
- チーム・ゼロ８４６秋朝 -

30km男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2018/9/17

スタート： 9:30:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: TEAM▲ZERO

1時間57分06秒1 水野 勝也770 ミズノ カツヤ

1時間57分52秒2 山口 達也777 ヤマグチ タツヤ

2時間02分09秒3 高橋 伸幸738 タカハシ ノブユキ

2時間03分49秒4 高濱 慶太739 タカハマ ケイタ

2時間04分38秒5 溝口 智史771 ミゾグチ サトシ

2時間11分09秒6 菅原 太郎733 スガハラ タロウ

2時間11分14秒7 松田 恭一768 マツダ キョウイチ

2時間13分36秒8 三枝 祐行728 サエグサ ヒロユキ

2時間15分56秒9 東 元治702 アズマ モトハル

2時間19分23秒10 佐藤 隆文729 サトウ タカフミ

2時間19分41秒11 永江 和久749 ナガエ カズヒサ

2時間21分22秒12 藤田 光三762 フジタ コウゾウ

2時間21分57秒13 中村 貴志753 ナカムラ タカシ

2時間22分42秒14 田中 朋之742 タナカ トモユキ

2時間23分03秒15 坪田 悟746 ツボタ サトル

2時間24分21秒16 池上 直也703 イケガミ ナオヤ

2時間25分41秒17 近藤 政史727 コンドウ マサシ

2時間28分21秒18 森田 康仁776 モリタ ヤスヒト

2時間28分52秒19 黒光 満726 クロミツ ミツル

2時間30分05秒20 大塚 真弘711 オオツカ マサヒロ

2時間31分40秒21 辻本 孝志745 ツジモト タカシ

2時間32分09秒22 池田 浩之704 イケダ ヒロユキ

2時間35分39秒23 大倉 功710 オオクラ イサオ

2時間43分15秒24 中野 嘉久752 ナカノ ヨシヒサ

2時間43分24秒25 平生 東759 ヒラオ アズマ

2時間43分41秒26 江種 正樹709 エグサ マサキ

2時間48分46秒27 神谷 和豊720 カミヤ カズトヨ

2時間48分55秒28 小川 一彦717 オガワ カズヒコ

2時間50分48秒29 芥川 浩二701 アクタガワ コウジ

2時間52分17秒30 藤江 剛760 フジエ タケシ

2時間52分18秒31 宮下 裕太郎773 ミヤシタ ユウタロウ

2時間53分04秒32 藤田 正彦763 フジタ マサヒコ

2時間53分24秒33 多々納 良吉741 タタノ リョウキチ

2時間54分46秒34 藤枝 健一761 フジエダ ケンイチ

2時間55分18秒35 瀧本 智基740 タキモト トモキ

2時間55分43秒36 杉原 高明734 スギハラ タカアキ

2時間55分46秒37 加藤 勉719 カトウ ツトム

2時間55分47秒38 難波 良憲756 ナンバ ヨシノリ

2時間56分08秒39 渡部 修司782 ワタナベ シュウジ

2時間56分39秒40 清 敏宏735 セイ トシヒロ

2時間58分34秒41 村上 敬775 ムラカミ タカシ

2時間59分38秒42 高瀬 義博737 タカセ ヨシヒロ

2時間59分58秒43 嶋田 利信730 シマダ トシノブ

3時間05分26秒44 石栗 健一705 イシグリ ケンイチ

3時間08分27秒45 小川 恒718 オガワ ヒサシ

3時間08分31秒46 松尾 琢治767 マツオ タクジ

3時間11分27秒47 吉川 朋宏778 ヨシカワ トモヒロ

3時間15分20秒48 原 敬二758 ハラ ケイジ

3時間16分03秒49 藤原 長764 フジワラ スグル

3時間17分14秒50 松田 晋一769 マツダ シンイチ
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3時間17分17秒51 新免 久弘732 シンメン ヒサヒロ

3時間19分24秒52 岸本 泰広725 キシモト ヤスヒロ

3時間20分00秒53 中澤 明大750 ナカザワ アキヒロ

3時間20分07秒54 蒲生 武志721 ガモウ タケシ

3時間20分57秒55 後 雅章708 ウシロ マサアキ

3時間23分47秒56 田邉 淳744 タナベ アツシ

3時間24分04秒57 川上 宏伸723 カワカミ ヒロノブ

3時間28分19秒58 中村 隆司754 ナカムラ タカシ

3時間29分15秒59 中田 美津夫751 ナカタ ミツオ

3時間34分41秒60 峯野 貴也772 ミネノ タカヤ

3時間46分56秒61 田中 光久743 タナカ ミツヒサ

3時間48分33秒62 井上 貴史706 イノウエ タカシ

3時間52分29秒63 中村 雅755 ナカムラ マサシ

3時間58分47秒64 岡本 秀一715 オカモト シュウイチ
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