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2019年11月23日バーティカル　ノーマル男子
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151 黒川　祥吾 00:38:071 飯高分署ｸﾛｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 三重県

156 伊藤　健太 00:39:342 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 三重県

157 秋葉　悠 00:40:393 富士空界ｱｷﾊﾞ ﾕｳ 静岡県

155 板垣　渚 00:41:114 大津市役所ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞｲﾀｶﾞｷ ﾅｷﾞｻ 滋賀県

111 東條　秀祐 00:41:495 京都大学ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭｳｽｹ 京都府

106 入江　龍成 00:42:016 早稲田大学ｲﾘｴ ﾘｭｳｾｲ 東京都

162 山口　一之 00:42:197 MMCﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取県

121 北條　孝樹 00:42:368 名古屋大学ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ 愛知県

185 平野　得益 00:43:059 藤前干潟山岳会ﾋﾗﾉ ﾉﾘﾐﾂ 愛知県

194 服部　一宏 00:43:4610 JSA千葉ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県

141 秋定　優太朗 00:44:0611 ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三重県

117 薛　玄太郎 00:44:2412 筑波大学ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 茨城県

110 荒木　朋也 00:44:3413 名古屋大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部ｱﾗｷ ﾄﾓﾔ 愛知県

142 宮園　貴之 00:44:3714 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 東京都

120 南河　駿 00:45:0715 OLCﾙｰﾊﾟｰﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝ 愛知県

125 前中　脩人 00:45:1116 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ﾏｴﾅｶ ｼｭｳﾄ 東京都

136 佐藤　大樹 00:45:2217 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 静岡県

190 溝端　祐一 00:45:4918 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 大阪府

152 清田　広輝 00:45:5219 ｾｲﾀ ｺｳｷ 神奈川県

178 宍戸　慶太 00:45:5520 ｼｼﾄﾞ ｹｲﾀ 岐阜県

108 鳥谷　優太 00:46:1921 ﾄﾘﾀﾆ ﾕｳﾀ 京都府

146 岡本　将志 00:46:2022 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知県

170 阿藤　武 00:46:3923 ｱﾄｳ ﾀｹｼ 愛知県

135 有村　孝 00:46:4124 ｱﾘﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪府

116 住吉　将英 00:46:5125 名古屋大学ｽﾐﾖｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県

128 室谷　和弘 00:47:0326 ﾑﾛﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府

183 Pedersen Martin 00:47:0827 ﾊﾟﾀﾞｰｿﾝ ﾏｰﾃｨﾝ Denmark

181 小倉　良太 00:47:1028 青葉台病院ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 福岡県

167 宮脇　迅 00:47:1229 びわこﾗﾝﾅｰｽﾞ(多分)ﾐﾔﾜｷ ｼﾞﾝ 滋賀県

131 山本　諒馬 00:47:3730 ﾁｰﾑ伝熱ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 岡山県

123 酒井　孝志 00:47:4131 TEAM☆SKYｻｶｲ ﾀｶｼ 大阪府

179 古市　純一 00:47:4532 天然酵母ぱんくまごろうﾌﾙｲﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 徳島県

169 玉井　誠 00:47:5033 ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 大阪府

173 渡邊　鉄王 00:48:3034 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 奈良県

105 松島　帆 00:48:4235 ﾏﾂｼﾏ ｲﾂﾞﾙ 奈良県

124 中尾　幸稀 00:48:4936 JSA近畿ﾅｶｵ ｺｳｷ 兵庫県

114 桃本　一輝 00:48:5937 阪大OLCﾓﾓﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大阪府

126 瀬賀　祥起 00:49:1038 ｾｶﾞ ﾖｼｷ 大阪府

153 平井　航 00:49:1839 ﾋﾗｲ ﾜﾀﾙ 兵庫県

213 土屋　佳秀 00:49:4940 ﾂﾁﾔ ﾖｼﾋﾃﾞ 長野県

115 伊藤　良介 00:50:1641 京大OLCｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 京都府

