
- 第3回 ベーカリーでRUNデブ～♪RUN-Cafeしましょ！！ -

10km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/11/27

スタート： 10:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: ベーカリーでRUNデブ～実行委員会

35分05秒1 金志 達也436 ｷﾝｼ ﾀﾂﾔ 兵庫県

36分58秒2 松浦 伸太郎482 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 兵庫県

39分30秒3 川本 幸洋433 ｶﾜﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 大阪府

40分57秒4 小川 侑也425 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 滋賀県

41分15秒5 谷口 宏樹457 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 兵庫県

42分02秒6 平井 宏和476 ﾋﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

42分21秒7 上野 博也412 ｳｴﾉ ﾋﾛﾔ 兵庫県

43分15秒8 吉富 大芝498 ﾖｼﾄﾐ ﾋﾛｼ 兵庫県

43分27秒9 小幡 義信428 ｵﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 大阪府

44分00秒10 神谷 紘一郎431 ｶﾐﾔ ｺｳｲﾁﾛｳ 兵庫県

44分02秒11 上野 雅史413 ｳｴﾉ ﾏｻﾌﾐ 兵庫県

44分39秒12 北澤 竜司434 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 奈良県

45分38秒13 大加戸 秀樹418 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県

46分10秒14 木村 裕貴435 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 兵庫県

47分29秒15 富田 勉462 ﾄﾐﾀ ﾂﾄﾑ 兵庫県

48分05秒16 阿部 恵大403 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 奈良県

48分09秒17 河合 裕史432 ｶﾜｲ ﾕｳｼﾞ 兵庫県

48分23秒18 松本 治484 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ 兵庫県

49分12秒19 高見 芳浩452 ﾀｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県

49分27秒20 椙村 一弘448 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 奈良県

49分56秒21 宮本 丈嗣488 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 奈良県

50分03秒22 玉井 晋太郎458 ﾀﾏｲ ｼﾝﾀﾛｳ 兵庫県

50分12秒23 西 宏一朗468 ﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 大阪府

50分26秒24 小西 弘之438 ｺﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

50分32秒25 會澤 尚悟401 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 兵庫県

50分58秒26 鈴木 雅幾450 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 大阪府

51分12秒27 山口 勝494 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 兵庫県

51分25秒28 中川 真哉465 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 奈良県

51分38秒29 中井 博之464 ﾅｶｲ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

52分11秒30 本村 悠馬489 ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳﾏ 兵庫県

52分27秒31 氏家 孝紀415 ｳｼﾞｲｴ  ｺｳｷ 奈良県

52分40秒32 谷河 史明456 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 大阪府

53分31秒33 秋好 伸洋402 ｱｷﾖｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 兵庫県

53分32秒34 小川 久人424 ｵｶﾞﾜ ﾋｻﾄ 兵庫県

54分34秒35 小巻 伸一440 ｺﾏｷ ｼﾝｲﾁ 兵庫県

54分44秒36 上畑 正和414 ｳｴﾊﾀ ﾏｻｶｽﾞ 大阪府

55分11秒37 岡田 怜422 ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 兵庫県

55分19秒38 小西 清志437 ｺﾆｼ ｷﾖｼ 大阪府

55分22秒39 矢崎 梅生493 ﾔｻｷ ｳﾒｵ 兵庫県

55分37秒40 井本 旭411 ｲﾓﾄ ｱｷﾗ 兵庫県

55分45秒41 石山 雄大406 ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 兵庫県

55分59秒42 尾上 雄三427 ｵﾉｴ ﾕｳｿﾞｳ 兵庫県

56分17秒43 山田 克弥495 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ 大阪府

57分18秒44 里見 直也444 ｻﾄﾐ ﾅｵﾔ 奈良県

57分24秒45 能田 恭弘471 ﾉｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県

57分27秒46 蒋 閲445 ｼｮｳ ｴﾂ 兵庫県

57分29秒47 吉村 優作499 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｻｸ 大阪府

57分29秒48 齋藤 直秀441 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋﾃﾞ 大阪府

58分02秒49 有村 宗一郎404 ｱﾘﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 兵庫県

58分05秒50 白川 俊介446 ｼﾗｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 兵庫県
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58分24秒51 杉山 雅英449 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 大阪府

59分02秒52 佐藤 紀夫443 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 大阪府

1時間00分08秒53 阪中 貞吉442 ｻｶﾅｶ ｻﾀﾞﾖｼ 兵庫県

1時間01分40秒54 若狭 佑次500 ﾜｶｻ ﾕｳｼﾞ 大阪府

1時間01分44秒55 小林 直哉439 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 兵庫県

1時間02分10秒56 古谷 暢章479 ﾌﾙﾀﾆ ﾉﾌﾞｱｷ 兵庫県

1時間02分24秒57 卯目 健太416 ｳﾒ ｹﾝﾀ 大阪府

1時間03分15秒58 板坂 康弘407 ｲﾀｻｶ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県

1時間04分53秒59 森 博之490 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

1時間05分07秒60 戸塚 雅人461 ﾄﾂｶ ﾏｻﾄ 兵庫県

1時間05分21秒61 西村 達也469 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 大阪府

1時間06分07秒62 井筒 功貴408 ｲﾂﾞﾂ ｲｻｷ 兵庫県

1時間06分25秒63 山村 正臣496 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｵﾐ 兵庫県

1時間07分12秒64 金本 慎太郎430 ｶﾈﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 兵庫県

1時間09分19秒65 高橋 尚起451 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 大阪府

1時間09分49秒66 岡﨑 仁志421 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾄｼ 兵庫県

1時間10分35秒67 吉田 健夫497 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｵ 兵庫県

1時間13分20秒68 大谷 将裕419 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 奈良県

1時間17分35秒69 伊藤 勧一409 ｲﾄｳ ｶﾝｲﾁ 香川県

1時間18分15秒70 乾 豊一410 ｲﾇｲ ﾄﾖｶｽﾞ 滋賀県
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