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20km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ
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スタート： 17:00:00

会場: 神戸ワイナリー（農業公園）

主催: TEAM・ゼロ

1時間13分02秒1 山本 達也1023 ヤマモト タツヤ

1時間14分59秒2 山崎 弘靖1017 ヤマザキ ヒロヤス

1時間15分35秒3 高濱 慶太914 タカハマ ケイタ

1時間15分47秒4 財田 昭博916 タカラダ アキヒロ

1時間16分16秒5 石丸 治孝818 イシマル ハルタカ

1時間17分18秒6 野村 高弘961 ノムラ タカヒロ

1時間18分42秒7 長谷川 哲哉966 ハセガワ テツヤ

1時間19分24秒8 梅田 淳平834 ウメダ ジュンペイ

1時間20分31秒9 穴井 康博805 アナイ ヤスヒロ

1時間20分44秒10 田中 俊輔923 タナカ シュンスケ

1時間22分11秒11 伊東 宏明821 イトウ ヒロアキ

1時間23分04秒12 古林 茂人984 フルバヤシ シゲト

1時間23分34秒13 力石 明久929 チカライシ アキヒサ

1時間24分39秒14 三木 康弘999 ミキ ヤスヒロ

1時間24分48秒15 藤岡 裕也979 フジオカ ヒロヤ

1時間25分03秒16 水田 成則1000 ミズタ マサノリ

1時間25分43秒17 冨田 諭936 トミタ サトシ

1時間26分23秒18 淵脇 彰悟983 フチワキ ショウゴ

1時間26分42秒19 野沢 理貴960 ノザワ リキ

1時間27分44秒20 井上 欣彦826 イノウエ ヨシヒコ

1時間27分52秒21 坂本 慧890 サカモト サトシ

1時間28分02秒22 亀井 一樹854 カメイ カズキ

1時間28分28秒23 江頭 裕也835 エガシラ ユウヤ

1時間29分59秒24 永田 拓也947 ナガタ タクヤ

1時間30分50秒25 藤田 昌宏981 フジタ マサヒロ

1時間32分27秒26 瀧地 秀明917 タキチ ヒデアキ

1時間32分38秒27 塩飽 真之903 シワク マサユキ

1時間33分12秒28 大橋 俊介842 オオハシ シュンスケ

1時間33分19秒29 中居 智和939 ナカイ トモカズ

1時間33分26秒30 楠山 尚人877 クスヤマ ナオト

1時間34分08秒31 山下 宗一郎1018 ヤマシタ ソウイチロウ

1時間34分11秒32 清水 徳雄902 シミズ ノリオ

1時間34分16秒33 長澤 岳942 ナガサワ ガク

1時間34分31秒34 山田 航暉1019 ヤマダ コウキ

1時間35分26秒35 内藤 康匡938 ナイトウ ヤスマサ

1時間35分31秒36 渡辺 和英1029 ワタナベ カズヒデ

1時間35分38秒37 豊嶋 忠夫937 トヨシマ タダオ

1時間35分58秒38 山内 浩史1012 ヤマウチ ヒロシ

1時間36分21秒39 池田 英樹811 イケダ ヒデキ

1時間36分29秒40 柴田 洋志898 シバタ ヒロシ

1時間36分34秒41 稲田 秀基823 イナダ ヒデキ

1時間36分41秒42 河竹 良一859 カワタケ リョウイチ

1時間37分16秒43 菅野 真哉906 スガノ シンヤ

1時間37分28秒44 西馬 豊888 サイバ ユタカ

1時間37分48秒45 森本 光明1009 モリモト ミツアキ

1時間38分03秒46 山角 哲也1015 ヤマカド テツヤ

1時間38分11秒47 西垣 栄太郎956 ニシガキ ヒデタロウ

1時間38分17秒48 枚田 京太郎973 ヒラタ キョウタロウ

1時間38分21秒49 向井 正太1005 ムカイ ショウタ

1時間39分04秒50 村井 秀浩1006 ムライ ヒデヒロ
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1時間39分05秒51 神野 勝也904 ジンノ カツヤ

