
第4回 六甲5ピークストレイﾙ
2019/6/2

ショートコース男子 総距離 約28.2km 獲得標高 2,140m
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区 記録 ＋Top差

1 D103 中根 孝太 ﾅｶﾈ ｺｳﾀ 日本 大阪府 3:31:07 0:00:00
2 D105 阪本　修平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 日本 京都府 3:46:45 0:15:38
3 D113 花登 弘和 ﾊﾅﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 日本 兵庫県 3:52:46 0:21:39
4 D101 岩川 純也 ｲﾜｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 日本 茨城県 3:54:39 0:23:32
5 D138 谷口 賢治 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 日本 兵庫県 4:05:48 0:34:41
6 D108 梶田 伸吾 ｶｼﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 日本 京都府 4:11:02 0:39:55
7 D104 鈴木 智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 日本 兵庫県 4:17:31 0:46:24
8 F270 岡　良樹 ｵｶ ﾖｼｷ 日本 大阪府 4:18:34 0:47:27
9 D134 吉清 啓二 ﾖｼｷﾖ ｹｲｼﾞ 日本 大阪府 4:18:43 0:47:36
10 D122 田中 仁 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 日本 滋賀県 4:19:34 0:48:27
11 D109 潮 和浩 ｳｼｵ ｶｽﾞﾋﾛ 日本 大阪府 4:25:31 0:54:24
12 D102 高橋　勝哉 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 日本 東京都 4:26:46 0:55:39
13 D112 高原 徹 ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾙ 日本 兵庫県 4:28:19 0:57:12
14 D115 柳瀬　剛 ﾔﾅｾ ﾂﾖｼ 日本 滋賀県 4:29:51 0:58:44
15 D111 辻 圭太郎 ﾂｼﾞ ｹｲﾀﾛｳ 日本 兵庫県 4:31:39 1:00:32
16 D118 撫養 潤一 ﾑﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日本 兵庫県 4:35:19 1:04:12
17 D136 渡邊 康司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 日本 兵庫県 4:39:58 1:08:51
18 D142 清水　浩 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 日本 大阪府 4:40:01 1:08:54
19 F277 馬場　直希 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｷ 日本 大阪府 4:40:02 1:08:55
20 D127 安田　直記 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ 日本 京都府 4:46:08 1:15:01
21 D110 八尾 潤 ﾔｵ ｼﾞｭﾝ 日本 大阪府 4:46:30 1:15:23
22 F276 山際　敏幸 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 日本 兵庫県 4:46:53 1:15:46
23 D146 松村 匡 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｽｸ 日本 兵庫県 4:47:33 1:16:26
24 D126 甲田 知久 ｺｳﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 日本 兵庫県 4:47:49 1:16:42
25 D131 堀 洋 ﾎﾘ ﾋﾛｼ 日本 滋賀県 4:49:04 1:17:57
26 E167 城市 一樹 ｼﾞｮｳｲﾁ ｶｽﾞｷ 日本 兵庫県 4:51:04 1:19:57
27 D159 川妻 竜也 ｶﾜﾂﾞﾏ ﾀﾂﾔ 日本 京都府 4:55:43 1:24:36
28 D148 大峯 啓志 ｵｵﾐﾈ ｹｲｼ 日本 福岡県 4:56:00 1:24:53
29 D139 橋本　哲 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 日本 滋賀県 4:56:07 1:25:00
30 F274 上仲　永純 ｳｴﾅｶ ﾋｻｽﾞﾐ 日本 兵庫県 4:56:48 1:25:41
31 D130 荒川 直樹 ｱﾗｶﾜ ﾅｵｷ 日本 兵庫県 4:57:06 1:25:59
32 F268 岡山 昭稔 ｵｶﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 日本 大阪府 4:57:52 1:26:45
33 E202 緒方 栄策 ｵｶﾞﾀ ｴｲｻｸ 日本 兵庫県 4:58:37 1:27:30
34 E169 魚住 真史 ｳｵｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ 日本 大阪府 4:58:50 1:27:43