202 尾城　雅行 00:50:3342 ｵｼﾛ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

180 小野田　誠也 00:50:3543 ﾗﾝﾆｺ部ｵﾉﾀﾞ ｾｲﾔ 東京都

198 岡崎　良彦 00:50:3644 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 京都府

127 水内　伸哉 00:50:4045 ﾐｽﾞｳﾁ ｼﾝﾔ 新潟県

200 大橋　孝広 00:51:0246 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 京都府

193 大西　孝英 00:51:1347 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 京都府

211 木下　武之 00:51:5748 ｷﾉｼﾀ ﾀｹｼ 滋賀県

103 牧戸　悠生 00:51:5949 伊勢志摩OLCﾏｷﾄﾞ ﾕｳｷ 三重県

118 渡辺　鷹志 00:52:2550 京都大学ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 京都府
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143 中嶋　亮介 00:52:4451 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 滋賀県

132 岸　健太郎 00:52:5452 ｷｼ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府

122 武井　翔 00:53:1953 山陰ﾗﾝｸﾗﾌﾞﾀｹｲ ｼｮｳ 島根県

209 木崎　充裕 00:53:3054 なんちゃってｱｽﾘｰﾄｷｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 東京都

160 大西　哲朗 00:53:3255 のｰぷらんｵｵﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 大阪府

158 治久丸　信輔 00:54:2756 ｼｶﾞｳﾏﾗｼﾞｸﾏﾙ ｼﾝｽｹ 兵庫県

102 仲西　旺生 00:55:3557 ﾅｶﾆｼ ｵｳ 大阪府

192 山下　敦久 00:55:5458 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂﾋｻ 兵庫県

188 木内　紀仁 00:55:5759 ｷｳﾁ ﾉﾘﾋﾄ 大阪府

221 鮫島　賢一 00:56:1860 ｻﾒｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 大阪府

166 鬼頭　岳之 00:56:2261 Crossroad Osakaｷﾄｳ ﾀｹﾕｷ 大阪府

226 前川　兼文 00:56:3362 ﾏｴｶﾜ ｶﾈﾌﾐ 大阪府

161 岡　佳孝 00:56:3963 ｵｶ ﾖｼﾀｶ 愛知県

101 森口　匠真 00:56:5664 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 滋賀県

220 北野　元基 00:57:1065 ｷﾀﾉ ﾓﾄﾉﾘ 兵庫県

176 中村　羊介 00:57:4266 東近江消防登山部ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 滋賀県

196 加藤　健一 00:57:5667 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 埼玉県

137 牧　孝至 00:57:5768 ﾏｷ ﾀｶｼ 兵庫県

223 岡野　哲之 00:57:5769 ｵｶﾉ ﾃﾂﾕｷ 大阪府

140 藤本　智也 00:57:5870 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 京都府

172 蔦宗　明紘 00:59:1871 ﾂﾀﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 広島県

184 笠井　正臣 00:59:2572 ｶｻｲ ﾏｻｵﾐ 京都府

186 山口　敏 00:59:5273 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 愛知県

216 関野　智勝 01:00:2074 JSA千葉ｾｷﾉ ﾄﾓﾏｻ 千葉県

199 木村　好孝 01:00:4975 深北大学ACｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 大阪府

228 明神　千頼 01:00:5776 ﾁｰﾑ忠右衛門ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾁﾖﾘ 兵庫県

219 牧戸　和之 01:01:1077 ｸﾛｽﾌｨｯﾄ伊勢ﾏｷﾄﾞ ｶｽﾞﾕｷ 三重県

175 木村　卓哉 01:01:4178 JSAｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野県

129 鈴鹿　祐希 01:02:3879 ｽｽﾞｶ ﾕｳｷ 滋賀県

204 原田　和貴 01:03:0680 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 兵庫県

112 岡田　慎平 01:03:0881 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 京都府

130 増田　克也 01:03:2582 東近江消防登山部ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾔ 滋賀県

224 久保田　悦央 01:03:4683 ｷﾀﾀﾝどかちん隊ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ 千葉県