1時間39分10秒52 中田 謙一郎946 ナカタ ケンイチロウ

1時間39分14秒53 紀平 昌之870 キヒラ マサユキ

1時間39分18秒54 西本 雅敏958 ニシモト マサトシ

1時間40分55秒55 福田 清隆975 フクダ キヨタカ

1時間40分58秒56 小川 仁845 オガワ ヒトシ

1時間41分01秒57 岩田 有生831 イワタ ユウキ

1時間41分05秒58 永嶺 文敏951 ナガミネ フミトシ

1時間41分34秒59 木村 毅873 キムラ タケシ

1時間41分35秒60 今吉 学829 イマヨシ マナブ

1時間41分52秒61 金子 司849 カネコ ツカサ

1時間42分18秒62 角田 敬彦932 ツノダ ヨシヒコ

1時間42分34秒63 尾崎 高司847 オザキ タカシ

1時間42分49秒64 吉岡 哲史1026 ヨシオカ サトシ

1時間42分52秒65 高田 明伸913 タカダ アキノブ

1時間43分05秒66 神野 浩852 カミノ ヒロシ

1時間43分24秒67 橋本 善信963 ハシモト ヨシノブ

1時間43分37秒68 林 建一969 ハヤシ ケンイチ

1時間44分18秒69 久保田 智文879 クボタ トモフミ

1時間44分23秒70 瀬見 竜一910 セミ リュウイチ

1時間44分41秒71 南井 利昭1001 ミナイ トシアキ

1時間45分27秒72 石坪 良介817 イシツボ リョウスケ

1時間46分19秒73 西 雅裕955 ニシ マサヒロ

1時間46分36秒74 草薙 晃874 クサナギ アキラ

1時間46分38秒75 楠元 和也875 クスモト カズヤ

1時間47分00秒76 寺澤 慎祐935 テラザワ シンスケ

1時間47分01秒77 岡 篤志844 オカ アツシ

1時間47分06秒78 浜田 康司968 ハマダ コウジ

1時間47分19秒79 石田 真樹815 イシダ マサキ

1時間47分27秒80 玉谷 哲郎928 タマタニ テツロウ

1時間47分28秒81 清水 健司901 シミズ ケンジ

1時間47分50秒82 川田 豊858 カワダ ユタカ

1時間48分33秒83 成田 大輔953 ナリタ ダイスケ

1時間48分45秒84 木村 眞悟872 キムラ シンゴ

1時間48分49秒85 足立 欣之804 アダチ ヨシユキ

1時間49分02秒86 有田 哲郎807 アリタ テツロウ

1時間49分30秒87 加治 徹848 カジ トオル

1時間49分52秒88 安西 政秋808 アンザイ マサアキ

1時間50分03秒89 澤見 敏彦894 サワミ トシヒコ

1時間50分08秒90 藤田 正彦980 フジタ マサヒコ

1時間50分10秒91 藤枝 健一978 フジエダ ケンイチ

1時間50分23秒92 松田 祥太郎994 マツダ ショウタロウ

1時間50分45秒93 天野 健佑806 アマノ ケンスケ

1時間50分47秒94 紀田 俊明864 キダ トシアキ

1時間50分55秒95 生原 弘淳810 イクハラ ヒロアツ

1時間50分55秒96 吉本 智1027 ヨシモト サトシ

1時間51分05秒97 本郷 有克986 ホンゴウ トモカツ

1時間51分47秒98 木村 一明871 キムラ カズアキ

1時間51分59秒99 山本 雅巳1024 ヤマモト マサミ

1時間52分01秒100 長谷 則之964 ハセ ノリユキ
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1時間52分23秒101 橋本 展宏962 ハシモト ノブヒロ

