
- 第3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 所属

 2016/12/25

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15秒1 宮本 武史268 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ ＫＣＲＣ

36分41秒2 谷川 延久245 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 海上自衛隊岩国

37分07秒3 大崎 友数212 ｵｵｻｷ ﾄﾓｶｽﾞ

37分21秒4 澄川 太郎236 ｽﾐｶﾜ ﾀﾛｳ 兵庫県近代五種

41分29秒5 池田 慶治朗202 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ

42分02秒6 宮井 渉267 ﾐﾔｲ ﾜﾀﾙ МＲＣ

42分45秒7 吉川 優274 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 逢坂工業

44分07秒8 安室 和哉271 ﾔｽﾑﾛ ｶｽﾞﾔ 共栄土木

46分18秒9 今清水 隆205 ｲﾏｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ バンドー化学

46分58秒10 上野 隆晃207 ｳｴﾉ ﾀｶｱｷ 福井県立大学

49分56秒11 高比良 聡239 ﾀｶﾋﾗ ｻﾄﾙ

50分26秒12 濱松 岳志255 ﾊﾏﾏﾂ ﾀｹｼ

51分03秒13 磯部 康204 ｲｿﾍﾞ ﾔｽｼ 山陽電気鉄道

51分18秒14 内田 貴之210 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

52分30秒15 小野 慎也216 ｵﾉ ｼﾝﾔ

52分33秒16 福田 哲也259 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ

52分47秒17 原園 博靖256 ﾊﾗｿﾞﾉ ﾋﾛﾔｽ

53分59秒18 上野 登208 ｳｴﾉ ﾉﾎﾞﾙ

54分11秒19 佐野 雅彰231 ｻﾉ ﾏｻｱｷ

54分23秒20 植田 洋史206 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 塗装Ｇ

54分27秒21 蒲原 亨218 ｶﾓﾊﾗ ﾄｵﾙ

54分48秒22 山﨑 雄273 ﾔﾏｻｷ ﾕｳ

57分48秒23 村田 和浩270 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

58分15秒24 岸良 悟221 ｷｼﾗ ｻﾄﾙ 兵庫商業高校

58分32秒25 立田 勝也241 ﾀﾂﾀ ｶﾂﾔ やよいRC

58分34秒26 小田 英文215 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ

58分47秒27 田中 大智243 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

59分48秒28 樋口 土生257 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｷ

1時間00分04秒29 前田 大輔262 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間00分15秒30 馬場 裕之254 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間00分39秒31 大坪 良一213 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ

1時間01分20秒32 眞砂 大飛263 ﾏｻｺﾞ ﾀﾞｲﾋ 甲南大学

1時間01分50秒33 小屋敷 健二227 ｺﾔｼｷ ｹﾝｼﾞ 松岡不動産

1時間01分52秒34 菅沼 勝義234 ｽｶﾞﾇﾏ ｶﾂﾖｼ

1時間01分54秒35 藤井 宏一260 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ

1時間03分05秒36 宮井 俊樹266 ﾐﾔｲ ﾄｼｷ МＲＣ

1時間03分40秒37 中澤 素250 ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾅｵ

1時間04分34秒38 塩田 潤232 ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝ

1時間04分35秒39 西村 敏史252 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間04分40秒40 深井 隆258 ﾌｶｲ ﾀｶｼ

1時間04分48秒41 川島 岳朗220 ｶﾜｼﾏ ﾀｹｱｷ

1時間05分15秒42 小林俊樹225 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ

1時間05分40秒43 中川 晃249 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ

1時間06分22秒44 砂田 正弘235 ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間06分31秒45 小西 清志224 ｺﾆｼ ｷﾖｼ

1時間06分55秒46 若尾 泰樹276 ﾜｶｵ ﾔｽｷ

1時間07分28秒47 佐藤 康博230 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間07分40秒48 高嶋 茂人238 ﾀｶｼﾏ ｼｹﾞﾄ

1時間07分50秒49 多満城 厚士246 ﾀﾏｷ ｱﾂｼ

1時間07分55秒50 島雄 真233 ｼﾏｵ ﾏｺﾄ

TEAM▲ZERO
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1時間08分08秒51 池端 政宏203 ｲｹﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間08分33秒52 田中 修一242 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

1時間09分52秒53 武川 博宣240 ﾀｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間10分05秒54 宮井 隆博265 ﾐﾔｲ ﾀｶﾋﾛ МＲＣ

1時間10分11秒55 佐久間 昭浩228 ｻｸﾏ ｱｷﾋﾛ

1時間10分19秒56 田中 友寛244 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ

1時間12分46秒57 柄本 京一211 ｴﾉﾓﾄ ｹｲｲﾁ

1時間12分48秒58 小林 秀行226 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ ＪＣＲファーマ

1時間13分03秒59 吉田 友彦275 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ

1時間13分45秒60 黒瀬 陽一222 ｸﾛｾ ﾖｳｲﾁ

1時間15分10秒61 全 将太237 ｾﾞﾝ ｼｮｳﾀ

1時間15分22秒62 河合 桂司219 ｶﾜｲ ｹｲｼﾞ

1時間16分50秒63 中西 規悦251 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘﾖｼ

1時間17分35秒64 桑島 雅也223 ｸﾜｼﾏ ﾏｻﾔ 走れ丸林

1時間17分55秒65 山口 太272 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾄｼ

1時間19分27秒66 藤田 清人261 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖﾋﾄ

1時間19分54秒67 舛形 剛264 ﾏｽｶﾞﾀ ﾂﾖｼ

1時間26分45秒68 天本 哲朗201 ｱﾏﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 天本

1時間31分00秒69 浮田 茂幸209 ｳｷﾀ ｼｹﾞﾕｷ

1時間33分42秒70 冨永 淳248 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾂｼ はにゅ太郎

TEAM▲ZERO


