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１０キロ 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/1/5

スタート： 10:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: チームゼロ事務局

34分27秒1 植田 樹310 ウエダ タツキ

34分43秒2 太田 康介314 オオタ コウスケ

35分13秒3 休坂 颯太328 キュウサカ ソウタ

36分03秒4 中路間 一哉347 ナカジマ カズヤ

36分33秒5 新井 和彬302 アライ カズアキ

36分38秒6 廣 直樹362 ヒロ ナオキ

37分49秒7 大前 文人319 オオマエ フミヒト

38分03秒8 谷本 貴之343 タニモト タカユキ

38分22秒9 佐橋 翼335 サハシ ツバサ

39分07秒10 山畑 和也383 ヤマハタ カズヤ

39分34秒11 高橋 建守339 タカハシ タケシ

39分59秒12 塚本 充郎344 ツカモト ミツオ

41分52秒13 川中 和幸323 カワナカ カズユキ

42分18秒14 枚田 京太郎360 ヒラタ キョウタロウ

42分45秒15 了源 弘太郎387 リョウゲン コウタロウ

43分44秒16 笠原 健321 カサハラ ケン

43分54秒17 福田 一生363 フクダ カズオ

43分55秒18 吉原 寛386 ヨシハラ ヒロシ

43分56秒19 石川 靖二305 イシカワ ヤスジ

46分06秒20 安部 信孝301 アベ ノブタカ

46分25秒21 杉田 哲也336 スギタ テツヤ

46分27秒22 池本 健304 イケモト タケシ

46分48秒23 佐々木 大輔334 ササキ ダイスケ

47分07秒24 浦上 満穂313 ウラガミ ミツオ

47分18秒25 古川 裕士368 フルカワ ヒロシ

47分19秒26 大原 征也318 オオハラ セイヤ

48分19秒27 大田 直人315 オオタ ナオト

48分29秒28 西塚 裕一353 ニシヅカ ユウイチ

48分31秒29 寺西 克之346 テラニシ カツユキ

49分05秒30 黒田 耕平331 クロダ コウヘイ

49分12秒31 森田 潔徳378 モリタ キヨノリ

49分20秒32 渡部 寛矢389 ワタナベ トモヤ

49分30秒33 原田 和貴357 ハラダ カズキ

49分38秒34 大野 靖幸317 オオノ ヤスユキ

50分13秒35 平山 雄基361 ヒラヤマ ユウキ

50分39秒36 井上 徹男307 イノウエ テツオ

51分07秒37 上田 敏晴311 ウエダ トシハル

51分36秒38 森本 正俊380 モリモト マサトシ

51分54秒39 本多 太郎369 ホンダ タロウ

52分30秒40 林 孝典388 リン コウテン

52分34秒41 浦上 北斗312 ウラカミ ホクト

52分42秒42 菱川 尚久359 ヒシカワ ナオヒサ

52分53秒43 岸本 正己326 キシモト マサミ

52分56秒44 森本 宏379 モリモト ヒロシ

52分56秒45 貴志 恒平324 キシ コウヘイ

53分04秒46 岸本 一徳325 キシモト カズノリ

53分09秒47 親里 嘉展320 オヤザト ヨシノブ

53分50秒48 幸田 佳久332 コウダ ヨシヒサ

53分57秒49 谷 敬祐342 タニ ケイユウ

54分22秒50 清家 正行338 セイケ マサユキ
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55分51秒51 学 大井372 マナブ オオイ

56分19秒52 北原 光悟327 キタハラ ミツノリ

56分47秒53 西馬 大稀352 ニシウマ ヒロキ

57分37秒54 藤田 将史366 フジタ マサフミ

57分44秒55 水口 勝雄375 ミナクチ マサオ

58分05秒56 中條 昌洋349 ナカジョウ マサヒロ

58分19秒57 福田 靖也365 フクダ ヤスナリ

58分51秒58 長瀬 晴紀350 ナガセ ハルキ

58分52秒59 竹脇 久登341 タケワキ ヒサト

58分59秒60 長島 武徳348 ナガシマ タケノリ

59分41秒61 三木 恒幸374 ミキ ツネユキ

1時間00分55秒62 早田 靖356 ハヤタ ヤスシ

1時間01分30秒63 宮武 淳人377 ミヤタケ アツヒト

1時間01分35秒64 月野 初良345 ツキノ ハツヨシ

1時間01分46秒65 山本 寛次384 ヤマモト カンジ

1時間02分43秒66 梶谷 周平322 カジタニ シュウヘイ

1時間02分53秒67 大塚 治道316 オオツカ ハルミチ

1時間03分44秒68 岩佐 護309 イワサ マモル

1時間04分14秒69 滝 信吾340 タキ シンゴ

1時間04分42秒70 山本 宏文385 ヤマモト ヒロフミ

1時間05分34秒71 藤本 翼367 フジモト ツバサ

1時間06分43秒72 橋本 拓355 ハシモト タク

1時間06分50秒73 小島 伸一郎333 コジマ シンイチロウ

1時間07分02秒74 山下 裕381 ヤマシタ ユウ

1時間08分16秒75 永吉 寛文351 ナガヨシ ヒロフミ

1時間08分59秒76 倉本 史彦330 クラモト フミヒコ

1時間10分02秒77 山根 善久382 ヤマネ ヨシヒサ

1時間11分17秒78 楠元 康紀329 クスモト ヤスノリ

1時間12分25秒79 前川 和也370 マエカワ カズヤ

1時間14分11秒80 真鍋 憲昭373 マナベ ノリアキ

1時間16分15秒81 石原 茂306 イシハラ シゲル

1時間25分03秒82 野村 雅人354 ノムラ マサト
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