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1 1004 吉田 理人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 京都陸上競技協会 0:31:38

2 1001 山﨑 竹丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ まるランニングクラブ 0:32:15

3 1006 松垣 省吾 ﾏﾂｶﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 大阪陸上競技協会 0:33:02

4 1002 中川 卓也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 豊中市消防局 0:33:05

5 1007 山室 陽平 ﾔﾏﾑﾛ ﾖｳﾍｲ ＧＲlab兵庫 0:33:15

6 1012 坂本 陽平 ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ てるみんRUNNING CLUB 0:33:25

7 1003 末山 貴文 ｽｴﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪陸上競技協会 0:33:41

8 1008 小野 伊織 ｵﾉ ｲｵﾘ 滋賀陸上競技協会 0:34:08

9 1013 中村 敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 大阪ランジョグ 0:35:23

10 1014 仲野 新一郎 ﾅｶﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ IseTrackClub 0:36:31

11 1010 後 和彦 ｳｼﾛ ｶｽﾞﾋｺ 大阪陸上競技協会 0:36:39

12 1016 竹原 宏 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｼ クラブR2西日本 0:37:03

13 1021 石山 融 ｲｼﾔﾏ ﾄｵﾙ あすリードＲＣ大阪 0:37:37

14 1018 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 川崎市陸上競技協会 0:37:44

15 1028 城田 泰久 ｼﾛﾀ ﾔｽﾋｻ 小金井公園おじさん練習会 0:37:47

16 1022 田中 裕也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大阪陸上競技協会 0:37:48

17 1011 草野 亮太 ｸｻﾉ ﾘｮｳﾀ OSAKA.T.C 0:38:15

18 1024 福井 健吾 ﾌｸｲ ｹﾝｺﾞ 岸和田健康クラブ 0:38:17

19 1023 高岡 春幸 ﾀｶｵｶ ﾊﾙﾕｷ 大阪陸上競技協会 0:38:21

20 1015 大久保 翔平 ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 京都陸上競技協会 0:38:38

21 1019 武居 泰男 ﾀｹｲ ﾔｽｵ 西川ランニング教室 0:39:10

22 20003 徳原 淳治 ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大阪陸上競技協会 0:39:47

23 1047 近藤 裕二 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ Ｓ＆Ｅランニング部 0:39:49

24 1034 中倉 功路 ﾅｶｸﾗ ｺｳｼﾞ 大阪陸上競技協会 0:39:55

25 1036 奈良 政則 ﾅﾗ ﾏｻﾉﾘ クラブR2西日本 0:40:06

26 1050 大谷 伸崇 ｵｵﾀﾆ ﾉﾌﾞﾀｶ

ナイトラン・エキスプレス・アスリートクラブ

0:40:19

27 1057 高橋 良彰 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 伊藤忠商事陸上競技部 0:40:32

28 1035 東 元治 ｱｽﾞﾏ ﾓﾄﾊﾙ クラブR2西日本 0:40:35

29 1065 亀田 仁 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾄｼ ｅＡ大阪 0:40:37

30 1026 永井 聡 ﾅｶﾞｲ ｻﾄｼ 快足桜 0:40:40

31 1051 西村 竜也 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 大阪陸上競技協会 0:40:41

32 1027 鷲見 浩之 ｽﾐ ﾋﾛﾕｷ 大阪陸上競技協会 0:40:47

33 1009 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 大阪陸上競技協会 0:40:47

34 1048 小林 宏道 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ クラブR2西日本 0:40:51

35 1046 岸田 貴久 ｷｼﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 神戸市陸上競技協会 0:40:52

36 1037 大森 昭久 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾋｻ 浪速アスレチッククラブ 0:40:58

37 1039 岩崎 正進 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ アミノ和歌山 0:41:02

38 1077 西村 昭彦 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ 深北緑地ＳＲＣ 0:41:19

39 1045 土屋 敦彦 ﾂﾁﾔ ｱﾂﾋｺ 大阪陸上競技協会 0:41:30

40 1044 野崎 京也 ﾉｻﾞｷ ｷｮｳﾔ 狭山池夕焼けラン 0:41:35

41 1020 薮 大輔 ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大阪陸上競技協会 0:41:43