104 森　悠太郎 01:03:4884 ﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県

208 奥村　健一 01:04:2785 一般ｵｸﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 滋賀県

218 渡辺　茂人 01:05:4786 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾄ 滋賀県

207 薗田　毅 01:05:5987 ｿﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 滋賀県

171 宮本　純太 01:07:5888 株式会社SCREENｾﾐｺﾝﾀﾞﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ 滋賀県

154 Gray Adam 01:08:2489 ｸﾞﾚｲ ｱﾀﾞﾑ 京都府

195 渡辺　義人 01:09:2790 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ 滋賀県

225 藤木　達夫 01:11:3691 TARCﾌｼﾞｷ ﾀﾂｵ 京都府

148 大矢　将司 01:13:0092 ｵｵﾔ ｼｮｳｼﾞ 京都府

205 久保　哲哉 01:13:2793 ｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 滋賀県

119 本間　拓貴 01:13:3294 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾀｶ 京都府

187 中西　智之 01:14:0695 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾕｷ 兵庫県

206 谷澤　一夫 01:14:5296 ﾀﾆｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 滋賀県

147 野崎　尚吾 01:15:1197 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 滋賀県

164 森口　真吾 01:15:2898 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 滋賀県

214 浜田　拓 01:18:3099 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸ 大阪府

201 林　明男 01:19:52100 ﾊﾔｼ ｱｷｵ 大阪府
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222 池内　靖 01:21:04101 ｲｹｳﾁ ﾔｽｼ 京都府

134 北川　雄貴 01:21:10102 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 滋賀県

229 日高　慎二 01:21:11103 X＋ﾋﾀﾞｶ ｼﾝｼﾞ 大阪府

138 今井　崇之 01:21:29104 ｲﾏｲ ﾀｶﾕｷ 大阪府

215 豊田　悦詩 01:27:26105 ｴｽｶﾙｺﾞﾙｰｼﾞｭﾄﾖﾀﾞ ｴﾂｼ 京都府

182 北野　孝治 01:40:25106 ｷﾀﾉ ｺｳｼﾞ 滋賀県

144 フランコ　イスマエル 01:44:07107 ﾌﾗﾝｺ ｲｽﾏｴﾙ 京都府

163 野村　雅人 01:58:39108 塚原ｻﾝｸﾗﾌﾞﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ 大阪府

191 大西　聡 ｵｵﾆｼ ｻﾄﾙ 滋賀県DNF
107 川島　源徒 UgoKLｶﾜｼﾏ ｹﾞﾝﾄ 北海道DNS
109 木場　憲大 立命館大学ｺﾊﾞ ｹﾝﾀﾞｲ 滋賀県DNS
113 登　弘樹 ﾉﾎﾞﾘ ﾋﾛｷ 滋賀県DNS
133 土井　大樹 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｷ 兵庫県DNS
139 遠藤　弘樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 愛知県DNS
145 佐竹　一弘 滝ヶ原自衛隊ｻﾀｹ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県DNS
149 パジェルスキー　リチ ﾊﾟｼﾞｪﾙｽｷｰ ﾘﾁｬｰﾄﾞ 大阪府DNS
150 世古口　良太 ｾｺｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 三重県DNS
159 木全　俊介 ｷﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 京都府DNS
168 小出　徹 Salomonｺｲﾃﾞ ﾄｵﾙ 富山県DNS
177 佐藤　道政 ｻﾄｳ ﾐﾁﾏｻ 大阪府DNS
189 金山　純也 三雲鵜飼陸上ｶﾅﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 三重県DNS
197 畠田　徹哉 ﾊﾀﾀﾞ ﾃﾂﾔ 京都府DNS
203 和久　豪 ﾜｸ ﾀｹｼ 兵庫県DNS
210 宮城　康司 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ 京都府DNS
212 沼澤　一久 ﾇﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 東京都DNS
217 魚尾　英生 万葉健友会ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県DNS
227 石井　秀樹 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｷ 愛知県DNS
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