
- 第１回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

10km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2014/11/8

スタート： 10:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: チームゼロ

37分22秒1 小西 隆洋106 コニシ タカヒロ 奈良県

39分42秒2 松本 光司141 マツモト コウジ 大阪府

40分31秒3 笹木 美知男107 ササキ ミチオ 大阪府

41分01秒4 阿部 潤二郎114 アベ ジュンジロウ 兵庫県

45分20秒5 門脇 智彦117 カドワキ トモヒコ 兵庫県

46分21秒6 宗政 格116 ムネマサ イタル 兵庫県

47分43秒7 岩下 直人132 イワシタ ナオト 兵庫県

47分51秒8 清水 哲夫122 シミズ テツオ 兵庫県

48分36秒9 久保 浩158 クボ ヒロシ

49分14秒10 前田 俊介139 マエダ シュンスケ 兵庫県

49分23秒11 小中 祐至146 コナカ ユウジ 兵庫県

49分39秒12 大仲 祐人136 オオナカ ユウト 大阪府

49分53秒13 隆杉 茂樹115 タカスギ シゲキ 兵庫県

50分19秒14 太田 裕次142 オオタ ユウジ 兵庫県

50分38秒15 西田 隆彦102 ニシダ タカヒコ 京都府

50分48秒16 村上 克則125 ムラカミ カツノリ 兵庫県

51分23秒17 藤井 尚生129 フジイ ナオ 兵庫県

52分23秒18 足立 貴洋151 アダチ タカヒロ 大阪府

52分43秒19 中洲 俊郎123 ナカス トシロウ 京都府

53分41秒20 児玉 悠希128 コダマ ユウキ 兵庫県

53分51秒21 中川 斗士則138 ナカガワ トシノリ 兵庫県

54分09秒22 高倉 健仁149 タカクラ タケヒト 大阪府

54分25秒23 谷 洋史137 タニ ヒロフミ 兵庫県

55分03秒24 小浦 知之127 コウラ トモユキ 兵庫県

55分21秒25 大石 圭103 オオイシ ケイ 兵庫県

55分25秒26 織田 徹105 オダ トオル 静岡県

57分23秒27 片山 隆司104 カタヤマ タカシ 兵庫県

57分37秒28 岡村 慶彦119 オカムラ ヨシヒコ 兵庫県

57分41秒29 小山 慎五144 コヤマ シンゴ 大阪府

58分29秒30 中野 喬太155 ナカノ キョウタ 大阪府

58分29秒31 小林 裕一郎156 コバヤシ ユウイチロウ 滋賀県

59分16秒32 黒田 敏朗147 クロダ トシロウ 兵庫県

1時間00分36秒33 川中 康弘112 カワナカ ヤスヒロ 兵庫県

1時間01分27秒34 古谷 真敏140 フルタニ マサトシ 兵庫県

1時間02分37秒35 沖村 大介108 オキムラ ダイスケ 兵庫県

1時間04分01秒36 植田 倫之118 ウエダ トシユキ 京都府

1時間04分06秒37 野々山 寛101 ノノヤマ ヒロシ 滋賀県

1時間04分25秒38 松浦 健134 マツウラ ケン 大阪府

1時間05分10秒39 増田 力109 マスダ ツヨシ 大阪府

1時間07分05秒40 大池 豊文126 オオイケ トヨフミ 兵庫県

1時間07分42秒41 馬場 紳太郎150 ババ シンタロウ 大阪府

1時間14分32秒42 三上 功二113 ミカミ コウジ 大阪府

1時間17分46秒43 後藤 和也152 ゴトウ カズヤ 大阪府

1時間19分30秒44 小野寺 北斗154 オノデラ ホクト 兵庫県

1時間19分34秒45 脇本 竜之介145 ワキモト リュウノスケ 兵庫県

1時間23分08秒46 中谷 徹143 ナカタニ トオル 兵庫県

1時間25分32秒47 来海 大輔121 キマチ ダイスケ 兵庫県

1時間30分06秒48 河瀬 成礼131 カワセ ナリヒロ 大阪府

チーム・ゼロ　実行委員会