35 E183 豊島 康平 ﾄﾖｼﾏ ｺｳﾍｲ 日本 大阪府 4:58:57 1:27:50
36 D149 桂 琢也 ｶﾂﾗ ﾀｸﾔ 日本 大阪府 5:03:39 1:32:32
37 D121 枩沢 孝介 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 日本 兵庫県 5:03:45 1:32:38
38 D133 山内 浩史 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ 日本 兵庫県 5:06:27 1:35:20
39 D152 内藤 正一 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 日本 兵庫県 5:07:22 1:36:15
40 D116 戸来 亮介 ﾍﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 日本 兵庫県 5:07:34 1:36:27
41 D128 石田 義浩 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 日本 大阪府 5:07:48 1:36:41
42 D140 平根 雅希 ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ 日本 大阪府 5:08:13 1:37:06
43 E200 赤尾 聡史 ｱｶｵ ｻﾄｼ 日本 京都府 5:08:23 1:37:16
44 E162 宮口 光博 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 日本 大阪府 5:08:32 1:37:25
45 E189 大西 道雄 ｵｵﾆｼ ﾐﾁｵ 日本 兵庫県 5:09:21 1:38:14
46 E182 小林 剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 日本 大阪府 5:09:21 1:38:14
47 E161 大澤 良之 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾕｷ 日本 大阪府 5:09:25 1:38:18
48 E207 廣部 憲史 ﾋﾛﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 日本 滋賀県 5:16:21 1:45:14
49 F260 宮宗 武史 ﾐﾔｿｳ ﾀｹｼ 日本 兵庫県 5:16:31 1:45:24
50 D158 岩井 敦史 ｲﾜｲ ｱﾂｼ 日本 愛知県 5:17:41 1:46:34
51 D141 神原 俊一郎 ｶﾝﾊﾞﾗ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 日本 兵庫県 5:17:52 1:46:45
52 D123 木津 彰 ｷﾂﾞ ｱｷﾗ 日本 京都府 5:18:10 1:47:03
53 D143 志賀 栄太 ｼｶﾞ ｴｲﾀ 日本 大阪府 5:18:13 1:47:06
54 D151 橋本 修 ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ 日本 兵庫県 5:18:34 1:47:27
55 D156 冨田 樹利 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞﾄｼ 日本 京都府 5:19:28 1:48:21
56 D117 西田 雅彦 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 日本 大阪府 5:19:43 1:48:36
57 E164 濱部　賢二 ﾊﾏﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 日本 兵庫県 5:20:17 1:49:10
58 F265 川野 秀明 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 日本 兵庫県 5:21:36 1:50:29
59 D132 滝谷 雅司 ﾀｷﾀﾆ ﾏｻｼ 日本 大阪府 5:21:40 1:50:33
60 E219 田辺 智也 ﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 日本 滋賀県 5:21:43 1:50:36
61 F240 清水 真也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 日本 京都府 5:21:51 1:50:44
62 E175 有本 貴裕 ｱﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 日本 京都府 5:22:47 1:51:40
63 F261 西尾 昌幸 ﾆｼｵ ﾏｻﾕｷ 日本 兵庫県 5:23:02 1:51:55
64 D155 豊島 健太 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾀ 日本 大阪府 5:26:35 1:55:28
65 D106 織林 翔 ｵﾘﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 日本 兵庫県 5:27:14 1:56:07
66 E197 平生 東 ﾋﾗｵ ｱｽﾞﾏ 日本 大阪府 5:27:43 1:56:36
67 D120 村上 道明 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾁｱｷ 日本 兵庫県 5:32:17 2:01:10
