:04:44.999 03:44 38.67
14 114 大谷  玄真 ｵｵﾀﾆ  ｹﾞﾝﾏ 榛生昇陽 奈良 2:04:45.134 03:45 38.67
15 48 伊藤  雄祐 ｲﾄｳ  ﾕｳｽｹ 茨木工科 大阪 2:04:45.178 03:45 38.67
16 16 松山  福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 北桑田 京都 2:04:45.261 03:45 38.67
17 27 岡本  友汰 ｵｶﾓﾄ  ﾕｳﾀ 鴨沂 京都 2:04:45.267 03:45 38.67
18 13 川村  峻輝 ｶﾜﾑﾗ  ｼｭﾝｷ 北桑田 京都 2:04:45.478 03:45 38.67
19 88 小林  聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 神崎 兵庫 2:04:45.480 03:45 38.67
20 55 福島  大吉 ﾌｸｼﾏ  ﾀﾞｲｷﾁ 興國 大阪 2:04:45.785 03:45 38.67
21 121 八木  皓生 ﾔｷﾞ  ｺｳｾｲ 紀北工 和歌山 2:04:45.837 03:45 38.67
22 117 谷  彰太 ﾀﾆ  ｼｮｳﾀ 和歌山北 和歌山 2:04:45.915 03:45 38.66
23 109 西岳  凌吾  ﾆｼｵｶ  ﾘｮｳｺﾞ 奈良北 奈良 2:04:45.936 03:45 38.66
24 107 髙野  和希 ﾀｶﾉ  ｶｽﾞｷ 奈良北 奈良 2:04:45.983 03:45 38.66
25 28 内潟  飛鳥 ｳﾁｶﾞﾀ  ｱｽｶ 北稜 京都 2:04:46.076 03:45 38.66
26 110 長谷川  雄大 ﾊｾｶﾞﾜ  ﾕｳﾀﾞｲ 榛生昇陽 奈良 2:04:46.235 03:46 38.66
27 15 小池  陽斗 ｺｲｹ  ｱｷﾄ 北桑田 京都 2:04:46.260 03:46 38.66
28 74 秋末  蓮 ｱｷｽｴ  ﾚﾝ 飾磨工 兵庫 2:04:46.327 03:46 38.66
29 66 原田  翔真 ﾊﾗﾀﾞ  ｼｮｳﾏ 泉大津 大阪 2:04:46.379 03:46 38.66
30 6 弥村  皆斗 ﾔﾑﾗ  ﾐﾅﾄ 花園 京都 2:04:46.445 03:46 38.66
31 52 東  優仁 ｱｽﾞﾏ  ﾕｳﾄ 興國 大阪 2:04:46.525 03:46 38.66
32 103 井上  和也 ｲﾉｳｴ  ｶｽﾞﾔ 奈良北 奈良 2:04:46.544 03:46 38.66
33 35 山元  睦規 ﾔﾏﾓﾄ  ﾑﾂｷ 龍谷大平安 京都 2:04:46.546 03:46 38.66
34 112 中西  壮二郎 ﾅｶﾆｼ  ｿｳｼﾞﾛｳ 榛生昇陽 奈良 2:04:46.561 03:46 38.66
35 8 山本  和瑳 ﾔﾏﾓﾄ  ｶｽﾞｻ 瀬田工 滋賀 2:04:46.703 03:46 38.66
36 89 多田  雄飛 ﾀﾀﾞ  ﾕｳﾋ 神崎 兵庫 2:04:46.708 03:46 38.66
37 77 小寺澤  克 ｺﾃﾗｻﾜ  ｶﾂﾐ 飾磨工 兵庫 2:04:46.747 03:46 38.66
38 104 近藤  光 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾋｶﾙ 奈良北 奈良 2:04:46.911 03:46 38.66
39 12 髙倉  廉太郎 ﾀｶｸﾗ  ﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田 京都 2:04:46.928 03:46 38.66
40 105 竹中  秀輔 ﾀｹﾅｶ  ｼｭｳｽｹ 奈良北 奈良 2:04:46.955 03:46 38.66
