
- チーム・ゼロ８４６秋朝 -

30km　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

2時間02分39秒1 鷲野 真人792 ﾜｼﾉ ﾏｻﾄ 大阪府

2時間08分17秒2 藍原 将史701 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ 兵庫県

2時間14分00秒3 大杉 朗隆721 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾀｶ 大阪府

2時間16分43秒4 木下 裕貴736 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 京都府

2時間19分22秒5 池上 直也708 ｲｹｶﾞﾐ ﾅｵﾔ 大阪府

2時間19分23秒6 東 元治707 ｱｽﾞﾏ ﾓﾄﾊﾙ 京都府

2時間20分31秒7 三枝 祐行743 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛﾕｷ 奈良県

2時間23分03秒8 角 達朗728 ｶｸ ﾀﾂﾛｳ 福岡県

2時間27分29秒9 宮下 幸延786 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 京都府

2時間28分11秒10 佐藤 隆文746 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 広島県

2時間31分16秒11 境 穣祐744 ｻｶｲ ｼﾞｮｳｽｹ 兵庫県

2時間31分56秒12 岡部 康彦724 ｵｶﾍﾞ ﾔｽﾋｺ 大阪府

2時間35分17秒13 田中 朋之755 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 京都府

2時間35分29秒14 上田 雄一715 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大阪府

2時間36分11秒15 大倉 功720 ｵｵｸﾗ ｲｻｵ 兵庫県

2時間37分54秒16 青木 崇晃702 ｱｵｷ ﾀｶｱｷ 徳島県

2時間38分08秒17 柴原 浩章748 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 兵庫県

2時間39分11秒18 秋友 崇703 ｱｷﾄﾓ ﾀｶｼ 兵庫県

2時間39分16秒19 坪田 悟759 ﾂﾎﾞﾀ ｻﾄﾙ 大阪府

2時間39分21秒20 渕 洋一778 ﾌﾁ ﾖｳｲﾁ 大阪府

2時間39分40秒21 岡田 直人723 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 鹿児島県

2時間40分09秒22 酒井 貴昭745 ｻｶｲ ﾀｶｱｷ 兵庫県

2時間40分19秒23 北之内 孝行734 ｷﾀﾉｳﾁ ﾀｶﾕｷ 山口県

2時間41分26秒24 神野 浩731 ｶﾐﾉ ﾋﾛｼ 兵庫県

2時間42分21秒25 小西 健一741 ｺﾆｼ ｹﾝｲﾁ 大阪府

2時間44分04秒26 金沢 守730 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 山口県

2時間45分01秒27 岩井 一713 ｲﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 兵庫県

2時間45分01秒28 近藤 秀和742 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 兵庫県

2時間45分19秒29 甲田 知久739 ｺｳﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 兵庫県

2時間45分36秒30 仲野 敏明763 ﾅｶﾉ ﾄｼｱｷ 大阪府

2時間47分49秒31 藤井 雄太773 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 兵庫県

2時間49分08秒32 西村 嘉晃766 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ 大阪府

2時間49分22秒33 江種 正樹717 ｴｸﾞｻ ﾏｻｷ 広島県

2時間50分12秒34 宮崎 慎也785 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾔ 兵庫県

2時間51分09秒35 江見 啓輔719 ｴﾐ ｹｲｽｹ 大阪府

2時間52分12秒36 多井 友和752 ﾀｲ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府

2時間52分31秒37 高瀬 義博753 ﾀｶｾ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県

2時間52分39秒38 渡部 修司794 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 大阪府

2時間52分52秒39 嶋田 利信749 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 大阪府

2時間56分46秒40 井上 達弘711 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾋﾛ 兵庫県

2時間57分52秒41 前田 友和781 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 兵庫県

2時間58分30秒42 岩崎 悟史714 ｲﾜｻｷ ｻﾄｼ 大阪府

2時間58分46秒43 南 智也784 ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 大阪府

3時間00分20秒44 川尻 直732 ｶﾜｼﾞﾘ ﾅｵ 大阪府

3時間01分56秒45 石栗 健一709 ｲｼｸﾞﾘ ｹﾝｲﾁ 兵庫県

3時間02分01秒46 山田 通成791 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾅﾘ 兵庫県

3時間02分23秒47 住友 秀正750 ｽﾐﾄﾓ ﾋﾃﾞﾏｻ 徳島県

3時間02分46秒48 濱田 隆二767 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 兵庫県

3時間03分07秒49 朝倉 義弘706 ｱｻｸﾗ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県

3時間03分40秒50 廣見 拓哉770 ﾋﾛﾐ ﾀｸﾔ 大阪府
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3時間04分04秒51 柴田 繁747 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 京都府

3時間05分07秒52 芥川 浩二705 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 兵庫県

3時間07分31秒53 藤井 健作772 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｻｸ 兵庫県

3時間07分49秒54 二川 暢之777 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島県

3時間08分03秒55 平石 和也769 ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞﾔ 兵庫県

3時間09分09秒56 丸山 武範782 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ 岡山県

3時間09分18秒57 中西 弘司762 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ 兵庫県

3時間09分25秒58 村田 和浩788 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府

3時間10分04秒59 名田 雄祐765 ﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫県

3時間14分47秒60 長田 護726 ｵｻﾀﾞ ﾏﾓﾙ 大阪府

3時間15分20秒61 岸本 泰広733 ｷｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

3時間17分16秒62 久松 清海768 ﾋｻﾏﾂ ｷﾖﾐ 兵庫県

3時間20分48秒63 井上 英俊712 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府

3時間20分57秒64 藤原 長776 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｸﾞﾙ 兵庫県

3時間21分13秒65 内藤 秀和760 ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 兵庫県

3時間22分24秒66 田邉 淳757 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 兵庫県

3時間23分38秒67 谷口 敏明758 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 兵庫県

3時間24分17秒68 和田 圭市793 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ 兵庫県

3時間25分34秒69 星野 修人779 ﾎｼﾉ ｼｭｳﾄ 兵庫県

3時間26分53秒70 中村 隆司764 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 兵庫県

3時間33分59秒71 木村 眞悟737 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 兵庫県

3時間34分47秒72 森 大樹789 ﾓﾘ ﾀｲｷ 京都府

3時間37分37秒73 梅原 成徳716 ｳﾒﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 京都府

3時間37分49秒74 田中 光久756 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋｻ 奈良県

3時間41分40秒75 藤戸 隆彦775 ﾌｼﾞﾄ ﾀｶﾋｺ 兵庫県
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