
- 舞洲チャレンジ！走魂RUN！2015ファーストシリーズ -

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

 2015/2/14

スタート： 13:00:00

会場: 舞洲スポーツアイランド

主催: チームゼロ

1時間15分48秒1 熊田 大116 クマダ ヒロシ 兵庫県

1時間23分28秒2 角　鉄平316 スミ テッペイ 兵庫県

1時間24分25秒3 田中 大貴130 タナカ ヒロキ 奈良県

1時間25分20秒4 信藤 海南登315 シンドウ ミナト 兵庫県

1時間25分30秒5 泉本 幸男119 イズモト ユキオ 大阪府

1時間26分01秒6 白倉 嵩大146 シラクラ タカヒロ 大阪府

1時間27分48秒7 山口 紘平150 ヤマグチ コウヘイ 大阪府

1時間28分05秒8 瀧浦 証平139 タキウラ ショウヘイ 兵庫県

1時間28分56秒9 畔柳 昌直115 クロヤナギ マサナオ 三重県

1時間32分28秒10 廣瀬 信彦127 ヒロセ ノブヒコ 奈良県

1時間33分11秒11 指田 欣宏277 サシダ ヤスヒロ 兵庫県

1時間34分04秒12 中路 治296 ナカジ オサム 大阪府

1時間34分57秒13 升田 圭亮207 マスダ ケイスケ 大阪府

1時間35分55秒14 小林 和人200 コバヤシ カズト 大阪府

1時間36分04秒15 大田 ダイスケ251 オオタ ダイスケ 兵庫県

1時間36分25秒16 続木 雅124 ツヅキ マサル 大阪府

1時間36分31秒17 岡田 賢一157 オカダ ケンイチ 大阪府

1時間36分36秒18 富岡 泰章257 トミオカ ヤスアキ 奈良県

1時間37分25秒19 菊川 洋充133 キクカワ ヒロミツ 愛知県

1時間37分55秒20 もり ゆうき281 モリ ユウキ 和歌山県

1時間38分01秒21 井畑 修司184 イハタ シュウジ 大阪府

1時間39分34秒22 大藪 巨樹174 オオヤブ ナオキ 兵庫県

1時間40分02秒23 佐々木 尚人195 ササキ タカヒト 大阪府

1時間40分11秒24 堤 清悟156 ツツミ シンゴ 大阪府

1時間41分34秒25 井手 剛司106 イデ ツヨシ 滋賀県

1時間41分40秒26 野田 貴司244 ノダ タカシ 兵庫県

1時間41分46秒27 池田 一也103 イケダ カズヤ 京都府

1時間42分41秒28 西村 公利110 ニシムラ キミトシ 大阪府

1時間42分50秒29 吉田 暁充233 ヨシダ アキミツ 大阪府

1時間42分51秒30 豊福 康弘129 トヨフク ヤスヒロ 大阪府

1時間43分08秒31 関 哲也179 セキ テツヤ 兵庫県

1時間43分15秒32 髙橋 和也287 タカハシ カズヤ 大阪府

1時間43分24秒33 福留 宏治141 フクドメ コウジ 広島県

1時間44分20秒34 野々村 真輔269 ノノムラ シンスケ 兵庫県

1時間45分26秒35 田中 宏明312 タナカ ヒロアキ 大阪府

1時間46分12秒36 平山 安彦225 ヒラヤマ ヤスヒコ 埼玉県

1時間46分22秒37 柴田 茂樹148 シバタ シゲキ 滋賀県

1時間47分05秒38 濱地 祐次181 ハマジ ヒロツグ 奈良県

1時間47分41秒39 蒲生 紘輝272 ガモウ ヒロキ 大阪府

1時間47分57秒40 後藤 和久180 ゴトウ カズヒサ 兵庫県

1時間48分14秒41 大槻 卓司131 オオツキ タカシ 大阪府

1時間48分22秒42 笠井 正隆214 カサイ マサタカ 大阪府

1時間48分38秒43 渡邉 高志194 ワタナベ タカシ 兵庫県

1時間49分17秒44 本井 啓貴128 モトイ ヒロタカ 大阪府

1時間49分45秒45 高尾 啓希275 タカオ ヒロキ 大阪府

1時間49分46秒46 森川 宏治120 モリカワ コウジ 大阪府

1時間49分58秒47 北原 光悟154 キタハラ ミツノリ 大阪府

1時間50分03秒48 松浦 博幸182 マツウラ ヒロユキ 滋賀県

1時間50分06秒49 沖野 巌201 オキノ イワオ 大阪府

1時間50分43秒50 後藤 宏彰172 ゴトウ ヒロアキ 兵庫県
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1時間50分49秒51 川良 正治105 カワラ マサハル 大阪府

