
- 大阪RUNRUNRUN 2019 in 万博記念公園 -

ハーフマラソン 男子
順位 記録 No. 氏名 / チーム名 構成人数

 2019/2/24

スタート： -

会場: 万博記念公園

主催: 株式会社みどり会

1時間12分34秒1 瀬尾　良平1409 ｾｵ ﾘｮｳﾍｲ 1

1時間13分04秒2 山田　浩平1259 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 1

1時間14分31秒3 波平　憲人1111 ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾄ 1

1時間16分02秒4 萩野　裕幸1269 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 1

1時間18分35秒5 曽我部　拓磨1262 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ 1

1時間18分48秒6 野村　高弘1428 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 1

1時間19分32秒7 藤本　重寿1327 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾄｼ 1

1時間19分42秒8 土屋　正幸1697 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾕｷ 1

1時間23分51秒9 早川　啓史1296 ﾊﾔｶﾜ ｹｲｼﾞ 1

1時間25分39秒10 藤野　耕治1438 ﾌｼﾞﾉ ｺｳｼﾞ 1

1時間25分51秒11 有馬　誠生1450 ｱﾘﾏ ﾏｻｵ 1

1時間26分48秒12 稲田　浩司1430 ｲﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ 1

1時間27分07秒13 岡村　卓実1292 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 1

1時間28分30秒14 木林　達也1266 ｷﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 1

1時間28分31秒15 廣猟　太朗1260 ﾋﾛｶﾞﾘ ﾀﾛｳ 1

1時間28分31秒16 大浦　鮎斗1062 ｵｵｳﾗ ｱｲﾄ 1

1時間29分03秒17 渡辺　拓也1102 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 1

1時間30分33秒18 古市　恵一1623 ﾌﾙｲﾁ ｹｲｲﾁ 1

1時間30分54秒19 松本　勇輝1059 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 1

1時間31分02秒20 田原　幸男1644 ﾀﾊﾗ ﾕｷｵ 1

1時間32分08秒21 濱中　亨1442 ﾊﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 1

1時間34分26秒22 森口　大樹1004 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 1

1時間34分52秒23 矢部　久晴1251 ﾔﾍﾞ ﾋｻﾊﾙ 1

1時間34分58秒24 涌田　浩利1123 ﾜｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 1

1時間35分01秒25 下屋敷　真1667 ｼﾓﾔｼｷ ﾏｺﾄ 1

1時間35分23秒26 小柳　慧1119 ｺﾔﾅｷﾞ ｹｲ 1

1時間35分51秒27 宇戸　和秋1443 ｳﾄ ｶｽﾞｱｷ 1

1時間36分09秒28 久保　翔平1065 ｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 1

1時間36分20秒29 山本　裕太郎1321 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 1

1時間36分28秒30 吉田　大軌1056 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 1

1時間36分57秒31 入口　祐一郎1067 ｲﾘｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 1

1時間37分26秒32 大屋　弘次1453 ｵｵﾔ ｺｳｼﾞ 1

1時間38分17秒33 谷　和明1089 ﾀﾆ ｶｽﾞｱｷ 1

1時間38分45秒34 赤岩　正道1437 ｱｶｲﾜ ﾏｻﾐﾁ 1

1時間39分40秒35 大田　昭博1495 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 1

1時間39分41秒36 藤井　真二1303 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｼﾞ 1

1時間39分52秒37 原田　隆司1093 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 1

1時間39分58秒38 内田　勝1604 ｳﾁﾀﾞﾏｻﾙ 1

1時間40分53秒39 岩井　一1645 ｲﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 1

1時間40分56秒40 安原　佳希1325 ﾔｽﾊﾗ ﾖｼｷ 1

1時間40分57秒41 藤本　久雄1429 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋｻｵ 1

1時間41分16秒42 呉　越1287 ｺﾞ ｴﾂ 1

1時間41分24秒43 野口　裕介1205 ﾉｸﾞﾁﾕｳｽｹ 1

1時間41分35秒44 藤本　渉1263 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 1

1時間41分36秒45 藤住　長久1642 ﾌｼﾞｽﾐ ﾀｹﾅｶﾞ 1

1時間41分40秒46 橋本　具実1690 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 1

1時間42分02秒47 前田　拓也1503 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 1

1時間42分13秒48 徳永　泰1285 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｵﾙ 1

1時間42分27秒49 梅本　憲1080 ｳﾒﾓﾄ ｱｷﾗ 1

1時間42分34秒50 竹内　大輔1431 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 1
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1時間42分39秒51 寺岸　洋季1278 ﾃﾗｷﾞｼ ﾋﾛｷ 1

