
1 360 河内 秀行 ｶﾜﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 兵庫県 - 0:40:55 - 4
2 352 松尾 博史 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ 京都府 - 0:42:06 +01:11 6
3 357 花野 治 ﾊﾅﾉ ｵｻﾑ 京都府 - 0:44:48 +03:53 8
4 354 岡田 純一 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府 - 0:46:33 +05:37 11
5 355 柴山 和久 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 京都府 - 0:48:04 +07:09 12
6 356 上嶋 晃弘 ｳｴｼﾏ ｱｷﾋﾛ 京都府 - 0:48:51 +07:56 13
7 363 中嶋 輝男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｵ 京都府 - 0:49:47 +08:51 14
8 353 岩田 宇司 ｲﾜﾀ ﾀｶｼ 京都府 - 0:52:59 +12:04 17
9 339 三原 幸夫 ﾐﾊﾗ ﾕｷｵ 大阪府 - 0:56:55 +16:00 23

10 340 市山 秀典 ｲﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 京都府 - 0:57:12 +16:16 24
11 343 小林 信義 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 大阪府 - 0:57:33 +16:37 27
12 341 羽生 順一郎 ﾊﾌﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛媛県 - 0:57:59 +17:04 28
13 334 井上 智志 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 兵庫県 - 0:58:05 +17:10 29
14 350 松本 真俊 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 京都府 - 0:58:34 +17:38 30
15 359 綱木 康朝 ﾂﾅｷ ﾔｽﾄﾓ 大阪府 - 0:58:45 +17:50 31
16 362 石田 秋則 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 京都府 - 1:01:15 +20:19 35
17 332 善本 勝己 ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾐ 大阪府 - 1:03:42 +22:47 37
18 345 中澤 喜之 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 京都府 - 1:05:35 +24:39 39
19 344 塩川 要 ｼｵｶﾜ ｶﾅﾒ 京都府 - 1:05:59 +25:04 41
20 361 岡本 仁 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ 京都府 - 1:07:04 +26:09 43
21 346 川筋 秀樹 ｶﾜｽｼﾞ ﾋﾃﾞｷ 京都府 - 1:08:49 +27:54 49
22 351 山口 敦史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 京都府 - 1:09:29 +28:34 50
23 333 新谷 康三 ｼﾝﾀﾆ ｺｳｿﾞｳ 福井県 - 1:09:49 +28:54 51
24 348 橘 芳美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾐ 滋賀県 - 1:10:12 +29:17 52
25 337 伊佐 正 ｲｻ ﾀﾀﾞｼ 京都府 - 1:10:25 +29:29 53
26 349 笹原 祥市 ｻｻﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 兵庫県 - 1:10:55 +30:00 54
27 336 冨永 達 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄｵﾙ 京都府 - 1:12:21 +31:26 55
28 338 小川 衛 ｵｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 京都府 - 1:16:08 +35:13 57
29 347 和田 哲朗 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 兵庫県 - 1:16:37 +35:42 58
30 331 岡 高茂 ｵｶ ﾀｶｼｹﾞ 京都府 - 1:17:04 +36:09 59
31 342 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾄ 大阪府 - 1:17:22 +36:27 60
32 330 中江 正晴 ﾅｶｴ ﾏｻﾊﾙ 兵庫県 - 1:17:40 +36:44 61

358 福田 正剛 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｺﾞｳ 京都府 - DNS
335 石飛 肇 ｲｼﾄﾋﾞ ﾊｼﾞﾒ 兵庫県 - DNS

エントリー: 34名

　【競技結果】 　■距離：10ｋｍ　男子　50歳以上クラス
　　スタート時刻：AM10:10:00 　　　　　　　　　　13/11/2022　　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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