
- 神戸ﾜｲﾅﾘｰでｻﾝｾｯﾄRUN!～盛夏で特盛の代謝番長編～ -

9.1km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/6/29

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

34分27秒1 遠藤 聡520 エンドウ サトシ

34分47秒2 吉村 正貴616 ヨシムラ マサキ

36分21秒3 安見 一徳606 ヤスミ カズノリ

36分53秒4 青木 海502 アオキ カイ

38分40秒5 三宅 秀樹601 ミヤケ ヒデキ

38分48秒6 大藪 巨樹524 オオヤブ ナオキ

39分08秒7 秋好 伸洋503 アキヨシ ノブヒロ

39分46秒8 小笠原 聡528 オガサワラ ソウ

39分55秒9 井上 恵介510 イノウエ ケイスケ

40分12秒10 伊藤 清弘508 イトウ キヨヒロ

40分18秒11 糸山 保509 イトヤマ タモツ

40分25秒12 村上 芳正603 ムラカミ ヨシマサ

40分29秒13 鈴木 豪大557 スズキ ゴウキ

41分28秒14 坂東 正範585 バンドウ マサノリ

42分07秒15 本田 耕志591 ホンダ コウジ

42分34秒16 服部 悠介579 ハットリ ユウスケ

42分46秒17 岡崎 良527 オカザキ リョウ

43分51秒18 茂腹 芳信605 モハラ ヨシノブ

43分59秒19 狭間 貴博577 ハザマ タカヒロ

44分15秒20 吉野 高史615 ヨシノ タカフミ

44分21秒21 杉田 哲也553 スギタ テツヤ

44分23秒22 町井　宏行595 マチイ　ヒロユキ

44分58秒23 寿賀野 泰司552 スガノ ヤスシ

45分01秒24 杉山 卓也554 スギヤマ タクヤ

45分31秒25 藤本 徳正589 フジモト ノリマサ

45分34秒26 岡 哲也526 オカ テツヤ

46分14秒27 助信 大樹555 スケノブ ダイキ

47分04秒28 島田 弘幸549 シマダ ヒロユキ

47分43秒29 波多野 直哉578 ハタノ ナオヤ

48分04秒30 田中　大貴563 タナカ　ダイキ

48分42秒31 西田 隆彦576 ニシダ タカヒコ

48分43秒32 今西 厚人513 イマニシ アツヒト

48分51秒33 高木 智彦558 タカギ トモヒコ

49分14秒34 谷本 義明564 タニモト ヨシアキ

49分25秒35 小松原 義人544 コマツバラ ヨシト

49分28秒36 大山 祐二525 オオヤマ ユウジ

49分34秒37 河野 英徳540 コウノ ヒデノリ

49分34秒38 栗原 賢一539 クリハラ ケンイチ

49分53秒39 松﨑 良樹596 マツザキ ヨシキ

50分18秒40 釣井 幸次郎569 ツルイ コウジロウ

50分29秒41 兒島 淳二541 コジマ ジュンジ

50分36秒42 浜潟 訓敏582 ハマガタ クニトシ

51分21秒43 板野 泰祥507 イタノ ヤスヨシ

52分24秒44 上田 真之516 ウエダ マサユキ

52分31秒45 塩見 慶太548 シオミ ケイタ

52分38秒46 平岡 賢司588 ヒラオカ ケンジ

52分47秒47 辻 忠志567 ツジ タダシ

52分52秒48 大谷内 健児523 オオヤチ ケンジ

53分04秒49 大森 健志522 オオモリ タケシ

53分27秒50 玉木 省三566 タマキ ショウゾウ

TEAM▲ZERO
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53分28秒51 小野山 隆也533 オノヤマ リュウヤ

53分34秒52 尾﨑 雅樹530 オザキ マサキ

53分54秒53 轟木 崇史570 トドロキ タカシ

54分11秒54 井上 智志511 イノウエ サトシ

54分18秒55 阿部　高志504 アベ　タカシ

54分27秒56 末田 和也551 スエダ カズヤ

54分43秒57 松下 敦也597 マツシタ アツヤ

55分47秒58 小野山 和之532 オノヤマ カズユキ

56分14秒59 柄本 京一519 エノモト ケイイチ

57分23秒60 白川 竜彦550 シラカワ タツヒコ

57分27秒61 前中 哲也592 マエナカ テツヤ

57分41秒62 土谷 知史568 ツチヤ トモフミ

57分42秒63 村山 勤治604 ムラヤマ キンジ

57分50秒64 中村 昭則574 ナカムラ アキノリ

59分02秒65 平井 二三鷹587 ヒライ フミタカ

59分07秒66 多満城 厚士565 タマキ アツシ

59分16秒67 池内 恒二506 イケウチ コウジ

1時間00分03秒68 今津 貴幸512 イマヅ タカユキ

1時間00分30秒69 清岡 稔雄537 キヨオカ トシオ

1時間00分48秒70 三宅　淳二600 ミヤケ　ジュンジ

1時間01分02秒71 青井 勉501 アオイ ツトム

1時間01分21秒72 笹倉 明隆546 ササクラ アキタカ

1時間01分37秒73 半田 博輝584 ハンダ ヒロキ

1時間01分48秒74 鈴江 正紀556 スズエ マサノリ

1時間02分05秒75 岡本 剛529 オカモト ツヨシ

1時間02分40秒76 江藤 雅文518 エトウ マサフミ

1時間02分51秒77 中戸 欣尚573 ナカト ヨシヒサ

1時間03分11秒78 田中 修一562 タナカ シュウイチ

1時間03分14秒79 山上　朋宏609 ヤマガミ　トモヒロ

1時間03分48秒80 上村　誠517 ウエムラ　マコト

1時間04分32秒81 山中 健嗣610 ヤマナカ タケシ

1時間05分19秒82 藤原 心平590 フジワラ シンペイ

1時間05分20秒83 平井 達規586 ヒライ タツノリ

1時間07分49秒84 小林 憲昭543 コバヤシ ノリアキ

1時間08分28秒85 三浦 正樹598 ミウラ マサキ

1時間08分38秒86 加藤 文男534 カトウ フミオ

1時間10分25秒87 舛田 真悟594 マスダ シンゴ

1時間16分29秒88 山本 崇611 ヤマモト タカシ

1時間18分16秒89 水本 秀彦599 ミズモト ヒデヒコ

1時間19分37秒90 吉田 岳史614 ヨシダ タケシ

1時間22分21秒91 山本 征男612 ヤマモト ユキオ

1時間29分28秒92 大西 弘幸521 オオニシ ヒロユキ

TEAM▲ZERO