1時間50分52秒52 岡村 公一299 オカムラ コウイチ 大阪府

1時間51分05秒53 野村 康明226 ノムラ ヤスアキ 大阪府

1時間51分17秒54 松下 晴彦202 マツシタ ハルヒコ 大阪府

1時間51分35秒55 長屋 昌典122 ナガヤ マサノリ 大阪府

1時間52分27秒56 山岡 悦雄246 ヤマオカ エツオ 兵庫県

1時間52分58秒57 葉山 嘉一177 ハヤマ キイチ 京都府

1時間53分03秒58 河合 卓哉270 カワイ タクヤ 大阪府

1時間53分04秒59 河合 優斗271 カワイ ユウト 大阪府

1時間53分28秒60 森川 智之198 モリカワ トモユキ 兵庫県

1時間53分34秒61 深海 守之152 フカミ モリユキ 大阪府

1時間53分44秒62 本坊 哲也199 ホンボウ テツヤ 大阪府

1時間53分54秒63 米持 政喜274 ヨネモチ マサキ 大阪府

1時間54分24秒64 壁 義郎280 カベ ヨシロウ 兵庫県

1時間54分44秒65 大澤 実132 オオサワ ミノル 京都府

1時間54分57秒66 佐々木 謙268 ササキ ケン 大阪府

1時間55分05秒67 椎本 勇治118 シイモト ユウジ 大阪府

1時間55分20秒68 柴崎 秀樹311 シバザキ ヒデキ 大阪府

1時間55分27秒69 高橋 祐介314 タカハシ ユウスケ 兵庫県

1時間55分32秒70 松浦 章仁217 マツウラ アキヒト 奈良県

1時間56分01秒71 地道 広之286 ジミチ ヒロユキ 大阪府

1時間56分07秒72 古賀 大輔228 コガ ダイスケ 大阪府

1時間56分09秒73 阪上 淳一郎212 サカウエ ジュンイチロウ 兵庫県

1時間56分26秒74 大野 翼173 オオノ ツバサ 兵庫県

1時間56分38秒75 中村 真光219 ナカムラ マサミツ 京都府

1時間57分42秒76 畑野 公章158 ハタノ キミアキ 兵庫県

1時間57分43秒77 高橋 宏典134 タカハシ ヒロノリ 東京都

1時間57分44秒78 神原 謙一204 カンバラ ケンイチ 奈良県

1時間58分14秒79 出田 欣宏188 イデタ ヨシヒロ 大阪府

1時間58分17秒80 江端 伸弘149 エバタ ノブヒロ 大阪府

1時間58分25秒81 藤井 裕昭114 フジイ ヒロアキ 大阪府

1時間58分36秒82 武田 弘幸112 タケダ ヒロユキ 兵庫県

1時間58分55秒83 三輪 昌弘102 ミワ マサヒロ 滋賀県

1時間58分59秒84 杉崎 文孝171 スギザギ フミタカ 大阪府

1時間59分08秒85 藤谷 和弘265 フジタニ カズヒロ 京都府

1時間59分36秒86 竹中 久則126 タケナカ ヒサノリ 大阪府

2時間00分02秒87 多田 雅弘229 タダ マサヒロ 大阪府

2時間00分29秒88 永田 博正161 ナガタ ヒロマサ 大阪府

2時間00分56秒89 吉本 真一252 ヨシモト シンイチ 大阪府

2時間00分59秒90 佐藤 俊也309 サトウ トシヤ 大阪府

2時間01分11秒91 阪本 好史196 サカモト ヨシフミ 兵庫県

2時間01分44秒92 吉柴 隆樹183 ヨシシバ タカキ 大阪府

2時間02分32秒93 木地 剛266 キジ タケシ 滋賀県

2時間02分41秒94 林田 昇太291 ハヤシダ ショウタ 大阪府

2時間02分54秒95 奥本 健太293 オクモト ケンタ 大阪府

2時間03分02秒96 杉本 孝二郎248 スギモト コウジロウ 大阪府

2時間03分07秒97 渡川 浩志111 トガワ ヒロユキ 兵庫県

2時間03分09秒98 河田 光成239 カワタ ミツナリ 奈良県

2時間04分06秒99 藤井 健悟143 フジイ ケンゴ 大阪府

2時間04分27秒100 副島 達也243 ソエジマ タツヤ 大阪府

TEAM▲ZERO



