
- 第4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

 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

1時間17分08秒1 谷川 延久444 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 海上自衛隊岩国

1時間17分53秒2 高橋 泰夫438 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ 豊和（株）

1時間21分25秒3 小林 正明428 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 神戸総合医療

1時間26分04秒4 野田 貴司453 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間28分34秒5 平尾 悠貴457 ﾋﾗｵ ﾕｳｷ

1時間30分10秒6 藤田 康照459 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾃﾙ

1時間37分33秒7 田打 正史437 ﾀｳﾁ ﾏｻｼ

1時間38分20秒8 宮武 昇司469 ﾐﾔﾀｹ ｼｮｳｼﾞ

1時間40分31秒9 森 宏大472 ﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 尼崎稲園

1時間40分34秒10 小泉 彰也426 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 尼崎稲園

1時間41分24秒11 石本 俊輔405 ｲｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

1時間41分36秒12 小川 雅也413 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 新星発條陸上部

1時間44分13秒13 浜下 大介456 ﾊﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間45分28秒14 中熊 修平447 ﾅｶｸﾏ ｼｭｳﾍｲ 計測技研

1時間48分39秒15 宮藤 和也470 ﾐﾔﾌｼﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間49分05秒16 石井 修三404 ｲｼｲ ｼｭｳｿﾞｳ 大分県庁陸上部

1時間49分21秒17 植田 洋史406 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間50分41秒18 御栗 基宏468 ﾐｸﾘ ﾓﾄﾋﾛ

1時間50分54秒19 永田 雄也450 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 日本精化

1時間51分02秒20 堅田 智英417 ｶﾀﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

1時間52分12秒21 田中 成哉442 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

1時間52分27秒22 三浦 泰晃466 ﾐｳﾗ ﾔｽｱｷ

1時間54分51秒23 櫻田 実431 ｻｸﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間55分09秒24 清家 祐司435 ｾｲｹ ﾕｳｼﾞ

1時間55分21秒25 上畑 正和407 ｳｴﾊﾀ ﾏｻｶｽﾞ

1時間55分48秒26 小野 慎也414 ｵﾉ ｼﾝﾔ

1時間56分27秒27 関岡 敬太436 ｾｷｵｶ ｹｲﾀ

1時間56分34秒28 藤井 宏一458 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ 明石マラソン部

1時間57分04秒29 大原 俊二412 ｵｵﾊﾗ ｼｭﾝｼﾞ

1時間57分04秒30 川端 幸久425 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷﾋｻ この指とまれ

1時間58分01秒31 中田 真一449 ﾅｶﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間58分04秒32 羽田野 貴朗455 ﾊﾀﾞﾉ ﾀｶｱｷ 北須磨クラブ

1時間58分08秒33 高見 芳浩439 ﾀｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間58分13秒34 中澤 素448 ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾅｵ

1時間58分44秒35 恩田 卓415 ｵﾝﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間59分54秒36 藤原 慎一460 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間02分40秒37 富井 啓介446 ﾄﾐｲ ｹｲｽｹ

2時間02分53秒38 加藤 慎一419 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ

2時間03分41秒39 河野 一之427 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ 東町独り旅

2時間04分56秒40 三木 義隆467 ﾐｷ ﾖｼﾀｶ

2時間05分23秒41 阪本 量良430 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ ＳＨＩＭＡＮＯ

2時間07分12秒42 池端 政宏402 ｲｹﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間08分56秒43 眞砂 大飛464 ﾏｻｺﾞ ﾀﾞｲﾋ

2時間10分38秒44 川崎 真司422 ｶﾜｻｷ ｼﾝｼﾞ

2時間13分11秒45 宮本 穣一471 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｮｳｲﾁ

2時間13分15秒46 松元 洋樹465 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 計測技研

2時間14分13秒47 澤田 忍432 ｻﾜﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ

2時間15分35秒48 川崎 和啓421 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間16分17秒49 山本 勉之475 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾕｷ

2時間17分01秒50 浦 秀樹409 ｳﾗ ﾋﾃﾞｷ

TEAM▲ZERO
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2時間20分29秒51 吉田 廉476 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ

2時間20分44秒52 諫山 典明403 ｲｻﾔﾏ ﾉﾘｱｷ

2時間20分55秒53 片山 正人418 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾄ

2時間21分14秒54 棚瀬 正明443 ﾀﾅｾ ﾏｻｱｷ

2時間22分20秒55 円道 まもる410 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ

2時間24分35秒56 難波 竜太郎452 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

2時間28分37秒57 滝本 純一440 ﾀｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間29分10秒58 土居 康成445 ﾄﾞｲ ﾔｽﾅﾘ 応用地質

2時間30分38秒59 鳴海 康二451 ﾅﾙﾐ ｺｳｼﾞ

2時間30分41秒60 鹿島 英彦416 ｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間39分01秒61 前野 雄輝463 ﾏｴﾉ ﾕｳｷ

2時間39分29秒62 河合 桂司420 ｶﾜｲ ｹｲｼﾞ

2時間42分30秒63 川崎 環423 ｶﾜｻｷ ﾀﾏｷ

3時間04分41秒64 末永 新治434 ｽｴﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ

TEAM▲ZERO


