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30km  男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/9/27

スタート： 11:29:47

会場: 神戸ワイナリー(農業公園)

主催: TEAM▲ZERO

1時間57分09秒1 力石 明久735 チカライシ アキヒサ

1時間57分13秒2 池野田 和行706 イケノタ カズユキ

1時間58分21秒3 水谷 浩志756 ミズタニ コウジ

1時間59分02秒4 八田 恵祐746 ハッタ ケイスケ

2時間05分24秒5 原口 貴志748 ハラグチ タカシ

2時間06分31秒6 奥井 海713 オクイ カイ

2時間07分58秒7 花尻 誉拡747 ハナジリ タカヒロ

2時間11分39秒8 山野 正晴764 ヤマノ マサハル

2時間14分18秒9 安井 和史761 ヤスイ カズフミ

2時間14分58秒10 古市 周平753 フルイチ シュウヘイ

2時間15分59秒11 小岱 証725 ショウダイ サトシ

2時間16分21秒12 中本 裕之745 ナカモト ヒロユキ

2時間18分24秒13 赤尾 裕701 アカオ ユタカ

2時間18分28秒14 内藤 康匡740 ナイトウ ヤスマサ

2時間20分27秒15 三木 勇人755 ミキ ハヤト

2時間21分00秒16 新林 和樹726 シンバヤシ カズキ

2時間22分30秒17 多井中 一憲728 タイナカ カズノリ

2時間22分57秒18 神野 浩715 カミノ ヒロシ

2時間25分54秒19 岡野 勇希712 オカノ ユウキ

2時間27分01秒20 武田 将行729 タケダ マサユキ

2時間28分08秒21 向 裕太760 ムカイ ユウタ

2時間29分05秒22 大塚 徹710 オオツカ トオル

2時間29分20秒23 鴻上 直己720 コウガミ ナオキ

2時間33分38秒24 種平 謙二734 タネヒラ ケンジ

2時間37分30秒25 山元 潤一765 ヤマモト ジュンイチ

2時間38分25秒26 吉田 大介766 ヨシダ ダイスケ

2時間40分08秒27 藤尾 章太751 フジオ ショウタ

2時間40分40秒28 寺岡 好彦736 テラオカ ヨシヒコ

2時間40分46秒29 鎌倉 誠714 カマクラ マコト

2時間41分35秒30 篠原 康征723 シノハラ ヤスユキ

2時間41分39秒31 宮脇 久男759 ミヤワキ ヒサオ

2時間41分40秒32 山田 裕彦763 ヤマダ ヤスヒコ

2時間42分50秒33 岡田 博之711 オカダ ヒロユキ

2時間43分05秒34 平岡 将太749 ヒラオカ ショウタ

2時間43分52秒35 東條 三雄737 トウジョウ ミツオ

2時間44分39秒36 多田 彩人730 タダ アヤト

2時間45分47秒37 安藤 僚裕705 アンドウ トモヒロ

2時間46分10秒38 伊藤 明708 イトウ アキラ

2時間49分17秒39 立岡 翔732 タツオカ ショウ

2時間50分07秒40 友定 和貴738 トモサダ カズタカ

2時間52分09秒41 草薙 晃719 クサナギ アキラ

2時間53分11秒42 船場 一郎752 フナバ イチロウ

2時間53分32秒43 石山 裕貴707 イシヤマ ユウキ

2時間56分13秒44 光安 武志757 ミツヤス タケシ

2時間58分35秒45 立岡 元気731 タツオカ ゲンキ

3時間00分07秒46 友藤 教男739 トモフジ ノリオ

3時間02分40秒47 浅井 和雄702 アサイ カズオ

3時間03分04秒48 北山 敏和717 キタヤマ トシカズ

3時間09分03秒49 小寺 隆弘721 コデラ タカヒロ

3時間09分09秒50 中田 美津夫743 ナカタ ミツオ

Team▲ZERO
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3時間09分24秒51 吉村 成司768 ヨシムラ セイジ

3時間10分47秒52 永井 健741 ナガイ ケン

3時間11分57秒53 宮下 貴朗758 ミヤシタ タカアキ

3時間13分11秒54 足立 雅弘703 アダチ マサヒロ

3時間13分49秒55 木戸 隆718 キド タカシ

3時間20分18秒56 菅野 宜昌727 スガノ タカヨシ

3時間20分41秒57 前田 高幸754 マエダ タカユキ

3時間29分18秒58 岸本 昌之716 キシモト マサユキ

Team▲ZERO


