
- 第3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 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

1時間17分10秒1 木村 友彦435 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ

1時間22分48秒2 永江 和久472 ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋｻ

1時間24分01秒3 冨田 諭470 ﾄﾐﾀ ｻﾄｼ

1時間25分36秒4 古家後 惣一445 ｺﾔｺﾞ ｿｳｲﾁ

1時間25分43秒5 大曽根 啓介414 ｵｵｿﾈ ｹｲｽｹ 応用地質（株）

1時間28分12秒6 伊東 宏明408 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1時間32分42秒7 西山 主税480 ﾆｼﾔﾏ ﾁｶﾗ 湊小学校

1時間33分32秒8 川嶋 久志431 ｶﾜｼﾏ ﾋｻｼ

1時間33分45秒9 木村 武彦434 ｷﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 鳩印

1時間34分13秒10 谷口 宏樹461 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

1時間34分25秒11 都甲 貴之469 ﾄｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ

1時間37分07秒12 廣瀬 奏那空488 ﾋﾛｾ ｶﾅﾀ 湊小学校

1時間39分34秒13 中島 稜475 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 市岡高校

1時間40分39秒14 茂腹 芳信497 ﾓﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 伊丹整体院

1時間44分20秒15 森田 潔徳498 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾉﾘ 神戸特別支援

1時間45分19秒16 上田 邦彦410 ｳｴﾀﾞ ｸﾆﾋｺ

1時間45分56秒17 藤原 正宏492 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間46分10秒18 小川 雅也423 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 新星発條陸上部

1時間48分44秒19 竹内 林生937 ﾀｹｳﾁ ﾘﾝｾｲ

1時間49分01秒20 大橋 直毅417 ｵｵﾊｼ ﾅｵｷ

1時間50分28秒21 宮井 将博495 ﾐﾔｲ ﾏｻﾋﾛ МＲＣ

1時間52分28秒22 中村 友浩476 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

1時間52分40秒23 渡辺 謙一509 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ ヤマックスＡＣ

1時間53分02秒24 大原 俊二419 ｵｵﾊﾗ ｼｭﾝｼﾞ

1時間53分16秒25 塩崎 孝451 ｼｵｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間53分17秒26 難波江 歩479 ﾅﾊﾞｴ ｱﾕﾑ 海事検定協会

1時間53分36秒27 秋好 伸洋402 ｱｷﾖｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間53分53秒28 木村 隆宣433 ｷﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ

1時間54分53秒29 中島 和彦474 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ

1時間55分13秒30 下田 康博452 ｼﾓﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間55分22秒31 久保 勝稔437 ｸﾎﾞ ｶﾂﾄｼ リリクラブ

1時間57分43秒32 堀 慎太郎493 ﾎﾘ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間58分21秒33 神山 大典429 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間58分49秒34 長尾 誠473 ﾅｶﾞｵ ﾏｺﾄ

1時間58分54秒35 杉原 正明454 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻｱｷ

1時間59分04秒36 築坂 実465 ﾂｷｻｶ ﾐﾉﾙ

1時間59分11秒37 幸田 佳久439 ｺｳﾀﾞ ﾖｼﾋｻ

1時間59分31秒38 橘 泰嗣459 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾔｽﾂｸﾞ

1時間59分59秒39 築地 輝樹466 ﾂｷｼﾞ ﾃﾙｷ

2時間00分21秒40 川栄 一茂430 ｶﾜｴ ｶｽﾞｼｹﾞ

2時間00分46秒41 冨田 優471 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾙ

2時間01分26秒42 古藤 憲彦441 ｺﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 協走部

2時間01分32秒43 藤戸 隆彦491 ﾌｼﾞﾄ ﾀｶﾋｺ

2時間01分35秒44 浦 秀樹413 ｳﾗ ﾋﾃﾞｷ

2時間02分53秒45 太田 貴弘415 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間03分09秒46 岡本 泰弘422 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間03分41秒47 梅野 巨利412 ｳﾒﾉ ﾅｵﾄｼ

2時間03分42秒48 久保 浩438 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ

2時間04分25秒49 鎌田 二洋428 ｶﾏﾀﾞ ﾂｷﾞﾋﾛ

2時間04分28秒50 西馬 豊448 ｻｲﾊﾞ ﾕﾀｶ
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2時間05分03秒51 山口 雅男503 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｵ

2時間05分12秒52 大橋 正典418 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾘ

2時間06分09秒53 田原 和彦463 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ

2時間07分42秒54 梅田 昌彦411 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間08分36秒55 尾田 丈治427 ｵﾀﾞ ﾀｹﾊﾙ 三原ＣＣＩ

2時間08分52秒56 橋本 恭平484 ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

2時間09分24秒57 森脇 忠之500 ﾓﾘﾜｷ ﾀﾀﾞﾕｷ

2時間09分29秒58 武井 聖457 ﾀｹｲ ｻﾄｼ

2時間10分03秒59 田端 重樹462 ﾀﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ

2時間10分19秒60 森山 勝志499 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾂｼ 山とミドリガメ

2時間11分15秒61 岡本 敬后421 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ

2時間12分41秒62 日野 淳介487 ﾋﾉ ｼﾞｭﾝｽｹ 海事検定

2時間12分46秒63 武田 弘幸458 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ チーム播磨環境

2時間12分59秒64 井上 裕之409 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ フジクラ

2時間13分49秒65 尾崎 義夫426 ｵｻﾞｷ ﾖｼｵ ガス事業本部

2時間14分58秒66 肥後 義昭486 ﾋｺﾞ ﾖｼｱｷ

2時間15分42秒67 河野 洋平432 ｶﾜﾉ ﾖｳﾍｲ

2時間15分42秒68 赤瀬 広至401 ｱｶｾ ﾋﾛｼ

2時間17分36秒69 後藤 哲範440 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾉﾘ

2時間18分00秒70 小山 武志446 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ

2時間18分26秒71 岡田 基420 ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 走れよ常に

2時間18分27秒72 延澤 大481 ﾉﾍﾞｻﾜ ﾏｻﾙ 走れよ常に

2時間19分30秒73 楠葉 英樹436 ｸｽﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間20分30秒74 関 恒慶455 ｾｷ ﾂﾈﾖｼ

2時間24分02秒75 八久 義雄502 ﾔｷﾞｭｳ ﾖｼｵ 大阪ＲＣ

2時間24分59秒76 滝本 純一456 ﾀｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間25分04秒77 宮武 茂伸496 ﾐﾔﾀｹ ｼｹﾞﾉﾌﾞ

2時間25分07秒78 吉田 淳507 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＷｉｎｄＲｕｎ

2時間26分36秒79 山本 孝504 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間29分03秒80 橋本 篤生483 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｷ

2時間29分04秒81 橋本 哲也485 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ

2時間29分55秒82 田中 明460 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

2時間40分26秒83 藤田 亮490 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ

2時間42分22秒84 小南 達男444 ｺﾐﾅﾐ ﾀﾂｵ

2時間44分57秒85 藤井 英哉489 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾔ

2時間46分12秒86 沖村 大介424 ｵｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

2時間46分48秒87 出井 明和407 ｲﾃﾞｲ ｱｷｶｽﾞ

2時間53分24秒88 吉田 郁生506 ﾖｼﾀﾞ ｲｸｵ チーム西神戸

2時間58分34秒89 小林 利充443 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐﾂ りんりんず

3時間45分43秒90 生嶋 裕行404 ｲｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

3時間46分58秒91 茶谷 廣464 ﾁｬﾀﾆ ﾋﾛｼ 茶谷外科
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