
1 150 太田 憲宏 ｵｵﾀ ﾉﾘﾋﾛ 京都府 - 1:26:03 - 3
2 148 福田 英雄 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 - 1:31:11 +0:05:07 6
3 151 大牧 正幸 ｵｵﾏｷ ﾏｻﾕｷ 京都府 - 1:33:26 +0:07:22 10
4 142 島 正樹 ｼﾏ ﾏｻｷ 京都府 - 1:34:32 +0:08:28 11
5 127 岩村 頼和 ｲﾜﾑﾗ ﾖﾘｶｽﾞ 兵庫県 - 1:36:17 +0:10:13 15
6 143 篠原 聡 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄﾙ 京都府 - 1:36:36 +0:10:32 16
7 153 矢野 敦省 ﾔﾉ ｱﾂﾖｼ 京都府 - 1:36:53 +0:10:49 17
8 128 片山 雅之 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 大阪府 - 1:37:35 +0:11:31 18
9 157 井村 貴富 ｲﾑﾗ ﾀｶﾄﾐ 京都府 - 1:38:19 +0:12:15 19

10 144 池田 一也 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 京都府 - 1:38:47 +0:12:43 20
11 132 塩本 武弘 ｼｵﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 兵庫県 - 1:40:03 +0:13:59 24
12 126 入江 賢 ｲﾘｴ ﾏｻﾙ 京都府 - 1:40:20 +0:14:16 26
13 156 柴田 学 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 - 1:41:37 +0:15:33 29
14 149 青木 孝憲 ｱｵｷ ﾀｶﾉﾘ 徳島県 - 1:41:50 +0:15:47 31
15 133 廣岡 秀一 ﾋﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ 京都府 - 1:47:35 +0:21:31 38
16 117 吉岡 毅 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 奈良県 - 1:51:00 +0:24:56 40
17 139 矢野 善之 ﾔﾉ ﾖｼﾕｷ 大阪府 - 1:51:00 +0:24:56 41
18 137 森田 良 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ 兵庫県 - 1:51:15 +0:25:11 42
19 134 末松 英樹 ｽｴﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 - 1:53:06 +0:27:02 46
20 159 関野 泰一 ｾｷﾉ ﾀｲｲﾁ 京都府 - 1:56:52 +0:30:48 48
21 122 則直 慎也 ﾉﾘﾅｵ ｼﾝﾔ 福井県 - 1:57:19 +0:31:15 50
22 145 北田 隆義 ｷﾀﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 大阪府 - 1:57:32 +0:31:28 51
23 114 市川 幸次 ｲﾁｶﾜ ｺｳｼﾞ 静岡県 - 1:59:20 +0:33:16 54
24 140 鈴木 康史 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 兵庫県 - 2:07:08 +0:41:04 57
25 131 池渕 郁生 ｲｹﾌﾞﾁ ｲｸｵ 大阪府 - 2:12:44 +0:46:40 60
26 118 西井 孝範 ﾆｼｲ ﾀｶﾉﾘ 奈良県 - 2:16:45 +0:50:41 62
27 154 森 茂樹 ﾓﾘ ｼｹﾞｷ 京都府 - 2:17:01 +0:50:57 63
28 123 石川 渉 ｲｼｶﾜ ｼｮｳ 京都府 - 2:18:44 +0:52:40 64
29 121 谷口 純司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 兵庫県 - 2:20:10 +0:54:06 65
30 115 橋本 隆夫 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ 京都府 - 2:20:30 +0:54:26 66
31 138 芳野 誠一 ﾖｼﾉ ｾｲｲﾁ 福井県 - 2:28:24 +1:02:20 69
32 146 家上 治雄 ｲｴｶﾞﾐ ﾊﾙｵ 兵庫県 - 2:29:49 +1:03:46 70
33 125 西田 正直 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 京都府 - 2:37:21 +1:11:17 72
34 155 重野 周作 ｼｹﾞﾉ ｼｭｳｻｸ 京都府 - 2:49:16 +1:23:13 75
35 116 大槻 正輝 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾃﾙ 京都府 - 2:53:16 +1:27:12 76
- 130 安田 正志 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｼ 京都府 - DNF -

158 中内 琢磨 ﾅｶｳﾁ ﾀｸﾏ 兵庫県 - DNS
152 青木 亮 ｱｵｷ ｱｷﾗ 京都府 - DNS
147 池端 政宏 ｲｹﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 - DNS
141 川畑 淳 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 京都府 - DNS
136 中森 正和 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 兵庫県 - DNS
135 六川 正也 ﾛｸｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 奈良県 - DNS
129 仲村 慶一 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁ 兵庫県 - DNS
124 丸山 孝 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 大阪府 - DNS
120 岸本 直也 ｷｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 兵庫県 - DNS
119 奥田 勝彦 ｵｸﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 京都府 - DNS

エントリー: 46名

　【競技結果】 　■距離：ハーフ　男子　50歳以上クラス
　　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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