- 舞洲チャレンジ！走魂RUN！2015ファーストシリーズ -

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

 2015/2/14

スタート： 13:00:00

会場: 舞洲スポーツアイランド

主催: チームゼロ

2時間05分06秒101 太田 圭祐230 オオタ ケイスケ 奈良県

2時間05分09秒102 井上 進太郎301 イノウエ シンタロウ 大阪府

2時間05分17秒103 吉住 利秀211 ヨシズミ トシヒデ 大阪府

2時間05分38秒104 杉本 澄光145 スギモト スミミツ 滋賀県

2時間05分57秒105 中吉 健一256 ナカヨシ ケンイチ 大阪府

2時間05分58秒106 松井 克伊151 マツイ カツヨシ 奈良県

2時間06分20秒107 土田 正樹283 ツチダ マサキ 大阪府

2時間07分02秒108 多賀 栄治113 タガ エイジ 大阪府

2時間07分05秒109 芝井 克英267 シバイ カツヒデ 大阪府

2時間07分38秒110 小竹 諒弥259 オダケ リョウヤ 滋賀県

2時間07分43秒111 井本 恭兵307 イモト キョウヘイ 和歌山県

2時間08分53秒112 米岡 拓也297 ヨネオカ タクヤ 大阪府

2時間09分01秒113 森本 浩一224 モリモト コウイチ 兵庫県

2時間09分06秒114 監物 晃245 ケンモツ アキラ 大阪府

2時間09分18秒115 東郷 隆二125 トウゴウ リュウジ 兵庫県

2時間09分20秒116 秋元 晃嗣254 アキモト コウジ 大阪府

2時間09分40秒117 佐藤 裕介208 サトウ ユウスケ 大阪府

2時間09分40秒118 山下 誠司209 ヤマシタ セイジ 大阪府

2時間09分47秒119 福永 淳志247 フクナガ アツシ 兵庫県

2時間10分52秒120 浅田 雄太223 アサダ ユウタ 奈良県

2時間10分52秒121 松尾 寛之250 マツオ ヒロユキ 大阪府

2時間10分56秒122 櫻井 政好101 サクライ マサヨシ 兵庫県

2時間11分19秒123 岡田 正人187 オカダ マサト 大阪府

2時間12分27秒124 大井 雅也241 オオイ マサヤ 大阪府

2時間12分48秒125 吉成 太郎255 ヨシナリ タロウ 大阪府

2時間13分13秒126 徳岡 拓也216 トクオカ タクヤ 大阪府

2時間13分29秒127 諸角 洋大285 モロズミ ヨウダイ 大阪府

2時間13分39秒128 奥田 雅樹203 オクダ マサキ 大阪府

2時間13分58秒129 牧 将博168 マキ マサヒロ 兵庫県

2時間14分50秒130 藤本 伸二163 フジモト シンジ 大阪府

2時間15分07秒131 奥平 裕信227 オクダイラ ヒロノブ 大阪府

2時間15分25秒132 渡辺 宇一108 ワタナベ ウイチ 兵庫県

2時間15分37秒133 山本 英和136 ヤマモト ヒデカズ 大阪府

2時間15分43秒134 碇 慎吾166 イカリ シンゴ 兵庫県

2時間16分49秒135 城市 一樹232 ジョウイチ カズキ 兵庫県

2時間16分51秒136 西川 裕揮300 ニシカワ ユウキ 東京都

2時間16分52秒137 堤 雄三306 ツツミ ユウゾウ 大阪府

2時間16分53秒138 今井 秀幸193 イマイ ヒデユキ 兵庫県

2時間17分05秒139 小川 恭延205 オガワ ヤスノブ 大阪府

2時間17分32秒140 岡部 孝121 オカベ タカシ 兵庫県

2時間17分38秒141 中井 雅敏155 ナカイ マサトシ 大阪府

2時間17分49秒142 鷲塚 晃294 ワシヅカ アキラ 大阪府

2時間17分54秒143 木戸 嘉彦162 キド ヨシヒコ 大阪府

2時間18分22秒144 松尾 洋137 マツオ ヒロシ 京都府

2時間19分15秒145 上村 光司282 ウエムラ コウシ 大阪府