1時間42分43秒52 金城　弘征1281 ｶﾈｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 1

1時間42分48秒53 籔床　洋平1458 ﾔﾌﾞﾄｺ ﾖｳﾍｲ 1

1時間43分21秒54 山隈　芳雄1423 ﾔﾏｸﾞﾏ ﾖｼｵ 1

1時間43分27秒55 木田　和馬1034 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 1

1時間43分43秒56 佐藤　誠一1608 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 1

1時間44分01秒57 寺西　大1421 ﾃﾗﾆｼ ﾀﾞｲ 1

1時間44分03秒58 坂本　健太1279 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 1

1時間44分03秒59 薮田　大輔1246 ﾔﾌﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 1

1時間44分20秒60 西川　晋作1088 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｻｸ 1

1時間44分43秒61 松永　哲哉1629 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 1

1時間44分52秒62 若原　正晴1064 ﾜｶﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 1

1時間44分56秒63 榎本　昌悟1069 ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 1

1時間45分01秒64 櫻井　禎久1484 ｻｸﾗｲ ｻﾀﾞﾋｻ 1

1時間45分12秒65 原山　侑己1058 ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 1

1時間45分29秒66 仙石　一生1432 ｾﾝｺﾞｸ ｲｯｾｲ 1

1時間45分38秒67 洲盛　裕彦1487 ｽﾓﾘ ﾋﾛﾋｺ 1

1時間45分46秒68 奥村　光晴1256 ｵｸﾑﾗ ﾐﾂﾊﾙ 1

1時間45分52秒69 角樋　宣1221 ｽﾐﾋ ｾﾝ 1

1時間45分57秒70 松本　宗家1688 ﾏﾂﾓﾄ ﾑﾈﾔ 1

1時間46分28秒71 谷村　京亮1201 ﾀﾆﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 1

1時間46分36秒72 鬼同　晋平1210 ｷﾄﾞｳ ｼﾝﾍﾟｲ 1

1時間46分43秒73 寺澤　慎祐1308 ﾃﾗｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ 1

1時間46分50秒74 逢坂　隼人1324 ｵｵｻｶ ﾊﾔﾄ 1

1時間47分09秒75 齊藤　健司1412 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 1

1時間47分14秒76 梶浦　賢1319 ｶｼﾞｳﾗ ｹﾝ 1

1時間47分17秒77 加藤　知彦1675 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 1

1時間47分57秒78 大金　元弘1070 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄﾋﾛ 1

1時間48分32秒79 周藤　大1250 ｽﾄｳ ﾀｹｼ 1

1時間48分35秒80 神田　秀人1124 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 1

1時間49分02秒81 稲葉　眞司1648 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 1

1時間49分04秒82 三浦　操1631 ﾐｳﾗ ﾐｻｵ 1

1時間49分15秒83 小倉　実1508 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 1

1時間49分23秒84 北側　覚士1513 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾄｼ 1

1時間49分39秒85 萩　善晴1605 ﾊｷﾞ ﾖｼﾊﾙ 1

1時間49分42秒86 大北　大樹1105 ｵｵｷﾀ ﾀﾞｲｷ 1

1時間49分46秒87 渡辺　実1496 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 1

1時間49分53秒88 瀧本　健太朗1006 ﾀｷﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 1

1時間50分07秒89 永山　実1617 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ 1

1時間50分11秒90 友沢　創1705 ﾄﾓｻﾜ ﾊｼﾞﾒ 1

1時間50分15秒91 青山　広樹1274 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 1

1時間50分17秒92 清水　康太郎1115 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 1

1時間50分19秒93 酒寄　裕己1286 ｻｶﾖﾘ ﾋﾛﾐ 1

1時間50分21秒94 上野　翔貴1007 ｳｴﾉ ｼｮｳｷ 1

1時間50分22秒95 伊奈　俊博1654 ｲﾅ ﾄｼﾋﾛ 1

1時間50分30秒96 林　新一1652 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 1

1時間51分00秒97 麻　賢次1456 ｱｻ ｹﾝｼﾞ 1

1時間51分04秒98 清水　和也1338 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾔ 1

1時間51分13秒99 高橋　邦明1304 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｱｷ 1

1時間51分30秒100 藤本　成信1665 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾘﾉﾌﾞ 1
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1時間51分47秒101 佐々木　達也1207 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 1