68 F275 河野　泰大 ｺｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 日本 兵庫県 5:36:47 2:05:40
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69 D144 筧 秀介 ｶｹｲ ｼｭｳｽｹ 日本 大阪府 5:37:00 2:05:53
70 D124 小笠原 良宏 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 日本 大阪府 5:39:02 2:07:55
71 E176 奥田 典宏 ｵｸﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 日本 大阪府 5:40:11 2:09:04
72 E188 宮井 法幸 ﾐﾔｲ ﾉﾘﾕｷ 日本 兵庫県 5:40:27 2:09:20
73 D137 今井 敏裕 ｲﾏｲ ﾄｼﾋﾛ 日本 兵庫県 5:40:30 2:09:23
74 F263 辻谷 紘一 ﾂｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ 日本 滋賀県 5:40:40 2:09:33
75 D150 金田　将二郎 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 日本 愛知県 5:40:56 2:09:49
76 E206 石田 智彦 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 日本 兵庫県 5:45:27 2:14:20
77 F264 毛利 紳哉 ﾓｳﾘ ｼﾝﾔ 日本 兵庫県 5:46:21 2:15:14
78 E190 白桃　豊 ｼﾗﾓﾓ ﾕﾀｶ 日本 兵庫県 5:49:58 2:18:51
79 F266 藤井 俊雄 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｵ 日本 兵庫県 5:50:39 2:19:32
80 E187 木寺 朋大 ｷﾃﾗ ﾄﾓﾋﾛ 日本 大阪府 5:51:39 2:20:32
81 E199 大路 浩司 ｵｵｼﾞ ﾋﾛｼ 日本 大阪府 5:52:50 2:21:43
82 E214 花田 耕一 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ 日本 兵庫県 5:53:00 2:21:53
83 E171 中村 桂一 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁ 日本 大阪府 5:53:32 2:22:25
84 E216 神野 義希 ｼﾞﾝﾉ ﾖｼｷ 日本 兵庫県 5:53:47 2:22:40
85 E210 河津 次郎 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ 日本 兵庫県 5:54:34 2:23:27
86 F224 坂井 健太 ｻｶｲ ｹﾝﾀ 日本 大阪府 5:55:08 2:24:01
87 F279 淺原 康史 ｱｻﾊﾗ ﾔｽｼ 日本 京都府 5:57:06 2:25:59
88 D125 甲斐 基嗣 ｶｲ ﾓﾄﾂｸﾞ 日本 兵庫県 5:58:16 2:27:09
89 E198 三吉 宏治 ﾐﾖｼ ｺｳｼﾞ 日本 大阪府 5:59:59 2:28:52
90 E203 遠藤 真人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 日本 兵庫県 6:00:09 2:29:02
91 F247 三好　伸明 ﾐﾖｼ ﾉﾌﾞｱｷ 日本 福岡県 6:01:13 2:30:06
92 E178 吉田　好範 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 日本 徳島県 6:02:01 2:30:54
93 E173 瀧花 敏宏 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾄｼﾋﾛ 日本 京都府 6:03:50 2:32:43
94 E165 磯野 誠 ｲｿﾉ ﾏｺﾄ 日本 兵庫県 6:03:58 2:32:51
95 F278 今井 直樹 ｲﾏｲ ﾅｵｷ 日本 兵庫県 6:08:11 2:37:04
96 F262 篠原 潤 ｼﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 日本 岡山県 6:08:53 2:37:46
97 F245 清水 剛 ｼﾐｽﾞ ｺﾞｳ 日本 兵庫県 6:11:08 2:40:01
98 F229 石川 正雄 ｲｼｶﾜ ﾏｻｵ 日本 兵庫県 6:11:12 2:40:05
99 F231 山口 隆史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 日本 兵庫県 6:11:12 2:40:05
100 E168 木島 信 ｷｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 日本 岡山県 6:11:13 2:40:06
101 F251 龍林 世悟 ﾀﾂﾊﾞﾔｼ ｾｲｺﾞ 韓国 兵庫県 6:11:46 2:40:39
102 F228 石田 哲也 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 日本 大阪府 6:13:27 2:42:20
103 F233 宮田 洋一 ﾐﾔﾀ ﾖｳｲﾁ 日本 福井県 6:13:40 2:42:33
104 F221 東田 健吾 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 日本 大阪府 6:14:54 2:43:47
105 F232 大畑 亮 ｵｵﾊﾀ ﾘｮｳ 日本 大阪府 6:16:34 2:45:27
