
- 春の舞洲ＲＵＮ祭り2015！海、花、フードで健康1番！ -

20km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/5/17

スタート： 12:00:00

会場: 舞洲ドックランウォーキング内

主催: チーム・ゼロ

1時間23分42秒1 辰巳 聖弥765 タツミ セイヤ

1時間28分14秒2 左奈田 勲782 サナダ イサオ

1時間31分37秒3 國松 寿792 クニマツ ヒサシ

1時間34分18秒4 日向 剛732 ヒュウガ ツヨシ

1時間35分01秒5 森 登志雄706 モリ トシオ

1時間36分28秒6 木村　哲也856 キムラ　テツヤ

1時間37分38秒7 更屋 恭平850 サラヤ キョウヘイ

1時間39分01秒8 大西　啓太郎857 ｵｵﾆｼ ｹｲﾀﾛｳ

1時間39分07秒9 山本 晃842 ヤマモト アキラ

1時間39分08秒10 宮本 将男832 ミヤモト マサオ

1時間41分51秒11 近藤 正幸852 コンドウ マサユキ

1時間42分04秒12 検校 剛815 ケンコウ タケシ

1時間42分46秒13 松浦 良平844 マツウラ リョウヘイ

1時間43分38秒14 北村 幸法764 キタムラ ユキノリ

1時間44分23秒15 永家 和弘808 ナガイエ カズヒロ

1時間44分35秒16 川本 幸洋729 カワモト ユキヒロ

1時間45分15秒17 岩本 守人748 イワモト モリト

1時間47分24秒18 山口 淳一759 ヤマグチ ジュンイチ

1時間48分07秒19 西尾 直記853 ニシオ ナオキ

1時間48分40秒20 石津 徹722 イシヅ トオル

1時間50分17秒21 岩動 聖也755 イスルギ セイヤ

1時間51分03秒22 鈴永 和久803 スズナガ カズヒサ

1時間51分41秒23 吉村 信輝804 ヨシムラ ノブキ

1時間52分28秒24 小笹 展弘730 コザサ ノブヒロ

1時間52分52秒25 松永 誠710 マツナガ マコト

1時間54分23秒26 高野 潤794 タカノ ジュン

1時間54分50秒27 松村 慧724 マツムラ ケイ

1時間55分01秒28 村田 航平798 ムラタ コウヘイ

1時間55分59秒29 三浦 大史774 ミウラ ヒロフミ

1時間56分05秒30 田中 康博825 タナカ ヤスヒロ

1時間56分40秒31 菅森 健太762 スガモリ ケンタ

1時間57分14秒32 中村 衆777 ナカムラ シュウ

1時間58分30秒33 森本 嘉久802 モリモト ヨシヒサ

1時間58分32秒34 中堂 博至709 ナカドウ ヒロシ

1時間58分56秒35 小山 滋之738 コヤマ シゲユキ

1時間58分59秒36 野中 慎也753 ノナカ シンヤ

1時間59分12秒37 佐藤 俊也812 サトウ トシヤ

1時間59分13秒38 髙倉 雅宏720 タカクラ マサヒロ

1時間59分22秒39 森 倫太郎767 モリ リンタロウ

1時間59分22秒40 隅田 秀喜775 スミタ ヒデキ

1時間59分36秒41 辻 孝志761 ツジ タカシ

1時間59分48秒42 中澤 真士838 ナカザワ マサシ

2時間00分01秒43 冨田 昇平750 トミタ ショウヘイ

2時間00分06秒44 小窪 信行725 コクボ ノブユキ

2時間00分20秒45 福田 智史822 フクダ サトシ

2時間00分22秒46 中尾 義光805 ナカオ ヨシミツ

2時間00分23秒47 東中 隆史746 ヒガシナカ タカシ

2時間00分44秒48 伊藤 永彦734 イトウ ナガヒコ

2時間01分01秒49 岩本 哲典810 イワモト アキノリ

2時間01分32秒50 長谷川 幸雄715 ハセガワ ユキオ

TEAM▲ZERO



- 春の舞洲ＲＵＮ祭り2015！海、花、フードで健康1番！ -

20km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/5/17

スタート： 12:00:00

会場: 舞洲ドックランウォーキング内

主催: チーム・ゼロ

2時間01分48秒51 栗林 俊行717 クリバヤシ トシユキ

2時間01分51秒52 山本 将人781 ヤマモト マサト

2時間01分54秒53 坂本 猛712 サカモト タケシ

2時間04分51秒54 松田 菖汰829 マツダ ショウタ

2時間05分19秒55 松下 陽平769 マツシタ ヨウヘイ

2時間05分39秒56 岡崎 抄法807 オカザキ アツノリ

2時間05分47秒57 細川 潔821 ホソカワ キヨシ

2時間06分05秒58 中村 良太766 ナカムラ リョウタ

2時間06分06秒59 佐々木 浩志776 ササキ ヒロシ

2時間07分20秒60 田中 賢治736 タナカ ケンジ

2時間07分43秒61 谷尻 恵702 タニジリ メグミ

