
ハーフ みどり会 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    10 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁ 稲垣祐一 愛知県 豊明市 フルサト･マルカHD　岐阜商事01:15:30.

    2   104 ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ 大谷　直也 神奈川県 横浜市 日立造船(株) 01:21:22.

    3    80 ｼﾏﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 島野　隼平 大阪府 和泉市 損害保険ジャパン株式会社01:22:43.

    4   108 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｵ 小田和生 大阪府 東大阪市 日立造船(株) 01:22:49.

    5    13 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 山下　修司 神奈川県 横浜市 三菱ＵＦＪ銀行 01:23:46.

    6    25 ﾋｻﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 久本　寛之 大阪府 吹田市 NTN株式会社 01:25:03.

    7    64 ｶｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ 梶原　拓真 香川県 観音寺市 ユニ・チャーム（株） 01:27:18.

    8    94 ｷﾀﾜｷ ｼｭｳｽｹ 北脇　秀亮 兵庫県 神戸市 帝人フロンティア㈱ 01:27:46.

    9    88 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 渡辺　智也 大阪府 吹田市 ㈱大林組 01:30:51.

   10    50 ｳﾄ ｶｽﾞｱｷ 宇戸　和秋 大阪府 吹田市 ダイハツ工業㈱品保証 01:32:00.

   11     8 ｳﾙﾉ ｷﾖｽﾐ 宇留野　聖純 大阪府 吹田市 ＤＩＳ 01:32:30.

   12    59 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 山口　陽 大阪府 箕面市 ダイハツ工業㈱QCT　車両品質01:33:24.

   13    28 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 河村　修司 大阪府 大東市 ザ・パック株式会社 01:33:29.

   14   120 ｲｼｲ ﾉﾎﾞﾙ 石井　昇 大阪府 吹田市 日商エレクトロニクス株式会社01:36:47.

   15    31 ﾂｼﾞｲ ｶﾂﾉﾘ 辻井　克典 兵庫県 川西市 ダイハツ工業㈱車両試作室01:37:31.

   16    82 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 岡村　昌文 大阪府 大阪市 大末建設㈱ 01:37:41.

   17   118 ﾋｶﾞｷ ﾀｶｼ 檜垣　孝 大阪府 大阪市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ01:38:03.

   18    98 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 竹林　利昭 兵庫県 西宮市 東洋カーマックス株式会社01:38:17.

   19   116 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 中村　博史 大阪府 大阪市 日立造船(株) 01:38:52.

   20    86 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾔ 川口　漱也 大阪府 東大阪市 ㈱大林組 01:39:15.

   21    79 ﾋｷﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 引地　伸嘉 兵庫県 神戸市 損害保険ジャパン株式会社01:40:56.

   22    85 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｽｹ 久保田　真右 大阪府 豊中市 ㈱大林組 01:41:09.

   23    93 ｳﾊﾞｶﾞｲ ｼｮｳ 祖母井　翔 兵庫県 神戸市 帝人㈱ 01:42:40.

   24    30 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 高橋　勝紀 兵庫県 宝塚市 ダイハツ工業㈱車両性能開発部01:43:16.

   25   121 ｱﾗｲ ｱﾂｼ 新井　淳史 大阪府 高槻市 日商エレクトロニクス株式会社01:43:37.

   26    56 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ 山崎　将洋 大阪府 豊中市 ダイハツ工業 01:43:43.

   27    49 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 清水　健二 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱（品保）部付01:43:52.

   28    57 ｽﾄｳ ﾀｹｼ 周藤　大 兵庫県 川西市 ダイハツ工業㈱ユニ生（部付）01:44:08.

   29    58 ｸﾜﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 桑山　隆幸 大阪府 豊中市 ダイハツ工業㈱車両生技部塗装01:44:57.

   30    54 ｲﾔﾅｶﾞ ｱﾂｼ 弥永　敦 兵庫県 川西市 ダイハツ工業㈱ECC製品企01:44:57.

   31    63 ﾄﾐｻﾞﾜｹﾝｿﾞｳ 冨澤健三 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱車両生技部塗装01:45:08.

   32    97 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄｷ 丸山　元希 和歌山県 岩出市 (株)島精機製作所 01:45:31.

   33    20 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 松本祐紀 京都府 京田辺市 フルサト･マルカHD　フルサト01:45:39.

   34    29 ﾔﾏｿﾞｴ ﾀｶｼ 山添　隆志 奈良県 生駒市 ザ・パック株式会社 01:45:56.

   35     9 ﾌｶﾏﾁ ｴｲｼﾞ 深町　英嗣 奈良県 安堵町 フルサト･マルカHD　株式会社01:46:39.

   36     4 ｸｽｾ ﾀｶｼ 楠瀬　孝 大阪府 堺市 株式会社　シマノ 01:47:14.