41 19 福原  名月 ﾌｸﾊﾗ  ﾅﾂﾞｷ 向陽 京都 2:04:46.992 03:46 38.66
42 29 小谷  直生 ｺﾀﾆ  ﾅｵｷ 北稜 京都 2:04:46.995 03:46 38.66
43 26 藤井  響流 ﾌｼﾞｲ  ｺｳﾙ 鴨沂 京都 2:04:47.109 03:47 38.66
44 81 田中  肇 ﾀﾅｶ  ﾊｼﾞﾒ 三田 兵庫 2:04:47.171 03:47 38.66
45 20 見瀬  矩慧 ﾐｾ  ﾀﾀﾞｻﾄ 向陽 京都 2:04:47.190 03:47 38.66
46 24 髙木  絢匡 ﾀｶｷﾞ  ｱﾔﾏｻ 鴨沂 京都 2:04:47.227 03:47 38.66
47 39 大原  陸 ｵｵﾊﾗ  ﾘｸ 城東工科 大阪 2:04:47.228 03:47 38.66
48 90 谷口  海斗 ﾀﾆｸﾞﾁ  ｶｲﾄ 神崎 兵庫 2:04:47.878 03:47 38.65
49 23 瀧山  月斗 ﾀｷﾔﾏ  ﾂｷﾄ 向陽 京都 2:04:50.033 03:49 38.64
50 17 安井  悠真  ﾔｽｲ  ﾕｳﾏ 北桑田 京都 2:04:57.189 03:57 38.61
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51 93 上田  真生 ｳｴﾀﾞ  ﾏｵ 飾磨工多部 兵庫 2:05:29.661 04:29 38.44
52 76 大西  拓海 ｵｵﾆｼ  ﾀｸﾐ 飾磨工 兵庫 2:05:29.883 04:29 38.44
53 54 小野  孝弘 ｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ 興國 大阪 2:07:39.993 06:39 37.79

DNF 68 佐伯  宗一郎  ｻｴｷ  ｿｳｲﾁﾛｳ 千里 大阪
DNF 108 津石  康平 ﾂｲｼ  ｺｳﾍｲ 奈良北 奈良
DNF 30 平田  空真 ﾋﾗﾀ  ｿﾏ 北稜 京都
DNF 42 岩﨑  悠翔 ｲﾜｻｷ  ﾕｳﾄ 城東工科 大阪
DNF 57 田中  裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 市立堺 大阪
DNF 36 小沼  芳輝 ｺﾇﾏ  ﾖｼｷ 龍谷大平安 京都
DNF 69 佐藤  嵩弥  ｻﾄｳ  ｼｭｳﾔ 千里 大阪
DNF 49 坂本  篤哉 ｻｶﾓﾄ  ｱﾂﾔ 興國 大阪
DNF 97 武市  将宗 ﾀｹﾁ  ﾏｻﾑﾈ 市立伊丹 兵庫
DNF 25 富田  莉央 ﾄﾐﾀ  ﾘｵ 鴨沂 京都
DNF 99 影山  怜 ｶｹﾞﾔﾏ  ﾚｲ 市立伊丹 兵庫
DNF 118 山本  秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 和歌山北 和歌山
DNF 61 貴田  拓海  ｷﾀﾞ  ﾀｸﾐ 藤井寺工科 大阪
DNF 78 林田  歩 ﾊﾔｼﾀ  ｱﾕﾑ 飾磨工 兵庫
DNF 34 金井  和輝 ｶﾅｲ  ｶｽﾞｷ 龍谷大平安 京都
DNF 53 長谷川  大悟 ﾊｾｶﾞﾜ  ﾀﾞｲｺﾞ 興國 大阪
DNF 47 大新  悠真 ｵｵｼﾞﾝ  ﾕｳﾏ 茨木工科 大阪
DNF 46 徳山  隼太 ﾄｸﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾀ 茨木工科 大阪
DNF 65 池沢  一真  ｲｹｻﾜ  ｶｽﾞﾏ 初芝立命館 大阪
DNF 64 浦田  恭平  ｳﾗﾀ　ｷｮｳﾍｲ 初芝立命館 大阪
DNF 14 井野  誠大  ｲﾉ  ﾏｺﾄ 北桑田 京都
DNF 106 田丸  拓也 ﾀﾏﾙ  ﾀｸﾔ 奈良北 奈良
DNF 56 坂井  翔  ｻｶｲ  ｶｹﾙ 興國 大阪
