
第28回高槻シティハーフマラソン
フィニッシュ選手一覧

種目 順位 ゼッケン番号 氏名 氏名カナ ペア氏名 ペア氏名カナ 地域 フィニッシュタイム ネットタイム
ファミリー2.7km 1 10078 池田　裕貴 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 池田　世那 ｲｹﾀﾞ ｾﾅ 大阪府 0:11:14 0:11:07
ファミリー2.7km 2 10135 梶田　大助 ｶｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 梶田　雅大 ｶｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 0:11:27 0:11:22
ファミリー2.7km 3 10044 松井　崇 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 松井　美佳 ﾏﾂｲ ﾐｶ 京都府 0:12:01 0:11:55
ファミリー2.7km 4 10036 平林　克之 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 平林　真衣 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 京都府 0:12:22 0:12:15
ファミリー2.7km 5 10142 土屋　篤之 ﾂﾁﾔ ｱﾂﾕｷ 土屋 暖真 ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾏ 大阪府 0:12:29 0:12:18
ファミリー2.7km 6 10032 重尾　育子 ｼｹﾞｵ ｲｸｺ 重尾　旺佑 ｼｹﾞｵ ｵｳｽｹ 大阪府 0:12:30 0:12:13
ファミリー2.7km 7 10034 木村　元 ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ 木村　咲太 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 京都府 0:12:32 0:12:25
ファミリー2.7km 8 10077 澤田　貴宏 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 澤田　凌之介 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾉｽｹ 京都府 0:12:33 0:12:16
ファミリー2.7km 9 10143 江村　大樹 ｴﾑﾗ ﾀｲｷ 江村　蒼大 ｴﾑﾗ ｱｵﾄ 京都府 0:12:34 0:12:14
ファミリー2.7km 10 10062 中澤　佑紀 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 中澤　奏斗 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅﾄ 大阪府 0:12:39 0:12:25
ファミリー2.7km 11 10058 岩﨑　良亮 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 望月　花菜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾅ 京都府 0:12:41 0:12:35
ファミリー2.7km 12 10108 中林　永一 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｴｲｲﾁ 中林　奏太 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 大阪府 0:12:42 0:12:34
ファミリー2.7km 13 10037 中村　栄希 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 中村　映太 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 京都府 0:12:50 0:12:32
ファミリー2.7km 14 10046 下飼手　秀典 ｼﾓｶﾞｲﾃ ﾋﾃﾞﾉﾘ 下飼手　秀弥 ｼﾓｶﾞｲﾃ ｼｭｳﾔ 大阪府 0:12:59 0:12:42
ファミリー2.7km 15 10075 神品　淳 ｺｳｼﾞﾅ ｱﾂｼ 神品　芽衣 ｺｳｼﾞﾅ ﾒｲ 京都府 0:13:08 0:13:01
ファミリー2.7km 16 10056 陸野　大輔 ﾑﾂﾉ ﾀﾞｲｽｹ 陸野　勇大 ﾑﾂﾉ ﾕｳﾀ 大阪府 0:13:24 0:13:15
ファミリー2.7km 17 10146 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 田中　唯桜 ﾀﾅｶ ｲｵ 京都府 0:13:25 0:13:19
ファミリー2.7km 18 10158 小瀬　昌史 ｵｾ ﾏｻｼ 小瀬 智隆 ｵｾ ﾄﾓﾀｶ 大阪府 0:13:26 0:13:12
ファミリー2.7km 19 10041 鈴木　真幸 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 鈴木　理仁 ｽｽﾞｷ ﾘﾋﾄ 大阪府 0:13:30 0:13:06
ファミリー2.7km 20 10017 杉本　武子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｺ 杉本　菫 ｽｷﾞﾓﾄ ｽﾐﾚ 京都府 0:13:31 0:13:12