2時間08分16秒62 加藤 敏夫797 カトウ トシオ

2時間09分18秒63 村中 仁751 ムラナカ ヒトシ

2時間09分28秒64 澤 圭輔801 サワ ケイスケ

2時間10分04秒65 伊藤 吉光833 イトウ ヨシテル

2時間10分07秒66 大濱 啓二841 オオハマ ケイジ

2時間10分09秒67 堀尾 浩一749 ホリオ コウイチ

2時間10分37秒68 徳原 信明786 トクハラ ノブアキ

2時間10分48秒69 麻生 洋平827 アソウ ヨウヘイ

2時間10分53秒70 藤井 伸介778 フジイ シンスケ

2時間11分39秒71 富澤 貴雄707 トミザワ タカオ

2時間13分14秒72 伊藤 桂788 イトウ カツラ

2時間14分02秒73 森谷 将之716 モリタニ マサユキ

2時間14分35秒74 江島 孝治758 エジマ タカハル

2時間14分41秒75 山田 直輝799 ヤマダ ナオキ

2時間16分07秒76 内山 寿士771 ウチヤマ ヒサシ

2時間16分10秒77 大西 勇佑840 オオニシ ユウスケ

2時間16分22秒78 高畠 道広701 タカハタ ミチヒロ

2時間16分27秒79 浜田 勇樹848 ハマダ ユウキ

2時間17分35秒80 久保田 芳郎721 クボタ ヨシロウ

2時間18分02秒81 生田 圭志756 イクタ ケイジ

2時間18分36秒82 前田 寛明760 マエダ ヒロアキ

2時間18分41秒83 松岡 政二795 マツオカ マサジ

2時間18分50秒84 楠井 慶昭726 クスイ ヨシアキ

2時間18分55秒85 西村 祐一813 ニシムラ ユウイチ

2時間19分07秒86 村川 明弘705 ムラカワ アキヒロ

2時間19分11秒87 坂倉 富司728 サカクラ トミジ

2時間19分25秒88 神村 斉志826 カミムラ ヒトシ

2時間19分42秒89 長田 圭司806 オサダ ケイジ

2時間19分55秒90 中村 健二793 ナカムラ ケンジ

2時間19分58秒91 加茂 幸夫757 カモ ユキオ

2時間23分00秒92 細井 俊資727 ホソイ シュンスケ

2時間23分29秒93 松田 徹790 マツダ トオル

2時間23分30秒94 増井 浩752 マスイ ヒロシ

2時間23分57秒95 田﨑 浩843 タサキ ヒロシ

2時間23分58秒96 千鳥 幸弘820 チドリ ユキヒロ

2時間24分10秒97 新小田 裕明770 ニイオダ ヒロアキ

2時間24分45秒98 佐藤 光太郎818 サトウ コウタロウ

2時間25分17秒99 坂東 龍814 バンドウ リュウ

2時間25分29秒100 深川 義之839 フカガワ ヨシユキ

TEAM▲ZERO
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会場: 舞洲ドックランウォーキング内

主催: チーム・ゼロ

2時間27分03秒101 神前　茂858 ｶﾐﾏｴ ｼｹﾞﾙ

2時間27分05秒102 佐竹 進矢784 サタケ シンヤ

2時間28分01秒103 伊藤 喜章768 イトウ ヨシアキ

2時間28分32秒104 船山 昌彦817 フナヤマ マサヒコ

2時間29分49秒105 櫻井 克俊859 ｻｸﾗｲｶｽﾞﾄｼ

2時間30分19秒106 中道 為治791 ナカミチ タメハル

2時間31分26秒107 猪俣 佳久796 イノマタ ヨシヒサ

2時間33分23秒108 岡山 和志847 オカヤマ カズシ

2時間33分35秒109 三田 忠伸731 サンダ タダノブ

2時間33分40秒110 船山 和眞740 フナヤマ カズマ

2時間33分41秒111 川島 大輔851 カワシマ ダイスケ

2時間34分36秒112 福本 俊之735 フクモト トシユキ

2時間36分17秒113 左近充 稔846 サコンジュウ ミノル

2時間40分14秒114 早川 幸秀747 ハヤカワ ユキヒデ

2時間40分38秒115 中坊 幸晴711 ナカボウ ユキハル

2時間40分59秒116 竹本　栄作854 タケモト　エイサク

2時間41分10秒117 藤生 基弘836 フジウ モトヒロ

2時間42分43秒118 土谷 昌弘741 ツチタニ マサヒロ

2時間42分51秒119 森下 武志713 モリシタ タケシ

2時間46分32秒120 船曳 宗司733 フナビキ ソウジ

2時間49分05秒121 濱﨑 真久745 ハマサキ マサヒサ

2時間49分36秒122 山本 邦裕824 ヤマモト クニヒロ

2時間51分43秒123 布谷 征丸739 ヌノタニ セイガン

2時間52分54秒124 飯野 輝清754 イイノ テルキヨ

2時間55分38秒125 阿部 純三787 アベ ジュンゾウ

2時間56分07秒126 漆原 博一743 ウルシハラ ヒロカズ

3時間29分40秒127 梶野　幸利855 ｶｼﾞﾉ ﾕｷﾄｼ

TEAM▲ZERO


