
- 神戸ワイナリーでサンセットRUN！～盛夏で特盛の代謝 -

20km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

1時間15分46秒1 石丸 治孝618 イシマル ハルタカ

1時間15分53秒2 山本 達也778 ヤマモト タツヤ

1時間16分39秒3 水野 勝也757 ミズノ カツヤ

1時間16分46秒4 三村 義雄760 ミムラ ヨシオ

1時間17分56秒5 高濱 慶太682 タカハマ ケイタ

1時間18分43秒6 三河 淳755 ミカワ アツシ

1時間20分11秒7 野村 高弘719 ノムラ タカヒロ

1時間22分32秒8 冨田 諭698 トミタ サトシ

1時間22分45秒9 花尻 誉拡722 ハナジリ タカヒロ

1時間23分29秒10 加藤 孝幸641 カトウ タカユキ

1時間23分54秒11 植田 翔628 ウエダ ショウ

1時間25分35秒12 伊東 宏明622 イトウ ヒロアキ

1時間25分53秒13 東雲 翔一郎669 シノノメ ショウイチロウ

1時間28分34秒14 中垣 雄策703 ナカガキ ユウサク

1時間29分01秒15 松原 賢太746 マツバラ ケンタ

1時間29分08秒16 三木 勇人756 ミキ ハヤト

1時間29分43秒17 松田 和磨745 マツダ カズマ

1時間29分59秒18 野沢 理貴716 ノザワ リキ

1時間30分00秒19 梅田 淳平629 ウメダ ジュンペイ

1時間30分36秒20 満足 浩二754 マンゾク コウジ

1時間30分51秒21 寺岡 直人695 テラオカ ナオト

1時間31分39秒22 安井 和史766 ヤスイ カズフミ

1時間31分44秒23 片山 雅勝640 カタヤマ タダカツ

1時間32分26秒24 豊嶋 忠夫699 トヨシマ タダオ

1時間32分30秒25 中川 茂明704 ナカガワ シゲアキ

1時間32分32秒26 楠瀬 徹658 クスノセ トオル

1時間33分38秒27 古林 茂人742 フルバヤシ シゲト

1時間33分53秒28 藤岡 裕也737 フジオカ ヒロヤ

1時間34分00秒29 森田 進764 モリタ ススム

1時間34分55秒30 高橋 新吾681 タカハシ シンゴ

1時間34分59秒31 大橋 俊介634 オオハシ シュンスケ

1時間35分19秒32 神野 浩644 カミノ ヒロシ

1時間35分52秒33 安達 友洋609 アダチ トモヒロ

1時間36分22秒34 有田 光希615 アリタ コウキ

1時間37分16秒35 角谷 崇紘642 カドヤ タカヒロ

1時間38分12秒36 玉谷 哲郎686 タマタニ テツロウ

1時間38分55秒37 塚本 英俊688 ツカモト ヒデトシ

1時間39分21秒38 岡 佳孝636 オカ ヨシタカ

1時間39分34秒39 寺岡 卓也694 テラオカ タクヤ

1時間39分52秒40 多井中 一憲678 タイナカ カズノリ

1時間39分53秒41 岩田 有生627 イワタ ユウキ

1時間40分06秒42 坂本 慧667 サカモト サトシ

1時間40分11秒43 枚田 京太郎729 ヒラタ キョウタロウ

1時間40分37秒44 白須 直喜670 シラス ナオキ

1時間40分45秒45 赤尾 裕603 アカオ ユタカ

1時間41分21秒46 中野 嘉久710 ナカノ ヨシヒサ

1時間41分25秒47 山内 浩史768 ヤマウチ ヒロシ

1時間41分46秒48 藤井 一生734 フジイ カズオ

1時間42分42秒49 吉識 真吾782 ヨシキ シンゴ

1時間42分57秒50 廣中 智行732 ヒロナカ トモユキ

TEAM▲ZERO
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1時間44分17秒51 松内 満744 マツウチ ミツル

