
- 第2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

 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58分51秒1 河内 正輝716 カワウチ マサアキ

2時間06分07秒2 安本 良太714 ヤスモト リョウタ

2時間06分59秒3 小牟田 竜一708 コムタ リュウイチ

2時間08分02秒4 中岡 良路723 ナカオカ リョウジ

2時間10分29秒5 上荷 修誉789 ウワニ ノブタカ

2時間19分24秒6 左奈田 勲785 サナダ イサオ

2時間23分00秒7 楠本 浩史715 クスモト ヒロシ

2時間24分13秒8 松岡 敦790 マツオカ アツシ

2時間27分19秒9 坂上 志彦732 サカジョウ ナオヒコ

2時間28分08秒10 小林 貴昭701 コバヤシ タカアキ

2時間29分03秒11 魚津 信悟737 ウオヅ シンゴ

2時間29分27秒12 山崎 泰志769 ヤマサキ ヤスシ

2時間30分17秒13 松田 圭介752 マツダ ケイスケ

2時間30分29秒14 佐藤 豊信797 サトウ トヨノブ

2時間32分46秒15 下村 伸吾711 シモムラ シンゴ

2時間34分11秒16 高濱 光央743 タカハマ ミツオ

2時間39分16秒17 西尾 勇一798 ニシオ ユウイチ

2時間42分06秒18 石井宙818 いしい　ひろし

2時間43分51秒19 磯野 伸二764 イソノ シンジ

2時間46分15秒20 小田 哲靖710 オダ ノリヤス

2時間46分40秒21 藤岡 茂生774 フジオカ シゲオ

2時間46分53秒22 吉野 信治720 ヨシノ シンジ

2時間53分48秒23 二川 暢之746 フタガワ ノブユキ

2時間53分59秒24 増家 潤一775 マスカ ジュンイチ

2時間54分58秒25 大木 智之761 オオキ サトシ

2時間56分41秒26 河野 洋平754 カワノ ヨウヘイ

3時間01分20秒27 石川 哲736 イシカワ サトシ

3時間03分25秒28 矢野 善之702 ヤノ ヨシユキ

3時間05分42秒29 猪股 昭彦784 イノマタ アキヒコ

3時間06分02秒30 木下 憲一749 キノシタ ケンイチ

3時間06分43秒31 田村 祐介766 タムラ ユウスケ

3時間09分50秒32 阪本 量良786 サカモト カズヨシ

3時間10分11秒33 埜田 芳弘756 ノダ ヨシヒロ

3時間10分12秒34 埜田 潤757 ノダ ジュン

3時間10分14秒35 安藤 滋基792 アンドウ シゲキ

3時間10分34秒36 中井 圭介735 ナカイ ケイスケ

3時間11分08秒37 瀧川 貴史796 タキガワ タカシ

3時間11分15秒38 河内 広之730 カワチ ヒロユキ

3時間12分13秒39 小山 晃一788 コヤマ コウイチ

3時間12分26秒40 山本 博三742 ヤマモト ヒロミツ

3時間15分11秒41 河野 慶太郎738 コウノ ケイタロウ

3時間16分02秒42 藤田 昌啓777 フジタ マサヒロ

3時間16分26秒43 生島 信司719 イクシマ シンジ

3時間17分01秒44 浅田 圭史740 アサダ

3時間18分12秒45 久保 尚弘812 クボ タカヒロ

3時間18分56秒46 福田 司文787 フクダ シモン

3時間19分10秒47 石井 諭史770 イシイ サトシ

3時間19分55秒48 川原 晋一776 カワハラ シンイチ

3時間20分07秒49 伊集院 公洋712 イジュウイン コウヨウ

3時間21分37秒50 中島 義弘722 ナカシマ ヨシヒロ

TEAM▲ZERO
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3時間22分24秒51 猿橋 正芳705 サルハシ マサヨシ

3時間22分28秒52 清水 利憲751 シミズ トシノリ

3時間23分04秒53 長岡 敦804 ナガオカ アツシ

3時間23分44秒54 久保 正彦706 クボ マサヒコ

3時間23分50秒55 浦 秀樹813 ウラ ヒデキ

3時間23分57秒56 吉川 朋宏802 ヨシカワ トモヒロ

3時間24分22秒57 神林 繁745 カンバヤシ シゲル

3時間25分07秒58 赤瀬 広至759 アカセ ヒロシ

3時間27分37秒59 根来 政徳803 ネゴロ マサノリ

3時間28分43秒60 森 勇志703 モリ ユウシ

3時間30分11秒61 清水 敏成713 シミズ トシナリ

3時間30分16秒62 湯出原 誠773 ユデハラ マコト

3時間31分27秒63 澤田 忍728 サワダ シノブ

3時間32分37秒64 中田 崇彦807 ナカタ タカヒコ

3時間33分51秒65 大西 伸幸806 オオニシ ノブユキ

3時間34分53秒66 北原 光悟731 キタハラ ミツノリ

3時間36分25秒67 岡中 芳浩725 オカナカ ヨシヒロ

3時間38分09秒68 木崎 健三郎814 キザキ ケンザブロウ

3時間40分00秒69 河村 篤仁811 カワムラ アツヒト

3時間41分24秒70 田辺 亮780 タナベ リョウ

3時間41分54秒71 梶原 英輝718 カジハラ ヒデキ

3時間42分25秒72 堀尾 米美767 ホリオ ヨネミ

3時間43分07秒73 坪井 孝次郎753 ツボイ コウジロウ

3時間43分59秒74 城尾 浩詳750 シロオ ヒロアキ

3時間48分55秒75 辻田 研吾707 ツジタ ケンゴ

3時間51分46秒76 大地 稔817 オオチ ミノル

3時間57分29秒77 諏訪 善哉733 スワ ヨシヤ

3時間58分39秒78 酒井 大771 サカイ ダイ

3時間59分00秒79 青山 隆783 アオヤマ タカシ

4時間04分19秒80 上田 正樹779 ウエダ マサキ

4時間07分04秒81 中野 祥宏808 ナカノ ヤスヒロ

4時間15分48秒82 高野 修一799 タカノ シュウイチ

4時間20分21秒83 吉田 靖739 ヨシダ ヤスシ

4時間22分28秒84 金沢 夏樹772 カナザワ ナツキ

4時間44分07秒85 中村 健一郎800 ナカムラ ケンイチロウ

4時間49分22秒86 前田 賢治782 マエダ ケンジ

TEAM▲ZERO