1時間51分53秒102 石井　喜則1461 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ 1

1時間52分03秒103 出水　浩介1261 ﾃﾞﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 1

1時間52分14秒104 安富　諒1083 ｱﾄﾞﾐ ﾘｮｳ 1

1時間52分25秒105 小林　毅1280 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 1

1時間52分38秒106 奥村　隆司1454 ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 1

1時間52分42秒107 佐伯　博司1008 ｻｴｷ ﾋﾛｼ 1

1時間52分47秒108 池田　桂周1510 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼｭｳ 1

1時間52分47秒109 島田　泰輔1307 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 1

1時間52分49秒110 倉野　幸生1671 ｸﾗﾉ ﾕｷｵ 1

1時間52分50秒111 上野　隆一1504 ｳｴﾉ ﾘｭｳｲﾁ 1

1時間52分52秒112 海老原　一樹1335 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ 1

1時間53分15秒113 中山　勝也1417 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾔ 1

1時間53分18秒114 村上　陽昭1509 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｱｷ 1

1時間53分19秒115 小谷　広之1619 ｺﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 1

1時間53分26秒116 香川　慎一1330 ｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 1

1時間53分32秒117 櫻井　正人1674 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄ 1

1時間53分33秒118 泉　紘平1299 ｲｽﾞﾐ ｺｳﾍｲ 1

1時間53分34秒119 岸本　伊司1295 ｷｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 1

1時間53分45秒120 辻本　英彦1699 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 1

1時間53分52秒121 板倉　聡之1247 ｲﾀｸﾗ ｻﾄｼ 1

1時間54分03秒122 竹内　重雄1698 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｵ 1

1時間54分07秒123 類家　博1264 ﾙｲｹ ﾋﾛｼ 1

1時間54分10秒124 小杉　義直1209 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾅｵ 1

1時間54分19秒125 松井　正志1310 ﾏﾂｲ ﾏｻｼ 1

1時間54分22秒126 菅藤　悠1047 ｶﾝﾄｳ ﾕｳ 1

1時間54分37秒127 田中　海翔1099 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 1

1時間54分37秒128 千葉　大1100 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲ 1

1時間54分43秒129 池端　政宏1452 ｲｹﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 1

1時間54分45秒130 古松　義彦1716 ﾌﾙﾏﾂ ﾖｼﾋｺ 1

1時間54分53秒131 寺内　秀男1422 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 1

1時間55分06秒132 松本　利一1626 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 1

1時間55分08秒133 松村　健大郎1074 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 1

1時間55分12秒134 片岡　昭人1718 ｶﾀｵｶ ｱｷﾋﾄ 1

1時間55分29秒135 井口　照茂1647 ｲｸﾞﾁ ﾃﾙｼｹﾞ 1

1時間55分38秒136 岡　直輝1109 ｵｶ ﾅｵｷ 1

1時間55分42秒137 泉　雄三1704 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｿﾞｳ 1

1時間55分43秒138 楠元　隆司1457 ｸｽﾓﾄ ﾀｶｼ 1

1時間55分52秒139 棚橋　高志1649 ﾀﾅﾊｼ ﾀｶｼ 1

1時間56分01秒140 片山　一洋1434 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 1

1時間56分06秒141 三澤　知史1087 ﾐｻﾜ ﾄﾓﾌﾐ 1

1時間56分08秒142 中島　慎弥1224 ﾅｶｼﾏ ｼﾝﾔ 1

1時間56分13秒143 登木口　拓海1113 ﾄｷｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 1

1時間56分23秒144 川端　秀俊1499 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 1

1時間56分23秒145 川方　清悟1621 ｶﾜｶﾀ ｾｲｺﾞ 1

1時間56分52秒146 中田　知宏1711 ﾅｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 1

1時間56分53秒147 福田　征男1490 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｵ 1

1時間57分01秒148 仲倉　洋平1244 ﾅｶｸﾗ ﾖｳﾍｲ 1

1時間57分04秒149 富井　拓磨1439 ﾄﾐｲ ﾀｸﾏ 1

1時間57分15秒150 西村　武明1302 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｱｷ 1
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1時間57分18秒151 北野　亜吏人1012 ｷﾀﾉ ｱﾘﾄ 1

