
- 第１回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

ハーフマラソン　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

1時間11分54秒1 東田 薫323 ヒガシダ カオル 大阪府

1時間13分52秒2 赤井 亮太306 アカイ リョウタ 滋賀県

1時間20分29秒3 富田 貴也303 トミタ タカヤ 兵庫県

1時間22分14秒4 橋本 雅樹314 ハシモト マサキ 和歌山県

1時間29分27秒5 西村 慎也370 ニシムラ シンヤ 兵庫県

1時間29分41秒6 俵 一正338 タワラ カズマサ 兵庫県

1時間31分55秒7 中居 大亮321 ナカイ ダイスケ 大阪府

1時間33分18秒8 神山 悟志364 カミヤマ サトシ 愛媛県

1時間33分34秒9 浜 貢介313 ハマ コウスケ 愛知県

1時間33分57秒10 松下 光雄319 マツシタ ミツオ 香川県

1時間34分11秒11 小林 大祐404 ダイスケ コバヤシ 愛知県

1時間37分29秒12 奥村 優起405 オクムラ ユウキ 大阪府

1時間38分10秒13 西垣 圭309 ニシガキ ケイ 兵庫県

1時間38分25秒14 小椋 美登志301 オグラ ミトシ 兵庫県

1時間38分36秒15 池田 澄311 イケダ キヨシ 兵庫県

1時間38分51秒16 西村 崇之320 ニシムラ タカユキ 兵庫県

1時間39分21秒17 長神 文憲401 チョウジン フミノリ 兵庫県

1時間39分55秒18 住田 拡太良382 スミダ コウタロウ 兵庫県

1時間40分33秒19 古田 哲朗334 フルタ テツロウ 京都府

1時間41分00秒20 多田 和博360 タダ カズヒロ 大阪府

1時間42分57秒21 池島 徹彦310 イケシマ テツヒコ 京都府

1時間43分40秒22 白井 史人379 シライ フミヒト 大阪府

1時間44分11秒23 濱田 三男308 ハマダ ミツオ 兵庫県

1時間45分11秒24 岸本 泰広317 キシモト ヤスヒロ 大阪府

1時間45分47秒25 山本 和彦407 ヤマモト カズヒコ 兵庫県

1時間47分42秒26 田中 真人348 タナカ マサト 兵庫県

1時間48分20秒27 田中 寿史332 タナカ ヒサシ 奈良県

1時間48分38秒28 上村 爾398 カミムラ アキラ 大阪府

1時間48分45秒29 潟上 雅樹322 カタガミ マサキ 兵庫県

1時間48分55秒30 田辺 大輔337 タナベ ダイスケ 京都府

1時間50分26秒31 吉栖 孝弘356 ヨシズミ タカヒロ 愛知県

1時間50分39秒32 津田 光央315 ツダ ミツオ 大阪府

1時間50分53秒33 杉本 誠350 スギモト マコト 兵庫県

1時間50分56秒34 氷見 直之361 ヒミ ナオユキ 岡山県

1時間51分45秒35 藤坂 倫成402 フジサカ ミチナリ 兵庫県

1時間51分55秒36 立石 慎平342 タテイシ シンペイ 京都府

1時間52分12秒37 高見 芳浩381 タカミ ヨシヒロ 兵庫県

1時間53分31秒38 高橋 和英304 タカハシ カズヒデ 兵庫県

1時間53分58秒39 中村 将志312 ナカムラ マサシ 大阪府

1時間54分02秒40 茂木 裕302 モテギ ヒロシ 大阪府

1時間54分06秒41 亀石 健385 カメイシ ケン 大阪府

1時間54分24秒42 伊藤 慎一326 イトウ ノリカズ 静岡県

1時間56分32秒43 徳本 達也376 トクモト タツヤ 大阪府

1時間57分48秒44 杉本 澄光330 スギモト スミミツ 滋賀県

1時間57分53秒45 上田 憲治384 ウエダ ケンジ 兵庫県

1時間58分00秒46 中田 裕也392 ナカタ ユウヤ 愛媛県

1時間58分19秒47 村山 健太393 ムラヤマ ケンタ 京都府

1時間58分54秒48 新留 典明355 シンドメ ノリアキ 兵庫県

1時間59分07秒49 木口 三知男347 キグチ ミチオ 兵庫県

1時間59分47秒50 加来 佑一373 カク ユウイチ 奈良県

チーム・ゼロ　実行委員会
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2時間00分21秒51 長友 正樹359 ナガトモ マサキ 兵庫県