2時間19分37秒146 刀根 義幸273 トネ ヨシユキ 兵庫県

2時間19分50秒147 片倉 浩理284 カタクラ ヒロミチ 京都府

2時間20分02秒148 山本 宙史278 ヤマモト ヒロシ 大阪府

2時間20分06秒149 西田 圭吾292 ニシダ ケイゴ 大阪府

2時間20分53秒150 横山 記久279 ヨコヤマ ノリヒサ 兵庫県
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2時間21分07秒151 吉岡 努289 ヨシオカ ツトム 大阪府

2時間21分50秒152 辻 清隆176 ツジ キヨタカ 滋賀県

2時間22分08秒153 吉澤 宥輝159 ヨシザワ ユウキ 兵庫県

2時間22分21秒154 瀬川 裕康263 セガワ ヒロヤス 大阪府

2時間23分05秒155 岩崎 光宏249 イワサキ ミツヒロ 和歌山県

2時間23分16秒156 牧野 龍太240 マキノ リュウタ 兵庫県

2時間25分27秒157 中村 勇士290 ナカムラ ユウジ 大阪府

2時間25分49秒158 八野 智行192 ハチノ トモユキ 大阪府

2時間25分57秒159 末廣 浩三142 スエヒロ ヒロゾウ 三重県

2時間26分23秒160 奥澤 航一郎304 オクザワ コウイチロウ 滋賀県

2時間26分31秒161 林原 和樹310 ハヤシバラ カズキ 兵庫県

2時間26分41秒162 壇特　竜王317 ﾀﾞﾝﾄｸ ﾀﾂｵ

2時間28分12秒163 丸山 徹260 マルヤマ トオル 大阪府

2時間28分36秒164 沼田 祐樹235 ヌマタ ユウキ 滋賀県

2時間28分42秒165 鈴木 宣之242 スズキ ノリユキ 兵庫県

2時間30分48秒166 増田 和倫222 マスダ カズノリ 兵庫県

2時間31分19秒167 川中 康弘138 カワナカ ヤスヒロ 兵庫県

2時間32分54秒168 南浦 篤弘191 ミナミウラ アツヒロ 大阪府

2時間33分01秒169 五百尾 達也169 イホオ タツヤ 兵庫県

2時間33分02秒170 黒岩 祐貴167 クロイワ ユウキ 兵庫県

2時間33分03秒171 小川 晋平170 オガワ シンペイ 兵庫県

2時間33分05秒172 大園 茂104 オオソノ シゲル 大阪府

2時間33分35秒173 大江 章弘234 オオエ アキヒロ 奈良県

2時間33分56秒174 西山 光樹109 ニシヤマ ミツキ 兵庫県

2時間34分18秒175 北野 淳冶220 キタノ ジュンジ 大阪府

2時間34分57秒176 青山 幸雄308 アオヤマ サチオ 大阪府

2時間35分02秒177 松本 啓佑218 マツモト ケイスケ 大阪府

2時間36分18秒178 堀ノ内 翼302 ホリノウチ ツバサ 滋賀県

2時間37分59秒179 吉見 英之165 ヨシミ ヒデユキ 大阪府

2時間39分29秒180 清原 稔夫144 キヨハラ トシオ 兵庫県

2時間40分55秒181 大地 章浩253 オオチ アキヒロ 福岡県

2時間41分21秒182 中俣 勇樹264 ナカマタ ユウキ 大阪府

2時間43分55秒183 田中 賢二238 タナカ ケンジ 大阪府

2時間44分30秒184 山本 悠介305 ヤマモト ユウスケ 滋賀県

2時間44分30秒185 松本 祐輝303 マツモト ユウキ 大阪府

2時間48分15秒186 松村 幸弘237 マツムラ ユキヒロ 大阪府

2時間48分33秒187 上川 輝芳178 ウエカワ テルヨシ 大阪府

2時間49分22秒188 松山 圭介175 マツヤマ ケイスケ 奈良県

2時間51分56秒189 畠山 拓也276 ハタケヤマ タクヤ 大阪府

2時間52分49秒190 藤吉 晃郎190 フジヨシ アキオ 大阪府

2時間56分20秒191 芥子 浩士262 ケシ ヒロシ 大阪府

TEAM▲ZERO