ファミリー2.7km 21 10161 福元　崇志 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ 福元　蒼子 ﾌｸﾓﾄ ｿｳｺ 大阪府 0:13:37 0:13:21
ファミリー2.7km 22 10144 竹ノ内　克彦 ﾀｹﾉｳﾁ ｶﾂﾋｺ 竹ノ内　晴之 ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾙﾕｷ 大阪府 0:13:51 0:13:42
ファミリー2.7km 23 10051 宮田　浩平 ﾐﾔﾀ ｺｳﾍｲ 宮田　大地 ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 0:13:59 0:13:37
ファミリー2.7km 24 10115 長島　貴子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｺ 長島　功磨 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾏ 京都府 0:14:05 0:13:37
ファミリー2.7km 25 10094 新谷　直也 ｼﾝﾀﾆ ﾅｵﾔ 新谷　友也 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳﾔ 大阪府 0:14:21 0:14:00
ファミリー2.7km 26 10080 田中　陽 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 田中　駿丞 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 大阪府 0:14:25 0:13:58
ファミリー2.7km 27 10048 西田　昌壽 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 西田　晴輝 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 大阪府 0:14:28 0:14:09
ファミリー2.7km 28 10127 原　健二 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 原　健太 ﾊﾗ ｹﾝﾀ 大阪府 0:14:29 0:14:03
ファミリー2.7km 29 10030 木村　哲治 ｷﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ 木村　優花 ｷﾑﾗ ﾕｲｶ 大阪府 0:14:30 0:14:09
ファミリー2.7km 30 10105 岩田　哲史 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 岩田　成志 ｲﾜﾀ 大阪府 0:14:41 0:14:31
ファミリー2.7km 31 10156 伊坂　訓明 ｲｻｶ ｸﾆｱｷ 伊坂　元貴 ｲｻｶ ﾓﾄｷ 京都府 0:14:44 0:14:22
ファミリー2.7km 32 10085 安田　俊平 ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 安田　六花 ﾔｽﾀﾞ ﾘｯｶ 大阪府 0:14:44 0:14:21
ファミリー2.7km 33 10076 池永　眞人 ｲｹﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 池永　航介 ｲｹﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 滋賀県 0:14:46 0:14:36
ファミリー2.7km 34 10148 永田　大輔 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 永田　芽唯 ﾅｶﾞﾀ ﾒｲ 大阪府 0:14:47 0:14:31
ファミリー2.7km 35 10155 櫻井　裕太 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 櫻井　捺葉 ｻｸﾗｲ ﾅﾂﾊ 大阪府 0:14:49 0:14:40



ファミリー2.7km 36 10131 山本　龍仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 山本　隼士 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪府 0:14:51 0:14:24
ファミリー2.7km 37 10096 濱野　千華 ﾊﾏﾉ ﾁｶ 濱野　志英 ﾊﾏﾉ ｼｴｲ 大阪府 0:14:51 0:14:28
ファミリー2.7km 38 10013 梶谷　雄大 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 梶谷　奏太 ｶｼﾞﾀﾆ ｿｳﾀ 大阪府 0:14:53 0:14:44
ファミリー2.7km 39 10092 平井　俊成 ﾋﾗｲ ﾄｼﾅﾘ 平井　陽希 ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 大阪府 0:14:55 0:14:37
ファミリー2.7km 40 10123 青山　雄一 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 青山　央太 ｱｵﾔﾏ ｵｳﾀ 京都府 0:14:55 0:14:40
ファミリー2.7km 41 10110 高内　真理 ﾀｶｳﾁ ﾏﾘ 高内　煌明 ﾀｶｳﾁ ｺｳﾒｲ 大阪府 0:14:56 0:14:37
