
ハーフ 一般 男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  1030 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝ 西尾　純 兵庫県 神戸市 和我家 01:15:04.

    2  1027 ﾓﾘｻｷ ﾖｳｽｹ 森崎　陽介 大阪府 豊中市 ＨＨＨ競走部 01:24:50.

    3  1022 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ 田中　裕也 大阪府 箕面市 パナソニック 01:26:15.

    4  1049 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 松岡　佑輝 京都府 京田辺市 同志社大学 01:28:44.

    5  1043 ﾐﾔｹ ﾃﾂｵ 三宅　哲央 大阪府 寝屋川市 ＡＬＨ株式会社 01:28:50.

    6  1046 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 吉田　実 大阪府 高槻市 エーシーたまがわ 01:30:46.

    7  1087 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞ 内田　敬梧 大阪府 枚方市 近畿大学 01:31:55.

    8  1044 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾋﾛ 中島　教博 大阪府 高槻市 中島教博 01:32:53.

    9  1075 ﾑﾈ ｶｽﾞｷ 宗　和希 大阪府 吹田市 立命館大学 01:33:13.

   10  1012 ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 大谷　俊介 大阪府 八尾市 大谷会計事務所 01:33:56.

   11  1047 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 水本　達也 奈良県 宇陀市 近鉄 01:35:01.

   12  1078 ﾖｼﾐﾂ ﾀﾓﾝ 吉満　多聞 大阪府 吹田市 大阪大学 01:35:04.

   13  1066 ﾆｼﾌｼﾞ ﾀｲｾｲ 西藤　大世 京都府 長岡京市 株式会社　京都銀行 01:35:47.

   14  1025 ﾀｹﾏｴ ﾜﾀﾙ 竹前　亘 茨城県 つくば市 つくば市 01:36:03.

   15  1014 ｼﾓﾔｼｷ ﾏｺﾄ 下屋敷　真 大阪府 箕面市 日鉄テクノロジー株式会社01:36:31.

   16  1070 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾄ 原田　直人 大阪府 茨木市 大阪大学 01:37:29.

   17  1069 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 伊藤　将吾 愛知県 岡崎市 定時制 01:37:57.

   18  1013 ﾌﾞﾝ ｼｮｳｹｲ 文　承啓 京都府 京田辺市 マラソンのつぼ 01:41:18.

   19  1056 ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 坂本　直 大阪府 茨木市 元禄産業株式会社 01:41:36.

   20  1085 ｶﾂﾗ ｼﾞﾝ 桂　仁 大阪府 箕面市 無所属 01:44:09.

   21  1032 ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 加藤　将隆 岐阜県 大垣市 イビデン株式会社 01:44:47.

   22  1009 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾀ 川上　隆太 京都府 京都市 京都 01:45:33.

   23  1063 ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 黒田　竜太 大阪府 箕面市 萱野北小学校 01:46:28.

   24  1084 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｳｼｭﾝ 寺田　耀駿 大阪府 箕面市 大阪大学 01:47:12.

   25  1036 ﾖｼﾉ ﾕｳｽｹ 芳野　友亮 東京都 練馬区 なんぼほど走らすねん！01:47:32.

   26  1065 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾑ 山田　歩 京都府 舞鶴市 所属無し 01:48:50.

   27  1045 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 早川　将也 三重県 四日市市 東邦ガス 01:48:54.

   28  1073 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 岡本　潤 大阪府 豊中市 豊中市役所 01:48:55.

   29  1091 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 鈴木　浩幸 大阪府 吹田市 村田製作所 01:49:03.

   30  1031 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 田村　貴志 大阪府 寝屋川市 日本郵政 01:49:05.

   31  1064 ｻﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ 里見　吉德 京都府 京都市 高雄病院 01:49:11.

   32  1071 ｻｶﾀ ﾅｵｷ 坂田　尚紀 大阪府 吹田市 なし 01:49:34.

   33  1083 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 佐藤　真太郎 大阪府 茨木市 大阪大学 01:49:36.

   34  1039 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｼﾞ 木下　真二 滋賀県 守山市 なし 01:51:49.

   35  1074 ﾀﾅｶ ﾀｶｵ 田中　隆雄 大阪府 豊中市 豊中市役所 01:52:37.

   36  1035 ﾎｿｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 細川　信之 東京都 品川区 なんぼほど走らすねん！01:52:50.

   37  1004 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 林　新一 大阪府 箕面市 たからＲＣ 01:53:03.

   38  1072 ﾀﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ 多田　庸人 大阪府 枚方市 ＳＳＣ 01:53:09.

   39  1023 ﾀﾆｻﾞｷ ｱﾂｼ 谷﨑　篤司 大阪府 東大阪市 ＭＡＣＨＩＣＯＣＯ 01:53:20.

   40  1062 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 後藤　隆宏 京都府 京都市 なし 01:53:41.

   41  6002 米津　柊哉 01:53:56.