1時間57分22秒152 小川　智1632 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 1

1時間57分25秒153 高橋　一臣1660 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵﾐ 1

1時間57分41秒154 本浪　雅史1048 ﾎﾝﾅﾐ ﾏｻﾋﾄ 1

1時間57分43秒155 西脇　永登1408 ﾆｼﾜｷ ﾅｶﾞﾄ 1

1時間57分45秒156 伊藤　隼1078 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 1

1時間57分56秒157 小林　耕太1283 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 1

1時間58分00秒158 松田　寿斗1118 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻﾄ 1

1時間58分01秒159 金庭　光一1624 ｶﾅﾆﾜ ｺｳｲﾁ 1

1時間58分12秒160 池田　卓矢1043 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 1

1時間58分19秒161 池田　昇1679 ｲｹﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 1

1時間58分28秒162 北亦　哲1464 ｷﾀﾏﾀ ｻﾄｼ 1

1時間58分37秒163 樽谷　元彦1301 ﾀﾙﾀﾆ ﾓﾄﾋｺ 1

1時間58分41秒164 野中　雄太1071 ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ 1

1時間58分42秒165 槇　良実1401 ﾏｷ ﾖｼﾐ 1

1時間58分44秒166 古川　善貴1045 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｷ 1

1時間58分50秒167 阪田　健伍1294 ｻｶﾀ ｹﾝｺﾞ 1

1時間58分53秒168 西田　幸弘1666 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 1

1時間58分55秒169 原田　雄治1492 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 1

1時間58分57秒170 中村　和彦1664 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 1

1時間59分07秒171 竹村　学1451 ﾀｹﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 1

1時間59分22秒172 小田　尚英1618 ｵﾀﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ 1

1時間59分24秒173 花井　裕1635 ﾊﾅｲ ﾋﾛｼ 1

1時間59分29秒174 野田　稔1658 ﾉﾀﾞ ﾐﾉﾙ 1

1時間59分30秒175 小坂　浩史1612 ｺｻｶ ﾋﾛｼ 1

1時間59分31秒176 小田前　悟1489 ｵﾀﾞﾏｴ ｻﾄﾙ 1

1時間59分35秒177 衛藤　勝己1653 ｴﾄｳ ｶﾂﾐ 1

1時間59分38秒178 西村　聡1668 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ 1

1時間59分55秒179 村上　治1707 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ 1

2時間00分01秒180 三野　親慶1272 ﾐﾂﾉ ﾁｶﾖｼ 1

2時間00分16秒181 小島丈二1601 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 1

2時間00分23秒182 松本　浩司1208 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 1

2時間00分27秒183 川野　竜二1257 ｶﾜﾉ ﾘｭｳｼﾞ 1

2時間00分29秒184 北村　吉孝1610 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 1

2時間00分40秒185 桑原　隆行1505 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 1

2時間00分42秒186 原　善之1419 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 1

2時間00分43秒187 原田　大輔1315 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間00分45秒188 定兼　浩司1627 ｻﾀﾞｶﾈ ｺｳｼﾞ 1

2時間00分47秒189 弓岡　和人1218 ﾕﾐｵｶ ｶｽﾞﾋﾄ 1

2時間00分48秒190 沖田　智司1202 ｵｷﾀ ｻﾄｼ 1

2時間01分05秒191 水田　博之1413 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 1

2時間01分11秒192 西方　淳一1336 ﾆｼｶﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1

2時間01分12秒193 木村　大介1404 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間01分12秒194 日向　敦夫1403 ﾋｭｳｶﾞ ｱﾂｵ 1

2時間01分15秒195 角井　宏行1284 ｶｸｲ ﾋﾛﾕｷ 1

2時間01分21秒196 奈須　修1710 ﾅｽ ｵｻﾑ 1

2時間01分32秒197 田中　宗太朗1001 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ 1

2時間01分48秒198 北野　方靖1441 ｷﾀﾉ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 1

2時間02分00秒199 大澤　佑太1098 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀ 1

2時間02分03秒200 佐原　三男1211 ｻﾊﾗ ﾐﾂｵ 1
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会場: 万博記念公園

