
■グルメランin大阪・大阪城公園　大会結果／ファミリーラン　開催日：2015年2月22日（日）

順位 ゼッケンナンバー タイム 氏　名 フリガナ 順位 ゼッケンナンバー タイム 氏　名 フリガナ

1 B2115 0:07:59 杉本 志郎/杉本貴一 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾛｳ/ｽｷﾞﾓﾄｷｲﾁ 26 B2028 0:10:45 堀川 泰弘/堀川　将英 ﾎﾘｶﾜ ﾔｽﾋﾛ/ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｴｲ

2 B2014 0:08:29 熊本 新一/熊本　一哉 ｸﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ/ｸﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 27 B2056 0:10:46 志賀 恭子/志賀 晴樹 ｼｶﾞ ｷｮｳｺ/ｼｶﾞ ﾊﾙｷ

3 B2109 0:08:35 桑嶋 富夫/桑嶋航大 ｸﾜｼﾏ ﾄﾐｵ/ｸﾜｼﾏｺｳﾀ 28 B2007 0:10:46 石田 政久/石田　初音 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋｻ/ｲｼﾀﾞ ﾊﾂﾈ

4 B2036 0:08:38 佐野 智美/佐野陽音 ｻﾉ ﾄﾓﾐ/ｻﾉﾋﾅﾄ 29 B2025 0:10:51 清水 渡/清水 太誠 ｼﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ/ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ

5 B2013 0:08:46 園田 隆博/園田 隆太郎 ｿﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ/ｿﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 30 B2019 0:10:52 田野 麻衣/田野　那智沙 ﾀﾉ ﾏｲ/ﾀﾉ ﾅﾁｻ

6 B2058 0:08:48 古木 信智/古木　亮人 ﾌﾙｷ ｱｷﾉﾘ/ﾌﾙｷ ｱｷﾄ 31 B2093 0:10:57 和久田 恵子/和久田泰佑 ﾜｸﾀﾞ ｹｲｺ/ﾜｸﾀﾞﾀﾞｲｽｹ

7 B2121 0:08:55 竹内 実知子/竹内愛理 ﾀｹｳﾁ ﾐﾁｺ/ﾀｹｳﾁｴﾘ 32 B2012 0:10:58 市川 知明/市川　直明 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｱｷ/ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾋﾛ

8 B2102 0:08:57 川城 英樹/川城康太 ｶﾜｼﾛ ﾋﾃﾞｷ/ｶﾜｼﾛｺｳﾀ 33 B2094 0:11:00 丹羽 功/丹羽匠 ﾆﾜ ｲｻｵ/ﾆﾜﾀｸﾐ

9 B2090 0:09:01 池上 育子/池上結衣 ｲｹｶﾞﾐ ｲｸｺ/ｲｹｶﾞﾐﾕｲ 34 B2008 0:11:00 樋口 まり/樋口　鈴華 ﾋｸﾞﾁ ﾏﾘ/ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝｶ

10 B2020 0:09:03 安田 明彦/安田　優輝斗 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾋｺ/ﾔｽﾀﾞ ﾕｷﾄ 35 B2089 0:11:01 藤村 崇司/藤村龍之介 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ/ﾌｼﾞﾑﾗﾘｭｳﾉｽｹ

11 B2042 0:09:43 小西 香織/小西 凌央 ｺﾆｼ ｶｵﾘ/ｺﾆｼ ﾘｵ 36 B2126 0:11:03 髙橋 奈美/髙橋央 ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ/ﾀｶﾊｼﾋﾛﾄ

12 B2081 0:09:45 岩井 いくみ/岩井　梁 ｲﾜｲ ｲｸﾐ/ｲﾜｲ ﾘｮｳ 37 B2124 0:11:06 保田 千津子/保田有砂 ﾔｽﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ/ﾔｽﾀﾞｱﾘｻ

13 B2061 0:09:46 光本 宏司/光本  貴翔 ﾐﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ/ﾐﾂﾓﾄ  ﾀｶﾄ 38 B2062 0:11:09 三根 拓郎/三根 朔太郎 ﾐﾈ ﾀｸﾛｳ/ﾐﾈ ｻｸﾀﾛｳ

14 B2041 0:09:48 北山 耕司/北山　たつき ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ/ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 39 B2018 0:11:15 柿本 直也/柿本　悠斗 ｶｷﾓﾄ ﾅｵﾔ/ｶｷﾓﾄ ﾕｳﾄ

