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順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
1 214 2:26:20 伊藤　朋一 ｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ 滋賀県
2 237 2:26:20 吉田　岳生 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｵ 福井県
3 126 2:35:46 岩田　昭平 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 京都府
4 105 2:36:58 阪本　修平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 京都府
5 117 2:41:03 江口　航平 ｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 京都府
6 106 2:41:32 藤原　英司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴｲｼﾞ 京都府
7 231 2:41:42 宮前　高博 ﾐﾔﾏｴ ﾀｶﾋﾛ 京都府
8 205 2:44:08 室井　拓 ﾑﾛｲ ﾀｸ 京都府
9 228 2:54:20 西川　剛 ﾆｼｶﾜ ﾂﾖｼ 京都府

10 305 2:54:33 奥村　良徳 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 京都府
11 226 2:56:26 早川　守 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾓﾙ 京都府
12 110 2:58:50 青木　崇真 ｱｵｷ ﾀｶﾏｻ 大阪府
13 301 3:00:06 上田　勝弘 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 奈良県
14 210 3:01:09 藤原　徹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 京都府
15 118 3:01:18 新見　亮太 ｼﾝﾐ ﾘｮｳﾀ 京都府
16 248 3:03:03 樫木　章人 ｶｼｷ ｱｷﾋﾄ 京都府
17 219 3:03:49 山本　敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪府
18 309 3:07:02 樽井　一郎 ﾀﾙｲ ｲﾁﾛｳ 滋賀県
19 247 3:08:33 宮城　康司 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ 京都府
20 111 3:09:29 吉田　慎吾 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 滋賀県
21 202 3:13:22 藤田　要 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅﾒ 京都府
22 115 3:13:53 安田　力也 ﾔｽﾀﾞ ﾘｷﾔ 京都府
23 121 3:15:03 安藤　圭吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 京都府
24 125 3:16:31 石川　篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 兵庫県
25 222 3:16:48 酒井　大悟 ｻｶｲ ﾀﾞｲｺﾞ 大阪府
26 406 3:16:56 McCullough　David ﾏｶﾙｸ ﾃﾞﾋﾞﾄﾞ 京都府
27 104 3:18:02 鈴木　大河 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 京都府
28 328 3:19:09 今川　敬 ｲﾏｶﾞﾜ ｹｲ 大阪府
29 251 3:19:43 宮下　幸延 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 京都府
30 103 3:20:24 竹内　健一 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ 京都府
31 411 3:21:38 鍵谷　昌之 ｶｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 兵庫県
32 412 3:21:55 児玉　宗正 ｺﾀﾞﾏ ﾑﾈﾏｻ 京都府
33 211 3:23:08 田中　仁 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 滋賀県
34 227 3:24:36 ピジャー　ベルトランﾋﾟｼﾞｬｰ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ 京都府
35 239 3:27:19 松元　孝臣 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｵﾐ 滋賀県
36 124 3:28:13 長島　研 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝ 京都府
37 203 3:29:22 三角　敏浩 ﾐｽﾐ ﾄｼﾋﾛ 大阪府
38 241 3:30:38 小泉　信一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 兵庫県
39 243 3:31:21 大田　ダイスケ ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県
40 234 3:31:35 五十棲　新也 ｲｿｽﾞﾐ ｼﾝﾔ 京都府
41 114 3:33:29 玉山　健太郎 ﾀﾏﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 滋賀県
42 404 3:35:40 安達　良昭 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ 京都府
43 221 3:36:06 久保田　敏裕 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 京都府
44 112 3:36:18 柴田　将太 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀ 奈良県
45 245 3:36:33 宮本　永一 ﾐﾔﾓﾄ ｴｲｲﾁ 京都府
46 235 3:37:32 水谷　匡 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 京都府
47 220 3:38:58 柳本　和彦 ﾔﾅﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府
48 306 3:39:12 小池　康弘 ｺｲｹ ﾔｽﾋﾛ 京都府
49 325 3:39:16 南井　巌 ﾐﾅｲ ｲﾜｵ 滋賀県