42 1072 川村 敦志 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂｼ クラブR2西日本 0:42:02

43 1064 岩澤 英徳 ｲﾜｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 滋賀陸上競技協会 0:42:04

44 1049 橋長 幸弘 ﾊｼﾅｶﾞ ﾕｷﾋﾛ 吹田カメの子会 0:42:23

45 1017 佐藤 孝寛 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ Ｔｅａｍ パラオ 0:42:27

46 1031 中村 貴志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪陸上競技協会 0:42:57

47 1052 岩沖 健悟 ｲﾜｵｷ ｹﾝｺﾞ IG Legends 0:43:10

48 1061 寺尾 将 ﾃﾗｵ ﾏｻｼ クラブR2西日本 0:43:12

49 1055 飯塚 順彦 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾋｺ 大阪長居ＡＣ 0:43:31

50 1069 斎藤 慎介 ｻｲﾄｳ ｼﾝｽｹ クラブR2西日本 0:43:33

大阪マラソン SEASON TRIAL 2018 ケイ・オプティコム Presents 10K＆Fun RUN（18270024）

日時：2018年6月17日

場所：ヤンマースタジアム長居付設10kmコース（277190）

主催：大阪府・大阪市・一般財団法人大阪陸上競技協会（大阪マラソン組織委員会）

主管：一般財団法人大阪陸上競技協会
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51 1071 古賀 政詞 ｺｶﾞ ﾏｻｼ 大阪陸上競技協会 0:43:44

52 1095 河合 隆仁 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾄ 東京陸上競技協会 0:43:57

53 1059 安田 泰飛 ﾔｽﾀﾞ ﾀｲﾄ 大阪陸上競技協会 0:44:14

54 1043 東 浩三 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ クラブR2西日本 0:44:18

55 1081 杉本 健司 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 吹田カメの子会 0:44:20

56 1053 徳本 北都 ﾄｸﾓﾄ ﾎｸﾄ ミラクルボディＡＣ 0:44:21

57 1062 増田 稔 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 東京陸上競技協会 0:44:26

58 1080 中島 陽司 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｼﾞ クラブR2西日本 0:44:29

59 1098 坂東 裕史 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 朝日新聞社 0:44:33

60 1070 山部 敏宏 ﾔﾏﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪陸上競技協会 0:45:00

61 1032 坂田 正文 ｻｶﾀ ﾏｻﾌﾐ 佐賀陸上競技協会 0:45:04

62 1054 坂本 秀隆 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾀｶ 大阪陸上競技協会 0:45:07

63 1068 大庭 淳一 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ まっすんプロジェクト 0:45:15

64 1079 北村 和彦 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ クラブR2西日本 0:45:16

65 1083 鈴木 貴雄 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 神戸市陸上競技協会 0:45:23

66 1114 中村 祐司 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ ＮＫＫ大阪城ＷＩＮＤ 0:45:29

67 1073 杉山 佳之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾕｷ クラブR2西日本 0:45:31

68 1029 大木 恒夫 ｵｵｷ ﾂﾈｵ チーム走る男 0:45:38

69 1078 瀧山 景一 ﾀｷﾔﾏ ｹｲｲﾁ 大阪陸上競技協会 0:45:41

70 1089 瀬川 悟 ｾｶﾞﾜ ｻﾄﾙ クラブR2西日本 0:45:43

71 1063 中島 寿 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｼ 大阪陸上競技協会 0:45:50

72 1060 福本 真也 ﾌｸﾓﾄ ｼﾝﾔ 大阪陸上競技協会 0:46:08

73 1082 上杉 嘉邦 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｸﾆ 金曜走ろう会 0:46:30

74 1086 田中 政男 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 大阪陸上競技協会 0:46:56

75 1033 遠藤 敏夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 輝走倶楽部 0:47:19

76 1074 中野 真 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 沖ランニングクラブ 0:47:25

