
第2回芦田城トレイルランニングレース

1/7（土）

スタート時間① スタート時間② ゼッケン カテゴリー 氏名 カナ 性別 年齢 都道府県 チーム名

10:00 11:30 1 バーティカル 古川 真也 フルカワ シンヤ 男 50 兵庫県 走る栄養研究所 RN

10:01 11:31 2 バーティカル 松坂 征博 マツサカ マサヒロ 男 46 兵庫県 走る栄養研究所 RN／OTRA

10:02 11:32 3 バーティカル 小畑 徹 オバタ トオル 男 60 兵庫県

10:03 - 4 バーティカル 高塚 千恵美 タカツカ チエミ 女 49 兵庫県 走る栄養研究所 RN
10:04 11:33 5 バーティカル 山本 諒馬 ヤマモト リョウマ 男 29 岡山県 イーグル工業／走る栄養研究所RN

14:00 15:00 6 バーティカル 万場 大 マンバ ハジメ 男 30 兵庫県 走る栄養研究所RN

1/8（日）

スタート時間 ゼッケン カテゴリー 氏名 カナ 性別 年齢 都道府県 チーム名

10:00 101 1周 岡本 憲昌 オカモト カズマサ 男 53 兵庫県

10:00 102 1周 垂水 恵光 タルミ エコウ 女 55 兵庫県 市島山楽会

10:00 当日 1周 森岡 弘介 モリオカ コウスケ 男 47 兵庫県 HYC

10:00 当日 1周 岩城 美仁 イワキ ヨシヒト 男 41 兵庫県 HYC

8:30 201 2周 毛戸 裕之 ケド ヒロユキ 男 39 兵庫県

8:30 202 2周 田淵 祐介 タブチ ユウスケ 男 38 兵庫県

8:30 203 2周 松坂 佳彦 マツサカ ヨシヒコ 男 40 兵庫県

8:30 204 2周 高塚 千恵美 タカツカ チエミ 女 49 兵庫県 走る栄養研究所RN

7:00 301 3周 万場 大 マンバ ハジメ 男 30 兵庫県 走る栄養研究所RN

7:00 302 3周 稲垣 洋 イナガキ ヒロシ 男 42 兵庫県 走る栄養研究所RN／TEAM☆SKY KYOTO／酒猿組

7:00 303 3周 古川 真也 フルカワ シンヤ 男 50 兵庫県

7:00 304 3周 松坂 征博 マツサカ マサヒロ 男 46 兵庫県

7:00 305 3周 三崎 康平 ミサキ コウヘイ 男 37 兵庫県

7:00 306 3周 小畑 徹 オバタ トオル 男 60 兵庫県

7:00 308 3周 横田 英嗣 ヨコタ ヒデツグ 男 48 兵庫県 新宮テニスクラブ

7:00 309 3周 小正 雄輝 コマサ ユウキ 男 39 兵庫県

7:00 310 3周 伊藤 明 イトウ アキラ 男 59 兵庫県 新宮テニスクラブ

7:00 311 3周 前田 義典 マエタ ヨシノリ 男 49 大阪府

7:00 当日 3周 岩城 裕治 イワキ ユウジ 男 54 京都府

カテゴリー 氏名 カナ 性別 年齢 都道府県 チーム名

コンバインド 万場 大 マンバ ハジメ 男 30 兵庫県 走る栄養研究所RN

コンバインド 古川 真也 フルカワ シンヤ 男 50 兵庫県 走る栄養研究所 RN

コンバインド 松坂 征博 マツサカ マサヒロ 男 46 兵庫県 走る栄養研究所 RN／OTRA

コンバインド 小畑 徹 オバタ トオル 男 60 兵庫県

コンバインド 山本 諒馬 ヤマモト リョウマ 男 28 岡山県 イーグル工業／走る栄養研究所RN