第3回山村都市交流の森 花背トレイルラン 公式記録（男女総合）

男子総合



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
50 116 3:40:15 山口　昌宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 大阪府
51 326 3:40:44 谷口　聡 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄｼ 岐阜県
52 340 3:41:03 明里　貴弘 ｱｶﾘ ﾀｶﾋﾛ 大阪府
53 350 3:41:21 上田　幸司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 京都府
54 240 3:41:38 小菅　秀明 ｺｽｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府
55 346 3:43:02 竹内　康行 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 京都府
56 319 3:43:35 秋元　正行 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 京都府
57 232 3:44:24 青野　哲也 ｱｵﾉ ﾃﾂﾔ 京都府
58 233 3:45:03 宇治田　敏 ｳｼﾞﾀ ｻﾄｼﾞ 兵庫県
59 343 3:46:34 熊崎　哲雄 ｸﾏｻﾞｷ ﾃﾂｵ 京都府
60 327 3:48:02 浅田　洋史 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｼ 京都府
61 312 3:49:18 築山　智 ﾂｷﾔﾏ ｻﾄｼ 京都府
62 123 3:49:34 宮城　和章 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞｱｷ 京都府
63 310 3:50:31 川勝　英樹 ｶﾜｶﾂ ﾋﾃﾞｷ 京都府
64 330 3:50:46 安堂　里志 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 大阪府
65 315 3:51:45 横内　太治 ﾖｺｳﾁ ﾀｲｼﾞ 京都府
66 108 3:52:11 臼井　博俊 ｳｽｲ ﾋﾛﾄｼ 京都府
67 403 3:52:28 森口　雅和 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 京都府
68 413 3:54:05 藤田　耕平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 京都府
69 311 3:56:51 松本　浩介 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 兵庫県
70 246 3:57:48 山名　智公 ﾔﾏﾅ ﾁｻﾄ 京都府
71 402 3:59:28 藤田　一登 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 京都府
72 428 3:59:40 立石　稔 ﾀﾃｲｼ ﾐﾉﾙ 滋賀県
73 303 4:00:16 内海　敏夫 ｳﾂﾐ ﾄｼｵ 京都府
74 339 4:00:44 呉本　雅幸 ｸﾚﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大阪府
75 317 4:02:06 河瀬　宗憲 ｶﾜｾ ｿｳｹﾝ 京都府
76 217 4:02:12 徳田　正彦 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 京都府
77 322 4:02:29 小林　尚史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 大阪府
78 107 4:05:14 河原林　尚 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 京都府
79 316 4:05:22 入佐　俊明 ｲﾘｻ ﾄｼｱｷ 大阪府
80 308 4:05:30 岸　真澄 ｷｼ ﾏｽﾐ 京都府
81 120 4:07:10 宮岸　正佳 ﾐﾔｷﾞｼ ﾏｻﾖｼ 兵庫県
82 420 4:08:36 竹脇　真 ﾀｹﾜｷ ﾏｺﾄ 京都府
83 313 4:09:58 栗本　光章 ｸﾘﾓﾄ ｺｳｼﾖｳ 奈良県
84 342 4:10:21 松本　繁巳 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾐ 京都府
85 320 4:10:27 冨永　聡 ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 奈良県
86 250 4:10:52 狹間　敏徳 ﾊｻﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 大阪府
87 206 4:12:57 猿橋　正芳 ｻﾙﾊｼ ﾏｻﾖｼ 京都府
88 242 4:13:43 豊川　禧成 ﾄﾖｶﾜ ﾖｼﾅﾘ 京都府
89 341 4:14:40 橋詰　英樹 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾃﾞｷ 滋賀県
90 314 4:15:04 藤ノ井　誠司 ﾌｼﾞﾉｲ ｾｲｼﾞ 京都府
91 421 4:15:34 町田　敏和 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 大阪府
92 307 4:16:21 安本　悟 ﾔｽﾓﾄ ｻﾄﾙ 大阪府
93 321 4:17:20 花木　修 ﾊﾅｷ ｵｻﾑ 京都府
94 323 4:18:57 細井　勝博 ﾎｿｲ ｶﾂﾋﾛ 京都府
95 423 4:18:58 仲井　秋雄 ﾅｶｲ ｱｷｵ 京都府
96 225 4:20:59 間中　伸也 ﾏﾅｶ ｼﾝﾔ 埼玉県
97 324 4:23:35 宮崎　健二 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 奈良県
98 418 4:23:42 山地　孝明 ﾔﾏｼﾞ ﾀｶｱｷ 大阪府
99 416 4:26:40 青木　正雄 ｱｵｷ ﾏｻｵ 大阪府
100 223 4:27:29 市成　昇寛 ｲﾁﾅﾘ ﾉﾘﾋﾛ 兵庫県
101 405 4:28:48 伊藤　雅晴 ｲﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 京都府
102 419 4:29:36 下村　喜也 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾅﾘ 奈良県
103 212 4:30:41 福田　敦 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 兵庫県
104 417 4:34:16 橋本　康 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｼ 大阪府



