
- 第2回壮大！広大！極限RUN！神戸農業公園走り納め！！ -

20km　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

1時間21分44秒1 外山 真506 トヤマ マコト

1時間28分26秒2 木村 武彦427 キムラ タケヒコ

1時間29分13秒3 伊東 宏明467 イトウ ヒロアキ

1時間34分49秒4 村田 望445 ムラタ ノゾム

1時間36分57秒5 音野 晋吾470 オトノ シンゴ

1時間39分00秒6 中 慎太郎448 ナカ シンタロウ

1時間39分58秒7 阿部 潤二郎439 アベ ジュンジロウ

1時間42分01秒8 藤本 竜太朗504 フジモト リョウタロウ

1時間43分03秒9 重村 克巳412 シゲムラ カツミ

1時間43分13秒10 糸山 保429 イトヤマ タモツ

1時間43分14秒11 井上 恭宏468 イノウエ ヤスヒロ

1時間43分28秒12 上田 雄一440 ウエダ ユウイチ

1時間44分11秒13 角 鉄平484 スミ テッペイ

1時間44分15秒14 藤原 正宏476 フジワラ マサヒロ

1時間45分02秒15 和田 幸洋462 ワダ ユキヒロ

1時間45分49秒16 福田 孝一453 フクダ コウイチ

1時間47分19秒17 三木 勇人487 ミキ ハヤト

1時間47分23秒18 小川 雅也419 オガワ マサヤ

1時間48分18秒19 轟木 良則402 トドロキ ヨシノリ

1時間49分59秒20 大原 俊二471 オオハラ シュンジ

1時間52分01秒21 小西 真広426 コニシ マサヒロ

1時間52分14秒22 ポトゥタン ジェラルド480 ポトゥタン ジェラルド

1時間53分20秒23 岩井 章491 イワイ アキラ

1時間53分58秒24 安岡 利幸460 ヤスオカ トシユキ

1時間54分31秒25 篠崎 良将434 シノザキ ヨシマサ

1時間54分40秒26 石原 義史463 イシハラ ヨシフミ

1時間54分56秒27 宮崎 一郎422 ミヤザキ イチロウ

1時間55分30秒28 蘆田 拓也420 アシダ タクヤ

1時間56分27秒29 高見 芳浩479 タカミ ヨシヒロ

1時間56分28秒30 富井 啓介407 トミイ ケイスケ

1時間58分01秒31 永嶺 文敏498 ナガミネ フミトシ

1時間58分13秒32 今西 良490 イマニシ リョウ

1時間58分22秒33 小野 慎也494 オノ シンヤ

1時間58分28秒34 谷口 誠一435 タニグチ セイイチ

1時間58分29秒35 佐藤 勝雄410 サトウ カツオ

1時間59分20秒36 竹内 友彦466 タケウチ トモヒコ

2時間00分46秒37 岩崎 哲人459 イワサキ アキヒト

2時間02分10秒38 中島 和彦456 ナカジマ カズヒコ

2時間03分19秒39 村松 康司404 ムラマツ ヤスジ

2時間03分39秒40 武田 裕太449 タケダ ユウタ

2時間03分45秒41 松原 由勇461 マツバラ ヨシオ

2時間04分06秒42 小西 弘之425 コニシ ヒロユキ

2時間04分07秒43 雨谷 翔太446 アマガヤ ショウタ

2時間04分20秒44 木谷 雅人493 キタニ マサト

2時間04分54秒45 中村 泉406 ナカムラ イズミ

2時間06分17秒46 仲山 聖474 ナカヤマ サトシ

2時間06分24秒47 鎌田 二洋436 カマダ ツギヒロ

2時間06分32秒48 大西 孝幸438 オオニシ タカユキ

2時間07分36秒49 吉田 翔447 ヨシダ ショウ

2時間09分03秒50 谷 吉將483 タニ ヨシマサ

TEAM▲ZERO
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2時間09分33秒51 谷村 龍雄413 タニムラ タツオ

2時間10分07秒52 東 一夫481 アズマ カズオ

2時間10分31秒53 曽根 一浩442 ソネ カズヒロ

2時間11分08秒54 多満城 厚士416 タマキ アツシ

2時間11分46秒55 田邉 卓482 タナベ タカシ

2時間11分54秒56 大市 晃宏485 オオイチ アキヒロ

2時間12分32秒57 高田 憲一501 タカダ ケンイチ

2時間12分46秒58 倉西 透455 クラニシ トオル

2時間12分56秒59 井上 裕之430 イノウエ ヒロユキ

2時間13分36秒60 田葉 弘晃452 タバ ヒロアキ

2時間13分49秒61 丸山 雄一418 マルヤマ ユウイチ

2時間14分15秒62 久保浩508 クボ　ヒロシ

2時間14分28秒63 堀江 英治488 ホリエ エイジ

2時間14分39秒64 藤井 慶二496 フジイ ケイジ

2時間15分02秒65 太田 貴弘432 オオタ タカヒロ

2時間15分57秒66 大野 貴史421 オオノ タカシ

2時間16分28秒67 硲 雅樹428 ハザマ マサキ

2時間17分02秒68 八代醍 岩夫457 ヤシロダイ イワオ

2時間19分20秒69 堺 祥展443 サカイ ヨシノブ

2時間19分39秒70 平田 国宏433 ヒラタ クニヒロ

2時間19分46秒71 久保 勝稔486 クボ カツトシ

2時間19分48秒72 関 恒慶431 セキ ツネヨシ

2時間21分44秒73 広瀬 洋二401 ヒロセ ヨウジ

2時間24分41秒74 因幡 雅幸477 イナバ マサユキ

2時間25分43秒75 田中 岳夫495 タナカ タカオ

2時間25分49秒76 桑島 雅也464 クワシマ マサヤ

2時間29分59秒77 井上 淳一437 イノウエ ジュンイチ

2時間30分40秒78 柳内 孝洋502 ヤナギウチ タカヒロ

2時間34分31秒79 山下 敬史441 ヤマシタ タカシ

2時間35分25秒80 砂田 正弘472 スナダ マサヒロ

2時間36分32秒81 石田 一美408 イシダ カズミ

2時間38分03秒82 松田 裕平505 マツダ ユウヘイ

2時間38分08秒83 小屋敷 健二478 コヤシキ ケンジ

2時間39分58秒84 岡田 基465 オカダ ハジメ

2時間40分24秒85 杉野 亮司507 スギノ リョウジ

2時間42分19秒86 東 達也415 アズマ タツヤ

2時間43分31秒87 谷口 賢志414 タニグチ ケンシ

2時間54分25秒88 高道 正能454 タカミチ マサヨシ

3時間12分43秒89 栗林 誠423 クリバヤシ マコト

3時間12分43秒90 栗林 優太424 クリバヤシ ユウタ

TEAM▲ZERO


