
- 第4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

 2017/12/17

スタート： 9:00:00

会場: 神戸農業公園

主催: TEAM・ゼロ事務局

37分42秒1 宮本 武史250 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ ＫＣＲＣ

40分12秒2 松浦 伸太郎244 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

40分25秒3 石田 浩之204 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 関西スーパー

42分52秒4 三浦 颯太247 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ

49分14秒5 中村 誠235 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 唐橋会陸上部

50分07秒6 高比良 聡227 ﾀｶﾋﾗ ｻﾄﾙ ３４０ＲＣ

50分14秒7 松尾 比呂志245 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ ミズノ

50分37秒8 原園 博靖240 ﾊﾗｿﾞﾉ ﾋﾛﾔｽ

51分04秒9 瀬川 孝太224 ｾｶﾞﾜ ｺｳﾀ

51分07秒10 飯田 裕文203 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

51分26秒11 松本 健伸246 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾌﾞ

51分55秒12 多満城 勇人231 ﾀﾏｷ ﾕｳﾄ

51分58秒13 林 延大239 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

52分06秒14 奥野 泰210 ｵｸﾉ ﾔｽｼ 縫製品部

52分49秒15 田部 友志229 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼ

53分25秒16 蒲原 亨213 ｶﾓﾊﾗ ﾄｵﾙ 無し

54分12秒17 大垣 勲208 ｵｵｶﾞｷ ｲｻｵ

54分26秒18 前田 高幸242 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 明石家安全警備

55分08秒19 吉田 博陽254 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ クラブショア

55分10秒20 中澤 凌233 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ

55分15秒21 新田 忠昭237 ﾆｯﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 大塚製薬（株）

55分58秒22 宮崎 雅也249 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾔ

56分42秒23 笹倉 慶樹220 ｻｻｸﾗ ﾖｼｷ

56分45秒24 下谷 大樹221 ｼﾓﾀﾆ ﾀﾞｲｷ

56分46秒25 後 雅章207 ｳｼﾛ ﾏｻｱｷ

56分59秒26 岩根 瑛206 ｲﾜﾈ ｱｷﾗ ３４０ＲＣ

57分37秒27 山中 貴裕251 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

58分19秒28 三木 博司248 ﾐｷ ﾋﾛｼ 縫製品部

58分37秒29 岩瀬 操205 ｲﾜｾ ﾐｻｵ

1時間00分08秒30 吉原 英史255 ﾖｼﾊﾗ ｴｲｼﾞ 縫製品部

1時間00分52秒31 片山 雅義212 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾖｼ

1時間00分56秒32 瀬川 佳孝225 ｾｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ

1時間01分30秒33 田中 修一228 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

1時間02分21秒34 尾崎 義夫211 ｵｻﾞｷ ﾖｼｵ かんでんガス

1時間02分48秒35 小西 清志217 ｺﾆｼ ｷﾖｼ

1時間03分51秒36 多満城 厚士230 ﾀﾏｷ ｱﾂｼ

1時間04分34秒37 西村 敏史236 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間05分17秒38 小林俊樹218 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ

1時間05分19秒39 横山 公一253 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ

1時間06分41秒40 菅野 哲夫222 ｽｶﾞﾉ ﾃﾂｵ 明石家安全警備

1時間07分07秒41 砂田 正弘223 ｽﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間10分07秒42 山本 孝252 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間10分18秒43 芦谷 和広201 ｱｼﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ ＭＤＩ

1時間10分36秒44 萩原 啓司238 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲｼﾞ

1時間13分38秒45 全 将太226 ｾﾞﾝ ｼｮｳﾀ

1時間17分46秒46 舛形 剛243 ﾏｽｶﾞﾀ ﾂﾖｼ

1時間17分52秒47 塚岡 正明232 ﾂｶｵｶ ﾏｻｱｷ 縫製品部

1時間18分14秒48 神戸 渉吾215 ｶﾝﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ゴッサムシティ

1時間19分05秒49 川口 直哉214 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

1時間25分28秒50 芦原 貴士202 ｱｼﾊﾗ ﾀｶｼ 縫製品部

TEAM▲ZERO
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1時間31分34秒51 長野 秀外234 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄ ブレンジャーズ

TEAM▲ZERO