主催: 株式会社みどり会

2時間02分04秒201 土橋　稜1076 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾘｮｳ 1

2時間02分05秒202 飯田　勇貴1075 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 1

2時間02分07秒203 金田　剛士1322 ｶﾈﾀﾞ ﾂﾖｼ 1

2時間02分30秒204 佐藤　和樹1337 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 1

2時間02分39秒205 山本　竜也1068 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 1

2時間02分47秒206 高石　和磨1014 ﾀｶｲｼ ｶｽﾞﾏ 1

2時間03分05秒207 深井　啓史1050 ﾌｶｲ ｹｲｼ 1

2時間03分21秒208 鍵谷　哲史1232 ｶｷﾞﾀﾆ ﾉﾘﾋﾄ 1

2時間03分41秒209 坊農　和磨1405 ﾎﾞｳﾉ ｶｽﾞﾏ 1

2時間03分47秒210 土井　吾一1462 ﾄﾞｲ ｺﾞｲﾁ 1

2時間04分04秒211 鳥居　剛1073 ﾄﾘｲ ｺﾞｳ 1

2時間04分07秒212 山畑　潤平1053 ﾔﾏﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1

2時間04分32秒213 伊崎　嘉洋1243 ｲｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 1

2時間04分33秒214 東田　晋太郎1090 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 1

2時間04分38秒215 川見　幸隆1030 ｶﾜﾐ ﾕｷﾀｶ 1

2時間04分40秒216 前川　諒人1024 ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾄ 1

2時間04分43秒217 田中　良太1215 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 1

2時間04分55秒218 笹沼　敬二1636 ｻｻﾇﾏ ｹｲｼﾞ 1

2時間05分02秒219 酒井　康年1700 ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ 1

2時間05分07秒220 赤坂　馨1719 ｱｶｻｶ ｶｵﾙ 1

2時間05分11秒221 武仲　剛1494 ﾀｹﾅｶ ｺﾞｳ 1

2時間05分14秒222 田島　宏邦1463 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｸﾆ 1

2時間05分55秒223 井上　雄元1655 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾓﾄ 1

2時間05分55秒224 溝口　淳1002 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 1

2時間06分09秒225 金澤　一徳1511 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 1

2時間06分14秒226 舩山　匡信1444 ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 1

2時間06分22秒227 細本　翼1046 ﾎｿﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 1

2時間06分29秒228 畠中　彬1242 ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾗ 1

2時間06分42秒229 義則　史弥1128 ﾖｼﾉﾘ ﾌﾐﾔ 1

2時間06分56秒230 岩﨑　慎一1502 ｲﾜｻｷ ｼﾝｲﾁ 1

2時間07分06秒231 北川　守彦1663 ｷﾀｶﾞﾜ ﾓﾘﾋｺ 1

2時間07分08秒232 中根　健太1237 ﾅｶﾈ ｹﾝﾀ 1

2時間07分17秒233 秋田　浩1297 ｱｷﾀ ﾋﾛｼ 1

2時間07分23秒234 古本　忠久1512 ﾌﾙﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋｻ 1

2時間07分24秒235 上原　克之1402 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾕｷ 1

2時間07分40秒236 三崎　眞二1714 ﾐｻｷ ｼﾝｼﾞ 1

2時間07分42秒237 森本　秀章1331 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 1

2時間08分22秒238 後藤　歩1323 ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾑ 1

2時間08分25秒239 工藤　彰優1054 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾏｻ 1

2時間08分26秒240 坪井　修一1712 ﾂﾎﾞｲ ｼｭｳｲﾁ 1

2時間08分38秒241 末澤　正彦1693 ｽｴｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 1

2時間08分45秒242 山田　航平1095 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 1

2時間08分47秒243 辻井　聡1703 ﾂｼﾞｲ ｻﾄｼ 1

2時間08分50秒244 岸本　耀1086 ｷｼﾓﾄ ﾖｳ 1

2時間08分51秒245 前川　佳生1713 ﾏｴｶﾜ ﾖｼｵ 1

2時間08分59秒246 入川　侑平1015 ｲﾘｶﾜ ﾕｳﾍｲ 1

2時間09分02秒247 小寺　達義1485 ｺﾃﾗ ﾀﾂﾖｼ 1

2時間09分04秒248 江島　世哲1446 ｴｼﾞﾏ ｾｲﾃﾂ 1

2時間09分32秒249 小倉　英明1447 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 1

2時間09分41秒250 津野　智彦1290 ﾂﾉ ﾄﾓﾋｺ 1
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2時間09分43秒251 池　公司郎1651 ｲｹ ｺｳｼﾛｳ 1

