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摩耶登山マラソン実行委員会

チームランコース（3km）
順位 No. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 地区

1 507 38分38秒 北風　泰吾 ｷﾀｶｾﾞ ﾀｲｺﾞ 北風　慶人 兵庫県
2 543 40分35秒 金福　浩志 ｶﾈﾌｸ ﾋﾛｼ 安立　洋治　 松坂　佳彦 中村　和暁 林　 隆史 兵庫県
3 506 41分29秒 中村　吉信 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 上田　暁彦 兵庫県
4 504 42分11秒 久下　邦明 ｸｹﾞ ｸﾆｱｷ 黒木　啓補 兵庫県
5 505 42分31秒 中野　学 ﾅｶﾉ ｶﾞｸ 中野　胤 兵庫県
6 540 43分38秒 山本　麻由 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 田路　篤志　 深見　和広 兵庫県
7 516 45分36秒 角野　史和 ｶﾄﾞﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 角野　大空 兵庫県
8 533 45分56秒 池谷 つるの ｲｹﾀﾆ ﾂﾙﾉ 池谷　流斗 池谷 せりの 兵庫県
9 544 47分14秒 井元　秀幸 ｲﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 萩尾　明広 島田　裕美 大畠　ひろ 中岡　良路 兵庫県

10 530 49分07秒 丸毛　一将 ﾏﾙﾓ ｶｽﾞﾕｷ 丸毛　陽太 丸毛　萌愛 兵庫県
11 509 49分32秒 眞壁　直子 ﾏｶﾍﾞ ﾅｵｺ 眞壁　喜一郎 大阪府
12 532 49分40秒 渋谷　仁志 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾄｼ 素川　太郎 大濱　敏輝 兵庫県
13 513 49分52秒 吉水　まさる ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 吉水　理恵 大阪府
14 518 51分11秒 園田　麻耶 ｿﾉﾀﾞ ﾏﾔ 嶋田　芳子 兵庫県
15 537 53分07秒 山元　隆史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 松田　清 安東　聡 鯉江　雄宇 兵庫県
16 539 54分17秒 立見　雅彦 ﾀﾂﾐ ﾏｻﾋｺ 立見　咲桜 立見　波琉 立見　朋子 兵庫県
17 545 55分54秒 森山　さくら ﾓﾘﾔﾏ ｻｸﾗ 上園　千夏 川井　雅優 武井　理佐　 武田　知巳 兵庫県
18 520 56分17秒 松本　美希 - 北條　裕子 -
19 524 58分01秒 矢野　善久 ﾔﾉ ﾖｼﾋｻ 矢野　ともこ 矢野　りさ子 兵庫県
20 531 59分32秒 渡辺　克人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾄ 中山　幸治 金子　のぞみ 兵庫県
21 512 59分53秒 中川　由美子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 北村　和馬 兵庫県
22 528 1時間01分35秒 徳　孝一 ﾄｸ ｺｳｲﾁ 北田　康裕 山口　裕史 兵庫県
23 526 1時間01分51秒 吉谷　志穂 ﾖｼﾀﾆ ｼﾎ 羽田　宗子 井上　陽子 兵庫県
24 527 1時間02分05秒 野口　貴史 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 野口　啓吾 野口　遥花 兵庫県
25 529 1時間02分35秒 枕邊　美奈子 ﾏｸﾗﾍﾞ ﾐﾅｺ 堀田　裕子様　 堤内　義男 兵庫県
26 508 1時間04分41秒 松本　幸男 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｵ 松本　藍花様 兵庫県
27 523 1時間05分50秒 高橋　ひとみ　 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ 篠原　加代子様 山下　旬子 兵庫県
28 503 1時間07分06秒 石井　義晃 ｲｼｲ ﾖｼﾃﾙ 古田　恭子様 兵庫県
29 542 1時間07分28秒 中田　祐子 ﾅｶﾀ ﾕｳｺ 三宅　敏様　 宮下　裕紀子 入澤　大輔　 原田　純平 兵庫県
30 525 1時間08分37秒 鶴岡　求 ﾂﾙｵｶ ﾓﾄﾑ 古賀　佳代　 西村　幸子 兵庫県
31 546 1時間10分21秒 神戸　崇行 - 早川　恵美　 吉田　実央 植田　枝里子 阿部　勇作 兵庫県
32 501 1時間13分41秒 富田　清 ﾄﾐﾀ ｷﾖｼ 富田　裕子 大阪府
33 547 1時間14分52秒 井上 貴道 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾐﾁ 井上 煌季 井上 葵心 兵庫県
34 535 1時間15分06秒 岩田　晶子 ｲﾜﾀ ｱｷｺ 高井　智世　 堀本　進道 兵庫県
35 534 1時間15分11秒 米田　弘樹 ﾖﾈﾀ ﾞﾋﾛｷ 米田　舜邑　 米田　結虹 兵庫県
36 521 1時間15分47秒 森崎　清澄 - 向山　文則 -
37 515 1時間16分37秒 田中　盛仁 ﾀﾅｶ ﾓﾘﾋﾄ 田中　悠大 兵庫県
38 514 1時間18分08秒 大西　洋平 ｵｵﾆｼ ﾖｳﾍｲ 大西　理子 兵庫県
39 517 1時間18分26秒 岩下　智徳 ｲﾜｼﾀ ﾄﾓﾉﾘ 岩下　紗和 兵庫県
40 541 1時間18分29秒 奥田　祐己 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 奥田　志真子　 奥田　妙子 奥田　徳祐 兵庫県
41 536 1時間21分08秒 小池　誠 ｺｲｹ ﾏｺﾄ 野沢　美保 高木　仁美 大阪府
42 538 1時間21分16秒 石原　真紀子 ｲｼﾊﾗ ﾏｷｺ 橘　裕子 一ツ町　修三 本地　真一郎 兵庫県
43 502 1時間22分46秒 淺野　広美 ｱｻﾉ ﾋﾛﾐ 利根川　夫佐子 東京都
44 522 1時間23分45秒 髙木　應光 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾐﾂ 髙木　好子 兵庫県
45 519 1時間35分16秒 大島　貴之 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾕｷ 大島　久美子 兵庫県


