
- 祝!第5回記念大会 壮大!広大!極限RUN! -

10km 男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2018/12/24

スタート： 9:00:00

会場: 兵庫県(神戸市)

主催: TEAM・ゼロ事務局

39分25秒1 山本 陸斗370 ヤマモト リクト

41分47秒2 林 大介354 ハヤシ ダイスケ

46分35秒3 了源 弘太郎372 リョウゲン コウタロウ

47分07秒4 石井 修三305 イシイ シュウゾウ

49分17秒5 酒上 諭332 サカウエ サトシ

50分19秒6 車 遼平328 クルマ リョウヘイ

51分20秒7 大江 正道312 オオエ マサミチ

52分37秒8 瀬川 孝太339 セガワ コウタ

54分32秒9 本田 匡史361 ホンダ マサシ

54分33秒10 谷口 幹人345 タニグチ ミキヒト

54分40秒11 井上 徹男308 イノウエ テツオ

55分05秒12 牛越 憲治310 ウシコシ ケンジ

55分18秒13 吉田 博陽371 ヨシダ ヒロアキ

56分04秒14 久保 浩二325 クボ コウジ

56分11秒15 大垣 勲313 オオガキ イサオ

56分27秒16 武田 康彦342 タケダ ヤスヒコ

57分29秒17 小野 慎也319 オノ シンヤ

57分36秒18 深澤 健一355 フカザワ ケンイチ

58分36秒19 坂本 賢一333 サカモト ケンイチ

58分50秒20 笹倉 慶樹334 ササクラ ヨシキ

59分56秒21 本村 康哲366 モトムラ ヤスノリ

1時間00分04秒22 足立 克己304 アダチ カツミ

1時間00分50秒23 岸良 悟322 キシラ サトル

1時間01分01秒24 立田 勝也343 タツタ カツヤ

1時間01分11秒25 瀬川 佳孝340 セガワ ヨシタカ

1時間02分46秒26 萩野 敦士352 ハギノ アツシ

1時間04分02秒27 無藤 智之364 ムトウ トモユキ

1時間04分16秒28 神山 大典321 カミヤマ ダイスケ

1時間04分22秒29 尾崎 義夫318 オザキ ヨシオ

1時間04分39秒30 多満城 厚士346 タマキ アツシ

1時間04分54秒31 田中 修一344 タナカ シュウイチ

1時間05分10秒32 栗田 雄介326 クリタ ユウスケ

1時間05分59秒33 赤阪 俊昭303 アカサカ トシアキ

1時間06分09秒34 干場 恵逸360 ホシバ ケイイツ

1時間06分18秒35 木田 祐介323 キダ ユウスケ

1時間07分00秒36 藤間 昌樹348 トウマ マサキ

1時間07分20秒37 森島 将367 モリシマ マサル

1時間07分27秒38 柄本 京一311 エノモト ケイイチ

1時間08分19秒39 小林俊樹330 コバヤシ　トシキ

1時間09分28秒40 寺内 省吾347 テラウチ シヨウゴ

1時間09分35秒41 長島 武徳350 ナガシマ タケノリ

1時間09分44秒42 岡崎 久夫315 オカザキ ヒサオ

1時間10分37秒43 車 周輔327 クルマ シュウスケ

1時間11分01秒44 小林 秀行331 コバヤシ ヒデユキ

1時間11分04秒45 加藤 史竜320 カトウ シリュウ

1時間11分15秒46 青木 啓次302 アオキ ケイジ

1時間11分35秒47 舛形 剛362 マスガタ ツヨシ

1時間13分08秒48 山本 孝369 ヤマモト タカシ

1時間13分37秒49 沖村 大介317 オキムラ ダイスケ

1時間15分24秒50 藤原 玄五359 フジワラ ケンゴ

Team▲ZERO
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1時間15分50秒51 石原 創306 イシハラ ハジム

1時間17分38秒52 小西 清志329 コニシ キヨシ

1時間20分55秒53 猿谷 正浩335 サルヤ マサヒロ

1時間21分37秒54 長岡 善朗349 ナガオカ ヨシアキ

1時間22分24秒55 下西 光津則336 シモニシ ミツノリ

1時間23分06秒56 井波 良和307 イナミ ヨシカズ

1時間26分35秒57 北林 貞夫324 キタバヤシ サダオ

1時間27分33秒58 今井 正309 イマイ タダシ

1時間28分30秒59 末次 範行338 スエツグ ノリユキ

1時間29分34秒60 神保 友一337 ジンボウ ユウイチ

1時間29分46秒61 山崎 利彦368 ヤマザキ トシヒコ

1時間30分56秒62 藤井 正宣356 フジイ マサノブ

1時間32分21秒63 青井 勉301 アオイ ツトム

1時間50分25秒64 服部 恭平353 ハットリ キョウヘイ

Team▲ZERO