ファミリー2.7km 42 10001 清水　孝幸 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 清水　芙羽 ｼﾐｽﾞ ﾌｳ 大阪府 0:14:58 0:14:42
ファミリー2.7km 43 10007 片岡　豪 ｶﾀｵｶ ｺﾞｳ 片岡　葵 ｶﾀｵｶ ｱｵｲ 大阪府 0:15:04 0:14:47
ファミリー2.7km 44 10010 西山　雅祥 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 西山　拓都 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾄ 大阪府 0:15:09 0:14:57
ファミリー2.7km 45 10138 松下　雄一朗 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松下　航己 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ 大阪府 0:15:13 0:15:08
ファミリー2.7km 46 10070 福田　寛久 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 福田　桃子 ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｺ 大阪府 0:15:13 0:14:56
ファミリー2.7km 47 10132 壽川　小百合 ｽｶﾜ ｻﾕﾘ 壽川　翔 ｽｶﾜ ｼｮｳ 大阪府 0:15:16 0:15:06
ファミリー2.7km 48 10053 市川　武史 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 市川　智晴 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾊﾙ 大阪府 0:15:23 0:15:03
ファミリー2.7km 49 10133 横山　正 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 横山　太都 ﾖｺﾔﾏ  ﾀｲﾄ 京都府 0:15:24 0:15:00
ファミリー2.7km 50 10136 坂井　康憲 ｻｶｲ ﾔｽﾉﾘ 坂井　良多 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大阪府 0:15:30 0:15:22
ファミリー2.7km 51 10014 塩野　喬士 ｼｵﾉ ﾀｶｼ 塩野　亜実 ｼｵﾉ ｱﾐ 大阪府 0:15:33 0:15:14
ファミリー2.7km 52 10137 長田　和真 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 長田　佳士 ﾅｶﾞﾀ ｶｲﾄ 大阪府 0:15:36 0:15:19
ファミリー2.7km 53 10162 中村　健樹 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｷ 中村　玄舟 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼｭｳ 京都府 0:15:41 0:15:29
ファミリー2.7km 54 10065 山口　絵美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐ 山口　菜々子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｺ 大阪府 0:15:43 0:15:32
ファミリー2.7km 55 10140 上田　豊治 ｳｴﾀﾞ ﾄﾖﾊﾙ 上田　理仁 ｳｴﾀﾞ ﾘﾋﾄ 大阪府 0:15:44 0:15:21
ファミリー2.7km 56 10069 松本　千里 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｻﾄ 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 大阪府 0:15:44 0:15:36
ファミリー2.7km 57 10145 藤沢　明子 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷｺ 藤沢　元輝 ﾌｼﾞｻ ｹﾞﾝｷ 兵庫県 0:15:45 0:15:30
ファミリー2.7km 58 10003 熊谷　瑞恵 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｴ 熊谷　蓮 ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝ 大阪府 0:15:49 0:15:21
ファミリー2.7km 59 10029 原　正芳 ﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 原 渉真 ﾊﾗ ｼｮｳﾏ 大阪府 0:15:54 0:15:27
ファミリー2.7km 60 10055 中谷　太一 ﾅｶﾀﾆ ﾀｲﾁ 中谷　亜依桜 ﾅｶﾀﾆ ｱｲﾗ 大阪府 0:16:09 0:15:53
ファミリー2.7km 61 10160 野崎　史子 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｺ 野崎　万由果 ﾉｻﾞｷ ﾏﾕｶ 京都府 0:16:14 0:15:45
ファミリー2.7km 62 10052 岡田　清香 ｵｶﾀﾞ ｻﾔｶ 岡田　峻 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 大阪府 0:16:15 0:15:56