77 1094 齊藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 京都陸上競技協会 0:47:46

78 1066 野島 修 ﾉｼﾞﾏ ｵｻﾑ ＹＭＲＣ 0:47:57

79 1091 芦塚 毅 ｱｼﾂﾞｶ ﾂﾖｼ 大阪馳走くらぶ 0:48:04

80 1118 鬼頭 正敏 ｷﾄｳ ﾏｻﾄｼ クラブR2西日本 0:48:16

81 1056 岩崎 和樹 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 和歌山陸上競技協会 0:48:32

82 1090 生嶋 圭二 ｲｸｼﾏ ｹｲｼﾞ ＹＭＲＣ 0:48:38

83 1117 中野 辰也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 和泉市陸上競技協会 0:48:53

84 1100 仙波 正博 ｾﾝﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪陸上競技協会 0:49:22

85 1105 中島 智之 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ 朝日新聞社 0:49:25

86 1112 橋本 具実 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 大阪陸上競技協会 0:50:21

87 1101 横平 幸一 ﾖｺﾋﾗ ｺｳｲﾁ 大阪陸上競技協会 0:51:25

88 1099 瀧本 悦功 ﾀｷﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ クラブR2西日本 0:51:45

89 1075 西村 洋二 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｼﾞ セレッソ大阪ランニングクラブ 0:53:14

90 1106 東瀧 充孝 ﾋｶﾞｼﾀｷ ﾐﾂﾉﾘ 大阪陸上競技協会 0:54:08

91 1119 上野 良雄 ｳｴﾉ ﾖｼｵ 大阪ランニングクラブ 0:54:15

92 1111 高山 義治 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 大阪陸上競技協会 0:54:18

93 1096 澤 芳幸 ｻﾜ ﾖｼﾕｷ 大阪陸上競技協会 0:54:55

94 1097 濱崎 哲也 ﾊﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 大阪陸上競技協会 0:55:11

95 1113 鬼原 史行 ｷﾊﾗ ﾌﾐﾕｷ ナチュラルＲＣ 0:56:05

96 1110 坂本 雅明 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ 奈良陸上競技協会 0:56:46

97 1122 山﨑 仁 ﾔﾏｻｷ ﾋﾄｼ 大阪陸上競技協会 0:57:30

98 1107 井上 貴史 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 大阪陸上競技協会 0:58:55

99 1088 上原 隆 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ クラブR2西日本 0:58:56

100 1115 平峰 裕一 ﾋﾗﾐﾈ ﾕｳｲﾁ クラブR2西日本 0:59:53

大阪マラソン SEASON TRIAL 2018 ケイ・オプティコム Presents 10K＆Fun RUN（18270024）

日時：2018年6月17日

場所：ヤンマースタジアム長居付設10kmコース（277190）

主催：大阪府・大阪市・一般財団法人大阪陸上競技協会（大阪マラソン組織委員会）

主管：一般財団法人大阪陸上競技協会
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101 1102 藤井 利哉 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾔ 東京陸上競技協会 1:01:57

102 1108 吉田 新 ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 大阪陸上競技協会 1:03:12

103 1109 清家 正行 ｾｲｹ ﾏｻﾕｷ 大阪陸上競技協会 1:07:57

104 1124 藤井 新悟 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ クラブR2中日本 1:12:56

105 1120 長村 泰正 ｵｻﾑﾗ ﾔｽﾏｻ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ+ 1:13:04

106 1123 光吉 翔平 ﾐﾂﾖｼ ｼｮｳﾍｲ クラブR2西日本 1:14:57

107 1067 伊藤 義孝 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 淀川ランナーズ 1:16:15

大阪マラソン SEASON TRIAL 2018 ケイ・オプティコム Presents 10K＆Fun RUN（18270024）

日時：2018年6月17日

場所：ヤンマースタジアム長居付設10kmコース（277190）

主催：大阪府・大阪市・一般財団法人大阪陸上競技協会（大阪マラソン組織委員会）

主管：一般財団法人大阪陸上競技協会


