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20.8km 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15分55秒1 柏原 秀太郎514 カシハラ シュウタロウ

1時間16分54秒2 吉光 陽紀569 ヨシミツ ハルキ

1時間21分15秒3 足立 博武502 アダチ ヒロタケ

1時間21分38秒4 吹田 剛550 フキダ ゴウ

1時間23分18秒5 松四 剛559 マツシ ゴウ

1時間26分42秒6 三木 康弘561 ミキ ヤスヒロ

1時間27分00秒7 長谷川 友哉546 ハセガワ トモヤ

1時間29分52秒8 神尾 崇史515 カミオ タカシ

1時間30分49秒9 高橋 良典528 タカハシ ヨシノリ

1時間31分09秒10 杉戸 俊一524 スギト シュンイチ

1時間32分02秒11 朝倉 佑501 アサクラ ユウ

1時間32分50秒12 岡田 裕孝511 オカダ ヒロタカ

1時間32分50秒13 角田 敬彦542 ツノダ ヨシヒコ

1時間32分51秒14 小野 大輔512 オノ ダイスケ

1時間33分22秒15 大庭 淳一509 オオバ ジュンイチ

1時間33分45秒16 高林 慎治529 タカバヤシ シンジ

1時間36分07秒17 川田 豊518 カワダ ユタカ

1時間36分40秒18 谷口 秀樹539 タニグチ ヒデキ

1時間38分33秒19 高見 友佑530 タカミ ユウスケ

1時間39分05秒20 福田 猛552 フクダ タケシ

1時間39分41秒21 宮本 直樹563 ミヤモト ナオキ

1時間39分43秒22 大村 和也510 オオムラ カズヤ

1時間40分46秒23 亀田 俊幸517 カメダ トシユキ

1時間41分29秒24 田崎 博樹534 タサキ ヒロキ

1時間42分41秒25 田中 成哉537 タナカ マサヤ

1時間42分47秒26 中園 幸樹543 ナカゾノ コウキ

1時間42分47秒27 上月 和人519 コウヅキ カズト

1時間44分03秒28 鈴木 惇平525 スズキ ジュンペイ

1時間44分56秒29 竹内 義晶532 タケウチ ヨシアキ

1時間46分01秒30 田中 一536 タナカ ハジメ

1時間47分09秒31 井上 潤二504 イノウエ ジュンジ

1時間48分55秒32 村田 佳永565 ムラタ ヨシナガ

1時間49分19秒33 松本 寛560 マツモト ユタカ

1時間50分42秒34 有田 哲郎503 アリタ テツロウ

1時間51分10秒35 田尻 和弘535 タジリ カズヒロ

1時間51分36秒36 斉藤 洋一521 サイトウ ヨウイチ

1時間51分48秒37 持丸 陣566 モチマル ジン

1時間52分27秒38 武田 惇志533 タケダ アツシ

1時間52分35秒39 井上 卓紀505 イノウエ タクノリ

1時間55分21秒40 渡部 功治570 ワタナベ コウジ

1時間56分04秒41 渡部 修司571 ワタナベ シュウジ

1時間57分40秒42 無藤 智之564 ムトウ トモユキ

1時間58分32秒43 松井 洋介558 マツイ ヨウスケ

1時間59分17秒44 神山 昌宏516 カミヤマ マサヒロ

2時間00分03秒45 橋本 都輪545 ハシモト トワ

2時間00分05秒46 宇田 圭祐507 ウダ ケイスケ

2時間00分20秒47 藤原 健554 フジワラ タケシ

2時間01分08秒48 渡部 雄登573 ワタナベ ユウト

2時間01分53秒49 藤枝 健一553 フジエダ ケンイチ

2時間07分41秒50 伊原 政雄506 イハラ マサオ

Team▲ZERO
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2時間08分06秒51 角倉 健526 スミクラ タケシ

2時間09分02秒52 多武 義也540 タブ ヨシヤ

2時間10分13秒53 上月 清文520 コウヅキ キヨフミ

2時間12分38秒54 日原 弘雄549 ヒハラ ヒロオ

2時間13分25秒55 西岡 太一544 ニシオカ タイチ

2時間15分55秒56 開川 和久513 カイカワ カズヒサ

2時間19分34秒57 原田 幸三547 ハラダ コウゾウ

2時間23分04秒58 タキナミ マサオ531 タキナミ マサオ

2時間25分40秒59 菅野 哲夫523 スガノ テツオ

2時間27分21秒60 渡部 真一郎572 ワタナベ シンイチロウ

2時間28分46秒61 福岡 正則551 フクオカ マサノリ

2時間29分50秒62 東垣 淳548 ヒガシガキ キヨシ

2時間34分22秒63 牧野 拓斗557 マキノ タクト

Team▲ZERO


