
- 祝!第5回記念大会 壮大!広大!極限RUN! -

20km 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

1時間19分54秒1 酒井 藤太538 サカイ トウタ

1時間24分31秒2 深澤 高広571 フカザワ タカヒロ

1時間27分12秒3 西山 主税559 ニシヤマ チカラ

1時間27分39秒4 四方 学546 シカタ マナブ

1時間30分07秒5 井上 輝星506 イノウエ コウセイ

1時間31分24秒6 坂本 慧541 サカモト サトシ

1時間34分32秒7 秋好 伸洋501 アキヨシ ノブヒロ

1時間39分43秒8 石本 俊輔504 イシモト シュンスケ

1時間41分51秒9 左近 智之543 サコン サトシ

1時間45分13秒10 谷川 容一552 タニガワ ヒロカズ

1時間46分53秒11 大西 道雄514 オオニシ ミチオ

1時間47分52秒12 小川 雅也517 オガワ マサヤ

1時間48分15秒13 坂川 勝彦539 サカガワ カツヒコ

1時間48分19秒14 北村 恵治526 キタムラ ケイジ

1時間49分13秒15 岩井 和昭509 イワイ カズアキ

1時間49分21秒16 小倉 直晃518 オグラ ナオアキ

1時間49分57秒17 山本 博三584 ヤマモト ヒロミツ

1時間51分51秒18 牛若 公一512 ウシワカ ヒロカズ

1時間51分53秒19 小野 健作519 オノ ケンサク

1時間53分30秒20 松井 禎577 マツイ タダシ

1時間54分04秒21 加藤 穣523 カトウ ユタカ

1時間54分08秒22 上田 邦彦510 ウエダ クニヒコ

1時間55分51秒23 三上 俊578 ミカミ シュン

1時間55分59秒24 藤原 敏治574 フジワラ トシハル

1時間56分33秒25 山本 浩晃583 ヤマモト ヒロアキ

1時間57分09秒26 金谷 康成524 カナヤ ヤスナリ

1時間57分17秒27 小島 幸男532 コジマ ユキオ

1時間58分34秒28 長尾 誠554 ナガオ マコト

1時間59分48秒29 平岡 亮太569 ヒラオカ リョウタ

2時間00分10秒30 中島 和彦555 ナカジマ カズヒコ

2時間00分42秒31 辻本 英彦553 ツジモト ヒデヒコ

2時間01分10秒32 根岸 成昭561 ネギシ ナリアキ

2時間01分28秒33 黒田 周一530 クロダ シュウイチ

2時間02分16秒34 河本 洋一525 カワモト ヨウイチ

2時間06分17秒35 久田 洋一568 ヒサダ ヨウイチ

2時間07分25秒36 澤田 忍544 サワダ シノブ

2時間08分11秒37 船橋 俊彦575 フナハシ トシヒコ

2時間08分42秒38 木村 將稔528 キムラ マサトシ

2時間09分13秒39 葉山 宗貴567 ハヤマ ムネタカ

2時間09分59秒40 野田 誠一562 ノダ セイイチ

2時間10分34秒41 小林 能之535 コバヤシ ヨシユキ

2時間12分27秒42 木下 和郎527 キノシタ カズオ

2時間13分15秒43 久保 勝稔529 クボ カツトシ

2時間15分12秒44 藤本 正章573 フジモト マサアキ

2時間16分00秒45 仲西 洋明556 ナカニシ ヒロアキ

2時間18分18秒46 粟野 浩之502 アワノ ヒロユキ

2時間18分48秒47 福島 俊平572 フクシマ シュンペイ

2時間19分27秒48 井上 裕之508 イノウエ ヒロユキ

2時間20分59秒49 井上 雄元505 イノウエ カツモト

2時間22分00秒50 小笠 勉516 オガサ マサル

Team▲ZERO



- 祝!第5回記念大会 壮大!広大!極限RUN! -

20km 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

2時間22分05秒51 大地 稔513 オオチ ミノル

2時間22分36秒52 白川 雅祥548 シラカワ マサヨシ

2時間23分24秒53 小原 拓万716 コハラ タクマ

2時間24分34秒54 普門 宏和576 フモン ヒロカズ

2時間24分39秒55 後藤 輝雄534 ゴトウ テルオ

2時間24分52秒56 生田 佳寛503 イクタ ヨシヒロ

2時間25分30秒57 橋脇 公彦563 ハシワキ キミヒコ

2時間26分53秒58 鹿島 英彦521 カシマ ヒデヒコ

2時間27分03秒59 上月 清文531 コウヅキ キヨフミ

2時間27分34秒60 中林 佳司557 ナカバヤシ ケイジ

2時間30分43秒61 垣内 隆520 カキウチ タカシ

2時間32分45秒62 是松 邦夫536 コレマツ クニオ

2時間34分45秒63 上野 真人511 ウエノ マサト

2時間35分18秒64 坂田 恭介540 サカタ キョウスケ

2時間37分29秒65 塙 陸郎565 ハナワ リクロウ

2時間38分30秒66 難波 義則558 ナンバ ヨシノリ

2時間39分41秒67 長谷川 俊秀564 ハセガワ トシヒデ

2時間41分51秒68 澤田 浩明545 サワダ ヒロアキ

2時間42分29秒69 近藤 威537 コンドウ タケシ

2時間44分15秒70 角 康司549 スミ コウジ

2時間45分16秒71 滝本 純一551 タキモト ジュンイチ

2時間49分38秒72 左近 克美542 サコン カツミ

2時間59分35秒73 八久 義雄581 ヤギュウ ヨシオ

3時間20分47秒74 片山 明522 カタヤマ アキラ

3時間49分20秒75 山本 征男585 ヤマモト ユキオ
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