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
105 224 4:36:37 西堀　吾郎 ﾆｼﾎﾞﾘ ｺﾞﾛｳ 京都府
106 229 4:38:03 森口　慎一 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 京都府
107 337 4:38:41 岩鼻　敏明 ｲﾜﾊﾅ ﾄｼｱｷ 兵庫県
108 331 4:40:31 道下　潤 ﾐﾁｼﾀ ｼﾞｭﾝ 大阪府
109 425 4:40:49 山田　定男 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 大阪府
110 318 4:40:54 中川　正良 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 三重県
111 345 4:45:31 藤谷　徳孝 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾉﾘﾀｶ 大阪府
112 215 4:47:35 寺岡　宏治 ﾃﾗｵｶ ｺｳｼﾞ 京都府
113 207 4:48:00 山本　博巳 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 兵庫県
114 216 4:48:05 木村　太 ｷﾑﾗ ﾌﾄｼ 京都府
115 344 4:52:39 梶浦　孝之 ｶｼﾞｳﾗ ﾀｶﾕｷ 兵庫県
116 304 4:52:44 木村　輝 ｷﾑﾗ ﾃﾙ 京都府
117 409 4:58:19 中川　則春 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾊﾙ 大阪府
118 401 4:59:53 西村　元志 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｼ 大阪府
119 113 5:06:05 河原林　淳 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 長崎県
120 218 5:07:29 末澤　政人 ｽｴｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 兵庫県
121 410 5:11:07 中野　護 ﾅｶﾉ ﾏﾓﾙ 大阪府
122 414 5:12:29 太田　権守 ｵｵﾀ ｹﾝｼｭ 奈良県
123 429 5:12:57 川瀬　浩一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府
124 122 5:13:46 森尾　晃吉 ﾓﾘｵ ｱｷﾖｼ 兵庫県
125 336 5:13:55 斎藤　晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 大阪府
126 332 5:14:51 亀井　琢人 ｶﾒｲ ﾀｸﾄ 大阪府
127 422 5:17:37 津波古　光一 ﾂﾊｺ ｺｳｲﾁ 沖縄県
128 424 5:19:27 河村　信男 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 京都府
129 415 5:24:11 久保　敏 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 京都府
130 427 5:25:45 田渕　俊治 ﾀﾌﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 京都府
131 302 5:25:58 赤崎　宏治 ｱｶｻｷ ｺｳｼﾞ 京都府
132 338 5:27:20 志田　俊宏 ｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 京都府
DNF 407 - ペニョ　パスカル ﾍﾟﾆｮ ﾊﾟｽｶﾙ 京都府
DNF 348 - 大西　幹雄 ｵｵﾆｼ ﾐｷｵ 兵庫県
DNF 349 - 石井　裕康 ｲｼｲ ﾋﾛﾔｽ 京都府
DNS 101 - 中川　拓徒 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾄ 三重県
DNS 102 - 松崎　通弘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾁﾋﾛ 京都府
DNS 109 - 河村　亮輔 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 京都府
DNS 119 - 奥田　雅史 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｼ 大阪府
DNS 201 - 上垣　篤 ｳｴｶﾞｷ ｱﾂｼ 京都府
DNS 204 - Hoerning　Marcel ﾎｰﾙﾆﾝｸﾞ ﾏﾙｾﾙ 京都府
DNS 208 - 中尾　勝洋 ﾅｶｵ ｶﾂﾋﾛ 京都府
DNS 209 - 織田　一貴 ｵﾘﾀ ｶｽﾞｷ 大阪府
DNS 213 - 早野　秀人 ﾊﾔﾉ ﾋﾃﾞﾄ 兵庫県
DNS 230 - 村上　善嗣 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾂｸﾞ 京都府
DNS 236 - 川島　実 ｶﾜｼﾏ ﾐﾉﾙ 奈良県
DNS 238 - Pryce　John ﾌﾟﾗｲｽ ｼﾞｮﾝ 京都府
DNS 244 - 森　善幸 ﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 滋賀県
DNS 249 - 森　哲郎 ﾓﾘ ﾃﾂﾛｳ 大阪府
DNS 329 - 真崎　義久 ﾏｻｷ ﾖｼﾋｻ 京都府
DNS 333 - 山本　真 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 兵庫県
DNS 334 - 吉岡　英生 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ 奈良県
DNS 335 - 惣坊　賢治 ｿｳﾎﾞｳ ｹﾝｼﾞ 大阪府
DNS 347 - 前中　良夫 ﾏｴﾅｶ ﾖｼｵ 滋賀県
DNS 408 - 中山　順司 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 京都府
DNS 426 - 石坂　俊雄 ｲｼｻﾞｶ ﾄｼｵ 三重県
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順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
1 501 3:09:21 Bazilchuk　Molly Bazilchuk Molly 京都府
2 504 3:13:30 安田　直子 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｺ 京都府
3 609 3:14:30 山本　可奈子 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 滋賀県
4 607 3:26:26 夜久　有子 ﾔｸ ﾕｳｺ 京都府
5 712 3:43:23 石原　久美 ｲｼﾊﾗ ｸﾐ 京都府
6 702 3:47:17 尾花　康子 ｵﾊﾞﾅ ﾔｽｺ 京都府
7 618 3:48:23 志水　真美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾐ 兵庫県
8 713 3:53:05 久野　淳子 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県
9 612 3:54:11 武内　智枝子 ﾀｹｳﾁ ﾁｴｺ 京都府