2時間09分57秒252 宮川　佳也1316 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾖｼﾅﾘ 1

2時間10分01秒253 川野　洋輔1267 ｶﾜﾉ ﾖｳｽｹ 1

2時間10分06秒254 松原　侑季1037 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 1

2時間10分08秒255 山田　誠一郎1476 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 1

2時間10分17秒256 御崎　富士夫1661 ﾐｻｷ ﾌｼﾞｵ 1

2時間10分23秒257 藤田　直紀1514 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 1

2時間10分58秒258 山中　和夫1468 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｵ 1

2時間11分15秒259 林　洸一1081 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ 1

2時間11分20秒260 國富　陵雅1031 ｸﾆﾄﾐ ﾘｮｳｶﾞ 1

2時間11分23秒261 國本　徹1231 ｸﾆﾓﾄ ﾄｵﾙ 1

2時間11分49秒262 西木　数範1010 ﾆｼｷ ｶｽﾞﾉﾘ 1

2時間12分01秒263 飯室　大吾1314 ｲｲﾑﾛ ﾀﾞｲｺﾞ 1

2時間12分32秒264 松崎　晋三1466 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾝｿﾞｳ 1

2時間12分36秒265 岩田　外志和1474 ｲﾜﾀ ﾄｼｶｽﾞ 1

2時間12分51秒266 菊地　寿昌1052 ｷｸﾁ ﾄｼﾏｻ 1

2時間12分56秒267 中尾　宗一郎1120 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 1

2時間13分13秒268 石川　裕一1411 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 1

2時間13分18秒269 寺川　健太1023 ﾃﾗｶﾜ ｹﾝﾀ 1

2時間13分19秒270 不井　夏樹1029 ﾌｲ ﾅﾂｷ 1

2時間13分32秒271 沖　悠貴1309 ｵｷ ﾕｳｷ 1

2時間13分37秒272 奥村　隆司1620 ｵｸﾑﾗ ﾀｶｼ 1

2時間13分39秒273 吉野　辰一1226 ﾖｼﾉ ｼﾝｲﾁ 1

2時間13分41秒274 佐々木　万晶1613 ｻｻｷ ｶｽﾞｱｷ 1

2時間13分54秒275 中舘　一輝1107 ﾅｶﾀﾞﾃ ｶｽﾞｷ 1

2時間14分00秒276 長岡　優希1122 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ 1

2時間14分04秒277 山田　高暉1079 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 1

2時間14分05秒278 高橋　駿夫1248 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 1

2時間14分09秒279 阪本　和章1684 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 1

2時間14分20秒280 三宅　隆文1204 ﾐﾔｹ ﾀｶﾌﾐ 1

2時間14分20秒281 竹中　政彦1638 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾋｺ 1

2時間14分23秒282 橋田　尊己1212 ﾊｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 1

2時間14分27秒283 伊東　佳以太1066 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 1

2時間14分31秒284 礒野　大輔1420 ｲｿﾉ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間14分36秒285 奥野　耕輔1042 ｵｸﾉ ｺｳｽｹ 1

2時間14分45秒286 高島　正雄1320 ﾀｶｼﾏ ﾏｻｵ 1

2時間14分47秒287 上原　允人1241 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 1

2時間15分00秒288 吉村　光輝1101 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｷ 1

2時間15分05秒289 出嶋　拓平1289 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾀｸﾍｲ 1

2時間15分07秒290 木下　昌也1628 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾔ 1

2時間15分09秒291 松下　翔太1091 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾀ 1

2時間15分12秒292 下里　晋也1332 ｼﾓｻﾄ ｼﾝﾔ 1

2時間15分30秒293 松本　健次郎1637 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ 1

2時間16分09秒294 倉光　孝治1298 ｸﾗﾐﾂ ｺｳｼﾞ 1

2時間16分18秒295 森山　秀二1641 ﾓﾘﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 1

2時間16分22秒296 萩原　重仁1701 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾋﾄ 1

