
- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(A) 一般男子 5km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 9:30:00

会場: 島本町立第二中学校スタート・ゴール

主催: 特定非営利活動法人 島本町体育協会

18分32秒1 狩野　剛史062

18分35秒2 岩城　尚弥071 イワキ　ナオヤ

18分44秒3 泓川　康隆077 フケガワ　ヤスタカ

18分55秒4 西尾　太佑096 ニシオ　ダイスケ

19分35秒5 野口　義朗135 ノグチ　ヨシアキ

19分47秒6 吉田　茂樹005 ヨシダ　シゲキ 堺市

19分53秒7 塩見　雅069 シオミ　マサシ

20分14秒8 大塚　真弘053 オオツカ　マサヒロ 向日市

20分23秒9 塩見　聖史023 シオミ　セイジ

21分10秒10 服部　岳穂019 ハットリ　ガクホ

21分11秒11 服部　均史068 ハットリ　ヒトシ

21分12秒12 薬師神　裕一139 ヤクシジン　ユウイチ キッズスポーツ教室

21分25秒13 久枝　祐輔094 ヒサエダ　ユウスケ

21分36秒14 鍵福　武015 カギフク　タケシ

21分41秒15 川谷　拓郎038 宝塚市

21分45秒16 瀧下　進一009 タキシタ　シンイチ 大津市

21分52秒17 前畑　直樹043 マエハタ　ナオキ

22分06秒18 内山　雄介137 ウチヤマ　ユウスケ キッズスポーツ教室

22分12秒19 阪上　天017 サカガミ　タカシ

22分18秒20 遠藤　愛斗117 エンドウ　マナト

22分18秒21 西端　了祐016 神戸市

22分45秒22 王子　純一138 オウジ　ジュンイチ キッズスポーツ教室

23分00秒23 後　利彦011 ウシロ　トシヒコ 向日市

23分02秒24 儀間　安彦029 ギマ　ヤスヒコ 名張市

23分11秒25 横田　佳洋057 ヨコタ　ヨシヒロ

23分20秒26 東　塁091 アズマ　ルイ

23分24秒27 畑　洋二100

23分36秒28 久保　信光092 クボ　ノブミツ

23分39秒29 佐々木　温紀136 ササキ　マサノリ

23分40秒30 逢坂　隆史097 オオサカ　タカシ

23分44秒31 木下　雄一084 キノシタ　ユウイチ

23分47秒32 小泉　輝025 コイズミ　アキラ

23分54秒33 芦谷　光雄144

24分02秒34 三鍋　宏徳121 ミナベ　ヒロノリ ＳＰＯＲＴ

24分04秒35 髙田　雄貴006 タカダ　ユウキ 摂津市

24分11秒36 後藤　義徳020 ゴトウ　ヨシノリ 藤沢市

24分26秒37 池野　純平054

24分30秒38 館山　元昭031 タテヤマ　モトアキ

24分36秒39 森川　竜二072 モリカワ　リュウジ

24分40秒40 原田　貴仁086 ハラダ　タカノリ 島本町

24分41秒41 片岡　伸一128 カタオカ　シンイチ ランニングＩ

24分48秒42 森井　克行081 モリイ　カツユキ

25分01秒43 高岡　哲郎030 タカオカ　テツロウ

25分02秒44 小川　勝036 オガワ　マサル

25分09秒45 奥山　貴晶113 オクヤマ　タカアキ ニチレイランニングクラブ

25分14秒46 平原　誠一027 ヒラハラ　セイイチ 吹田市

25分16秒47 宮﨑　恵介140 ミヤザキ　ケイスケ キッズスポーツ教室

25分20秒48 田村　蓮134 タムラ　レン

25分21秒49 見延　勉108 ミノベ　ツトム 水無瀬病院

25分31秒50 志賀　健吉112 シガ　ケンキチ ニチレイランニングクラブ
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25分40秒51 倉橋　利成106 クラハシ　トシナリ 水無瀬病院