DNF 70 黒田  圭祐  ｸﾛﾀﾞ  ｹｲｽｹ 千里 大阪
DNF 40 小江  虎之介 ｵｴ  ﾄﾗﾉｽｹ 城東工科 大阪
DNF 102 本多  晴飛  ﾎﾝﾀﾞ  ﾊﾙﾋ 相生学院 兵庫
DNF 75 橋本  龍典 ﾊｼﾓﾄ  ﾘｭｳｽｹ 飾磨工 兵庫
DNF 31 西野  颯太 ﾆｼﾉ  ｿｳﾀ 花園 京都
DNF 18 金田  将英 ｶﾈﾀﾞ  ｼｮｳｴｲ 向陽 京都
DNF 95 豊田  彬良 ﾄﾖﾀ  ｱｷﾗ 飾磨工多部 兵庫
DNF 62 前田  竜哉  ﾏｴﾀﾞ  ﾘｭｳﾔ 藤井寺工科 大阪
DNF 84 橋本  修平 ﾊｼﾓﾄ  ｼｭｳﾍｲ 自由ヶ丘 兵庫
DNF 94 松浦  夏空 ﾏﾂｳﾗ  ｿﾗ 飾磨工多部 兵庫
DNF 9 中村  将慶 ﾅｶﾑﾗ  ﾏｻﾁｶ 瀬田工 滋賀
DNF 98 大野  翔 ｵｵﾉ  ｼｮｳ 市立伊丹 兵庫
DNF 58 常次  勇人 ﾂﾈﾂｸﾞ  ﾊﾔﾄ 市立堺 大阪
DNF 41 北出  蒼矢 ｷﾀﾃﾞ  ｿｳﾔ 城東工科 大阪
DNF 51 瀧本  陽也 ﾀｷﾓﾄ  ﾃﾙﾔ 興國 大阪
DNF 82 新谷  僚大 ｼﾝﾀﾆ  ﾄﾓﾋﾛ 三田 兵庫
DNF 101 吉澤  央翔 ﾖｼｻﾞﾜ  ﾋﾛﾄ 市立伊丹 兵庫
DNF 32 谷山  顕翼 ﾀﾆﾔﾏ  ｹﾝｽｹ 花園 京都
DNF 50 光田  竣輔 ﾐﾂﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 興國 大阪
DNF 33 小西  優太郎 ｺﾆｼ  ﾕｳﾀﾛｳ 花園 京都
DNF 43 加藤  文生 ｶﾄｳ  ﾌﾐｵ 大阪偕星 大阪
DNF 91 原田  翔真 ﾊﾗﾀﾞ  ｼｮｳﾏ 神崎 兵庫
DNF 10 橋  央将  ﾊｼ  ﾋﾛﾏｻ 瀬田工 滋賀
DNF 120 溝畑  颯史 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ  ｿｳｼ 和歌山北 和歌山
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DNF 60 永田  博也  ﾅｶﾞﾀ  ﾋﾛﾔ 市立堺 大阪
DNF 79 池田  康輔 ｲｹﾀﾞ  ｺｳｽｹ 三田 兵庫
DNF 59 高田  公幸 ﾀｶﾀ  ﾋﾛﾕｷ 市立堺 大阪
DNF 85 野村  英太郎 ﾉﾑﾗ  ｴｲﾀﾛｳ 自由ヶ丘 兵庫
DNF 71 横野  甫 ﾖｺﾉ  ﾊｼﾞﾒ 初芝富田林 大阪
DNF 37 栢村  翔太 ｶﾔﾑﾗ  ｼｮｳﾀ 龍谷大平安 京都
DNF 7 植西  一稀 ｳｴﾆｼ  ｶｽﾞｷ 瀬田工 滋賀
DNF 96 原田  龍治 ﾊﾗﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞ 飾磨工多部 兵庫
DNF 21 吉田  圭吾 ﾖｼﾀﾞ  ｹｲｺﾞ 向陽 京都
DNF 100 前之園  風希 ﾏｴﾉｿﾉ  ﾌｳｷ 市立伊丹 兵庫
DNF 45 高水  健人 ﾀｶﾐｽﾞ  ｹﾝﾄ 大阪産大附 大阪
DNF 63 野上  瑛斗  ﾉｶﾞﾐ  ｴｲﾄ 藤井寺工科 大阪
DNF 38 堀口  泰輝  ﾎﾘｸﾞﾁ  ﾀｲｷ 洛陽総合 京都
DNF 92 畠  駿介  ﾊﾀ  ｼｭﾝｽｹ 小野工 兵庫
DNF 86 橋本  昇季  ﾊｼﾓﾄ  ｼｮｳｷ 自由ヶ丘 兵庫
DNF 80 髙木  遥哉 ﾀｶｷﾞ  ﾊﾙﾔ 三田 兵庫
DNF 83 尾﨑  龍一 ｵｻﾞｷ  ﾘｭｳｲﾁ 自由ヶ丘 兵庫
DNF 73 草葉  美海 ｸｻﾊﾞ  ﾐｳ 兵庫工 兵庫
DNF 72 荒川  実殊輝 ｱﾗｶﾜ  ﾐｽﾞｷ 兵庫工 兵庫
DNS 11 山口  創平  ﾔﾏｸﾞﾁ  ｿｳﾍｲ 比叡山 滋賀
DNS 22 石井  魁夢 ｲｼｲ  ｶｲﾑ 向陽 京都
DNS 44 金森  智哉  ｶﾅﾓﾘ  ﾄﾓﾔ 大阪偕星 大阪


