
- 神戸ワイナリーでサンセットRUN！ -

9.1km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/7/24

スタート： 17:00:00

会場: 神戸ワイナリー

主催: TEAM▲ZERO

32分00秒1 中林 健571 ナカバヤシ ケン

32分04秒2 松浦 伸太郎583 マツウラ シンタロウ

32分08秒3 中野 悠太郎570 ナカノ ユウタロウ

32分56秒4 遠藤 直弥520 エンドウ ナオヤ

33分15秒5 金志 達也536 キンシ タツヤ

33分19秒6 高橋 進556 タカハシ ススム

33分31秒7 稲葉 勇気508 イナバ ユウキ

34分00秒8 乙村 直人529 オトムラ ナオト

36分04秒9 泉 有人505 イズミ ユウト

36分23秒10 廣 直樹579 ヒロ ナオキ

36分45秒11 植田 理貴514 ウエダ ヨシキ

37分13秒12 角 彰輔554 スミ アキオ

37分43秒13 田中 徳人561 タナカ ノリヒト

37分45秒14 森 康晴594 モリ ヤスハル

38分39秒15 上野 博也515 ウエノ ヒロヤ

38分52秒16 齊藤 甲介545 サイトウ コウスケ

40分02秒17 今清水 隆510 イマシミズ タカシ

40分43秒18 了源 弘太郎604 リョウゲン コウタロウ

41分25秒19 大村 和也522 オオムラ カズヤ

42分00秒20 板谷 智史506 イタダニ サトシ

42分09秒21 服部 悠介578 ハットリ ユウスケ

42分45秒22 藤井 智大580 フジイ トモヒロ

42分47秒23 尾久土 竜也526 オキュウド タツヤ

44分29秒24 中村 吉信573 ナカムラ ヨシノブ

44分30秒25 松尾 悠太郎585 マツオ ユウタロウ

44分31秒26 今田 雅巳511 イマダ マサミ

44分42秒27 杉田 哲也552 スギタ テツヤ

45分05秒28 村上 太輔590 ムラカミ ダイスケ

45分16秒29 尾関 暁史528 オゼキ アキチカ

45分17秒30 鈴木 貴雄553 スズキ タカオ

45分53秒31 白鳥 真吾550 シラトリ シンゴ

46分40秒32 遠又 宏輔565 トオマタ コウスケ

47分04秒33 川端 利明534 カワバタ トシアキ

47分18秒34 川崎 和幸532 カワサキ カズユキ

47分20秒35 無藤 智之589 ムトウ トモユキ

47分22秒36 雪丸 裕司601 ユキマル ユウジ

47分22秒37 武田 惇志558 タケダ アツシ

47分23秒38 森田 雅人596 モリタ マサト

47分25秒39 寿賀野 泰司551 スガノ ヤスシ

47分35秒40 植田 信隆513 ウエダ ノブタカ

47分46秒41 辻 輝昭562 ツジ テルアキ

47分47秒42 東 正美503 アズマ マサミ

48分01秒43 岡野 文彰525 オカノ フミアキ

48分11秒44 石田 真樹504 イシダ マサキ

48分34秒45 前田 高幸581 マエダ タカユキ

48分52秒46 狭間 貴博575 ハザマ タカヒロ

49分21秒47 梅本 洋一517 ウメモト ヨウイチ

49分25秒48 毛利 紳哉592 モウリ シンヤ

50分15秒49 梅崎 重治516 ウメザキ シゲハル

50分38秒50 尾崎 毅527 オザキ タケシ
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51分04秒51 河西 寛樹533 カワニシ ヒロキ

51分17秒52 小島 慎司541 コジマ シンジ

51分17秒53 山本 健太600 ヤマモト ケンタ

51分30秒54 秋田 秀彦502 アキタ ヒデヒコ

51分36秒55 木村 憲司535 キムラ ケンジ

52分10秒56 上村　薫海530 カミムラ　タクミ

52分11秒57 橋本 健太576 ハシモト ケンタ

53分26秒58 丸本 圭一587 マルモト ケイイチ

53分42秒59 出来 大典564 デキ ダイスケ

54分18秒60 中村 徹也572 ナカムラ テツヤ

54分22秒61 久我 純弘537 クガ ヨシヒロ

54分59秒62 山口 晃一599 ヤマグチ コウイチ

56分15秒63 畑 健一577 ハタ ケンイチ

56分33秒64 山口 功598 ヤマグチ イサオ

56分41秒65 田中 修一559 タナカ シュウイチ

56分43秒66 俣江 幸二582 マタエ コウジ

56分46秒67 内藤 ひょうえ566 ナイトウ ヒョウエ

56分51秒68 白川 竜彦549 シラカワ タツヒコ

56分59秒69 柄本 京一519 エノモト ケイイチ

57分21秒70 若林 智605 ワカバヤシ サトシ

57分32秒71 秋田 勝史501 アキタ カツシ

57分33秒72 中戸 欣尚569 ナカト ヨシヒサ

57分52秒73 松本 宣哉586 マツモト ノブヤ

58分29秒74 小宮 正史544 コミヤ マサシ

58分31秒75 向浦 弘二588 ムコウラ コウジ

58分38秒76 上村　誠531 カミムラ　マコト

59分15秒77 浦上 北斗518 ウラカミ ホクト

59分36秒78 森 博之593 モリ ヒロユキ

1時間00分30秒79 坂根 啓介547 サカネ ケイスケ

1時間01分19秒80 岡田 則幸523 オカダ ノリユキ

1時間01分30秒81 沼 信二574 ヌマ シンジ

1時間03分00秒82 黒林 徹538 クロバヤシ トオル

1時間03分20秒83 雪本 剛史602 ユキモト タケシ

1時間04分13秒84 井上 卓紀509 イノウエ タクノリ

1時間06分48秒85 永田 ショウ造568 ナガタ ショウゾウ

1時間07分37秒86 郡山 俊昭539 コオリヤマ トシアキ

1時間07分44秒87 吉田 岳史603 ヨシダ タケシ

1時間07分48秒88 岡田　弘幸524 オカダ　ヒロユキ

1時間12分32秒89 小西 貴久542 コニシ タカヒサ

1時間27分56秒90 松尾 徳成584 マツオ トクナリ

1時間28分40秒91 今中 敏夫512 イマナカ トシオ

Team▲ZERO