25分42秒52 成松　和朋051 ナリマツ　カズトモ

25分50秒53 松居　弘085 マツイ　ヒロシ

25分55秒54 奈良橋　亨007 ナラハシ　トオル

25分56秒55 大中　伸彦008 オオナカ　ノブヒコ

25分58秒56 新谷　博之127 シンタニ　ヒロユキ ランニングＩ

26分03秒57 江里口　喜浩126 エリグチ　ノブヒロ ランニングＩ

26分04秒58 堤　敏宏045 ツツミ　トシヒロ

26分08秒59 代高田　美之105 ヨコウダ　ヨシユキ 水無瀬病院

26分13秒60 松原　隆065 マツバラ　タカシ

26分28秒61 鍵山　和秀018 カギヤマ　カズヒデ

26分37秒62 岡部　裕己073 オカベ　ユウキ

26分43秒63 島津　孝豊124 シマズ　タカトヨ ランニングＩ

26分53秒64 市村　知之120 イチムラ　トモユキ ＳＰＯＲＴ

26分59秒65 岡田　豪紀131 オカダ　ヒデトシ ランニングＩ

26分59秒66 宗行　秀太郎046 ムネユキ　シュウタロウ

27分02秒67 増井　利昭060 マスイ　トシアキ 寝屋川市

27分08秒68 鈴木　拓郎049 スズキ　タクロウ

27分13秒69 加藤　学040 カトウ　マナブ

27分15秒70 服部　智則104 大津市

27分20秒71 岡本　卓哉056 オカモト　タクヤ

27分24秒72 岡部　雄二058 オカベ　ユウジ

27分31秒73 藤井　祐119 フジイ　ユウ チーム　ダイヤモンド

27分45秒74 末松　靖浩021

27分55秒75 渡邊　敦048 ワタナベ　アツシ

27分58秒76 馬場　隆司129 ババ　タカシ ランニングＩ

28分05秒77 田中　裕吉012 タナカ　ヒロヨシ

28分05秒78 當麻　政徳010 トウマ　マサノリ

28分10秒79 高田　昇一132 タカダ　ショウイチ ランニングＩ

28分11秒80 森川　敦史055 モリカワ　アツシ

28分15秒81 横山　進070 ヨコヤマ　ススム 高槻市

28分17秒82 臼杵　康雄123 ウスキ　ヤスオ しまもとみかん

28分25秒83 横山　直史122 ヨコヤマ　タダシ ＳＰＯＲＴ

28分26秒84 中島　英輝110 ナカジマ　ヒデキ ニチレイランニングクラブ

28分31秒85 西村　友秀067 ニシムラ　トモヒデ

28分42秒86 上西　庸平014 ウエニシ　ヨウヘイ

28分48秒87 磯田　佳隆047 イソダ　ヨシタカ

28分58秒88 久保　貴志076 クボ　タカシ

29分05秒89 新家　和弥141 シンケ　カズヤ キッズスポーツ教室

29分08秒90 工藤　務033 クドウ　ツトム

29分09秒91 手塚　久人075 テヅカ　ヒサト

29分19秒92 柳田　奨太101 ヤナギダ　ショウタ

29分23秒93 田中　幹人118 タナカ　ミキト チーム　ダイヤモンド

29分34秒94 上田　明紀089 ウエダ　アキノリ

29分37秒95 福永　晃司001 フクナガ　コウジ

29分38秒96 児島　毅061 コジマ　タケシ

29分45秒97 東條　竜一郎074 トウジョウ　リュウイチロウ

29分51秒98 田中　秀利041 タナカ　ヒデトシ

29分52秒99 張　子見063 チョウ　シケン

29分55秒100 松崎　芳宏028 マツザキ　ヨシヒロ
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30分03秒101 越智　祐輔133 オチ　ユウスケ ランニングＩ

30分06秒102 久下　慎司083 ヒサカ　シンジ

30分10秒103 森　雄貴142 モリ　ユウキ キッズスポーツ教室

30分14秒104 丸野　誓也013 マルノ　セイヤ

30分57秒105 小松　和人103 コマツ　カズト

31分04秒106 山田　紘平026 ヤマダ　コウヘイ

31分05秒107 大部　雅弘080 オオベ　マサヒロ 近江八幡市

31分16秒108 初田　篤史078 ハツダ　アツシ

32分13秒109 田村　昭三130 タムラ　ショウゾウ ランニングＩ

32分25秒110 津留　秀一079 ツル　シュウイチ 彦根市

33分14秒111 松本　智行099 マツモト　トモユキ

33分30秒112 大井　一茂095 オオイ　カズシゲ 和泉市

34分33秒113 加藤　亮勲115 カトウ　アキノリ ニチレイランニングクラブ

34分35秒114 清水　文彦004 シミズ　フミヒコ

34分47秒115 打越　充050 ウチコシ　ミツル 長岡京市

34分53秒116 久保田　裕082 クボタ　ヒロシ

36分59秒117 長村　隆行109 オサムラ　タカユキ やすらぎ

37分27秒118 沖田　卓之034 オキタ　タカユキ

39分07秒119 吉川　誠勝116 ヨシカワ　マサカツ

40分08秒120 野村　成道093 ノムラ　ナリミチ

41分41秒121 内倉　順002 ウチクラ　ジュン

42分09秒122 荒内　創125 アラウチ　ハジメ ランニングＩ
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