
- 春の舞洲ＲＵＮ祭り2015！海、花、フードで健康1番！ -

10km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/5/17

スタート： 10:30:00

会場: 舞洲ドックランウォーキング内

主催: チーム・ゼロ

39分51秒1 古家後 惣一442 コヤゴ ソウイチ

40分52秒2 山口 幹哉410 ヤマグチ ミキヤ

44分05秒3 小日向 毅406 コヒナタ ツヨシ

44分43秒4 立石 雅典417 タテイシ マサノリ

44分56秒5 祖父江 邦彦537 ソブエ クニヒコ

45分11秒6 福田 卓也462 フクダ タクヤ

46分16秒7 射場 理445 イバ オサム

47分07秒8 中島 広伸458 ナカジマ ヒロノブ

47分09秒9 大下 弘介493 オオシタ ヒロスケ

47分23秒10 林 新一407 ハヤシ シンイチ

47分41秒11 島崎 友勝479 シマザキ トモカツ

48分06秒12 池崎 匡490 イケザキ マサシ

48分11秒13 村本 健介481 ムラモト ケンスケ

48分58秒14 中山 勝401 ナカヤマ マサル

49分10秒15 間瀬 有411 マセ タモツ

49分20秒16 西川 義典416 ニシカワ ヨシノリ

49分25秒17 植村 幸平470 ウエムラ コウヘイ

49分29秒18 今井 利通449 イマイ トシミチ

50分14秒19 麓 圭一505 フモト ケイイチ

50分25秒20 竹内 敏治430 タケウチ トシハル

50分27秒21 山下　雅司541 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼﾞ

50分59秒22 高松 一男506 タカマツ カズオ

51分03秒23 来山 義仁431 キタヤマ ヨシヒト

51分54秒24 宮原 敏昭497 ミヤハラ トシアキ

52分17秒25 牧 隆博441 マキ タカヒロ

52分31秒26 前橋 敏晴426 マエハシ トシハル

52分32秒27 木村 文哉421 キムラ フミヤ

52分50秒28 安岡 利幸443 ヤスオカ トシユキ

53分06秒29 松村 隆広534 マツムラ タカヒロ

53分59秒30 小西 努428 コニシ ツトム

54分08秒31 原田 隆436 ハラダ タカシ

54分37秒32 伴戸 毅511 バンド タケシ

54分43秒33 西東 辰朗503 サイトウ タツロウ

54分59秒34 坂本 洋佑532 サカモト ヨウスケ

55分19秒35 中井 賀雄492 ナカイ ヨシオ

55分26秒36 小林 俊幸418 コバヤシ トシユキ

55分47秒37 中平 智之520 ナカヒラ トモユキ

55分55秒38 森本 浩419 モリモト ヒロシ

55分59秒39 小松 寿満529 コマツ トシミツ

56分12秒40 松原 康倫472 マツバラ ヤスノリ

56分29秒41 久保田 翔498 クボタ ショウ

56分35秒42 岡上 裕太523 オカウエ ユウタ

57分03秒43 土橋 直史522 ドバシ ナオフミ

57分12秒44 茂地 秀紀501 モジ ヒデキ

57分15秒45 里吉 慶一432 サトヨシ ケイイチ

57分32秒46 松原 洋明450 マツバラ ヒロアキ

57分55秒47 奥沢 悟495 オクザワ サトル

58分30秒48 田中 誠治451 タナカ セイジ

58分37秒49 白水　豊540 ｼﾗﾐｽﾞ ﾕﾀｶ

58分41秒50 島﨑 貞行533 シマサキ サダユキ

TEAM▲ZERO
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59分11秒51 橋本 直之486 ハシモト ナオユキ

