
ゼッケン 種⽬ ⽒名 ⽒名カナ 性別 年齢 都道府県
1 120km 竪野 勝 タテノ マサル 男性 56 広島県
2 120km 富⼭ 椋介 トミヤマリョウスケ 男性 26 兵庫県
3 120km ⼭本 諒⾺ ヤマモトリョウマ 男性 27 岡⼭県
4 120km 城倉 雅次 シロクラ マサジ 男性 61 ⻑野県
5 120km 万場 ⼤ マンバ ハジメ 男性 29 兵庫県
6 120km 幸野 成敏 コウノ ナルトシ 男性 40 京都府
7 120km 岩根 康朗 イワネ ヤスオ 男性 58 兵庫県
8 120km 辻本 哲也 ツジモト テツヤ 男性 35 千葉県
9 120km ⿊⽥ 憲造 クロダ ケンゾウ 男性 44 茨城県

10 120km 吉⽥ 眞⼆郎 ヨシダ シンジロウ 男性 63 兵庫県
11 120km ⼀堂 啓介 イチドウ ケイスケ 男性 36 東京都
12 120km 廣岡 栄⼀ ヒロオカ ヒデカズ 男性 44 兵庫県
13 120km 奥⼭ 知⽣ オクヤマ トモノリ 男性 51 岡⼭県
14 120km 渡辺 彦道 ワタナベ ヒコミチ 男性 46 岡⼭県
15 120km 稲次 寿史 イナジ ヒサシ 男性 47 兵庫県

マーシャル 120km 若岡 拓也 ワカオカ タクヤ 男性 36 福岡県

801 80km 櫻⽊ ⼤輔 サクラギ ダイスケ 男性 51 ⾹川県
802 80km 村⼭ 友哉 ムラヤマ トモヤ 男性 21 ⼤阪府
803 80km 荻⽥ 晃久 オギタ テルヒサ 男性 51 ⼤阪府
804 80km 坂本 美⾥ サカモト ミサト ⼥性 43 京都府
805 80km 沼⽣ 隆 ヌマニュウ タカシ 男性 44 栃⽊県
806 80km 森川 裕史 モリカワ ユウジ 男性 58 兵庫県
807 80km ⻄尾 ⻯⼀ ニシオ リュウイチ 男性 32 京都府
808 80km 有⾺ 智之 アリマ トモユキ 男性 35 ⼤阪府
809 80km 吉村 憲彦 ヨシムラ ノリヒコ 男性 34 ⼤阪府
810 80km 楠本 嘉彦 クスモト ヨシヒコ 男性 51 東京都
811 80km ⾼松 寛之 タカマツ ヒロユキ 男性 41 ⼤阪府
812 80km 稲垣 洋 イナガキ ヒロシ 男性 41 兵庫県
813 80km 中⼒ 功 チュウリキ イサオ 男性 51 岡⼭県
814 80km 松野 幸夫 マツノ ユキオ 男性 57 兵庫県
815 80km 武市 ⾹⾥ タケイチ カオリ ⼥性 29 広島県
816 80km ⽯⿊ 英之 イシグロ ヒデユキ 男性 57 兵庫県
817 80km ⽵原 ⼤地 タケハラ ダイチ 男性 38 兵庫県
818 80km ⾼松 均 タカマツ ヒトシ 男性 29 東京都
819 80km 後藤 涼⼦ ゴトウ リョウコ ⼥性 34 岡⼭県

16 80km 近藤 淳也 コンドウ ジュンヤ 男性 45 京都府



401 40km ⾜⽴ 伸⼀ アダチシ ンイチ 男性 45 ⼤阪府
402 40km ⽯盛 真徳 イシモリ マサノリ 男性 47 京都府
403 40km 織林 翔 オリバヤシ ショウ 男性 38 兵庫県
404 40km 中川 正栄 ナカガワ ショウエイ 男性 48 兵庫県
405 40km ⾼野 慎⼀ タカノ シンイチ 男性 49 ⼤阪府
406 40km 坂井 敏浩 サカイ トシヒロ 男性 51 ⼤阪府
407 40km 武⽥ 将⾏ タケダ マサユキ 男性 50 兵庫県

40km招待 40km 篠原 孝 シノハラ  タカシ 男性 41 兵庫県
40km招待 40km 藤尾 敦史 フジオ アツシ 男性 47 兵庫県
おいエナ 40km ⾕橋 洋平 タニハシ ヨウヘイ 男性 40 福井県

201 20km 池⽥ 光政 イケダ ミツマサ 男性 63 静岡県
202 20km ⾕⼝ 武⼠ タニグチ タケシ 男性 46 和歌⼭県
203 20km 政 博⼦ マサ ヒロコ ⼥性 51 ⼤阪府
204 20km ⼤野 愛雄 オオノ ヨシオ 男性 40 兵庫県
205 20km ⾼塚 千恵美 タカツカ チエミ ⼥性 47 ⼤阪府
206 20km 垂⽔ 恵光 タルミ エコウ ⼥性 53 兵庫県
207 20km 清⽥ 広輝 セイタ コウキ 男性 34 神奈川県
208 20km ⻄⽥ 康孝 ニシダ ヤスタカ 男性 41 岡⼭県
209 20km 中村 友⾹理 ナカムラ ユカリ ⼥性 45 兵庫県

101 10km ⻫藤 賢史 サイトウ ケンジ 男性 63 兵庫県
102 10km 政岡 宏保 マサオカ ヒロヤス 男性 46 ⼤阪府
103 10km ⻄村 博志 ニシムラ ヒロシ 男性 65 ⼤阪府
104 10km 三宅 雅⼦ ミヤケ マサコ ⼥性 56 兵庫県
105 10km 島⾕ 忠幸 シマタニ タダユキ 男性 49 兵庫県
106 10km 楠本 忠司 クスモト タダシ 男性 47 京都府
107 10km ⼭⼝ 聡 ヤマグチ サトシ 男性 39 兵庫県
108 10km ⾐笠 美千代 キヌガサ ミチヨ ⼥性 55 兵庫県
109 10km 篠原 由紀⼦ シノハラ ユキコ ⼥性 42 兵庫県

901 キッズ2km 政岡 慧樹 マサオカ サトキ 男性 8 ⼤阪府
902 キッズ2km ⼭⼝ 瑛杜 ヤマグチ エイト 男性 兵庫県
903 キッズ2km ⼭⼝ 琉花 ヤマグチ ルカ ⼥性 兵庫県
904 キッズ2km 篠原 颯希 シノハラ フウキ 男性 10 兵庫県


