
- 第2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

 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

2時間36分04秒1 武村 佳尚1065 タケムラ ヨシヒサ

2時間57分41秒2 八木 英樹1056 ヤギ ヒデキ

3時間00分24秒3 岡田 裕雄1070 オカダ ヤスオ

3時間05分35秒4 宮田　敬一1092 ミヤタ　ケイイチ

3時間12分27秒5 今井 清彦1006 イマイ キヨヒコ

3時間14分41秒6 宮本 定樹1028 ミヤモト サダキ

3時間16分22秒7 小坪 健一郎1038 コツボ ケンイチロウ

3時間27分29秒8 高橋 鯉一1013 タカハシ リイチ

3時間31分28秒9 辻 亮一1047 ツジ リョウイチ

3時間32分28秒10 後藤 圭一1050 ゴトウ ケイイチ

3時間35分11秒11 亀田 俊幸1011 カメダ トシユキ

3時間38分05秒12 玉谷 哲郎1001 タマタニ テツロウ

3時間41分02秒13 太田 展弘1044 オオタ ノブヒロ

3時間44分50秒14 北川 雅昭1041 キタガワ マサアキ

3時間46分20秒15 堀田 孝志1018 ホッタ タカシ

3時間46分34秒16 船曳 洋示1051 フナビキ ヨウジ

3時間49分18秒17 川田 実1005 カワダ ミノル

3時間49分24秒18 松本 吉弘1060 マツモト ヨシヒロ

3時間53分04秒19 関 哲也1040 セキ テツヤ

3時間55分02秒20 勝田 照久1024 カツダ テルヒサ

3時間55分23秒21 大藤 延泰1058 オオフジ ノブヤス

3時間55分28秒22 濱松 岳志1033 ハママツ タケシ

3時間57分18秒23 嘉藤 誠1076 カトウ マコト

3時間57分46秒24 松本 成悟1026 マツモト セイゴ

3時間59分05秒25 小南 昌紀1068 コミナミ マサノリ

3時間59分17秒26 藪 利至1078 ヤブ トシユキ

4時間00分30秒27 小川 恒1048 オガワ ヒサシ

4時間00分34秒28 本田 友宏1043 ホンダ トモヒロ

4時間00分42秒29 上月 研一1062 コウヅキ ケンイチ

4時間03分09秒30 猿毛 章人1079 サルゲ アキヒト

4時間06分47秒31 高橋 良典1002 タカハシ ヨシノリ

4時間07分35秒32 河村 崇司1019 カワムラ タカシ

4時間07分36秒33 入江 潤1037 イリエ ジュン

4時間08分25秒34 安達 功1017 アダチ イサオ

4時間08分29秒35 奥村 高成1035 オクムラ タカシゲ

4時間08分43秒36 前川 勉1015 マエカワ ツトム

4時間08分48秒37 西村 真唯1027 ニシムラ マイ

4時間14分08秒38 横山 豊明1080 ヨコヤマ トヨアキ

4時間14分23秒39 小田 佳典1029 オダ ヨシノリ

4時間14分44秒40 西 雅裕1032 ニシ マサヒロ

4時間14分57秒41 野口 裕磨1089 ノグチ ユウマ

4時間14分57秒42 徳力 拓哉1088 トクリキ タクヤ

4時間15分10秒43 竹内 康行1012 タケウチ ヤスユキ

4時間19分38秒44 森口 智聡1049 モリグチ トモアキ

4時間20分29秒45 堀内 健二1009 ホリウチ ケンジ

4時間22分55秒46 三浦 拓哉1059 ミウラ タクヤ

4時間24分09秒47 石井 浩之1042 イシイ ヒロユキ

4時間29分38秒48 西村 聡朗1057 ニシムラ トシアキ

4時間30分32秒49 浦 博之1030 ウラ ヒロユキ

4時間31分42秒50 武知 勝1022 タケチ マサル

TEAM▲ZERO
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4時間36分07秒51 斉藤 紀幸1025 サイトウ ノリユキ

4時間36分26秒52 藤原 正弘1045 フジワラ マサヒロ

4時間36分32秒53 見上 敏幸1010 ミカミ トシユキ

4時間38分21秒54 村間 安範1077 ムラマ ヤスノリ

4時間42分17秒55 伊原 政雄1016 イハラ マサオ

4時間45分05秒56 吉岡 伸泰1023 ヨシオカ ノブヤス

4時間45分16秒57 田口 浩資郎1020 タグチ コウシロウ

4時間45分58秒58 多屋 嘉郎1063 タヤ ヨシロウ

4時間48分55秒59 吉田 進司1075 ヨシダ シンジ

4時間50分32秒60 都志 哲平1052 ツシ テッペイ

4時間52分38秒61 吉田 恵太1086 ヨシダ ケイタ

4時間52分39秒62 盛井 克己1039 モリイ カツミ

4時間53分48秒63 吉野 伸一1053 ヨシノ シンイチ

4時間56分40秒64 梅田 淳1074 ウメダ アツシ

4時間58分03秒65 名倉 健三1067 ナクラ ケンゾウ

5時間02分59秒66 林 洋治1004 ハヤシ ヨウジ

5時間13分10秒67 岡田 一郎1083 オカダ イチロウ

TEAM▲ZERO


