
ｾﾞｯｹﾝNO 名前 フリガナ チーム 備考 着順 記録

1 高木 智哉 タカギトモヤ 太陽が丘JC 1 5:31:42

32 川上 瑛大 カワカミエイタ 未来ランラン太陽が丘 小学生 2 5:34:23

36 大継 詩乃 オオツグ シノ 宇治城陽陸上クラブ 小学生 3 5:34:86

39 川中 真里 カワナカマリ マソ練 4 5:35:29

38 中村 敏克 ナカムラトシカツ 5 5:43:77

35 多賀野 泰之 タガノヤスユキ 太陽が丘JC 6 5:46:56

43 竹ノ下 竜瞳 タケノシタリドウ 宇治城陽陸上クラブ 小学生 7 5:50:66

44 山崎 宗男 ヤマザキムネオ 福田金属トレラン部 8 5:51:66

45 竹内 和之 ヤマウチカズユキ 福田金属トレラン部 9 6:04:41

34 畑仲 睦己 ハタナカムツキ 未来ランラン太陽が丘 小学生 10 6:13:02

33 土井 羅音 ドイラオト 未来ランラン太陽が丘 小学生 11 6:17:13

40 郡司島 汐七 グンジシマセナ 未来ランラン北小倉 小学生 12 6:22:06

37 矢野 亜果莉 ヤノアカリ 未来ランラン宇治田原 小学生 13 6:50:58

41 谷本 蒼一郎 タニモトソウイチロウ 未来ランラン宇治田原 小学生 14 6:50:80

42 古谷 羽唯 フルタニウイ 未来ランラン北小倉 小学生 15 7:12:43

↓

太陽が丘ランナーサミットタイムトライアル 1500m リザルト
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太陽が丘ランナーサミットタイムトライアル 1500m リザルト

ｾﾞｯｹﾝNO 名前 フリガナ チーム 備考 着順 記録

51 山崎 彩乃 ヤマサキアヤノ マソ練 1 4:53:40

47 下村 智 シモムラサトシ マソ練 2 4:57:92

48 高澤 裕幸 タカザワヒロユキ 太陽が丘JC 3 5:05:19

52 久保 政教 クボマサノリ 福田金属トレラン部 4 5:07:66

46 山田 和信 ヤマダカズノブ 淀川ランナーズ 5 5:09:26

55 矢野 波季 ヤノナミキ 小学生 6 5:28:06

53 金田 隆史 カネダタカシ 太陽が丘JC 7 5:37:13

54 矢野 宗志 ヤノソウシ 未来ランラン宇治田原 小学生 8 6:01:98

56 山本 奏大 ヤマモトソウダイ 未来ランラン北小倉 小学生 9 6:06:09

50 野原 英行 ノハラヒデユキ 宇治市 10 6:16:89

49 土居 郁夫 ドイイクオ 宇治市 11 6:25:08

2 平林 克之 ヒラバヤシカツユキ 精華AC DNS

↓
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太陽が丘ランナーサミットタイムトライアル 1500m リザルト

ｾﾞｯｹﾝNO 名前 フリガナ チーム 備考 着順 記録

57 竹村 修平 タケムラシュウヘイ 走思走愛 1 4：16：08

59 木村 春暉 キムラハルキ 太陽が丘JC 2 4：23：81

58 植田 大介 ウエダダイスケ 尼崎ナイトランナーズ 3 4：24：69

4-5 鷲見浩之 スミヒロユキ ララ学園 4 4：25：83

62 天野 右文 アマノミギフミ 枚方マスターズ 5 4：28：07

65 永濱 祐樹 ナガハマユウキ 太陽が丘JC 6 4：29：15

63 赤井 亮太 アカイリョウタ 精華AC 7 4：29：57

60 田尻 貴雄 タジリタカオ 枚方マスターズ 8 4：30：16

61 平池 宏至 ヒライケコウジ 淀川ランナーズ 9 4：34：14

66 新谷 彰宏 シンタニアキヒロ 枚方マスターズ 10 4：36：11

67 田中 裕也 タナカユウヤ ララ学園 11 4：40：59

70 福島 和 フクシマヤマト 本能陸上 小学生 12 4：44：32

69 竹内 知 タケウチトモ 本能陸上 小学生 13 4：45：37

68 志水 麻紗 シミズマサ 尼崎陸協 14 4：48：79

64 立入 弘人 タチイリヒロト 滋賀マスターズ ＤＮＳ

1500m 3組


