
- 第１回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

30km　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： 12:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: チームゼロ

1時間47分44秒1 中条 弘幸663 ナカジョウ ヒロユキ 兵庫県

1時間48分40秒2 傳野 剛604 デンノ ツヨシ 大阪府

1時間49分54秒3 蔭地 和成625 オンヂ カズナリ 愛知県

1時間52分55秒4 栗原 克己610 クリハラ カツミ 兵庫県

1時間53分55秒5 山本 悠二616 ヤマモト ユウジ 広島県

1時間59分46秒6 荻野 一男647 オギノ ヨシオ 兵庫県

2時間02分59秒7 高味 洋和601 コウミ ヒロカズ 兵庫県

2時間03分52秒8 荒谷 拓也666 アラヤ タクヤ 兵庫県

2時間05分51秒9 森田 進614 モリタ ススム 兵庫県

2時間07分16秒10 藤森 仁630 フジモリ ヒトシ 三重県

2時間11分08秒11 谷垣　忠寛702 タニガキ　タダヒロ

2時間11分49秒12 四方 学656 シカタ マナブ 大阪府

2時間11分53秒13 高田 弘幸621 タカダ ヒロユキ 京都府

2時間11分54秒14 横山 輝弘618 ヨコヤマ テルヒロ 滋賀県

2時間11分56秒15 為井 智也638 タメイ トモヤ 奈良県

2時間15分40秒16 田原 幸男611 タハラ ユキオ 兵庫県

2時間16分30秒17 原 稔祐607 ハラ トシヒロ 大阪府

2時間18分07秒18 上野 賢一637 ウエノ ケンイチ 兵庫県

2時間18分36秒19 原口 賢悟633 ハラグチ ケンゴ 兵庫県

2時間19分13秒20 黒川 静博608 クロカワ シズヒロ 大阪府

2時間20分23秒21 安井 誠636 ヤスイ マコト 和歌山県

2時間20分53秒22 大原 秀明660 オオハラ ヒデアキ 大阪府

2時間21分47秒23 小川 恒673 オガワ ヒサシ 大阪府

2時間23分55秒24 皆川 貴政672 ミナガワ タカマサ 兵庫県

2時間25分49秒25 片山 征典700 カタヤマ マサノリ

2時間26分14秒26 藤川 崇彦692 フジカワ タカヒコ 大阪府

2時間26分17秒27 佐々木 晃645 ササキ アキラ 大阪府

2時間26分57秒28 柏木 天平631 カシワギ テンペイ 兵庫県

2時間27分35秒29 藤田 雅俊694 フジタ マサトシ 兵庫県

2時間28分55秒30 坂本 秀吉671 サカモト ヒデヨシ 大阪府

2時間29分06秒31 沼田 哲臣687 ヌマタ テツオミ 兵庫県

2時間29分15秒32 田中 秀樹628 タナカ ヒデキ 愛知県

2時間29分37秒33 石飛 晃683 イシトビ アキラ 兵庫県

2時間32分56秒34 八木 義明644 ヤギ ヨシアキ 京都府

2時間33分51秒35 島川　隆行701 シマカワ　タカヤス

2時間34分59秒36 研谷 周治676 トギタニ シュウジ 大阪府

2時間36分10秒37 大島 直彰325 オオシマ ナオアキ 兵庫県

2時間37分18秒38 安達 功624 アダチ イサオ 茨城県

2時間37分43秒39 谷川 善彦615 タニガワ ヨシヒコ 大阪府

2時間39分26秒40 坂田 晃一691 サカタ コウイチ 大阪府

2時間40分26秒41 福本 尚洋697 フクモト タカヒロ 兵庫県

2時間42分03秒42 竹島 茂人652 タケシマ シゲト 神奈川県

2時間43分55秒43 田邉 淳695 タナベ アツシ 兵庫県

2時間44分05秒44 西垣 卓郎609 ニシガキ タクロウ 和歌山県

2時間44分49秒45 横井 一人689 ヨコイ カズト 大阪府

2時間49分05秒46 有本 一之632 アリモト カズユキ 兵庫県

2時間50分27秒47 林 直和646 ハヤシ ナオカズ 長崎県

2時間50分30秒48 宮野 正幸680 ミヤノ マサユキ 兵庫県

2時間50分31秒49 田廣 恭幸675 タヒロ ヤスユキ 大阪府

2時間52分52秒50 楊 俊620 ヨウ シュン 兵庫県
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2時間52分54秒51 林 勝宏617 ハヤシ カツヒロ 京都府

2時間53分16秒52 田中 眞司641 タナカ シンジ 奈良県

2時間54分45秒53 浪野 裕之649 ナミノ ヒロユキ 大阪府

2時間54分46秒54 萩原 直志685 ハギハラ ナオシ 兵庫県

2時間54分53秒55 村田 朝誠665 ムラタ アサセイ 兵庫県

2時間54分54秒56 若松 秀和698 ワカマツ ヒデカズ 大阪府

2時間55分23秒57 亀谷 浩希662 カメタニ ヒロキ 兵庫県

2時間55分30秒58 成井 暁信684 ナリイ ギョウシン 奈良県

2時間55分39秒59 高塩 昌太郎670 タカシオ ショウタロウ 兵庫県

2時間56分43秒60 清田 豊668 キヨタ ユタカ 兵庫県

2時間57分30秒61 久堀 貫之669 クボリ ガンジ 兵庫県

2時間57分31秒62 小林 弦太619 コバヤシ ゲンタ 滋賀県

2時間58分09秒63 浜口 清隆682 ハマグチ キヨタカ 大阪府

2時間58分15秒64 工藤 靖一郎664 クドウ ヤスイチロウ 京都府

2時間58分47秒65 山岡 真博667 ヤマオカ マサヒロ 大阪府

2時間59分11秒66 黒田 智哉650 クロダ トモヤ 兵庫県

3時間00分19秒67 古舘 勇658 コヤカタ イサム 兵庫県

3時間02分03秒68 野澤 治郎627 ノザワ ジロウ 兵庫県

3時間07分14秒69 宅田 裕樹654 タクダ ヒロキ 大阪府

3時間09分03秒70 藤澤 敬徳686 フジサワ タカノリ 兵庫県

3時間11分05秒71 山下 雅義674 ヤマシタ マサヨシ 兵庫県

3時間14分08秒72 山崎 遼693 ヤマザキ リョウ 大阪府

3時間15分02秒73 村田 隆規639 ムラタ タカキ 奈良県

3時間16分41秒74 江原 貴之659 エハラ タカユキ 埼玉県

3時間19分28秒75 谷井 敏樹612 タニイ トシキ 兵庫県

3時間24分04秒76 前田 孝治699 マエダ タカハル 香川県

3時間24分11秒77 中西 孝平606 ナカニシ コウヘイ 東京都

3時間26分59秒78 小田 光輝643 オダ ミツテル 滋賀県

3時間34分20秒79 前田 和広661 マエダ カズヒロ 兵庫県

3時間52分21秒80 吉田 靖655 ヨシダ ヤスシ 兵庫県

チーム・ゼロ　実行委員会


