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10.4km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/9/27

スタート： 10:00:00

会場: 神戸ワイナリー(農業公園)

主催: TEAM▲ZERO

35分43秒1 岡本 和晃308 オカモト カズアキ

36分51秒2 篠原 孝323 シノハラ タカシ

38分32秒3 前原 篤356 マエハラ アツシ

39分58秒4 植田 真樹304 ウエダ マサキ

40分07秒5 橋本 将孝346 ハシモト マサタカ

41分48秒6 島谷 忠幸324 シマタニ タダユキ

43分16秒7 山田 晋也368 ヤマダ シンヤ

43分33秒8 秋好 伸洋301 アキヨシ ノブヒロ

43分34秒9 川中 弘智313 カワナカ ヒロノリ

45分54秒10 村上 芳正365 ムラカミ ヨシマサ

46分20秒11 服部 悠介347 ハットリ ユウスケ

46分51秒12 岡 善之306 オカ ヨシユキ

46分54秒13 吉形 健二371 ヨシカタ ケンジ

47分22秒14 尾関 暁史309 オゼキ アキチカ

47分28秒15 吉田 孝二372 ヨシダ コウジ

47分57秒16 西本 大輔341 ニシモト ダイスケ

48分04秒17 森鼻 義明367 モリハナ ヨシアキ

48分36秒18 狭間 貴博344 ハザマ タカヒロ

48分48秒19 山根 大弥369 ヤマネ トモヤ

49分46秒20 鈴木 貴雄328 スズキ タカオ

50分04秒21 杉田 哲也327 スギタ テツヤ

50分09秒22 川神 正裕311 カワカミ マサヒロ

50分34秒23 平井 翔350 ヒライ ショウ

50分56秒24 田内 領331 タウチ リョウ

51分03秒25 岡村 巌307 オカムラ イワオ

51分43秒26 田中 昌行335 タナカ マサユキ

51分54秒27 白鳥 真吾326 シラトリ シンゴ

53分31秒28 寺西 克之336 テラニシ カツユキ

53分33秒29 中谷 雄介375 ナカタニ ユウスケ

53分43秒30 橋本 和典345 ハシモト カズノリ

53分46秒31 石栗 健一303 イシグリ ケンイチ

54分04秒32 渡邉 伸也374 ワタナベ シンヤ

54分35秒33 黒川 徹雄317 クロカワ テツオ

55分30秒34 池川 雅清302 イケガワ マサキヨ

56分00秒35 土佐　弘337 トサ　ヒロシ

56分29秒36 曽田 圭330 ソタ ケイ

56分48秒37 平岡 賢司351 ヒラオカ ケンジ

56分53秒38 永井 康晴338 ナガイ ヤスハル

56分58秒39 三浦 慶太362 ミウラ ケイタ

57分06秒40 溝端 達也363 ミゾバタ タツヤ

57分07秒41 若林 智373 ワカバヤシ サトシ

57分09秒42 中野 栄太郎340 ナカノ エイタロウ

57分27秒43 由良 圭太370 ユラ ケイタ

57分30秒44 栗林 大輔316 クリバヤシ ダイスケ

57分50秒45 小宮山 賢二321 コミヤマ ケンジ

58分10秒46 松本 宣哉361 マツモト ノブヤ

59分29秒47 小西 壮士320 コニシ ソウジ

59分41秒48 河津 次郎312 カワヅ ジロウ

1時間00分25秒49 俣江 幸二357 マタエ コウジ

1時間01分36秒50 広田 泰久353 ヒロタ ヤスヒサ

Team▲ZERO
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1時間01分48秒51 小岩 勝318 コイワ マサル

1時間01分57秒52 松尾 悠太郎360 マツオ ユウタロウ

1時間02分26秒53 田中 修一333 タナカ シュウイチ

1時間02分30秒54 柄本 京一305 エノモト ケイイチ

1時間02分52秒55 原井 秀樹349 ハライ ヒデキ

1時間02分54秒56 川村 公二315 カワムラ コウジ

1時間03分28秒57 村山 勤治366 ムラヤマ キンジ

1時間03分58秒58 田中 辰郎334 タナカ タツロウ

1時間04分02秒59 松井 活裕358 マツイ カツヒロ

1時間04分09秒60 向浦 弘二364 ムコウラ コウジ

1時間04分18秒61 野崎 豊342 ノザキ ユタカ

1時間05分19秒62 川畑 展之314 カワバタ ノブユキ

1時間06分49秒63 児島 紘之319 コジマ ヒロユキ

1時間07分36秒64 住谷 佳彦329 スミタニ ヨシヒコ

1時間07分37秒65 下川床 清治325 シモカワトコ セイジ

1時間10分49秒66 古川 久義354 フルカワ ヒサヨシ

1時間11分47秒67 高木 良行332 タカギ ヨシユキ

1時間12分07秒68 上木原 伸幸310 カミキハラ ノブユキ

1時間23分49秒69 堺谷 泰郎322 サカイタニ ヤスロウ

Team▲ZERO