15 B2119 0:09:49 荻山 秀治/荻山春輝 ｵｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ/ｵｷﾞﾔﾏﾊﾙｷ 40 B2079 0:11:16 深川 有紀/深川 明日香 ﾌｶｶﾞﾜ ﾕｷ/ﾌｶｶﾞﾜ ｱｽｶ

16 B2092 0:09:51 中川 勝俊/中川真緒 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾄｼ/ﾅｶｶﾞﾜﾏｵ 41 B2080 0:11:24 加納 望/加納　凜 ｶﾉｳ ﾉｿﾞﾐ/ｶﾉｳ ﾘﾝ

17 B2064 0:09:53 中田 育宏/中田　綾乃 ﾅｶﾀ ｲｸﾋﾛ/ﾅｶﾀ ｱﾔﾉ 42 B2052 0:11:27 林 雅恵/林 愛海 ﾊﾔｼ ﾏｻｴ/ﾊﾔｼ ｱﾐ

18 B2035 0:10:03 中出 かおる/中出美紗 ﾅｶﾃﾞ ｶｵﾙ/ﾅｶﾃﾞﾐｻ 43 B2001 0:11:29 永松 晶子/永松ゆい ﾅｶﾞﾏﾂ ｼｮｳｺ/ﾅｶﾞﾏﾂﾕｲ

19 B2128 0:10:08 大野 賢二/大野勇志朗 ｵｵﾉ ｹﾝｼﾞ/ｵｵﾉﾕｳｼﾛｳ 44 B2077 0:11:32 小泉 貴夫/小泉　良樹 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｵ/ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ

20 B2114 0:10:12 加藤 正己/加藤煌人 ｶﾄｳ ﾏｻｷ/ｶﾄｳｷﾗﾄ 45 B2015 0:11:34 八田 洋子/圭人/勝志 ﾊｯﾀ ﾖｳｺ/ｹｲﾄ/ｶﾂｼ

21 B2113 0:10:27 赤松 信彰/赤松奏音 ｱｶﾏﾂ ﾉﾌﾞｱｷ/ｱｶﾏﾂｶﾅﾈ 46 B2116 0:11:34 宮武 宏行/宮武初妃 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾕｷ/ﾐﾔﾀｹﾊﾂｷ

22 B2088 0:10:33 福田 洋一/福田優羽 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ/ﾌｸﾀﾞﾕｳ 47 B2067 0:11:40 山田　卓也/坂井篤也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ/ｻｶｲｱﾂﾔ

23 B2069 0:10:34 阪根 恭子/阪根佑奈 ｻｶﾈ ｷｮｳｺ/ｻｶﾈﾕﾅ 48 B2011 0:11:43 入江 直子/美晴/小春 ｲﾘｴ ﾅｵｺ/ﾐﾊﾙ/ｺﾊﾙ

24 B2024 0:10:37 佐々木 智子/佐々木 健太朗 ｻｻｷ ﾄﾓｺ/ｻｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 49 B2078 0:11:44 井藤 美/井藤菜月 ｲﾄｳ ﾖｼ/ｲﾄｳﾅﾂｷ

25 B2046 0:10:40 添島 千恵/添島　馳 ｿｴｼﾞﾏ ﾁｴ/ｿｴｼﾞﾏ ﾊｾﾙ 50 B2027 0:11:45 森下 朋子/森下　颯太 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｺ/ﾓﾘｼﾀ ｿｳﾀ
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51 B2051 0:11:46 武田 恵美/武田 唯花 ﾀｹﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ/ﾀｹﾀﾞ ﾕｲｶ 76 B2125 0:12:53 志倉 広幸/志倉脩斗 ｼｸﾗ ﾋﾛﾕｷ/ｼｸﾗﾕｳﾄ