10 701 3:57:53 齋木　博美 ｻｲｷ ﾋﾛﾐ 大阪府
11 505 4:00:09 江口　友恵 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｴ 京都府
12 602 4:05:41 玉田　友紀 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｷ 大阪府
13 715 4:06:21 山田　直子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 奈良県
14 503 4:09:55 森田　利佳 ﾓﾘﾀ ﾘｶ 大阪府
15 709 4:10:04 田渕　百合 ﾀﾌﾞﾁ ﾕﾘ 京都府
16 508 4:13:37 柴田　亜希 ｼﾊﾞﾀ ｱｷ 兵庫県
17 613 4:14:10 香月　晶 ｶﾂｷ ｱｷﾗ 大阪府
18 621 4:14:46 川崎　詩乃 ｶﾜｻｷ ｼﾉ 京都府
19 506 4:16:29 山路　さと子 ﾔﾏｼﾞ ｻﾄｺ 大阪府
20 805 4:22:41 荒木　由美子 ｱﾗｷ ﾕﾐｺ 大阪府
21 704 4:22:48 藤ノ井　祐子 ﾌｼﾞﾉｲ ﾕｳｺ 京都府
22 605 4:23:42 門田　直子 ｶﾄﾞﾀ ﾅｵｺ 大阪府
23 625 4:24:52 植村　器宇美 ｳｴﾑﾗ ｷｳﾐ 兵庫県
24 803 4:25:05 亀井　有子 ｶﾒｲ ﾕｳｺ 滋賀県
25 608 4:33:22 小野寺　智子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓｺ 大阪府
26 714 4:37:29 元野　純子 ﾓﾄﾉ ｼﾞｭﾝｺ 京都府
27 710 4:37:51 福田　珠己 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏﾐ 京都府
28 616 4:41:16 斎藤　由花 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 大阪府
29 619 4:42:35 中西　真紀 ﾅｶﾆｼ ﾏｷ 京都府
30 716 4:44:14 田邉　久美孑 ﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 滋賀県
31 614 4:49:50 松森　絵里奈 ﾏﾂﾓﾘ ｴﾘﾅ 大阪府
32 804 4:53:13 中村　惠子 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 大阪府
33 801 4:56:00 三木　直子 ﾐｷ ﾅｵｺ 京都府
34 802 5:01:59 尾崎　礼佳 ｵｻﾞｷ ｱﾔｶ 京都府
35 615 5:02:45 山本　和栄 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｴ 兵庫県
36 604 5:04:39 八木　直美 ﾔｷﾞ ﾅｵﾐ 京都府
37 610 5:06:42 石川　牧子 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府
38 806 5:13:49 寺園　安基子 ﾃﾗｿﾞﾉ ｱｷｺ 大阪府
39 707 5:14:45 上村　栄子 ｳｴﾑﾗ ｴｲｺ 滋賀県
40 620 5:17:12 原　志都子 ﾊﾗ ｼﾂﾞｺ 大阪府
41 611 5:17:13 野田　恵美子 ﾉﾀﾞ ｴﾐｺ 京都府
42 617 5:17:14 常田　めぐみ ﾄｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 京都府
43 706 5:20:58 早瀬　智子 ﾊﾔｾ ﾄﾓｺ 京都府
44 622 5:22:46 石部　由香 ｲｼﾍﾞ ﾕｶ 愛知県

DNF 807 - 酒井　直子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 京都府
DNS 502 - 楠本　小百合 ｸｽﾓﾄ ｻﾕﾘ 京都府
DNS 507 - 安藤　有理 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 京都府
DNS 601 - 橋本　幸子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｺ 大阪府
DNS 603 - 三澤　愛 ﾐｻﾜ ｱｲ 京都府

女子総合

第3回山村都市交流の森 花背トレイルラン 公式記録（男女総合）



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
DNS 606 - 羽田　敏子 ﾊﾀﾞ ﾄｼｺ 兵庫県
DNS 623 - 中山　直子 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｺ 大阪府
DNS 624 - 惣司　亮子 ｿｳﾂｶ ｱｷｺ 京都府
DNS 703 - 中嶋　美紀子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷｺ 大阪府
DNS 705 - 森　美樹 ﾓﾘ ﾐｷ 奈良県
DNS 708 - 松田　発世 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾂﾖ 京都府

DNS 711 - 柾木　明美 ﾏｻｷ ｱｹﾐ 京都府

DNS 808 - 池原　満 ｲｹﾊﾗ ﾐﾂﾙ 福井県