ファミリー2.7km 63 10039 宇治田　昌彦 ｳｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 宇治田　悠一朗 ｳｼﾞﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府 0:16:16 0:15:54
ファミリー2.7km 64 10124 松本　美里 ﾏﾂﾓﾄ 松本 涼花 ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞｶ 京都府 0:16:19 0:16:00
ファミリー2.7km 65 10026 道添　裕二 ﾐﾁｿﾞｴ ﾕｳｼﾞ 道添 悠花 ﾐﾁｿﾞｴ ﾕｳｶ 大阪府 0:16:21 0:15:54
ファミリー2.7km 66 10066 蔵屋　美樹 ｸﾗﾔ ﾐｷ 蔵屋　錬士 ｸﾗﾔ ﾚﾝｼﾞ 大阪府 0:16:24 0:16:11
ファミリー2.7km 67 10009 西山　静香 ﾆｼﾔﾏ ｼｽﾞｶ 西山　直都 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ 大阪府 0:16:30 0:16:19
ファミリー2.7km 68 10104 宮本　聡史 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 宮本 陽向 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅﾀ 大阪府 0:16:31 0:16:07
ファミリー2.7km 69 10147 濱口　敬史 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 濱口　奈希 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾉ 大阪府 0:16:32 0:16:17
ファミリー2.7km 70 10061 藤　由貴 ﾌｼﾞ ﾕｷ 藤　将人 ﾌｼﾞ ﾏｻﾄ 大阪府 0:16:32 0:16:11
ファミリー2.7km 71 10023 岩　久貴 ｲﾜ ﾋｻﾀｶ 岩　美里 ｲﾜ ﾐｻﾄ 大阪府 0:16:38 0:16:12
ファミリー2.7km 72 10113 坂　祐作 ｻｶ ﾕｳｻｸ 坂　颯太 ｻｶ ｿｳﾀ 京都府 0:16:40 0:16:27
ファミリー2.7km 73 10068 西谷　浩一 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 西谷 莉瑚 ﾆｼﾀﾆ ﾘｺ 大阪府 0:16:41 0:16:28
ファミリー2.7km 74 10038 鈴木　道子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ 鈴木　友佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ 大阪府 0:16:42 0:16:25



ファミリー2.7km 75 10047 吉田　翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 吉田　咲翔 ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾄ 大阪府 0:16:43 0:16:28
ファミリー2.7km 76 10025 三島　健史 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ 三島 大和 ﾐｼﾏ ﾔﾏﾄ 大阪府 0:16:54 0:16:32
ファミリー2.7km 77 10050 廣瀬　貴生 ﾋﾛｾ ﾀｶｵ 廣瀬　真歩 ﾋﾛｾ ﾏﾎ 大阪府 0:16:55 0:16:33
ファミリー2.7km 78 10118 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 山田　茉奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 京都府 0:17:06 0:16:49
ファミリー2.7km 79 10125 後藤　愛実 ｺﾞﾄｳ ｴﾐ 後藤　拓巳 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 大阪府 0:17:07 0:16:56
ファミリー2.7km 80 10073 石原　歩 ｲｼﾊﾗ ｱﾕﾑ 石原　仁 ｲｼﾊﾗ ｼﾞﾝ 大阪府 0:17:08 0:16:42
ファミリー2.7km 81 10126 渡辺　謙二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 渡辺 小百合 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ 大阪府 0:17:11 0:16:54
ファミリー2.7km 82 10154 濱田　宏美 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 濱田 倖志 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼ 滋賀県 0:17:11 0:16:54
ファミリー2.7km 83 10102 下山　竜吾 ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ 下山　歩澄 ｼﾓﾔﾏ ﾎｽﾞﾑ 大阪府 0:17:14 0:16:48