2時間16分26秒297 野見山　大輔1270 ﾉﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間16分28秒298 土井　昌彦1233 ﾄﾞｲ ﾏｻﾋｺ 1

2時間16分28秒299 塩谷　一磨1038 ｼｵﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 1

2時間16分55秒300 福永　純也1125 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 1
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2時間16分55秒301 中野　裕太1127 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 1

2時間16分56秒302 岩本　拓海1126 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 1

2時間16分57秒303 里村　修一1020 ｻﾄﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 1

2時間16分58秒304 垣内　尚貞1500 ｶｷｳﾁ ﾅｵｻﾀﾞ 1

2時間17分06秒305 畑中　廣之1685 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 1

2時間17分11秒306 中木　良樹1691 ﾅｶｷ ﾖｼｷ 1

2時間17分15秒307 佐敷　慎也1291 ｻｼﾞｷ ｼﾝﾔ 1

2時間17分27秒308 深江　洋志1480 ﾌｶｴ ﾖｳｼﾞ 1

2時間17分29秒309 寺岡　知展1427 ﾃﾗｵｶ ﾄﾓﾉﾘ 1

2時間17分51秒310 谷村　亮輔1051 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 1

2時間18分13秒311 松本　徳孝1239 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ 1

2時間18分30秒312 田村　将輝1103 ﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 1

2時間18分41秒313 本岡　吉弘1694 ﾓﾄｵｶ ﾖｼﾋﾛ 1

2時間18分53秒314 籔下　泰弘1329 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 1

2時間19分02秒315 板垣　伸弥1240 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾝﾔ 1

2時間19分03秒316 金子　剛1410 ｶﾈｺ ﾂﾖｼ 1

2時間19分06秒317 北次　孝得1473 ｷﾀﾂｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 1

2時間19分34秒318 遠藤　哲1407 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 1

2時間19分44秒319 太田　明伸1445 ｵｵﾀ ｱｷﾉﾌﾞ 1

2時間19分58秒320 猪口　英郎1253 ｲﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 1

2時間20分22秒321 山本　良1216 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 1

2時間20分22秒322 西原　祐貴1011 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｷ 1

2時間20分24秒323 林　徹郎1515 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾛｳ 1

2時間20分40秒324 辻　寿裁1234 ﾂｼﾞ ﾋｻﾔ 1

2時間20分53秒325 片岡　輝秋1003 ｶﾀｵｶ ﾃﾙｱｷ 1

2時間20分58秒326 田中　久之1603 ﾀﾅｶﾋｻﾕｷ 1

2時間21分02秒327 武田　基希1084 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｷ 1

2時間21分16秒328 服部　健一1611 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ 1

2時間21分23秒329 大田　伸親1416 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾁｶ 1

2時間21分48秒330 堂尾　元輝1227 ﾄﾞｳｵ ﾓﾄｷ 1

2時間22分23秒331 大石　浩之1483 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 1

2時間22分36秒332 金徳　樹1114 ｶﾈﾄｸ ﾀﾂｷ 1

2時間22分41秒333 柿木　大地1039 ｶｷﾉｷ ﾀﾞｲﾁ 1

2時間22分50秒334 土肥　悟史1217 ﾄｲ ｻﾄｼ 1

2時間22分50秒335 藤村　大介1018 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間23分15秒336 松田　耕造1717 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 1

2時間24分05秒337 小﨑　雄亮1044 ｺｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 1

2時間24分19秒338 西森　一豊1475 ﾆｼﾓﾘ ｶｽﾞﾄﾖ 1

2時間24分26秒339 和田　龍太郎1049 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1

2時間24分27秒340 和泉　忠孝1470 ｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞﾀｶ 1

2時間24分38秒341 平井　敏宏1440 ﾋﾗｲ ﾄｼﾋﾛ 1

2時間24分41秒342 楠田　勝美1609 ｸｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 1

2時間24分45秒343 橋本　久幸1017 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾕｷ 1

2時間24分50秒344 八重尾　隆三1238 ﾔｴｵ ﾘｭｳｿﾞｳ 1

2時間25分07秒345 渚　宏行1673 ﾅｷﾞｻ ﾋﾛﾕｷ 1

2時間25分10秒346 戸ヶ崎　基樹1720 ﾄｶﾞｻｷ ﾓﾄｷ 1

2時間25分11秒347 小谷　優介1096 ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ 1

2時間25分13秒348 尾崎　大祐1235 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間25分18秒349 山下　晃司1273 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 1

