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20km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/9/10

スタート： 9:30:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ事務局

1時間17分54秒1 栗原 克己527 ｸﾘﾊﾗ ｶﾂﾐ 兵庫県

1時間20分42秒2 中村 祐549 ﾅｶﾑﾗ ﾀｽｸ 大阪府

1時間25分13秒3 磯野 信康505 ｲｿﾉ ﾉﾌﾞﾔｽ 兵庫県

1時間26分58秒4 岡野 公明516 ｵｶﾉ ｷﾐｱｷ 京都府

1時間27分23秒5 大西 浩二514 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ 兵庫県

1時間27分49秒6 狭間 貴博555 ﾊｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県

1時間32分03秒7 藤岡 誠565 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｺﾄ 兵庫県

1時間34分32秒8 白川 五老535 ｼﾗｶﾜ ｺﾞﾛｳ 兵庫県

1時間35分29秒9 吉田 大介583 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県

1時間36分42秒10 吉川 和宏582 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 滋賀県

1時間37分03秒11 瀧本 智基539 ﾀｷﾓﾄ ﾄﾓｷ 兵庫県

1時間38分19秒12 石田 和也504 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 兵庫県

1時間38分38秒13 上野 博也508 ｳｴﾉ ﾋﾛﾔ 兵庫県

1時間39分51秒14 長澤 岳545 ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾞｸ 兵庫県

1時間41分01秒15 三好 竜也578 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 兵庫県

1時間42分47秒16 松山 文哉573 ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾔ 京都府

1時間42分53秒17 前田 信弘568 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 兵庫県

1時間43分33秒18 恩智 隆史520 ｵﾝﾁﾞ ﾀｶﾌﾐ 兵庫県

1時間46分47秒19 流谷 哲史551 ﾅｶﾞﾚﾀﾆ ｻﾄｼ 兵庫県

1時間48分51秒20 上野 雅史509 ｳｴﾉ ﾏｻﾌﾐ 兵庫県

1時間51分10秒21 原 基561 ﾊﾗ ﾓﾄｲ 滋賀県

1時間51分28秒22 藤原 和正567 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏｻ 兵庫県

1時間51分36秒23 畑中 健一558 ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 兵庫県

1時間52分22秒24 松川 博和571 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 兵庫県

1時間52分27秒25 小林 毅530 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 大阪府

1時間53分01秒26 小屋敷 健二531 ｺﾔｼｷ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

1時間53分41秒27 山増 浩昭581 ﾔﾏﾏｽ ﾋﾛｱｷ 兵庫県

1時間53分44秒28 南 久雄576 ﾐﾅﾐ ﾋｻｵ 奈良県

1時間54分22秒29 辻 義政543 ﾂｼﾞ ﾖｼﾏｻ 京都府

1時間55分29秒30 渡部 雄登585 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 兵庫県

1時間56分12秒31 橋本 宗則557 ﾊｼﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ 山口県

1時間56分28秒32 山口 隆史580 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 兵庫県

1時間57分05秒33 高橋 稔明537 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 兵庫県

1時間57分38秒34 田村 貴志542 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪府

1時間57分49秒35 池田 正雄502 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵ 京都府

1時間59分30秒36 田中 知徳540 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 兵庫県

1時間59分40秒37 梅村 豪男512 ｳﾒﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪府

2時間00分00秒38 弘瀬 至563 ﾋﾛｾ ｲﾀﾙ 兵庫県

2時間00分34秒39 中根 義将548 ﾅｶﾈ ﾖｼﾏｻ 兵庫県

2時間00分47秒40 鳥飼 悠紀544 ﾄﾘｶｲ ﾕｳｷ 兵庫県

2時間01分36秒41 加藤 武志522 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 大阪府

2時間01分46秒42 渡部 真一郎584 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県

2時間03分39秒43 中根 直樹547 ﾅｶﾈ ﾅｵｷ 兵庫県

2時間05分58秒44 小寺 正健528 ｺﾃﾗ ﾏｻﾀｹ 兵庫県

2時間06分44秒45 小林 俊樹586 ｺﾊﾞﾔｼﾄｼｷ

2時間08分08秒46 佐々木 準弥532 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府

2時間08分44秒47 福池 良564 ﾌｸｲｹ ﾘｮｳ 兵庫県

2時間08分52秒48 加藤 慎一521 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 兵庫県

2時間09分49秒49 西村 裕之553 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

2時間11分10秒50 西川 眞二552 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 大阪府
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2時間11分58秒51 北井 健太526 ｷﾀｲ ｹﾝﾀ 大阪府

2時間12分46秒52 澤 芳幸533 ｻﾜ ﾖｼﾕｷ 大阪府

2時間12分59秒53 樋野 智562 ﾋﾉ ｻﾄｼ 徳島県

2時間13分01秒54 上原 雄喜510 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｷ 兵庫県

2時間13分32秒55 松田 真太郎572 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 京都府

2時間13分52秒56 大橋 俊昭515 ｵｵﾊｼ ﾄｼｱｷ 兵庫県

2時間14分42秒57 後藤 哲範529 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾉﾘ 大阪府

2時間17分09秒58 水田 圭哉575 ﾐｽﾞﾀ ｹｲｽｹ 兵庫県

2時間18分06秒59 松井 美久570 ﾏﾂｲ ﾖｼﾋｻ 兵庫県

2時間18分24秒60 井出 研506 ｲﾃﾞ ｹﾝ 京都府

2時間23分40秒61 菊地 拓巳524 ｷｸﾁ ﾀｸﾐ 京都府

2時間24分16秒62 石川 雄一郎503 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岡山県

2時間24分37秒63 後 雅章511 ｳｼﾛ ﾏｻｱｷ 兵庫県

2時間25分50秒64 小川 聖之517 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼ 兵庫県

2時間26分06秒65 増見 喜一朗569 ﾏｽﾐ ｷｲﾁﾛｳ 兵庫県

2時間26分39秒66 滝本 純一538 ﾀｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 広島県

2時間28分27秒67 藤本 伸治566 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 兵庫県

2時間29分22秒68 野坂 和伸554 ﾉｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 福井県

2時間29分56秒69 納 幸平518 ｵｻﾒ ｺｳﾍｲ 兵庫県

2時間35分49秒70 中根 喜一郎546 ﾅｶﾈ ｷｲﾁﾛｳ 兵庫県

2時間43分12秒71 八久 義雄579 ﾔｷﾞｭｳ ﾖｼｵ 大阪府

2時間50分07秒72 田原 満久541 ﾀﾊﾗ ﾐﾂﾋｻ 大阪府

2時間52分38秒73 宮本 次郎577 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 大阪府

2時間58分51秒74 越智 統之519 ｵﾁ ﾓﾄﾕｷ 兵庫県
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