ファミリー2.7km 84 10152 服田　達周 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 服田　晴風 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶｾﾞ 大阪府 0:17:14 0:16:56
ファミリー2.7km 85 10151 辻本　浩太 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 辻本　瑛介 ﾂｼﾞﾓﾄ ｴｲｽｹ 大阪府 0:17:17 0:16:58
ファミリー2.7km 86 10159 岸本　充浩 ｷｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 岸本　華恋 ｷｼﾓﾄ ｶﾚﾝ 大阪府 0:17:18 0:17:05
ファミリー2.7km 87 10101 土田　和昭 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 土田　彩愛 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾅ 大阪府 0:17:19 0:17:03
ファミリー2.7km 88 10097 田代　真知子 ﾀｼﾛ ﾏﾁｺ 田代　萌夏 ﾀｼﾛ ﾓｶ 大阪府 0:17:20 0:16:59
ファミリー2.7km 89 10088 篠田　尚保 ｼﾉﾀﾞ ﾅｵﾔｽ 篠田 優実 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳﾐ 大阪府 0:17:20 0:16:50
ファミリー2.7km 90 10081 山本　健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 山本 諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪府 0:17:28 0:17:03
ファミリー2.7km 91 10024 堂山　英次郎 ﾄﾞｳﾔﾏ ｴｲｼﾞﾛｳ 堂山　寛敦 ﾄﾞｳﾔﾏ ﾋﾛｱﾂ 大阪府 0:17:31 0:17:13
ファミリー2.7km 92 10002 吉田　孝幸 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 吉田　珀音 ﾖｼﾀﾞ ﾊｸﾄ 大阪府 0:17:32 0:17:02
ファミリー2.7km 93 10060 中本　けい ﾅｶﾓﾄ ｹｲ 中本　藍 ﾅｶﾓﾄ ｱｲ 大阪府 0:17:38 0:17:09
ファミリー2.7km 94 10057 湯本　充範 ﾕﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 湯本　花音 ﾕﾓﾄ ｶﾉﾝ 大阪府 0:17:39 0:17:18
ファミリー2.7km 95 10074 岡部　博明 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 岡部 巧実 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ 大阪府 0:17:39 0:17:10
ファミリー2.7km 96 10103 岡本　浩孝 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 岡本　悠生依 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲ 兵庫県 0:17:42 0:17:32
ファミリー2.7km 97 10008 石橋　史規 ｲｼﾊﾞｼ ﾌﾐﾉﾘ 石橋 悠希 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｷ 大阪府 0:17:43 0:17:29
ファミリー2.7km 98 10033 高谷　直子 ﾀｶﾔ ﾅｵｺ 高谷 咲貴 ﾀｶﾔ ｻｷ 大阪府 0:17:46 0:17:37
ファミリー2.7km 99 10067 山中　洋典 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 山中　蒼生 ﾔﾏﾅｶ ｱｵｲ 大阪府 0:17:56 0:17:29
ファミリー2.7km 100 10100 國田　吉直 ｸﾆﾀ ﾖｼﾅｵ 國田　夏瑞 ｸﾆﾀ ﾅﾂﾐ 大阪府 0:18:00 0:17:48
ファミリー2.7km 101 10084 槙野　麻人 ﾏｷﾉ ｱｻﾄ 槇野　現太 ﾏｷﾉ ｹﾞﾝﾀ 大阪府 0:18:04 0:17:40
ファミリー2.7km 102 10082 日下　佑子 ｸｻｶ ﾕｳｺ 日下　のぞみ ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ 大阪府 0:18:14 0:17:47
ファミリー2.7km 103 10086 西山　智子 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｺ 西山　夢乃 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾒﾉ 大阪府 0:18:15 0:17:57
ファミリー2.7km 104 10149 和田　亜紀 ﾜﾀﾞ ｱｷ 和田　亜月 ﾜﾀﾞ ｱﾂｷ 大阪府 0:18:15 0:17:53
ファミリー2.7km 105 10141 木本　卓朗 ｷﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 木本　莉子 ｷﾓﾄ ﾘｺ 大阪府 0:18:16 0:17:48