106 F243 吉村 忠史 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 日本 兵庫県 6:19:18 2:48:11
107 E191 楠井　誠 ｸｽｲ ﾏｺﾄ 日本 兵庫県 6:19:22 2:48:15
108 D160 池田 澄人 ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾄ 日本 兵庫県 6:22:10 2:51:03
109 E218 戎嶋 怜 ｴﾋﾞｽｼﾞﾏ ｻﾄｼ 日本 和歌山県 6:23:57 2:52:50
110 E163 重森 堅士 ｼｹﾞﾓﾘ ｹﾝｼ 日本 奈良県 6:24:36 2:53:29
111 E204 鈴木 崇之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 日本 兵庫県 6:25:58 2:54:51
112 E205 岡田 健太 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 日本 兵庫県 6:26:33 2:55:26
113 D119 京崎 太郎 ｷｮｳｻﾞｷ ﾀﾛｳ 日本 大阪府 6:28:31 2:57:24
114 E174 庄　昌彦 ｼｮｳ ﾏｻﾋｺ 日本 兵庫県 6:30:21 2:59:14
115 F222 世一　智史 ﾖｲﾁ ｻﾄｼ 日本 奈良県 6:31:03 2:59:56
116 F234 水瀬 伸也 ﾐｽﾞｾ ｼﾝﾔ 日本 福井県 6:31:03 2:59:56
117 F230 山岡 三男 ﾔﾏｵｶ ﾐﾂｵ 日本 兵庫県 6:32:52 3:01:45
118 E166 大峯 優志 ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼ 日本 大阪府 6:35:01 3:03:54
119 F226 小山 裕之 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 日本 大阪府 6:35:01 3:03:54
120 E208 佐々木 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 日本 京都府 6:35:15 3:04:08
121 E177 中川 浩司 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 日本 大阪府 6:36:10 3:05:03
122 E217 澤田 文彦 ｻﾜﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 日本 兵庫県 6:42:34 3:11:27
123 F237 薮井 勝 ﾔﾌﾞｲ ﾏｻﾙ 日本 大阪府 6:42:45 3:11:38
124 E209 岩逧 雄太 ｲﾜｻｺ ﾕｳﾀ 日本 大阪府 6:46:24 3:15:17
125 F241 篠原 寛 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 日本 兵庫県 6:50:01 3:18:54
126 D129 平方　祐一 ﾋﾗｶﾀ ﾕｳｲﾁ 日本 兵庫県 6:52:31 3:21:24
127 D157 小原 賢一 ｵﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 日本 兵庫県 6:54:45 3:23:38
128 E193 南川　博茂 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾛｼｹﾞ 日本 兵庫県 7:07:18 3:36:11
129 E212 長友 光一 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳｲﾁ 日本 兵庫県 7:10:12 3:39:05
130 F242 吉村 政樹 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ 日本 大阪府 7:13:20 3:42:13
131 F257 辻本 裕一 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 日本 和歌山県 7:15:00 3:43:53
132 F280 山本　浩通 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾐﾁ 日本 和歌山県 7:15:00 3:43:53
133 F238 木全　俊介 ｷﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 日本 京都府 7:17:37 3:46:30
134 F236 林 嘉樹 ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 日本 京都府 7:22:28 3:51:21
135 E179 斉藤 貴司 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 日本 兵庫県 7:37:21 4:06:14
136 F273 市村　知之 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 日本 大阪府 7:41:54 4:10:47
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137 D153 石黒 哲夫 ｲｼｸﾞﾛ ﾃﾂｵ 日本 兵庫県 7:42:41 4:11:34
138 F269 三浦 良介 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 日本 京都府 7:48:46 4:17:39