   37    32 ﾔﾁ ﾄﾓﾉﾘ 谷内　智紀 兵庫県 川西市 ダイハツ工業電動システム開発01:48:06.

   38    38 ﾏｽﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 益永　幸司 兵庫県 宝塚市 ダイハツ工業㈱原価企画室01:48:56.

   39    83 ﾆｼ ﾏｻﾄｼ 西　正敏　 兵庫県 尼崎市 ㈱大林組 01:49:05.

   40   109 ﾌｸﾑﾗﾅｵﾕｷ 福村直之 大阪府 大阪市 日立造船(株) 01:49:08.

   41    14 ﾔｵ ｹｲｽｹ 八尾　啓介 兵庫県 川西市 三菱ＵＦＪ銀行 01:49:41.

   42    73 ﾐﾔﾀ ﾉﾎﾞﾙ 宮田　昇 大阪府 大阪市 積水マテリアルソリューション01:50:33.

   43    11 ｻｶﾀ ﾋﾛｼ 阪田　博 兵庫県 宝塚市 阪急電鉄 01:51:08.

   44   112 ﾏ ﾄｳｷ 馬　東輝 大阪府 大阪市 日立造船(株) 01:51:28.

   45    55 ﾅｶｼﾞﾏﾀｶｼ 中島隆志 兵庫県 宝塚市 ダイハツ工業㈱車両開発部車両01:51:43.

   46    16 ｺｳﾉ ﾖｼﾕｷ 河野　能之 兵庫県 宝塚市 東洋電機製造株式会社 01:51:54.

   47    53 ｱﾍﾞｸﾆﾋﾛ 安部邦宏 兵庫県 伊丹市 ダイハツ工業㈱ダイハツ工業㈱01:52:02.

   48    66 ﾅｶﾞﾖｼ ｹｲｲﾁ 永吉　敬一 東京都 世田谷区 三菱HCキャピタル㈱ 01:52:24.

   49     2 ﾋﾗﾀ ﾂﾖｼ 平田　剛 兵庫県 尼崎市 オリックス株式会社 01:53:00.

   50    62 ﾎｿｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 細川　泰宏 兵庫県 伊丹市 ダイハツ工業㈱購入部品生技室01:53:05.
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   51    42 ﾎﾘｵｶ ｺｳｼﾞ 堀岡　浩二 大阪府 箕面市 ダイハツ工業㈱総務人事部、総01:54:17.

   52   105 ﾅｶﾉﾎﾞｳ ｼｭﾝ 中ノ坊　俊 大阪府 大阪市 日立造船(株) 01:54:34.

   53   106 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 石井　宏和 大阪府 貝塚市 日立造船(株) 01:54:34.

   54    21 ｶﾐｶﾜﾗ ｼｭｳｻｸ 上河原修作 大阪府 吹田市 株式会社マンダム 01:54:50.

   55    74 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 長谷川　太郎 千葉県 船橋市 積水化学工業㈱ 01:55:35.

   56    76 ﾀﾐｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 民岡　健一郎 大阪府 茨木市 西日本セキスイ商事㈱ 01:55:35.

   57    84 ﾏﾂｵ ｶﾂﾔ 松尾　克也 兵庫県 神戸市 ㈱大林組 01:56:02.

   58   113 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｿﾞｳ 窪田　健三 大阪府 箕面市 日立造船(株) 01:57:00.

   59    77 ｵｼｳﾐ ｽｽﾑ 鴛海　晋 兵庫県 尼崎市 損害保険ジャパン株式会社01:57:01.

   60    45 ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾌｧｳｼﾞ ｱﾌﾞﾄﾞﾗMohd Fauzi Abdullah 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱正社員 01:57:21.

   61    78 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 小林徹也 大阪府 大阪市 損害保険ジャパン株式会社01:57:53.

   62    37 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｽｸﾞﾙ 若林　卓 兵庫県 川西市 ダイハツ工業㈱車両開発部　ボ01:57:58.

   63    33 ｶﾀﾀﾞｶﾂﾖｼ 片田克吉 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱生産管理部生産01:58:05.

   64    26 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 大久保　信之 大阪府 箕面市 TIS(株) 01:58:31.

   65    89 ｴﾊﾗ ｿｳﾀ 江原　聡太 大阪府 大阪市 ㈱大林組 01:59:29.

   66    27 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 松田　将吾 大阪府 堺市 コスモ石油 01:59:47.

   67    40 ｶﾑﾗﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 嘉村　大二郎 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱性能開　信頼性01:59:48.

   68    71 ｶﾜｶﾐ ﾐﾁﾉﾘ 川上　倫範 兵庫県 神戸市 積水化学工業株式会社 02:00:42.

   69   122 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 田邉　真祐 大阪府 箕面市 双日株式会社 02:02:46.

