
- 第2回壮大！広大！極限RUN！神戸農業公園走り納め！！ -

10km　男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/12/27

スタート： 9:00:00

会場: 神戸農業公園（kobeワイナリー）

主催: TEAM・ゼロ事務局

36分45秒1 谷川 延久211 タニガワ ノブヒサ

37分43秒2 中澤　徹哉273 なかざわてつや

39分19秒3 高橋 洋地204 タカハシ ヨウジ

40分28秒4 池田 拓海255 イケダ タクミ

40分31秒5 五十嵐義範268 いがらしよしのり

41分29秒6 間処　裕也274 まどころゆうや

41分36秒7 常深　裕生269 つねみひろお

42分44秒8 藤原　良司267 ふじわらりょうじ

43分27秒9 西垣 健太郎262 ニシガキ ケンタロウ

44分27秒10 藍原 将史231 アイハラ マサフミ

46分17秒11 酒井　達也275 さかいたつや

46分23秒12 都甲 貴之212 トゴウ タカユキ

46分37秒13 今清水 隆217 イマシミズ タカシ

48分29秒14 戸澤 剛246 トザワ ツヨシ

48分49秒15 竹内 章254 タケウチ アキラ

49分06秒16 綾部　雄大270 あやべゆうだい

49分58秒17 貝 直樹214 カイ ナオキ

51分08秒18 伊藤 進243 イトウ ススム

51分42秒19 河本　健祐271 かわもとけんすけ

51分59秒20 清水 邦明232 シミズ クニアキ

52分22秒21 高比良 聡225 タカヒラ サトル

53分10秒22 今村 直弘249 イマムラ ナオヒロ

54分09秒23 平尾 優典241 ヒラオ ユウスケ

54分10秒24 小杉 太郎207 コスギ タロウ

54分24秒25 横谷　陸太272 よこたにりくた

54分27秒26 小野 要236 オノ カナメ

54分39秒27 吉田 博陽209 ヨシダ ヒロアキ

55分24秒28 雨宮 隆太227 アメミヤ リュウタ

55分25秒29 近江 由弐247 オオミ ユウスケ

55分42秒30 花嶋 浩司245 ハナジマ コウジ

56分17秒31 堀 慎太郎261 ホリ シンタロウ

56分20秒32 今井 貴士244 イマイ タカシ

57分24秒33 石崎 秀樹223 イシザキ ヒデキ

57分29秒34 堀田 亮263 ホリタ リョウ

57分30秒35 福本 雄一265 フクモト ユウイチ

58分14秒36 黒田 泰史224 クロダ ヤスフミ

58分55秒37 藤本 一男256 フジモト カズオ

59分17秒38 笹倉 慶樹250 ササクラ ヨシキ

1時間00分33秒39 大垣 勲230 オオガキ イサオ

1時間00分40秒40 根本 正容206 ネモト マサヒロ

1時間01分22秒41 中村 豪馬239 ナカムラ カツマ

1時間02分34秒42 松井 哲夫219 マツイ テツオ

1時間02分45秒43 森田 大三215 モリタ ダイゾウ

1時間03分05秒44 安原 章251 ヤスハラ アキラ

1時間04分10秒45 鎌田 成人238 カマタ ナルヒト

1時間04分15秒46 岡田 考輔240 オカダ コウスケ

1時間04分48秒47 石田 洋史266 イシダ ヒロフミ

1時間04分51秒48 西村 達也218 ニシムラ タツヤ

1時間06分03秒49 曽賀 紀夫220 ソガ ノリオ

1時間06分49秒50 大原 廣之259 オオハラ ヒロユキ

TEAM▲ZERO
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1時間07分55秒51 秋山 泰輝242 アキヤマ タイキ

1時間09分06秒52 筒井 信253 ツツイ ノブ

1時間09分06秒53 藤田 敬英229 フジタ タカヒデ

1時間09分39秒54 池端 政宏205 イケバタ マサヒロ

1時間11分43秒55 神原 正幸252 カンバラ マサユキ

1時間12分05秒56 長岡 善朗233 ナガオカ ヨシアキ

1時間13分51秒57 茨木 保夫237 イバラギ ヤスオ

1時間14分37秒58 石田 淳210 イシダ ジュン

1時間15分08秒59 福田 俊弘260 フクダ トシヒロ

1時間15分26秒60 畑中 正彦221 ハタナカ マサヒコ

1時間15分36秒61 舛形 剛228 マスガタ ツヨシ

1時間16分22秒62 山脇 賢一234 ヤマワキ ケンイチ

1時間16分39秒63 佐藤 麟太郎258 サトウ リンタロウ

1時間16分40秒64 佐藤 康博257 サトウ ヤスヒロ

1時間17分41秒65 三枝 啓一222 ミエダ ケイイチ

1時間17分48秒66 尾藤 崇208 ビトウ タカシ

1時間23分32秒67 藤井 保聡248 フジイ ヤスアキ

1時間24分39秒68 橋本 芳和226 ハシモト ヨシカズ

1時間31分38秒69 馬場 隆一213 ババ リュウイチ

TEAM▲ZERO


