
- 第２回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

２０ｋｍ　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2015/11/29

スタート： 12:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ　事務局

1時間16分54秒1 前田 佳蔵836 マエダ ヨシゾウ 兵庫県

1時間19分29秒2 森田 進810 モリタ ススム 兵庫県

1時間21分06秒3 塩出　宏治902 ｼｵﾃﾞ ｺｳｼﾞ

1時間23分14秒4 佐藤 良洋879 サトウ タカヒロ 兵庫県

1時間23分42秒5 磯野 信康878 イソノ ノブヤス 兵庫県

1時間24分20秒6 楠瀬 直人838 クスノセ ナオト 兵庫県

1時間26分56秒7 土屋 和隆820 ツチヤ カヅタカ 徳島県

1時間27分08秒8 宮地 正記873 ミヤチ マサキ 兵庫県

1時間27分19秒9 井内 啓一832 イウチ ケイイチ 大阪府

1時間27分46秒10 北村 亮870 キタムラ リョウ 兵庫県

1時間29分11秒11 谷口 拓812 タニグチ タク 京都府

1時間29分31秒12 西尾 勇一880 ニシオ ユウイチ 大阪府

1時間31分52秒13 村井 憲一郎841 ムライ ケンイチロウ 兵庫県

1時間32分05秒14 渡部 修司801 ワタナベ シュウジ 大阪府

1時間32分13秒15 松本 寛815 マツモト ユタカ 兵庫県

1時間34分11秒16 下野 浩司835 シモノ ヒロシ 大阪府

1時間34分26秒17 石川 飛鳥895 イシカワ アスカ 兵庫県

1時間35分17秒18 川本 晋一郎857 カワモト シンイチロウ 大阪府

1時間35分18秒19 久保 広840 クボ ヒロシ 大阪府

1時間35分23秒20 木村 貴昭829 キムラ タカアキ 大阪府

1時間36分48秒21 大坂 勝845 オオサカ マサル 兵庫県

1時間37分37秒22 西 哲志831 ニシ サトシ 三重県

1時間38分12秒23 村山 勇太875 ムラヤマ ユウタ 新潟県

1時間38分48秒24 三宅 正洋891 ミヤケ マサヒロ 兵庫県

1時間38分49秒25 高石 知英898 タカイシ トモヒデ 大阪府

1時間38分56秒26 西 宏一朗867 ニシ コウイチロウ 大阪府

1時間39分05秒27 山本 真也825 ヤマモト シンヤ 兵庫県

1時間39分07秒28 上甲 一男839 ジョウコウ カズオ 滋賀県

1時間39分26秒29 藤戸 隆彦853 フジト タカヒコ 兵庫県

1時間39分33秒30 吉垣 忠和826 ヨシガキ タダカズ 兵庫県

1時間39分52秒31 生島 信司824 イクシマ シンジ 兵庫県

1時間40分10秒32 神谷 明寛871 カミタニ アキヒロ 京都府

1時間40分40秒33 伊賀 大士834 イガ ヒロシ 和歌山県

1時間40分46秒34 柴田 慎之819 シバタ ノリユキ 兵庫県

1時間40分47秒35 甲藤 雄大865 カットウ ユウダイ 大阪府

1時間41分49秒36 神谷 紘一郎885 カミヤ コウイチロウ 兵庫県

1時間42分51秒37 大家 弘路866 オオヤ コウジ 京都府

1時間42分58秒38 上岡 勇毅900 ウエオカ ユウキ 大阪府

1時間43分25秒39 小澤 達也883 オザワ タツヤ 兵庫県

1時間43分41秒40 湯出原 誠864 ユデハラ マコト 兵庫県

1時間44分19秒41 冨永 裕文890 トミナガ ヒロフミ 大阪府

1時間44分35秒42 安藤 滋基872 アンドウ シゲキ 大阪府

1時間44分47秒43 菊田 光宏896 キクタ ミツヒロ 大阪府

1時間45分04秒44 阿多 明直886 アタ アキナオ 大阪府

1時間45分32秒45 木崎 健三郎893 キザキ ケンザブロウ 兵庫県

1時間45分51秒46 三好 大899 ミヨシ ダイ 大阪府

1時間45分53秒47 安岡 利幸849 ヤスオカ トシユキ 兵庫県

1時間47分09秒48 冲中 繁之817 オキナカ シゲユキ 兵庫県

1時間47分09秒49 三口 公紀818 ミクチ コウキ 兵庫県

1時間47分52秒50 渡守 正彦806 ワタシモリ マサヒコ 大阪府

Team▲ZERO
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1時間49分08秒51 片平 義則892 カタヒラ ヨシノリ 兵庫県

1時間49分57秒52 岩間 康843 イワマ ヤスシ 大阪府

1時間50分23秒53 津波 丈雄860 ツナミ タケオ 大阪府

1時間50分58秒54 永井 順也856 ナガイ ジュンヤ 兵庫県

1時間53分27秒55 新田 忠昭848 ニッタ タダアキ 兵庫県

1時間55分02秒56 笠谷 泰宏830 カサタニ ヤスヒロ 兵庫県

1時間56分20秒57 奥田 祐己874 オクダ ユウキ 兵庫県

1時間56分25秒58 和田 耕一869 ワダ コウイチ 兵庫県

1時間56分28秒59 ティドマーシュ アンドル889 ティドマーシュ アンドル 愛媛県

1時間57分09秒60 堀野 滋和877 ホリノ シゲカズ 兵庫県

1時間57分15秒61 館林 康司855 タテバヤシ ヤスシ 大阪府

1時間57分59秒62 井上 一夫811 イノウエ カズオ 兵庫県

2時間00分42秒63 梅田 昌彦827 ウメダ マサヒコ 兵庫県

2時間04分06秒64 宮垣 徹也897 ミヤガキ テツヤ 大阪府

2時間05分31秒65 上野 俊文901 ウエノ トシフミ 兵庫県

2時間07分46秒66 坪井 勇貴852 ツボイ ユウキ 兵庫県

2時間08分26秒67 櫃本 雄一862 ヒツモト ユウイチ 兵庫県

2時間09分26秒68 後藤 哲範858 ゴトウ テツノリ 大阪府

2時間10分12秒69 佐方 繁文822 サカタ シゲフミ 兵庫県

2時間13分27秒70 原山 直太854 ハラヤマ ナオタ 京都府

2時間15分51秒71 西辻 武859 ニシツジ タケシ 大阪府

2時間16分40秒72 中村 健一郎884 ナカムラ ケンイチロウ 兵庫県

2時間17分00秒73 中坊 幸晴814 ナカボウ ユキハル 京都府

2時間18分18秒74 福原 清晃850 フクハラ キヨアキ 兵庫県

2時間19分26秒75 石津 弘視847 イシヅ ヒロシ 兵庫県

2時間21分02秒76 高橋 尚起888 タカハシ ナオキ 大阪府

2時間21分40秒77 竹下 宏太郎809 タケシタ コウタロウ 大阪府

2時間24分21秒78 前田 聖一803 マエダ セイイチ 奈良県

2時間26分43秒79 三木 信善861 ミキ ノブヨシ 兵庫県

2時間44分24秒80 浜 邦孝842 ハマ クニタカ 京都府

2時間57分09秒81 坪井 俊樹851 ツボイ トシキ 兵庫県

Team▲ZERO