   70    19 ﾌｼﾞｴ ｼﾞｭﾝ 藤榮　淳 兵庫県 西宮市 フルサト･マルカHD　フルサト02:03:03.

   71    91 ﾐｽﾞｵｶ ﾋﾛｵ 水岡　浩雄 兵庫県 神戸市 帝人㈱ 02:04:28.

   72    35 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 田中　康之 滋賀県 守山市 ダイハツ工業㈱ユニ生　ユニッ02:04:30.

   73    51 ｵｸﾞﾗﾋﾃﾞｱｷ 小倉英明 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱PE 02:05:04.

   74   103 ﾉﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 野中　健太郎 大阪府 大阪市 日立造船(株) 02:05:25.

   75    18 ｱﾐﾉ ｲｸ 網野育 大阪府 大阪市 フルサト･マルカHD　フルサト02:05:45.

   76    60 ｾｽﾐ ﾀﾞｲｽｹ 瀬角　大介 大阪府 池田市 ダイハツ工業㈱ユニット生技部02:06:36.

   77    44 ｷｼﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 岸田　憲彦 兵庫県 神戸市 ダイハツ工業㈱動力制御開発室02:06:43.

   78    95 ﾅｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 内藤　克彦 兵庫県 神戸市 帝人㈱ 02:06:54.

   79   110 ﾅﾙｾ ﾀｶｼ 鳴瀬　隆志 兵庫県 西宮市 日立造船(株) 02:07:04.

   80    12 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ 岡田　知泰 大阪府 堺市 三菱ＵＦＪ銀行 02:07:36.

   81    67 ﾂｸｼ ﾄｼｶﾄﾞ 筑紫　俊門 大阪府 大阪市 三菱UFJ信託銀行 02:08:22.

   82    96 ﾊﾅﾀﾆ ﾕｳｲﾁﾛｳ 花谷　勇一朗 大阪府 茨木市 帝人㈱ 02:09:47.

   83   102 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 田澤　佳久 大阪府 大阪市 (株)日新 02:10:34.

   84    92 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼ 松崎　浩志 広島県 広島市 帝人ヘルスケア㈱ 02:13:31.

   85     6 ｵﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 小野村　義弘 大阪府 豊中市 ダイハツ 02:14:02.

   86   101 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｷ 松浦　智輝 大阪府 大阪市 (株)日新 02:14:45.

   87    36 ｺﾞﾄｳｹﾝﾀﾛｳ 後藤謙太郎 兵庫県 神戸市 ダイハツ工業㈱コーポレート本02:15:24.

   88    99 ｻｶｲ ﾋﾛｼ 堺井　寛 大阪府 茨木市 東洋紙業㈱ 02:15:32.

   89    15 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 山田　俊洋 大阪府 枚方市 株式会社神鋼環境ソリューショ02:16:06.

   90    69 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｵｻﾑ 藤垣　修 奈良県 斑鳩町 (株)昭和丸筒　昭和プロダクツ02:16:28.

   91     1 ｱﾓｾ ﾋﾛｼ 阿茂瀬　浩 大阪府 大阪市 オリエンタル白石 02:19:21.

   92    17 ｲﾅｶﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 稲垣健太郎 兵庫県 宝塚市 フルサト･マルカHD　株式会社02:19:50.

   93   100 ｺｻｶ ﾅｵｷ 小阪　直樹 大阪府 堺市 (株)日新 02:20:39.

   94     3 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾄ 北村　亮仁 大阪府 大阪市 オリックス株式会社 02:21:02.

   95   107 ｸﾘﾉ ｶﾈﾉﾌﾞ 栗野兼信 大阪府 東大阪市 日立造船(株) 02:22:49.

   96   115 ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 木田　悠斗 大阪府 大阪市 日立造船(株) 02:24:11.

   97   114 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 大橋　隆広 大阪府 大阪市 日立造船(株) 02:24:12.

   98    23 ﾏｴﾀﾞ ｺﾞｳ 前田　豪 大阪府 大阪市 株式会社ECC 02:24:19.

   99    24 ﾅﾘﾀ ｿｳｼﾛｳ 成田　宗士郎 大阪府 枚方市 株式会社ECC 02:24:19.

  100    22 ﾅｶﾞﾀ ﾀｲｾｲ 永田　泰生 大阪府 大阪市 株式会社ECC 02:24:19.
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  101    90 ﾀｶﾞｲﾄ ﾘｮｳｲﾁ 田垣内　良一 大阪府 高槻市 帝人フロンティア㈱ 02:25:38.

  102    75 ｳｴﾀﾞﾉﾘﾋｻ 上田　祝久 大阪府 茨木市 積水化学工業㈱ 02:26:57.

  103    61 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 黒田　優介 大阪府 箕面市 ダイハツ工業㈱QCT 02:45:26.