52 B2057 0:11:46 江波 美緒/江波　寛人 ｴﾅﾐ ﾐｵ/ｴﾅﾐ ﾋﾛﾄ 77 B2050 0:12:55 北村 育子/北村知紀 ｷﾀﾑﾗ ｲｸｺ/ｷﾀﾑﾗﾄﾓｷ

53 B2048 0:11:50 岸本 哲/岸本　陸来 ｷｼﾓﾄ ｻﾄｼ/ｷｼﾓﾄ ﾘｸ 78 B2123 0:12:57 山秋 桂子/山秋柚乃 ﾔﾏｱｷ ｹｲｺ/ﾔﾏｱｷﾕﾉ

54 B2053 0:11:58 森 典子/森  悠介 ﾓﾘ ﾉﾘｺ/ﾓﾘ  ﾕｳｽｹ 79 B2122 0:13:00 金治 夕美子/山秋泰地 ｶﾅｼﾞ ﾕﾐｺ/ﾔﾏｱｷﾀｲﾁ

55 B2010 0:12:00 永谷 佳苗/永谷 瑠梨 ﾅｶﾞﾀﾆ ｶﾅｴ/ﾅｶﾞﾀﾆ ﾙﾘ 80 B2072 0:13:03 鳥羽 真智子/鳥羽　己瑳生 ﾄﾊﾞ ﾏﾁｺ/ﾄﾊﾞ ﾐｻｷ

56 B2016 0:12:01 奥山 綾子/奥山乃里実 ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ/ｵｸﾔﾏ ﾉﾘﾐ 81 B2003 0:13:05 林原 康典/林原　朱花 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾘ/ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｱyｶ

57 B2076 0:12:05 山口 剛/山口 聖翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾘﾄ 82 B2106 0:13:09 嶋村 美江/嶋村晃太 ｼﾏﾑﾗ ﾐｴ/ｼﾏﾑﾗｺｳﾀ

58 B2075 0:12:05 山口 恵子/山口 心暖 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾛ 83 B2039 0:13:17 門乢 清美/門乢　亮河 ﾓﾝﾀﾜ ｷﾖﾐ/ﾓﾝﾀﾜ ﾘｮｳｶﾞ

59 B2083 0:12:05 竹田 誠/竹田 有吾 ﾀｹﾀﾞ ﾏｺﾄ/ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 84 B2022 0:13:23 西村 将史/西村 佳音 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｼ/ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ

60 B2044 0:12:10 宮本 あつ子/藤井　咲穂 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｺ/ﾌｼﾞｲ ｻﾎ 85 B2034 0:13:30 森田 まさなお/森田あゆむ ﾓﾘﾀ ﾏｻﾅｵ/ﾓﾘﾀｱﾕﾑ

61 B2043 0:12:10 宮本 秀之/宮本　優 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ/ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ 86 B2033 0:13:30 森田 きょうこ/森田いつき ﾓﾘﾀ ｷｮｳｺ/ﾓﾘﾀｲﾂｷ

62 B2096 0:12:13 大前 慎治/大前佑真 ｵｵﾏｴ ｼﾝｼﾞ/ｵｵﾏｴﾕｳﾏ 87 B2100 0:13:36 難波 祥子/難波文音 ﾅﾝﾊﾞ ｻﾁｺ/ﾅﾝﾊﾞｱﾔﾈ

63 B2117 0:12:15 今 恒人/今涼香 ｺﾝ ﾂﾈﾄ/ｺﾝｽｽﾞｶ 88 B2103 0:13:42 西岡 伸一郎/西岡凜花 ﾆｼｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ/ﾆｼｵｶﾘﾝｶ

64 B2047 0:12:17 馬場 孝治/彩羽/瑛都 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾊﾙ/ｱﾔﾈ/ｱｷﾄ 89 B2074 0:13:46 多田 亜友美/実来/翔英 ﾀﾀﾞ ｱﾕﾐ/ﾐｸ/ｼｮｳｴｲ

65 B2091 0:12:18 水野 重人/水野千裕 ﾐｽﾞﾉ ｼｹﾞﾋﾄ/ﾐｽﾞﾉﾁﾋﾛ 90 B2082 0:14:00 袋 直/袋　さと ﾌｸﾛ ﾅｵ/ﾌｸﾛ ｻﾄ

66 B2059 0:12:19 桑谷 律子/桑谷夏実 ｸﾜﾀﾆ ﾘﾂｺ/ｸﾜﾀﾆﾅﾂﾐ 91 B2111 0:14:02 中林 佐栄子/中林大也 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻｴｺ/ﾅｶﾊﾞﾔｼﾋﾛﾔ

67 B2021 0:12:23 後藤 亮一/後藤　賢祐 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ/ｺﾞﾄｳ ｹﾝｽｹ 92 B2031 0:14:05 永井 崇/永井 優樹 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ/ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ

68 B2099 0:12:24 金城 和徳/金城裕真 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾉﾘ/ｷﾝｼﾞｮｳﾕｳﾏ 93 B2032 0:14:05 永井 恵美子/永井 菜摘 ﾅｶﾞｲ ｴﾐｺ/ﾅｶﾞｲ ﾅﾂﾐ