   42  1005 ｶﾜｶﾂ ｹﾝｲﾁ 川勝　健一 大阪府 吹田市 プラクスエア 01:54:19.

   43  1016 ｾﾄ ﾋﾛｼ 瀬戸　浩 兵庫県 神戸市 有限会社　瀬戸建設 01:54:21.

   44  1010 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾔ 山内　弘也 大阪府 茨木市 Ａｚｚｕｒｒｉ 01:55:00.

   45  1017 ｲｽﾞﾐ ｲﾁﾏﾂ 泉　一松 京都府 京都市 吉川小学校 01:55:12.

   46  1059 ﾄﾐｵ ﾏｻﾕｷ 冨尾　雅之 大阪府 和泉市 第一特殊溶工株式会社 01:55:42.

   47  1033 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 池上　雄大 大阪府 吹田市 住友電気工業（株） 01:57:38.

   48  1034 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 土屋　直樹 東京都 江東区 なんぼほど走らすねん！01:58:06.

   49  1041 ｷｼﾓﾄ ｶﾝﾀ 岸本　貫太 滋賀県 守山市 公務員 01:58:55.

   50  1002 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 岡本　芳孝 京都府 京都市 響映 01:59:10.
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   51  1060 ﾊﾀﾅｶ ﾎｳｾｲ 畑中　峰星 兵庫県 尼崎市 豊中市立上野小学校教職員02:01:07.

   52  1068 ｱｼﾞﾛ ﾀｶｼ 網代　貴 兵庫県 神戸市 有限会社瀬戸建設 02:01:23.

   53  1086 ﾀｶｲ ﾊﾙｷ 高井　遼輝 大阪府 吹田市 京都産業大学 02:01:31.

   54  1028 ﾏﾂｵ ｹﾝｺﾞ 松尾　謙吾 大阪府 河内長野市 ＴＥＡＭ　ＭＡＴＳＵＯ02:02:01.

   55  1089 ﾇﾉｶﾜ ﾀｸﾛｳ 布川　拓朗 兵庫県 西宮市 三協立山株式会社 02:02:06.

   56  1055 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 小川　剛史 大阪府 吹田市 大阪税関 02:02:06.

   57  1051 ﾐﾂﾁ ｶｽﾞﾏｻ 三土　和正 大阪府 高槻市 イーワイストラテジー 02:02:10.

   58  1024 ｻﾄﾅｶ ﾏｻｱｷ 里中　正明 大阪府 大阪市 なし 02:03:17.

   59  1038 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 大西　洋 滋賀県 愛荘町 ＳＰＡ 02:03:19.

   60  1011 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 中野　浩輔 兵庫県 伊丹市 布亀株式会社 02:04:22.

   61  1001 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 山下　徹 大阪府 茨木市 唐人町のテツ 02:05:18.

   62  1054 ﾀｶｷﾞ ﾌｸﾄ 高木　福人 大阪府 大阪市 株式会社リクルート 02:06:28.

   63  1037 ﾀﾅｶ ﾖｼｵ 田中　善雄 大阪府 守口市 ＣＩＭ 02:06:37.

   64  1008 ｸﾏﾉ ﾋﾛｼ 熊野　浩 大阪府 摂津市 Ｇ走遊会関西 02:07:00.

   65  1007 ﾀｶﾀﾞ ｷｭｳ 高田　球 滋賀県 大津市 ＴｅａｍＴＫＤ 02:08:04.

   66  1015 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞｼ 榊原　匡 大阪府 吹田市 榊原　匡 02:08:54.

   67  1018 ｼﾗﾀﾆ ﾁﾕｷ 白谷　智之 兵庫県 宝塚市 ドーピー 02:10:08.

   68  1052 ｲｹｶﾞﾐ ﾋｻｼ 池上　尚志 大阪府 大阪市 株式会社グッドライフケア大阪02:11:27.

   69  1077 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾔ 西村　寛也 三重県 亀山市 シャープ 02:11:32.

   70  1082 ﾅｶﾞｻｶ ﾄｼｷ 長坂　俊希 愛知県 岡崎市  Ｂ会 02:11:35.

   71  1019 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐﾂ 金澤　成光 大阪府 吹田市 郵便局 02:11:37.

   72  1057 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 石だ　和幸 大阪府 吹田市 高槻市 02:14:02.

   73  1029 ｶﾂﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 勝亦　健治 千葉県 船橋市 個人 02:14:28.

   74  1026 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 永山　隆太 京都府 長岡京市 サラリーマン 02:16:06.

   75  1050 ﾎｿﾐ ｱﾂｼ 細見　敦 京都府 八幡市 株式会社アイシン 02:16:20.

   76  1003 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 横山　研一 大阪府 吹田市 なし 02:16:54.

   77  1058 ﾌｸﾔﾏ ｽﾅｵ 福山　直 兵庫県 三田市 所属なし 02:19:33.

   78  1048 ｸﾚﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 呉山　正和 兵庫県 尼崎市 呉山 02:29:45.


