
- 神戸ワイナリーでサンセットRUN！～盛夏で特盛の代謝 -

9.1km男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2018/6/30

スタート： 17:00:00

会場: 神戸ワイナリー(農業公園)

主催: TEAM・ゼロ

32分28秒1 矢野 純482 ヤノ ジュン

33分07秒2 成山 裕一郎466 ナリヤマ ユウイチロウ

34分06秒3 小牟田 竜一433 コムタ リュウイチ

34分24秒4 小池 祐介428 コイケ ユウスケ

35分21秒5 山梨 紘一郎484 ヤマナシ コウイチロウ

35分51秒6 大野 真澄414 オオノ マスミ

36分31秒7 三宅 達也478 ミヤケ タツヤ

37分43秒8 吉原 篤486 ヨシハラ アツシ

37分57秒9 角 彰輔451 スミ アキオ

38分11秒10 下田 洋彰441 シモダ ヒロアキ

39分22秒11 竹内 信介456 タケウチ シンスケ

39分28秒12 永田 英智464 ナガタ ヒデトモ

39分37秒13 ジョイス ポール442 ジョイス ポール

40分27秒14 喜多川 航大423 キタガワ コウダイ

41分19秒15 平 悠矢452 タイラ ユウヤ

41分54秒16 國重 徳憲426 クニシゲ トクノリ

42分32秒17 伊藤 孝二407 イトウ コウジ

42分54秒18 野田 悦郎470 ノダ エツロウ

43分04秒19 池田 亮406 イケダ リョウ

44分32秒20 杉田 哲也449 スギタ テツヤ

45分19秒21 木村 里志425 キムラ サトシ

45分46秒22 杉本 征大450 スギモト マサヒロ

45分55秒23 寿賀野 泰司448 スガノ ヤスシ

47分15秒24 今井 健408 イマイ タケシ

47分18秒25 大垣 勲412 オオガキ イサオ

47分33秒26 蛸井 宏和458 タコイ ヒロカズ

47分42秒27 柳澤 吉彦481 ヤナギサワ ヨシヒコ

49分34秒28 興梠 誠治429 コウロギ セイジ

49分42秒29 生水出 浩行443 ショウズデ ヒロユキ

50分08秒30 田代 真也459 タシロ シンヤ

50分57秒31 池田 大樹405 イケダ ダイキ

51分12秒32 大澤 道明413 オオサワ ミチアキ

51分14秒33 澤田 憲437 サワダ ケン

51分24秒34 小野山 隆也418 オノヤマ リュウヤ

52分54秒35 高瀬 博章453 タカセ ヒロアキ

52分54秒36 坂 実435 サカ ミノル

53分00秒37 小野山 和之417 オノヤマ カズユキ

53分42秒38 西巻 俊宏467 ニシマキ トシヒロ

53分45秒39 篠崎 真也438 シノザキ シンヤ

54分07秒40 玉木 省三461 タマキ ショウゾウ

54分23秒41 小林 大介432 コバヤシ ダイスケ

54分56秒42 澤田 一之436 サワダ カズユキ

55分14秒43 高田 裕祥454 タカタ ヒロヨシ

55分15秒44 山本 仁485 ヤマモト ヒトシ

56分33秒45 岩崎 誠二409 イワサキ セイジ

56分56秒46 徳本 善久463 トクモト ヨシヒサ

57分02秒47 西本 晴亮468 ニシモト セイリョウ

57分22秒48 岸 譲治422 キシ ジョウジ

57分35秒49 斉藤 寛尚434 サイトウ ヒロナオ

58分00秒50 大谷内 健児415 オオヤチ ケンジ

TEAM▲ZERO
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58分12秒51 新保 幸久445 シンボ ユキヒサ

58分22秒52 田中 慶太460 タナカ ケイタ

58分57秒53 三宅 淳二477 ミヤケ　ジュンジ

59分10秒54 秋好 伸洋403 アキヨシ ノブヒロ

59分25秒55 川瀬 瑞貴420 カワセ ミズキ

59分44秒56 杵渕 有吾424 キネフチ ユウゴ

1時間00分38秒57 吉村 文男487 ヨシムラ フミオ

1時間01分12秒58 神谷 洋佑419 カミヤ ヨウスケ

1時間01分31秒59 末田 和也446 スエダ カズヤ

1時間02分05秒60 内田 芳治411 ウチダ ヨシハル

1時間02分51秒61 岡村 慎哉416 オカムラ シンヤ

1時間04分52秒62 澁川 誠439 シブカワ マコト

1時間04分55秒63 青井 勉402 アオイ ツトム

1時間06分26秒64 赤穂 幸俊404 アコウ タカトシ

1時間06分36秒65 喜入 久志421 キイレ ヒサシ

1時間06分46秒66 武智 正頼457 タケチ マサヨリ

1時間06分47秒67 松村 卓司476 マツムラ タクジ

1時間08分19秒68 山中 紀明483 ヤマナカ ノリアキ

1時間09分54秒69 中塚 吉廣465 ナカツカ ヨシヒロ

1時間10分19秒70 白石 義彦444 シライシ シノザキシンヤ

1時間11分52秒71 岩出 忠輝410 イワデ タダテル

1時間12分21秒72 八木橋 潤480 ヤギハシ ジュン

1時間14分24秒73 濱田 光男471 ハマダ ミツオ

1時間15分17秒74 末次 範行447 スエツグ ノリユキ

1時間19分35秒75 倉本 史彦427 クラモト フミヒコ
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