69 B2009 0:12:26 田中 真紀子/田中　嵐 ﾀﾅｶ ﾏｷｺ/ﾀﾅｶ ｱﾗｼ 94 B2023 0:14:08 武部 浩司/武部 心菜 ﾀｹﾍﾞ ｺｳｼﾞ/ﾀｹﾍﾞ ｺｺﾅ

70 B2104 0:12:36 長井 由佳里/長井祐規 ﾅｶﾞｲ ﾕｶﾘ/ﾅｶﾞｲﾕｳｷ 95 B2002 0:14:10 林原 由佳理/林原　百花 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾕｶﾘ/ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾓﾓｶ

71 B2110 0:12:39 吉原 智子/吉原孝泰 ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓｺ/ﾖｼﾊﾗｺｳﾀ 96 B2085 0:14:18 望月敦/友夢/玲花 ﾓﾁﾂﾞｷｱﾂｼ/ﾕﾒ/ﾚﾅ

72 B2038 0:12:41 門乢 宏至/門乢　大河 ﾓﾝﾀﾜ ﾋﾛｼ/ﾓﾝﾀﾜ ﾀｲｶﾞ 97 B2127 0:14:21 沼田 光美/沼田千鶴 ﾇﾏﾀ ﾃﾙﾐ/ﾇﾏﾀﾁﾂﾞﾙ

73 B2017 0:12:45 芹田 雅子/芹田　恋 ｾﾘﾀ ﾏｻｺ/ｾﾘﾀ ﾚﾝ 98 B2073 0:14:33 森本 明子/森本  真生 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷｺ/ﾓﾘﾓﾄ   ﾏｵ

74 B2037 0:12:46 旗智 玲子/旗智　優太 ﾊﾀﾁ ﾚｲｺ/ﾊﾀﾁ ﾕｳﾀ 99 B2045 0:14:39 辻 雅宏/辻 蒼司 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ/ﾂｼﾞ ｿｳｼ

75 B2112 0:12:50 監物 晃/監物希実 ｹﾝﾓﾂ ｱｷﾗ/ｹﾝﾓﾂﾉｿﾞﾐ 100 B2071 0:14:39 北川 将大/辻結月 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ/ﾂｼﾞ ﾕﾂﾞｷ
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101 B2030 0:14:41 岡市 則子/岡市　珠希 ｵｶｲﾁ ﾉﾘｺ/ｵｶｲﾁ ﾀﾏｷ

102 B2070 0:14:44 藤方 みどり/藤方 優大 ﾌｼﾞｶﾀ ﾐﾄﾞﾘ/ﾌｼﾞｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

103 B2049 0:14:50 岸本 孝代/岸本　実優 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾖ/ｷｼﾓﾄ みゆう

104 B2068 0:14:54 坂井 富美子/坂井いつみ ｻｶｲ ﾌﾐｺ/ｻｶｲｲﾂﾐ

105 B2084 0:15:00 川本　寿美江/嶝　いおり ｶﾜﾓﾄｽﾐｴ/ｻｺ ｲｵﾘ

106 B2006 0:15:06 高崎 由佳/高崎 彩友 ﾀｶｻｷ ﾕｶ/ﾀｶｻｷ ｱﾕ

107 B2066 0:15:09 坂井 秀生/坂井一輝 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｵ/ｻｶｲｶｽﾞｷ

108 B2055 0:15:10 今井 幸恵/今井 希実 ｲﾏｲ ﾕｷｴ/ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ

109 B2060 0:15:11 谷井 幸子/谷井 颯大 ﾀﾆｲ ｻﾁｺ/ﾀﾆｲ ﾊﾔﾃ

110 B2063 0:15:15 得能 義美/得能　志歩 ﾄｸﾉｳ ﾖｼﾐ/ﾄｸﾉｳ ｼﾎ

111 B2004 0:15:58 岡島 祥二/岡島 健太 ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ/ｵｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

112 B2120 0:16:14 宮崎 比呂子/宮崎彩羽 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｺ/ﾐﾔｻﾞｷｲﾛﾊ

113 B2105 0:16:15 宮崎 真一/宮崎遥希 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ/ﾐﾔｻﾞｷﾊﾙｷ

114 B2026 0:16:48 杉山 ふじ代/杉山　詩織 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｼﾞﾖ/ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾘ

115 B2040 0:17:11 野間 由美/野間悠太 ﾉﾏ ﾕﾐ/ﾉﾏﾕｳﾀ

116 B2095 0:18:20 水間 智士/水間加恵 ﾐｽﾞﾏ ｻﾄｼ/ﾐｽﾞﾏｶｴ

117 B2118 0:26:08 名谷 一彦/名谷研輝 ﾅﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ/ﾅﾀﾆｹﾝｷ


