
1 196 沖 和彦 ｵｷ ｶｽﾞﾋｺ 京都府 - 1:11:49 - 1
2 182 永田 雄次 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 京都府 - 1:22:22 +0:10:32 2
3 185 柳瀬 主稔 ﾔﾅｾ ｶｽﾞﾄｼ 大阪府 - 1:26:59 +0:15:09 4
4 202 針生 優希 ﾊﾘｳ ﾕｳｷ 滋賀県 - 1:30:59 +0:19:09 5
5 164 吉田 裕 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 - 1:31:43 +0:19:53 7
6 175 足立 直樹 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ 京都府 - 1:32:01 +0:20:11 8
7 162 安藤 仁志 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 京都府 - 1:32:22 +0:20:32 9
8 169 柿副 浩士 ｶｷｿﾞｴ ﾋﾛｼ 愛知県 - 1:35:31 +0:23:42 12
9 171 太田 嘉祐 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 滋賀県 - 1:35:37 +0:23:47 13

10 173 永田 浩之 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 - 1:35:45 +0:23:55 14
11 178 粟根 一成 ｱﾜﾈ ｶｽﾞﾅﾘ 京都府 - 1:39:06 +0:27:16 21
12 194 小巻 伊織 ｺﾏｷ ｲｵﾘ 京都府 - 1:39:16 +0:27:26 22
13 163 大石 博之 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 京都府 - 1:39:40 +0:27:50 23
14 176 野口 徹 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 京都府 - 1:41:27 +0:29:37 28
15 172 南 智明 ﾐﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 兵庫県 - 1:41:42 +0:29:52 30
16 168 明井 純 ｱｹｲ ｼﾞｭﾝ 京都府 - 1:41:58 +0:30:09 32
17 166 能美 茂 ﾉｳﾐ ｼｹﾞﾙ 大阪府 - 1:42:00 +0:30:10 33
18 184 小田 泰伸 ｵﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 京都府 - 1:42:26 +0:30:36 34
19 195 井桁 勇人 ｲｹﾞﾀ ﾕｳﾄ 京都府 - 1:44:24 +0:32:34 35
20 170 幅田 圭策 ﾊﾊﾞﾀ ｹｲｻｸ 京都府 - 1:46:02 +0:34:12 36
21 192 川村 敦 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂｼ 京都府 - 1:46:58 +0:35:08 37
22 201 小室 龍哉 ｺﾑﾛ ﾀﾂﾔ 京都府 - 1:48:30 +0:36:40 39
23 187 川口 桂司 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 京都府 - 1:51:53 +0:40:03 43
24 180 宮原 裕行 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 三重県 - 1:52:30 +0:40:40 44
25 160 太田 学 ｵｵﾀ ﾏﾅﾌﾞ 大阪府 - 1:52:49 +0:40:59 45
26 186 宮沢 文四郎 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾞﾝｼﾛｳ 京都府 - 1:55:20 +0:43:30 47
27 193 荒川 洋介 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｽｹ 京都府 - 1:57:12 +0:45:22 49
28 183 岡野 貞治 ｵｶﾉ ｻﾀﾞﾊﾙ 京都府 - 1:57:35 +0:45:45 52
29 177 後藤 晋司 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ 京都府 - 1:58:54 +0:47:04 53
30 198 輪形 宜弘 ﾜｶﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 京都府 - 2:05:29 +0:53:39 55
31 199 大西 太基 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｷ 京都府 - 2:06:10 +0:54:20 56
32 167 尾前 秀樹 ｵﾏｴ ﾋﾃﾞｷ 京都府 - 2:07:26 +0:55:36 58
33 165 木村 達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 京都府 - 2:08:23 +0:56:33 59
34 179 伊藤 章利 ｲﾄｳ ｱｷﾄｼ 京都府 - 2:13:41 +1:01:51 61
35 188 渡利 ヒトシ ﾜﾀﾘ ﾋﾄｼ 大阪府 - 2:21:00 +1:09:10 67
36 191 岡本 拓郎 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 大阪府 - 2:28:14 +1:16:24 68
37 181 田中 衛 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 京都府 - 2:32:01 +1:20:11 71
38 190 原田 幸広 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 大阪府 - 2:42:09 +1:30:19 73
39 200 井村 頼人 ｲﾑﾗ ﾖﾘﾋﾄ 大阪府 - 2:48:34 +1:36:44 74
- 161 寺井 正和 ﾃﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ 京都府 - DNF -
- 189 西田 敏彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 兵庫県 - DNF -

197 大橋 慶大 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ 京都府 - DNS
174 谷内 裕樹 ﾔﾁ ﾋﾛｷ 京都府 - DNS

エントリー: 43名

　【競技結果】 　■距離：ハーフ　男子　30歳～49歳クラス
　　スタート時刻：AM10:00:00 　　　　　　　　　　14/11/2022　　天候:曇りのち雨　気温:17.0℃

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム ﾄｯﾌﾟ差 総位

主催：フィールドフェスティバルin京都美山実行委員会　　後援：南丹市美山観光まちづくり協会 宮島振興会
支援協力：長谷区・茅野区・大野区・肱谷区　　協力：NOBY T&F CLUB、長谷区、大野区、ウィーラースクールジャパン
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