
- 神戸スペシャルサンセットRUN! -

20km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/8/24

スタート： 17:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ

1時間09分22秒1 住山 祐耶135 スミヤマ ユウヤ

1時間15分27秒2 山田 大策187 ヤマダ ダイサク

1時間18分20秒3 高濱 慶太139 タカハマ ケイタ

1時間18分42秒4 良田 純191 リョウタ ジュン

1時間18分51秒5 田中 俊哉141 タナカ トシヤ

1時間20分32秒6 三木 康弘174 ミキ ヤスヒロ

1時間20分37秒7 冨田 諭144 トミタ サトシ

1時間20分49秒8 砂川 正人134 スナガワ マサト

1時間22分44秒9 伊東 宏明107 イトウ ヒロアキ

1時間23分22秒10 菅原 太郎133 スガハラ タロウ

1時間24分05秒11 増田 直敏170 マスダ ナオトシ

1時間24分45秒12 高治 修二138 タカジ シュウジ

1時間24分53秒13 小林 聖128 コバヤシ キヨシ

1時間25分30秒14 澤田 剛史132 サワダ ツヨシ

1時間26分09秒15 疋田 亮太161 ヒキダ リョウタ

1時間26分55秒16 宮田 光177 ミヤタ ヒカル

1時間27分05秒17 玉垣 卓也143 タマガキ タクヤ

1時間27分15秒18 安井 和史181 ヤスイ カズフミ

1時間28分23秒19 森田 進179 モリタ ススム

1時間28分40秒20 満足 浩二173 マンゾク コウジ

1時間28分43秒21 近藤 政史130 コンドウ マサシ

1時間29分12秒22 中野 義人151 ナカノ ヨシヒト

1時間29分22秒23 藤岡 裕也166 フジオカ ヒロヤ

1時間30分20秒24 向井 正太178 ムカイ ショウタ

1時間31分26秒25 堀江 晃広169 ホリエ アキヒロ

1時間33分49秒26 瀧地 秀明140 タキチ ヒデアキ

1時間34分38秒27 中山 勝152 ナカヤマ マサル

1時間34分48秒28 神野 浩117 カミノ ヒロシ

1時間35分20秒29 森本 光昭180 モリモト ミツアキ

1時間36分18秒30 平田 雅也162 ヒラタ マサナリ

1時間36分48秒31 福井 元春164 フクイ モトハル

1時間36分51秒32 西村 将和154 ニシムラ マサカズ

1時間38分07秒33 橋本 善信157 ハシモト ヨシノブ

1時間38分25秒34 南井 利昭175 ミナイ トシアキ

1時間38分32秒35 福井 天基163 フクイ タカキ

1時間38分35秒36 小川 恒113 オガワ ヒサシ

1時間39分20秒37 松本 寛172 マツモト ユタカ

1時間39分26秒38 西川 雅哉153 ニシカワ マサヤ

1時間39分26秒39 米田 哲大190 ヨネダ テツヒロ

1時間39分35秒40 加藤 武志116 カトウ タケシ

1時間39分45秒41 川田 豊119 カワダ ユタカ

1時間39分47秒42 中瀬 周二146 ナカセ シュウジ

1時間43分11秒43 佐藤 祐基131 サトウ ヒロキ

1時間43分14秒44 小笹 展弘127 コザサ ノブヒロ

1時間43分19秒45 岡部 恭武112 オカベ ヤスタケ

1時間43分32秒46 藤原 慎一168 フジワラ シンイチ

1時間44分37秒47 芥川 浩二101 アクタガワ コウジ

1時間44分41秒48 石田 真樹105 イシダ マサキ

1時間45分34秒49 清 敏宏136 セイ トシヒロ

1時間46分46秒50 多井 友和137 タイ トモカズ

TEAM▲ZERO
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1時間47分09秒51 中田 雅之147 ナカタ マサユキ

1時間47分31秒52 藤田 正彦167 フジタ マサヒコ

1時間47分47秒53 中島 和彦145 ナカジマ カズヒコ

1時間49分22秒54 濱田 隆二158 ハマダ リュウジ

1時間49分31秒55 江戸 孝史111 エド タカフミ

1時間49分46秒56 松田 祥太郎171 マツダ ショウタロウ

1時間49分58秒57 木村 眞悟122 キムラ シンゴ

1時間49分59秒58 田中 正樹142 タナカ マサキ

1時間51分32秒59 石栗 健一104 イシグリ ケンイチ

1時間53分14秒60 藤江 剛165 フジエ タケシ

1時間54分05秒61 石川 雄一郎103 イシカワ ユウイチロウ

1時間55分17秒62 仲西 洋明148 ナカニシ ヒロアキ

1時間55分43秒63 上野 博之110 ウエノ ヒロユキ

1時間56分10秒64 井上 雄元109 イノウエ カツモト

1時間57分44秒65 河原 雅章120 カワハラ マサアキ

1時間58分20秒66 若田 哲二192 ワカタ テツジ

1時間59分28秒67 山口 隆史184 ヤマグチ タカシ

2時間00分18秒68 山崎 亮186 ヤマザキ リョウ

2時間01分29秒69 中野 克己150 ナカノ カツミ

2時間06分02秒70 稲垣 仁108 イナガキ ヒトシ

2時間09分27秒71 小川 昌哲114 オガワ マサアキ

TEAM▲ZERO