ファミリー2.7km 106 10045 松浦　一成 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 松浦　紗菜 ﾏﾂｳﾗ ｻﾅ 大阪府 0:18:18 0:17:54
ファミリー2.7km 107 10139 高尾　毅 ﾀｶｵ ﾀｹｼ 高尾　颯 ﾀｶｵ ﾊﾔﾃ 大阪府 0:18:20 0:17:51
ファミリー2.7km 108 10091 松藤　真紀 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾏｷ 松藤　千咲希 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾁｻｷ 石川県 0:18:21 0:17:59
ファミリー2.7km 109 10049 松本　知也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 松本 昌優 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 大阪府 0:18:24 0:18:06
ファミリー2.7km 110 10128 原　陽子 ﾊﾗ ﾖｳｺ 原　一花 ﾊﾗ ｲﾁｶ 大阪府 0:18:25 0:17:59
ファミリー2.7km 111 10022 奥平　真鈴 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾏﾘﾝ 奥平　寧々 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾈﾈ 大阪府 0:18:29 0:18:08
ファミリー2.7km 112 10031 兼平　幸子 ｶﾈﾋﾗ ｻﾁｺ 兼平 禅太 ｶﾈﾋﾗ ｾﾞﾝﾀ 大阪府 0:18:35 0:18:14
ファミリー2.7km 113 10043 辻　梓 ﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 辻 陸翔 ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ 大阪府 0:18:46 0:18:27



ファミリー2.7km 114 10054 水野　祥彰 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｱｷ 水野　愛香 ﾐｽﾞﾉ ｱｲｶ 大阪府 0:18:48 0:18:23
ファミリー2.7km 115 10083 永田　舞 ﾅｶﾞﾀ ﾏｲ 永田　愛莉珠 ﾅｶﾞﾀ ｱﾘｽ 大阪府 0:18:54 0:18:43
ファミリー2.7km 116 10130 山本　明子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ 山本　篤仁 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾄ 大阪府 0:18:57 0:18:29
ファミリー2.7km 117 10063 木島　淳 ｷｼﾞﾏ 木島 翔悟 ｷｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 大阪府 0:18:59 0:18:36
ファミリー2.7km 118 10098 桂　一郎 ｶﾂﾗ ｲﾁﾛｳ 桂　そら ｶﾂﾗ ｿﾗ 大阪府 0:19:04 0:18:35
ファミリー2.7km 119 10093 木田　周作 ｷﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 木田　穂花 ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ 大阪府 0:19:09 0:18:46
ファミリー2.7km 120 10122 岡崎　誠 ｵｶｻﾞｷ ﾏｺﾄ 岡崎 心菜実 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 大阪府 0:19:16 0:18:50
ファミリー2.7km 121 10040 吉岡　ひとみ ﾖｼｵｶ ﾋﾄﾐ 吉岡　そよ花 ﾖｼｵｶ ｿﾖｶ 京都府 0:19:19 0:19:04
ファミリー2.7km 122 10112 大木田　茂雄 ｵｵｷﾀ ｼｹﾞｵ 大木田　隼人 ｵｵｷﾀ ﾊﾔﾄ 兵庫県 0:19:20 0:19:07
ファミリー2.7km 123 10079 妹尾　晃良 ｾﾉｵ ｱｷﾗ 妹尾　遥香 ｾﾉｵ ﾊﾙｶ 大阪府 0:19:24 0:18:59
ファミリー2.7km 124 10095 川口　裕介 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 川口 煌斗 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾄ 大阪府 0:19:29 0:19:06
ファミリー2.7km 125 10027 道添　早由理 ﾐﾁｿﾞｴ ｻﾕﾘ 道添 颯太 ﾐﾁｿﾞｴ ｿｳﾀ 大阪府 0:19:30 0:19:03
ファミリー2.7km 126 10011 星野　真吾 ﾎｼﾉ ｼﾝｺﾞ 星野　紗花 ﾎｼﾉ ｻﾔｶ 大阪府 0:19:41 0:19:16
ファミリー2.7km 127 10129 福田　美文 ﾌｸﾀ ﾐﾌﾐ 福田 紗禾 ﾌｸﾀ ｻﾕｶ 大阪府 0:19:48 0:19:22
ファミリー2.7km 128 10006 井内　美枝子 ｲｳﾁ ﾐｴｺ 井内 日奈太 ｲｳﾁ ﾋﾅﾀ 大阪府 0:20:19 0:19:55
