
- 第１回壮大！広大！極限RUN！神戸農業公園走り納め！ -

40km　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

2時間57分32秒1 曽我部 拓磨731 ソガベ タクマ 大阪府

3時間11分07秒2 小坪 健一郎740 コツボ ケンイチロウ 兵庫県

3時間11分51秒3 坂本 知則727 サカモト トモノリ 兵庫県

3時間17分23秒4 玉谷 哲郎701 タマタニ テツロウ 兵庫県

3時間21分54秒5 高石 昌宏770 タカイシ マサヒロ 福井県

3時間24分44秒6 護 木之下748 マモル キノシタ 兵庫県

3時間28分40秒7 高橋 良典704 タカハシ ヨシノリ 兵庫県

3時間35分34秒8 秋武 伸洋767 アキタケ ノブヒロ 大阪府

3時間36分37秒9 神月 祥臣707 コウヅキ ヨシオミ 兵庫県

3時間36分57秒10 堀田 孝志722 ホッタ タカシ 兵庫県

3時間37分30秒11 竹内 保洋710 タケウチ ヤスヒロ 東京都

3時間37分52秒12 河本 哲703 コウモト サトシ 愛媛県

3時間39分25秒13 今北 正弘721 イマキタ マサヒロ 兵庫県

3時間39分36秒14 本間 裕之745 ホンマ ヒロユキ 兵庫県

3時間39分42秒15 滝倉 昭人702 タキクラ アキヒト 兵庫県

3時間43分02秒16 岡田 悠輝735 オカダ ユウキ 広島県

3時間43分56秒17 向井 遼730 ムカイ リョウ 兵庫県

3時間46分59秒18 鯉淵 典之717 コイブチ ノリユキ 群馬県

3時間48分39秒19 松本 光司775 マツモト コウジ 大阪府

3時間49分14秒20 瀬戸 勉709 セト ツトム 大阪府

3時間51分00秒21 江本 剛752 エモト タケシ 兵庫県

3時間52分16秒22 松本 吉弘757 マツモト ヨシヒロ 和歌山県

3時間54分55秒23 関 哲也743 セキ テツヤ 兵庫県

3時間55分35秒24 竹内 康行712 タケウチ ヤスユキ 京都府

3時間56分00秒25 川田 実706 カワダ ミノル 兵庫県

3時間56分46秒26 濱松 岳志734 ハママツ タケシ 兵庫県

4時間02分32秒27 大藤 延泰756 オオフジ ノブヤス 京都府

4時間05分09秒28 黒川 豊久754 クロカワ トヨヒサ 兵庫県

4時間07分13秒29 森口 智聡753 モリグチ トモアキ 兵庫県

4時間08分14秒30 黒田 敏之776 クロダ トシユキ 兵庫県

4時間13分39秒31 藪 利至778 ヤブ トシユキ 大阪府

4時間16分32秒32 鈴木 輝一751 スズキ テルカズ 岡山県

4時間17分33秒33 富永 雄一750 トミナガ ユウイチ 兵庫県

4時間18分02秒34 前川 真彦732 マエカワ マサヒコ 東京都

4時間22分18秒35 石井 浩之746 イシイ ヒロユキ 兵庫県

4時間23分16秒36 中谷 篤史777 ナカヤ アツシ 京都府

4時間27分24秒37 本田 淳貴723 ホンダ アキタカ 大阪府

4時間27分29秒38 戸田 浩介714 トダ コウスケ 兵庫県

4時間29分23秒39 冨田 堅太郎760 トミタ ケンタロウ 兵庫県

4時間31分09秒40 武田 弘幸713 タケダ ヒロユキ 兵庫県

4時間45分48秒41 伊原 政雄719 イハラ マサオ 大阪府

4時間47分34秒42 中村 朋生718 ナカムラ トモオ 大阪府

4時間48分33秒43 田邉 淳773 タナベ アツシ 兵庫県

4時間50分32秒44 坂下 雅朗724 サカシタ マサオ 和歌山県

4時間50分57秒45 池 昭憲744 イケ アキノリ 京都府

4時間53分40秒46 高平 保769 タカヒラ タモツ 兵庫県

4時間53分40秒47 春名 俊輝768 ハルナ トシキ 兵庫県

4時間54分22秒48 吉岡 伸泰728 ヨシオカ ノブヤス 大阪府

4時間55分20秒49 堀切 優介711 ホリキリ ユウスケ 大阪府

4時間55分47秒50 吉本 真一771 ヨシモト シンイチ 大阪府

TEAM▲ZERO
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40km　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

4時間55分57秒51 河越 渉774 カワゴエ ワタル 兵庫県

5時間16分47秒52 瀬見 竜一758 セミ リュウイチ 大阪府

TEAM▲ZERO


