
- 第3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 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

2時間08分11秒1 深澤 高広760 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 市立西脇病院

2時間10分11秒2 山口 優一771 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 神戸市消防局

2時間18分29秒3 則本 薫752 ﾉﾘﾓﾄ ｶｵﾙ 会下山ＲＣ

2時間19分04秒4 藤沢 亮平762 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾍｲ

2時間21分11秒5 大谷 英和715 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間25分57秒6 安田 貴文770 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

2時間26分43秒7 魚津 信悟711 ｳｵﾂﾞ ｼﾝｺﾞ

2時間34分16秒8 小林 貴昭726 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

2時間36分01秒9 佐藤 豊信732 ｻﾄｳ ﾄﾖﾉﾌﾞ

2時間39分04秒10 井木 眞元703 ｲｷﾞ ﾏｻﾓﾄ ＴＡＩＹＯ

2時間40分24秒11 田熊 弘幸741 ﾀｸﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ がらたん

2時間41分00秒12 山中 庸史772 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳｼﾞ

2時間44分29秒13 枚田 京太郎759 ﾋﾗﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ 日エルＲＣ

2時間44分46秒14 大石 和広713 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間47分14秒15 福井 孝道761 ﾌｸｲ ﾀｶﾐﾁ

2時間50分08秒16 山本 博三773 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ

2時間50分53秒17 永嶺 文敏747 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾌﾐﾄｼ

2時間53分28秒18 南井 利昭767 ﾐﾅｲ ﾄｼｱｷ 西京極ＲＣ

2時間54分06秒19 富永 雄一745 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間55分17秒20 井端 勝彦709 ｲﾊﾞﾀ ｶﾂﾋｺ リーガルＲＣ

2時間56分10秒21 中西 秀夫746 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞｵ

2時間56分51秒22 谷口 佳広742 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

2時間57分03秒23 二川 暢之763 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間59分04秒24 清水 利憲734 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾉﾘ ＭＥＬＰＡＣ

3時間02分05秒25 米倉 智777 ﾖﾈｸﾗ ｻﾄｼ

3時間07分46秒26 生島 信司704 ｲｸｼﾏ ｼﾝｼﾞ ＹＭＲＣ

3時間09分33秒27 米川 弘志727 ｺﾒｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 京都市交通局

3時間12分14秒28 眞砂 浩徳764 ﾏｻｺﾞ ﾋﾛﾉﾘ フェデックス

3時間12分45秒29 神林 繁722 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ

3時間13分36秒30 原田 和明757 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

3時間14分09秒31 芥川 浩二701 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

3時間18分29秒32 石川 哲707 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ

3時間20分22秒33 杉原 高明736 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶｱｷ ＢＪＣ

3時間20分31秒34 澤田 忍733 ｻﾜﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ ＳＷＤＭ

3時間21分58秒35 北村 紘一724 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ

3時間23分19秒36 吉岡 伸泰775 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ

3時間23分21秒37 横山 泰久774 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽﾋｻ

3時間23分24秒38 早川 祐史756 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 日本経済広告社

3時間24分18秒39 小久保 映冶725 ｺｸﾎﾞ ｴｲｼﾞ

3時間25分03秒40 日笠 亮介758 ﾋｶｻ ﾘｮｳｽｹ

3時間25分12秒41 上畑 正和710 ｳｴﾊﾀ ﾏｻｶｽﾞ

3時間25分53秒42 高倉 廣喜738 ﾀｶｸﾗ ﾋﾛｷ 往診クリニック

3時間27分33秒43 羽田野 貴朗755 ﾊﾀﾞﾉ ﾀｶｱｷ

3時間28分34秒44 埜田 潤750 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

3時間29分41秒45 中村 雄至748 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 中村ガラス店

3時間36分14秒46 安岡 利幸769 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ

3時間36分53秒47 田草川 賢739 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

3時間37分18秒48 大地 稔716 ｵｵﾁ ﾐﾉﾙ

3時間37分34秒49 坂上 祐一731 ｻｶｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁ 南川酒店陸上部

3時間37分34秒50 多屋 嘉郎743 ﾀﾔ ﾖｼﾛｳ

TEAM▲ZERO
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3時間37分41秒51 川原 晋一721 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

3時間39分05秒52 田口 浩資郎740 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ

3時間39分40秒53 眞野 雅之765 ﾏﾉ ﾏｻﾕｷ

3時間39分56秒54 西崎 誠749 ﾆｼｻﾞｷ ﾏｺﾄ

3時間40分07秒55 伊集院 公洋708 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｺｳﾖｳ

3時間43分15秒56 埜田 芳弘751 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

3時間49分15秒57 生駒 修706 ｲｺﾏ ｵｻﾑ

3時間58分33秒58 尾田 貴之719 ｵﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

4時間27分14秒59 吉田 心也776 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾔ

TEAM▲ZERO