1時間52分54秒102 長谷川 佳介965 ハセガワ ケイスケ

1時間53分06秒103 佐相 晃司891 サソウ コウジ

1時間53分36秒104 芥川 浩二802 アクタガワ コウジ

1時間54分05秒105 田中 正樹924 タナカ マサキ

1時間54分20秒106 林 新一970 ハヤシ シンイチ

1時間54分33秒107 相江 達也801 アイエ タツヤ

1時間55分03秒108 田辺 亮927 タナベ リョウ

1時間55分08秒109 田岡 清911 タオカ キヨシ

1時間55分12秒110 小林 信夫883 コバヤシ シノブ

1時間55分22秒111 棚橋 敬介926 タナハシ ケイスケ

1時間56分43秒112 二井 雪久954 ニイ ユキヒサ

1時間56分56秒113 田口 哲司918 タグチ テツジ

1時間56分56秒114 川田 恭平857 カワダ キョウヘイ

1時間56分59秒115 大槻 裕朗840 オオツキ ヒロアキ

1時間57分44秒116 砂川 和博907 スナガワ カズヒロ

1時間57分44秒117 中島 和彦943 ナカジマ カズヒコ

1時間58分03秒118 神田 暁史862 カンダ アキフミ

1時間58分05秒119 武田 弘幸920 タケダ ヒロユキ

1時間58分09秒120 樋口 善樹971 ヒグチ ヨシキ

1時間58分43秒121 山方 聡志1014 ヤマガタ サトシ

1時間58分46秒122 大西 一嘉841 オオニシ カズヨシ

1時間59分09秒123 瀬畠 史陽909 セバタ フミアキ

1時間59分24秒124 宮下 貴朗1004 ミヤシタ タカアキ

1時間59分49秒125 箕畑 順也1002 ミノハタ ジュンヤ

2時間00分36秒126 竹内 義晶919 タケウチ ヨシアキ

2時間00分42秒127 大村 怜843 オオムラ リョウ

2時間01分03秒128 小林 宏忠885 コバヤシ ヒロタダ

2時間01分07秒129 池田 誠813 イケダ マコト

2時間01分28秒130 清水 一也900 シミズ カズヤ

2時間01分43秒131 今井 健828 イマイ タケシ

2時間01分57秒132 柄川 剛836 エガワ ツヨシ

2時間02分12秒133 椎名 裕紀895 シイナ ヒロノリ

2時間02分31秒134 平岡 将太972 ヒラオカ ショウタ

2時間02分36秒135 中西 功一949 ナカニシ コウイチ

2時間02分47秒136 堤 仁志931 ツツミ ヒトシ

2時間02分54秒137 田中 勇922 タナカ イサム

2時間02分57秒138 嶋津 巌899 シマヅ イワオ

2時間03分13秒139 田中 康弘925 タナカ ヤスヒロ

2時間03分22秒140 伊永 和弘886 コレナガ カズヒロ

2時間03分40秒141 北口 貴之867 キタグチ タカユキ

2時間04分28秒142 山中 俊1020 ヤマナカ シュン

2時間04分34秒143 藤本 泰弘982 フジモト ヤスヒロ

2時間05分06秒144 小林 真一郎884 コバヤシ シンイチロウ

2時間05分19秒145 安本 純1010 ヤスモト ジュン

2時間05分53秒146 永井　康晴941 ナガイ　ヤスハル

2時間06分03秒147 井上 達也825 イノウエ タツヤ

2時間06分10秒148 仲西 洋明950 ナカニシ ヒロアキ

2時間06分42秒149 中田 美津夫948 ナカタ ミツオ

2時間06分52秒150 大久保 浩一839 オオクボ コウイチ
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2時間06分53秒151 中井 博之940 ナカイ ヒロユキ

2時間07分18秒152 佐藤 由孝892 サトウ ヨシタカ

2時間07分28秒153 松井 祐樹992 マツイ ユウキ

2時間07分29秒154 石田 祐也816 イシダ ユウヤ

2時間07分31秒155 局 伸裕934 ツボネ ノブヒロ

2時間07分31秒156 熊代 英880 クマシロ エイ

2時間07分32秒157 井上 雄元824 イノウエ カツモト

2時間08分42秒158 齊藤 成昭887 サイトウ シゲアキ

2時間08分49秒159 塩浜 悟896 シオハマ サトル

2時間09分51秒160 久保田 晃司878 クボタ コウジ

2時間11分00秒161 神山 和典853 カミヤマ カズノリ

2時間11分38秒162 奥 啓太846 オク ケイタ

2時間11分42秒163 中元 主税952 ナカモト チカラ

2時間11分46秒164 西原 秀典957 ニシハラ ヒデノリ

2時間12分11秒165 坪井 孝次郎933 ツボイ コウジロウ

2時間12分15秒166 巽 泰921 タツミ ユタカ

2時間12分22秒167 川田 修856 カワタ オサム

2時間12分52秒168 石見 友秀832 イワミ トモヒデ

2時間13分54秒169 栄 秀臣889 サカエ ヒデオミ

2時間14分45秒170 柴 将人897 シバ マサト

2時間15分00秒171 畑 健一967 ハタ ケンイチ

2時間15分30秒172 稲垣 仁822 イナガキ ヒトシ

2時間16分53秒173 中島 正人944 ナカシマ マサト

2時間18分02秒174 松木 智則993 マツキ トモノリ

2時間19分52秒175 広部 健三974 ヒロベ ケンゾウ

2時間20分09秒176 榎本 哲也837 エノモト テツヤ

2時間21分09秒177 堀河 友佑985 ホリカワ ユウスケ

2時間21分28秒178 増山 達也988 マシヤマ タツヤ

2時間23分29秒179 二宮 秀人959 ニノミヤ ヒデト

2時間23分50秒180 和田 翔太1028 ワダ ショウタ

2時間25分15秒181 山内 稔1013 ヤマウチ ミノル

2時間25分40秒182 関 恒慶908 セキ ツネヨシ

2時間35分13秒183 唐橋 大地855 カラハシ ダイチ

2時間40分35秒184 川本 浩隆861 カワモト ヒロタカ

2時間43分11秒185 又吉 健二991 マタヨシ ケンジ
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