1時間44分23秒52 松本 一也750 マツモト カズヤ

1時間44分37秒53 西川 雅哉715 ニシカワ マサヤ

1時間44分42秒54 永嶺 文敏711 ナガミネ フミトシ

1時間44分46秒55 瀬見 竜一677 セミ リュウイチ

1時間45分18秒56 大島 盛之631 オオシマ モリユキ

1時間45分35秒57 田中 成哉685 タナカ マサヤ

1時間45分40秒58 川端 政之646 カワバタ マサユキ

1時間45分47秒59 松本 一房749 マツモト カズフサ

1時間45分53秒60 大加戸 秀樹630 オオカド ヒデキ

1時間46分22秒61 松本 寛752 マツモト ユタカ

1時間46分38秒62 菊池 和史651 キクチ カズフミ

1時間46分44秒63 草薙 晃657 クサナギ アキラ

1時間47分19秒64 小川 恒637 オガワ ヒサシ

1時間47分29秒65 井上 賢624 イノウエ サトシ

1時間47分34秒66 濱田 浩史725 ハマダ ヒロフミ

1時間47分58秒67 中塚 篤志708 ナカツカ アツシ

1時間48分25秒68 木村 一明655 キムラ カズアキ

1時間48分46秒69 木村 毅656 キムラ タケシ

1時間49分47秒70 大槻 裕朗632 オオツキ ヒロアキ

1時間49分48秒71 有田 哲郎616 アリタ テツロウ

1時間50分05秒72 藤田 正彦738 フジタ マサヒコ

1時間50分06秒73 竹中 浩之683 タケナカ ヒロユキ

1時間50分40秒74 清 敏宏675 セイ トシヒロ

1時間50分46秒75 三好 康平769 ﾐﾖｼｺｳﾍｲ

1時間50分48秒76 山崎 努771 ヤマザキ ツトム

1時間51分11秒77 藤枝 健一736 フジエダ ケンイチ

1時間51分15秒78 塚本 亮介689 ツカモト リョウスケ

1時間51分17秒79 齊藤 甲介663 サイトウ コウスケ

1時間51分31秒80 藤江 剛735 フジエ タケシ

1時間51分44秒81 南井 利昭758 ミナイ トシアキ

1時間52分01秒82 橋本 善信721 ハシモト ヨシノブ

1時間52分23秒83 鶴田 雄三693 ツルタ ユウゾウ

1時間52分26秒84 西馬 豊665 サイバ ユタカ

1時間52分31秒85 山本 雅巳779 ヤマモト マサミ

1時間52分45秒86 杉浦 広行674 スギウラ ヒロユキ

1時間52分56秒87 上処 進643 カミジョ ススム

1時間53分11秒88 足立 欣之610 アダチ ヨシユキ

1時間53分55秒89 猪俣 慶626 イノマタ ケイ

1時間53分58秒90 冨 恭平697 トミ キョウヘイ

1時間53分59秒91 大西 一嘉633 オオニシ カズヨシ

1時間54分45秒92 平岡 将太728 ヒラオカ ショウタ

1時間54分50秒93 内藤 康匡700 ナイトウ ヤスマサ

1時間55分04秒94 山方 聡志786 ヤマガタサトシ

1時間56分11秒95 新井 栄一613 アライ エイイチ

1時間56分23秒96 芥川 浩二606 アクタガワ コウジ

1時間56分45秒97 弘瀬 至730 ヒロセ イタル

1時間56分48秒98 熊代 英659 クマシロ エイ

1時間56分48秒99 局 伸裕692 ツボネ ノブヒロ

1時間56分52秒100 岸本 一真652 キシモト カズマ
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1時間57分12秒101 青木 勇人602 アオキ ハヤト