2時間01分09秒52 山本 幹造394 ヤマモト カンゾウ 兵庫県

2時間02分03秒53 鎌田 健司344 カマダ ケンジ 兵庫県

2時間03分00秒54 江島 孝治369 エジマ タカハル 大阪府

2時間03分19秒55 泊ヶ山 貴行362 トマリガヤマ タカユキ 兵庫県

2時間03分36秒56 中塚 和希397 ナカツカ カズキ 大阪府

2時間04分01秒57 澄田 弘之335 スミダ ヒロユキ 兵庫県

2時間04分17秒58 村田 満男380 ムラタ ミツオ 兵庫県

2時間04分47秒59 鴻野 圭史345 コウノ ケイシ 兵庫県

2時間05分23秒60 泉澤 俊裕403 センザワ トシヒロ 大阪府

2時間06分13秒61 竹腰 典之336 タケコシ ノリユキ 兵庫県

2時間06分33秒62 田中 寿尚371 タナカ ヒサナオ 兵庫県

2時間06分36秒63 岡野 忠文368 オカノ タダフミ 岡山県

2時間11分09秒64 池田 憲治349 イケダ ケンジ 大阪府

2時間11分25秒65 國久 勇太396 クニヒサ ユウタ 大阪府

2時間11分52秒66 藤本 秀治358 フジモト シュウジ 大阪府

2時間12分00秒67 柴田 充啓305 シバタ ミツヒロ 兵庫県

2時間12分45秒68 小田 達雄400 オダ タツオ 兵庫県

2時間13分07秒69 村山 勇太388 ムラヤマ ユウタ 新潟県

2時間13分50秒70 松谷 和夫377 マツタニ カズオ 兵庫県

2時間16分36秒71 壇 隼也人354 ダン ハヤト 兵庫県

2時間18分35秒72 中田 龍太386 ナカダ リュウタ 兵庫県

2時間19分12秒73 蔀 俊339 シトミ シュン 兵庫県

2時間19分44秒74 出井 崇志333 イデイ タカシ 兵庫県

2時間21分35秒75 前田 修作365 マエダ シュウサク 兵庫県

2時間21分37秒76 矢島 英二331 ヤジマ エイジ 兵庫県

2時間24分45秒77 橋村 心平341 ハシムラ シンペイ 兵庫県

2時間25分09秒78 黄瀬 智哉329 キセ トモヤ 滋賀県

2時間26分41秒79 原井 和彦383 ハライ カズヒコ 香川県

2時間27分00秒80 太田 博文363 オオタ ヒロフミ 徳島県

2時間27分29秒81 小来田 徹357 コギタ トオル 兵庫県

2時間27分39秒82 長谷川 好伸328 ハセガワ ヨシノブ 大阪府

2時間35分51秒83 戸出 雄343 トイデ ユウ 徳島県

2時間38分19秒84 西村 広平340 ニシムラ コウヘイ 兵庫県

2時間38分26秒85 中屋敷 正義372 ナカヤシキ マサヨシ 大阪府

2時間39分33秒86 田中 諭367 タナカ サトシ 大阪府

2時間43分43秒87 西田 尚広390 ニシダ ナオヒロ 大阪府

2時間45分23秒88 村嶋 昭人391 ムラシマ アキヒト 奈良県

2時間48分22秒89 才ノ元 等375 サイノモト ヒトシ 兵庫県

チーム・ゼロ　実行委員会