ファミリー2.7km 129 10150 林　祐太 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 林　暖人 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 大阪府 0:20:20 0:20:06
ファミリー2.7km 130 10059 湯本　智美 ﾕﾓﾄ ﾄﾓﾐ 湯本　翔太郎 ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 大阪府 0:20:21 0:20:02
ファミリー2.7km 131 10153 山内　康彦 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋｺ 山内　颯介 ﾔﾏｳﾁ ｿｳｽｹ 京都府 0:20:25 0:20:04
ファミリー2.7km 132 10020 松本　千春 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾊﾙ 松本 龍ノ助 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪府 0:20:25 0:20:01
ファミリー2.7km 133 10021 松本　周一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 松本 悠乃 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾉ 大阪府 0:20:25 0:20:02
ファミリー2.7km 134 10109 谷村　恵美 ﾀﾆﾑﾗ ｴﾐ 谷村　叡人 ﾀﾆﾑﾗ ｴｲﾄ 大阪府 0:20:42 0:20:15
ファミリー2.7km 135 10099 八木　幸 ﾔｷﾞ ﾕｷ 八木　寛太 ﾔｷﾞ ｶﾝﾀ 大阪府 0:20:42 0:20:15
ファミリー2.7km 136 10005 高橋　通浩 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾋﾛ 高橋　那月 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 大阪府 0:20:43 0:20:22
ファミリー2.7km 137 10111 渡邉　理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 渡邉 里桜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 大阪府 0:20:49 0:20:28
ファミリー2.7km 138 10114 明貝　春香 ﾐｮｳｶｲ ﾊﾙｶ 明貝 未歩 ﾐｮｳｶｲ ﾐｳ 大阪府 0:20:49 0:20:29
ファミリー2.7km 139 10004 田上　朋美 ﾀﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 田上　綺羅那 ﾀﾉｳｴ ｷﾗﾅ 大阪府 0:20:57 0:20:35
ファミリー2.7km 140 10016 島田　愛 ｼﾏﾀﾞ ｱｲ 島田　希愛 ｼﾏﾀﾞ ﾉｱ 大阪府 0:20:58 0:20:36
ファミリー2.7km 141 10157 伊坂　碧 ｲｻｶ ﾐﾄﾞﾘ 伊坂　みづき ｲｻｶ ﾐﾂﾞｷ 京都府 0:21:19 0:21:00
ファミリー2.7km 142 10042 渡辺　希美枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ 渡辺 大登 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾄ 大阪府 0:22:12 0:22:03
ファミリー2.7km 143 10015 吉岡　慎太郎 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 吉岡　凜太郎 ﾖｼｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 京都府 0:22:25 0:22:10
ファミリー2.7km 144 10012 星野　薫 ﾎｼﾉ ｶｵﾙ 星野　陽樹 ﾎｼﾉ ﾊﾙｷ 大阪府 0:22:46 0:22:21
ファミリー2.7km 145 10071 石川　明美 ｲｼｶﾜ ｱｹﾐ 石川　巧人 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ 大阪府 0:23:07 0:22:54
ファミリー2.7km 146 10087 外間　志典 ﾎｶﾏ ﾕｷﾉﾘ 外間　結人 ﾎｶﾏ ﾕｲﾄ 大阪府 0:23:38 0:23:19
ファミリー2.7km 147 10089 本田　優実 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾐ 本田　歓大 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾝﾀ 兵庫県 0:23:46 0:23:19
ファミリー2.7km 148 10117 松下　教代 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾁﾖ 松下　蛍 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾀﾙ 滋賀県 0:26:13 0:25:48
ファミリー2.7km 149 10116 小池　孝典 ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 小池　春子 ｺｲｹ ﾊﾙｺ 滋賀県 0:26:20 0:25:55