59分22秒52 原田 紀昌477 ハラダ ノリマサ

59分31秒53 石橋 和志482 イシバシ カズユキ

59分37秒54 北島 和典528 キタジマ カズノリ

1時間00分04秒55 笹倉 久敬485 ササクラ ヒサノリ

1時間00分12秒56 後藤田 浩496 ゴトウダ ヒロシ

1時間00分12秒57 森川 亮480 モリカワ リョウ

1時間00分24秒58 山田 克弥460 ヤマダ カツヤ

1時間00分41秒59 津田 剛473 ツダ タケシ

1時間00分43秒60 田中 伸明420 タナカ ノブアキ

1時間00分47秒61 杉本 隼519 スギモト シュン

1時間00分49秒62 福田 茂生440 フクダ シゲオ

1時間00分50秒63 浦本 浩幸484 ウラモト ヒロユキ

1時間01分00秒64 徳永 陽太郎444 トクナガ ヨウタロウ

1時間01分11秒65 竹下 慎429 タケシタ マコト

1時間01分25秒66 木村」 好孝509 キムラ ヨシタカ

1時間01分31秒67 池場 広明518 イケバ ヒロアキ

1時間01分38秒68 西村 昭彦422 ニシムラ アキヒコ

1時間02分13秒69 土岐 朋也435 ドキ トモヤ

1時間02分27秒70 大森 博志471 オオモリ ヒロシ

1時間02分27秒71 野田 修平433 ノダ シュウヘイ

1時間02分44秒72 加藤 知也538 カトウ トモヤ

1時間03分09秒73 吉藤 昇志448 ヨシフジ ショウジ

1時間03分10秒74 細川修平539 ホソカワ　シュウヘイ

1時間03分12秒75 楠山 能延413 クスヤマ ヨシノブ

1時間03分36秒76 岡田 誠二453 オカダ セイジ

1時間03分45秒77 小関 正和483 オゼキ マサカズ

1時間03分50秒78 桑原 淳452 クワバラ アツシ

1時間03分54秒79 西森 敏彦427 ニシモリ トシヒコ

1時間04分18秒80 増田 力409 マスダ ツヨシ

1時間04分22秒81 中森 逸雄465 ナカモリ イツオ

1時間04分23秒82 吉田 晋弥402 ヨシダ シンヤ

1時間04分35秒83 黒田 学516 クロダ ガク

1時間04分43秒84 福留 浩司494 フクドメ コウジ

1時間05分00秒85 徐 忠明478 ジョ タダアキ

1時間05分07秒86 濱 崇洋517 ハマ タカヒロ

1時間05分12秒87 吉田 哲也466 ヨシダ テツヤ

1時間05分19秒88 風早 信昭499 カザハヤ ノブアキ

1時間05分25秒89 原 務457 ハラ ツトム

1時間05分38秒90 上島 崇良424 ウエシマ タカヨシ

1時間05分46秒91 藤原 教雄463 フジワラ カナオ

1時間06分23秒92 西村 博之461 ニシムラ ヒロユキ

1時間08分08秒93 藤田 竜二535 フジタ リュウジ

1時間08分33秒94 笑粥 俊紀455 ワラカユ トシノリ

1時間08分34秒95 森山 晃宏514 モリヤマ アキヒロ

1時間08分39秒96 立岡 昌宣487 タチオカ マサノリ

1時間09分06秒97 糸賀 隆志404 イトガ タカシ

1時間09分20秒98 小森 瑞樹513 コモリ ミズキ

1時間09分21秒99 坪井 一晃468 ツボイ カズアキ

1時間09分30秒100 山林 貴司510 ヤマバヤシ タカシ
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1時間09分32秒101 上野 茂春412 ウエノ シゲハル

1時間09分54秒102 宮里 将491 ミヤザト ショウ

1時間10分04秒103 川崎 雄大504 カワサキ ユウダイ

1時間10分05秒104 入口 一輝467 イリグチ イッキ

1時間11分13秒105 風早 宏基500 カザハヤ ヒロキ

1時間11分21秒106 造勇 雄二474 ゾウユウ ユウジ

1時間11分24秒107 柳瀬 智裕469 ヤナセ トモヒロ

1時間11分32秒108 村尾 宗周456 ムラオ ムネチカ

1時間11分37秒109 十石 壮平507 ジュッコク ソウヘイ

1時間12分42秒110 原田 実434 ハラダ ミノル

1時間12分45秒111 北場 健三425 キタバ ケンゾウ

1時間13分34秒112 藤掛 祐二502 フジカケ ユウジ

1時間13分55秒113 浅野 大輔831 アサノ ダイスケ

1時間14分10秒114 高橋 啓気536 タカハシ ケイキ

1時間14分43秒115 戸川 尚也454 トガワ ナオヤ

1時間15分44秒116 田中 優一525 タナカ ユウイチ

1時間16分55秒117 井手上 悟446 イデガミ サトル

1時間17分03秒118 宮城 隆司488 ミヤギ タカシ

1時間17分04秒119 南 浩二489 ミナミ コウジ

1時間17分28秒120 佐藤 博415 サトウ ヒロシ

1時間18分57秒121 因幡 雅文423 イナバ マサフミ

1時間19分30秒122 佐田 誠512 サタ マコト

1時間20分50秒123 前田 壽生475 マエダ ヒサオ

1時間21分26秒124 竹本 慎二408 タケモト シンジ

1時間23分44秒125 太田 博明531 オオタ ヒロアキ

1時間38分18秒126 山田 昌宏521 ヤマダ マサヒロ

1時間46分22秒127 松田 篤生526 マツダ アツオ

1時間46分23秒128 松田 虎太朗527 マツダ コタロウ

TEAM▲ZERO


