
- 第１回壮大！広大！極限RUN！神戸農業公園走り納め！ -

30km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2014/12/27

スタート： 9:10:00

会場: 神戸農業公園

主催: チーム・ゼロ

1時間59分38秒1 永江 和久548 ナガエ カズヒサ 兵庫県

2時間12分34秒2 野中 俊樹504 ノナカ トシキ 愛知県

2時間13分43秒3 魚津 信悟534 ウオヅ シンゴ 和歌山県

2時間21分42秒4 会田 卓也512 アイタ タクヤ 三重県

2時間27分44秒5 小林 貴昭501 コバヤシ タカアキ 大阪府

2時間27分47秒6 森永 啓史511 モリナガ ケイシ 兵庫県

2時間28分19秒7 木村 武彦517 キムラ タケヒコ 兵庫県

2時間35分31秒8 亀谷 浩希535 カメタニ ヒロキ 兵庫県

2時間36分37秒9 原田 裕基552 ハラダ ユウキ 山口県

2時間36分55秒10 坂上 志彦530 サカジョウ ナオヒコ 奈良県

2時間40分53秒11 佐藤 豊信553 サトウ トヨノブ 兵庫県

2時間50分33秒12 河野 正幸514 コウノ マサユキ 愛媛県

2時間52分17秒13 井上 真一540 イノウエ シンイチ 兵庫県

2時間53分27秒14 河上 尚哉519 カワカミ ナオヤ 大阪府

2時間56分07秒15 野川 祐正507 ノガワ ユウショウ 大阪府

3時間00分43秒16 石井 諭史546 イシイ サトシ 兵庫県

3時間01分48秒17 湯出原 誠550 ユデハラ マコト 兵庫県

3時間05分00秒18 森下 栄生527 モリシタ エイキ 兵庫県

3時間07分40秒19 中井 圭介533 ナカイ ケイスケ 兵庫県

3時間09分19秒20 田村 祐介544 タムラ ユウスケ 大阪府

3時間09分39秒21 若井 幹生531 ワカイ ミキオ 兵庫県

3時間12分33秒22 角谷 顕人502 スミヤ アキヒト 大阪府

3時間15分21秒23 眞砂 浩徳515 マサゴ ヒロノリ 兵庫県

3時間17分19秒24 大島 直彰513 オオシマ ナオアキ 兵庫県

3時間17分52秒25 山口 誠509 ヤマグチ マコト 福井県

3時間18分14秒26 橋本 栄二523 ハシモト エイジ 兵庫県

3時間20分20秒27 江戸 孝史543 エド タカフミ 徳島県

3時間26分23秒28 福山 浩二529 フクヤマ コウジ 佐賀県

3時間27分31秒29 岡中 芳浩526 オカナカ ヨシヒロ 岡山県

3時間27分48秒30 久保田 智文555 クボタ トモフミ 兵庫県

3時間28分32秒31 井口 満520 イグチ ミツル 兵庫県

3時間29分51秒32 尾中 宏司539 オナカ ヒロシ 兵庫県

3時間37分20秒33 大原 晴行549 オオハラ ハルユキ 兵庫県

3時間38分57秒34 鎌田 二洋524 カマダ ツギヒロ 徳島県

3時間38分57秒35 濱村 盛徳537 ハマムラ シゲノリ 大阪府

3時間38分57秒36 堺 祥展525 サカイ ヨシノブ 徳島県

3時間40分21秒37 堀尾 米美545 ホリオ ヨネミ 大阪府

3時間46分15秒38 田窪 久人521 タクボ ヒサト 大阪府

3時間46分50秒39 細見 浩嗣522 ホソミ ヒロツグ 兵庫県

3時間48分35秒40 石井 宏武551 イシイ ヒロタケ 愛知県

3時間49分29秒41 濁澤 直也556 ニゴリサワ ナオヤ 静岡県

3時間53分58秒42 国賀 一宏510 クニガ カズヒロ 兵庫県

3時間53分59秒43 橋本 孔治532 ハシモト コウジ 大阪府

3時間59分59秒44 齋藤 寛之557 サイトウ ヒロユキ 兵庫県

4時間00分09秒45 松尾 高志505 マツオ タカシ 千葉県

4時間03分52秒46 酒井 大547 サカイ ダイ 神奈川県

4時間19分40秒47 松田 茂樹516 マツダ シゲキ 大阪府

4時間25分43秒48 寺岡 將樹554 テラオカ マサキ 兵庫県

4時間32分13秒49 古平 博之536 コダイラ ヒロユキ 大阪府

TEAM▲ZERO