1時間57分18秒102 菅田 裕希673 スガタ ユウキ

1時間57分19秒103 後藤 哲也661 ゴトウ テツヤ

1時間57分44秒104 井上 雄元623 イノウエ カツモト

1時間58分08秒105 幸田 佳久660 コウダ ヨシヒサ

1時間58分23秒106 赤西 芳文604 アカニシ ヨシフミ

1時間58分47秒107 土居 大輔696 ドイ ダイスケ

1時間59分22秒108 長尾 亮702 ナガオ リョウ

1時間59分32秒109 相江 達也601 アイエ タツヤ

1時間59分36秒110 浜田 康司724 ハマダ コウジ

2時間00分31秒111 林 新一726 ハヤシ シンイチ

2時間00分38秒112 塩浜 悟668 シオハマ サトル

2時間00分39秒113 中島 和彦705 ナカジマ カズヒコ

2時間00分51秒114 多田 一久684 タダ カズヒサ

2時間00分53秒115 川田 豊645 カワダ ユタカ

2時間01分09秒116 神林 繁650 カンバヤシ シゲル

2時間01分16秒117 吉本 智784 ヨシモト サトシ

2時間02分32秒118 加古 泰三639 カコ タイゾウ

2時間03分14秒119 中島 雅夫706 ナカジマ マサオ

2時間04分14秒120 大村 怜635 オオムラ リョウ

2時間04分28秒121 若月 一世785 ワカツキ イッセキ

2時間04分29秒122 堤 仁志690 ツツミ ヒトシ

2時間04分32秒123 岸本 昌之653 キシモト マサユキ

2時間04分56秒124 三村 一巳759 ミムラ カズミ

2時間05分03秒125 藤田 良誠739 フジタ リョウセイ

2時間05分08秒126 山口 徹也770 ヤマグチ テツヤ

2時間05分14秒127 安部 紀夫612 アベ ノリオ

2時間05分21秒128 齊藤 成昭664 サイトウ シゲアキ

2時間05分33秒129 坪井 孝次郎691 ツボイ コウジロウ

2時間06分43秒130 高野 浩希680 タカノ ヒロキ

2時間08分29秒131 松宮 昭夫747 マツミヤ アキオ

2時間09分13秒132 中村 侑713 ナカムラ ユウ

2時間10分58秒133 野田 寿宏717 ノダ トシヒロ

2時間10分58秒134 信重 和紀718 ノブシゲ カズノリ

2時間11分09秒135 川元 健648 カワモト ツヨシ

2時間11分48秒136 神頭 英行649 カントウ ヒデユキ

2時間12分43秒137 北口 貴之654 キタグチ タカユキ

2時間13分02秒138 大和 哲郎773 ヤマト テツオ

2時間13分40秒139 森 博正763 モリ ヒロマサ

2時間14分02秒140 吉川 朋宏781 ヨシカワ トモヒロ

2時間14分43秒141 井上 博司625 イノウエ ヒロシ

2時間15分08秒142 松本 紘幸751 マツモト ヒロユキ

2時間15分16秒143 秋山 雄志605 アキヤマ タケシ

2時間15分43秒144 中村 修712 ナカムラ オサム

2時間17分27秒145 河原田 剛647 カワハラダ ツヨシ

2時間17分35秒146 福井 憲二733 フクイ　ケンジ

2時間17分52秒147 栄 秀臣666 サカエ ヒデオミ

2時間19分26秒148 山本 寛次776 ヤマモト カンジ

2時間19分41秒149 有岡 広喜614 アリオカ ヒロヨシ

2時間20分09秒150 藤本 充弘740 フジモト ミツヒロ
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会場: 神戸ワイナリー(農業公園)

主催: TEAM・ゼロ

2時間21分59秒151 生田 聡617 イクタ サトシ

2時間21分59秒152 阿部 智典611 アベ トモノリ

2時間22分41秒153 板倉 重一621 イタクラ シゲカズ

2時間22分51秒154 原島 正典727 ハラシマ マサノリ

2時間25分08秒155 小谷 浩二638 オダニ コウジ

2時間25分12秒156 古田 尚史741 フルタ ナオフミ

2時間25分37秒157 山本 耕一郎777 ヤマモト コウイチロウ

2時間26分56秒158 安原 康司767 ヤスハラ コウジ

2時間30分35秒159 吉田 靖783 ヨシダ ヤスシ

2時間31分23秒160 清家 卓也676 セイケ タクヤ

2時間39分48秒161 舛田 真悟743 マスダ シンゴ

TEAM▲ZERO