2時間25分53秒350 川西　貴1646 ｶﾜﾆｼ ﾀｶｼ 1
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- 大阪RUNRUNRUN 2019 in 万博記念公園 -

ハーフマラソン 男子
順位 記録 No. 氏名 / チーム名 構成人数

 2019/2/24

スタート： -

会場: 万博記念公園

主催: 株式会社みどり会

2時間25分55秒351 松下　重夫1656 ﾏﾂｼﾀ ｼｹﾞｵ 1

2時間26分03秒352 山本　公二郎1683 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ 1

2時間26分08秒353 山口　悟1230 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 1

2時間26分12秒354 喜多　兼一1715 ｷﾀ ｹﾝｲﾁ 1

2時間26分34秒355 上畑　浩二1467 ｳｴﾊﾀ ｺｳｼﾞ 1

2時間26分40秒356 篠瀬　明弘1689 ｼﾉｾ ｱｷﾋﾛ 1

2時間26分43秒357 矢上　智己1333 ﾔｶﾞﾐ ﾄﾓｷ 1

2時間26分58秒358 松本　卓1682 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 1

2時間27分21秒359 富永　善之1607 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 1

2時間27分44秒360 池田　善彦1677 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 1

2時間28分19秒361 小林　智夫1650 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｵ 1

2時間28分32秒362 洲嵜　洋平1077 ｽｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ 1

2時間28分41秒363 大山　真吾1448 ｵｵﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 1

2時間29分19秒364 有馬　隆司1680 ｱﾘﾏ ﾀｶｼ 1

2時間29分26秒365 西村　一樹1026 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 1

2時間29分26秒366 大亀　直人1506 ｵｵｷ ﾅｵﾄ 1

2時間29分33秒367 桑代　幸次1236 ｸﾜｼﾛ ｺｳｼﾞ 1

2時間29分39秒368 高坂　肇1692 ｺｳｻｶ ﾊｼﾞﾒ 1

2時間29分56秒369 安部　剛1225 ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 1

2時間30分04秒370 小林　直哉1040 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 1

2時間30分06秒371 松本　海志1110 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲｼ 1

2時間30分21秒372 重田　隼人1057 ｼﾞｭｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 1

2時間30分24秒373 柿本　将秀1072 ｶｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 1

2時間30分46秒374 柴田　圭介1659 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 1

2時間30分55秒375 亀山　真弥1106 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝﾔ 1

2時間31分36秒376 谷本　貴宏1009 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 1

2時間32分27秒377 康成　昌弘1633 ﾔｽﾅﾘ ﾏｻﾋﾛ 1

2時間32分34秒378 田村　彰教1206 ﾀﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 1

2時間32分39秒379 場谷　大地1271 ﾊﾞﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ 1

2時間33分42秒380 鶴田　浩章1696 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 1

2時間34分04秒381 中村　翼1016 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 1

2時間34分24秒382 山本　把楠1021 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾝ 1

2時間35分23秒383 海野　大輔1255 ｳﾐﾉ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間35分33秒384 妹尾　禎史1300 ｾﾉｵ ﾀﾀﾞｼ 1

2時間35分37秒385 廣野　大地1041 ﾋﾛﾉ ﾀﾞｲﾁ 1

2時間35分54秒386 白木　雄大1305 ｼﾗｷ ﾕｳﾀﾞｲ 1

2時間36分34秒387 本多　和仁1472 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 1

2時間37分28秒388 上出　成敏1418 ｳｴﾃﾞ ﾅﾘﾄｼ 1

2時間38分26秒389 難波　潤1019 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 1

2時間39分35秒390 河合　博1670 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ 1

2時間39分39秒391 田村　金也1606 ﾀﾑﾗ ｷﾝﾔ 1

2時間39分45秒392 金田　勝敏1334 ｶﾅﾀ ｶﾂﾄｼ 1

2時間40分29秒393 山下　雄大1025 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 1

2時間42分28秒394 西留　照男1616 ﾆｼﾄﾞﾒ ﾃﾙｵ 1

2時間42分50秒395 茨田　大輔1097 ｲﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 1

2時間43分02秒396 清水　翔馬1027 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾏ 1
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